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第５章 理科

第１ 教科目標，評価の観点及びその趣旨
１ 教科目標

自然に対する関心や探究心を高め，観察，実験などを行い，科学的に探究する能力と態度を育てると
ともに自然の事物・現象についての理解を深め，科学的な自然観を育成する。

２ 評価の観点及び趣旨
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

自然の事物・現象に関心 自然の事物・現象の中に 観察，実験の技能を習得 観察，実験などを通して
や探究心をもち，意欲的 問題を見いだし，観察， するとともに，自然の事 自然の事物・現象につい
にそれらを探究するとと 実験などを行うとともに 物・現象を科学的に探究 ての基本的な概念や原理，
もに，科学的態度を身に 事象を実証的，論理的に する方法を身に付け，そ ・法則を理解し，知識を
付けている。 考えたり，分析的・総合 れらの過程や結果及びそ 身に付けている。

的に考察したりして問題 こから導き出した自らの
を解決し，事実に基づい 考えを的確に表現する。
て科学的に判断する。

第２ 各科目の評価の観点の趣旨
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

科学と人間生活とのかか 科学と人間生活とのかか 科学と人間生活とのかか 科学と人間生活との
理科 わり，自然の探究・解明 わり，自然の探究・解明 わり，自然の探究・解明 かかわり，自然の探
基礎 や科学の発展の過程につ や科学の発展の過程につ や科学の発展の過程に関 究・解明や科学の発

いて関心をもち，意欲的 いて問題を見いだし，観 する観察，実験の技能を 展の過程について，
にそれらを探究するとと 察，実験などを行うとと 習得するとともに，それ 歴史的に有名な観
もに，科学的な見方や考 もに，実証的，論理的に らを科学的に探究する方 察，実験などを通し
え方を身に付けている。 考えたり，分析的・総合 法を身に付け，観察，実 て理解し，知識を身

的に考察したりして，事 験の過程や結果及びそこ に付けている。
実に基づいて，科学的に から導き出した自らの考
判断する。 えを的確に表現する。

エネルギーと物質の成り エネルギーと物質の成り エネルギーと物質の成り エネルギーと物質の
理科 立ちを中心に，自然の事 立ちを中心に，自然の事 立ちを中心とした観察， 成り立ちを中心に，
総合Ａ 物・現象に関心をもち， 物・現象の中に問題を見 実験の技能を習得すると 自然の事物・現象に

意欲的にそれらを探究す いだし，観察，実験など ともに，それらを科学的 ついて観察，実験な
るとともに，自然を総合 を行うとともに 実証的 に探究する方法を身に付 どを通して理解を， ，
的にとらえる見方や考え 論理的に考えたり，分析 け，観察，実験の過程や し，知識を身に付け
方を身に付けている。 的・総合的に考察したり 結果及びそこから導き出 ている。

して問題を解決し，事実 した自らの考えを的確に
に基づいて科学的に判断 表現する。
する。

生物とそれを取り巻く環 生物とそれを取り巻く環 生物とそれを取り巻く環 生物とそれを取り巻
理科 境を中心に，自然の事物 境を中心に，自然の事物 境を中心とした観察，実 く環境を中心に，自
総合Ｂ ・現象に関心をもち，意 ・現象の中に問題を見い 験の技能を習得するとと 然の事物・現象につ

欲的にそれらを探究する だし，観察，実験などを もに，それらを科学的に いて，観察，実験な
とともに，自然を総合的 行うとともに，実証的， 探究する方法を身に付 どを通して理解し，
にとらえる見方や考え方 論理的に考えたり，分析 け，観察，実験の過程や 知識を身に付けてい
を身に付けている。 的・総合的に考察したり 結果及びそこから導き出 る。

して問題を解決し，事実 した自らの考えを的確に
に基づいて科学的に判断 表現する。
する。

物理的な事物・現象に関 物理的な事物・現象の中 物理的な事物・現象に関 観察，実験などを通
物理Ⅰ 心や探究心をもち，意欲 に問題を見いだし 観察 する観察，実験の技能を して物理的な事物・， ，

的にそれらを探究すると 実験などを行うととも 習得するとともに，それ 現象についての基本
ともに，科学的態度を身 に，事象を実証的，論理 らを科学的に探究する方 的な概念や原理・法
に付けている。 的に考えたり，分析的・ 法を身に付け，観察，実 則を理解し，知識を

総合的に考察したりし 験の過程や結果及びそこ 身に付けている。
て，問題を解決し，事実 から導き出した自らの考
に基づいて科学的に判断 えを的確に表現する。
する。

化学的な事物・現象に関 化学的な事物・現象の中 化学的な事物・現象に関 観察，実験などを通
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化学Ⅰ 心や探究心をもち，意欲 に問題を見いだし 観察 する観察，実験の技能を して化学的な事物・， ，
的にそれらを探究すると 実験などを行うととも 習得するとともに，それ 現象に関する基本的
ともに，科学的態度を身 に，事象を実証的，論理 らを科学的に探究する方 な概念や原理・法則
に付けている。 的に考えたり，分析的・ 法を身に付け，観察，実 を理解し，知識を身

総合的に考察したりし 験の過程や結果及びそこ に付けている。
て，問題を解決し，事実 から導き出した自らの考
に基づいて科学的に判断 えを的確に表現する。
する。

生物や生物現象に関心や 生物や生物現象の中に問 生物や生物現象に関する 観察，実験などを通
生物Ⅰ 探究心をもち，意欲的に 題を見いだし，観察，実 観察，実験の技能を習得 して生物や生物現象

それらを探究するととも 験などを行うとともに， するとともに，それらを についての基本的な
に，科学的態度を身に付 事象を実証的，論理的に 科学的に探究する方法を 概念や原理・法則を
けている。 考えたり，分析的・総合 身に付け，観察，実験の 理解し，知識を身に

的に考察したりして，問 過程や結果及びそこから 付けている。
題を解決し，事実に基づ 導き出した自らの考えを
いて科学的に判断する。 的確に表現する。

地学的な事物・現象に関 地学的な事物・現象の中 地学的な事物・現象に関 観察，実験などを通
地学Ⅰ 心や探究心をもち，意欲 に問題を見いだし 観察 する観察，実験の技能を して地学的な事物・， ，

的にそれらを探究すると 実験などを行うととも 習得するとともに，それ 現象に関する基本的
ともに，科学的態度を身 に，事象を実証的，論理 らを科学的に探究する方 な概念や原理・法則
に付けている。 的に考えたり，分析的・ 法を身に付け，観察・実 を理解し，知識を身

総合的に考察したりし 験の過程や結果及びそこ に付けている。
て，問題を解決し，事実 から導き出した自らの考
に基づいて科学的に判断 えを的確に表現する。
する。

物理的な事物・現象に関 物理的な事物・現象の中 物理的な事物・現象に関 観察，実験や課題研
物理Ⅱ 心や探究心をもち，主体 に問題を見いだし 観察 する観察，実験の技能を 究などを通して物理， ，

的にそれらを探究すると 実験や課題研究などを行 習得するとともに，それ 的な事物・現象に関
ともに，科学的態度を身 うとともに，事象を実証 らを科学的に探究する方 する基本的な概念や
に付けている。 的，論理的に考えたり， 法を身に付け，観察，実 原理・法則について

分析的・総合的に考察し 験や課題研究及びそこか 理解を深め，知識を
たりして 問題を解決し ら導き出した自らの考え 身に付けている。， ，
事実に基づいて科学的に の過程や結果を的確に表
判断する。 現する。

化学的な事物・現象に関 化学的な事物・現象の中 化学的な事物・現象に関 観察，実験や課題研
化学Ⅱ 心や探究心をもち，主体 に問題を見いだし 観察 する観察，実験の技能を 究などを通して化学， ，

的にそれらを探究すると 実験や課題研究などを行 習得するとともに，それ 的な事物・現象に関
ともに，科学的態度を身 うとともに，事象を実証 らを科学的に探究する方 する基本的な概念や
に付けている。 的，論理的に考えたり， 法を身に付け，観察，実 原理・法則について

分析的・総合的に考察し 験や課題研究及びそこか 理解を深め，知識を
たりして 問題を解決し ら導き出した自らの考え 身に付けている。， ，
事実に基づいて科学的に の過程や結果を的確に表
判断する。 現する。

生物や生物現象に関心や 生物や生物現象の中に問 生物や生物現象に関する 観察，実験や課題研
生物Ⅱ 探究心をもち，主体的に 題を見いだし，観察，実 観察，実験の技能を習得 究などを通して生物

それらを探究するととも 験や課題研究などを行う するとともに，それらを や生物現象に関する
に，科学的態度を身に付 とともに 事象を実証的 科学的に探究する方法を 基本的な概念や原理， ，
けている。 論理的に考えたり，分析 身に付け，観察，実験や ・法則について理解

的・総合的に考察したり 課題研究及びそこから導 を深め，知識を身に
して，問題を解決し，事 き出した自らの考えの過 付けている。
実に基づいて科学的に判 程や結果を的確に表現す
断する。 る。

地学的な事物・現象に関 地学的な事物・現象の中 地学的な事物・現象に関 観察，実験や課題研
地学Ⅱ 心や探究心をもち，主体 に問題を見いだし 観察 する観察，実験の技能を 究などを通して地学， ，

的にそれらを探究すると 実験や課題研究などを行 習得するとともに，それ 的な事物・現象に関
ともに，科学的態度を身 うとともに，事象を実証 らを科学的に探究する方 する基本的な概念や
に付けている。 的，論理的に考えたり， 法を身に付け，観察，実 原理・法則について

分析的・総合的に考察し 験や課題研究及びそこか 理解を深め，知識を
たりして 問題を解決し ら導き出した自らの考え 身に付けている。， ，
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事実に基づいて科学的に の過程や結果を的確に表
判断する。 現する。
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第３ 必履修科目における内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例
理科基礎Ⅰ
１ 目標

科学と人間生活とのかかわり，自然の探究・解明や科学の発展の過程について，観察，実験などを通
して理解させ，科学に対する興味・関心を高めるとともに，科学的な見方や考え方を養う。

２ 「理科基礎」の評価の観点の趣旨
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

科学と人間生活とのかか 科学と人間生活とのかか 科学と人間生活とのかか 科学と人間生活とのかか
わり，自然の探究・解明 わり，自然の探究・解明 わり，自然の探究・解明 わり，自然の探究・解明
や科学の発展の過程につ や科学の発展の過程につ や科学の発展の過程に関 や科学の発展の過程につ
いて関心をもち，意欲的 いて問題を見いだし，観 する観察，実験の技能を いて，歴史的に有名な観
にそれらを探究するとと 察，実験などを行うとと 習得するとともに，それ 察，実験などを通して理
もに，科学的な見方や考 もに，実証的，論理的に らを科学的に探究する方 解し，知識を身に付けて
え方を身に付けている。 考えたり，分析的・総合 法を身に付け，観察，実 いる。

的に考察したりして，事 験の過程や結果及びそこ
実に基づいて，科学的に から導き出した自らの考
判断する。 えを的確に表現する。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例
理科基礎における内容のまとまりごとの評価規準は，学習指導要領の大項目(1)から(3)を内容のまと

まりとして評価規準を作成した。

(1) 「科学の始まり」
【学習指導要領の内容】

道具や火の活用，自然の観察とその積み重ね，自然の中に見られる規則性や法則性の発見など，科
学の始まりと人間生活とのかかわりについて考えさせる。

【 科学の始まり」の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

科学の始まりと人間生活 自然の中で生きていくた 古代に行われた材料の加 古代に行われた材料の加
とのかかわりについて関 めの工夫や努力が，技術 工や道具の製作などの体 工や道具の製作など体験
心をもち，意欲的にそれ の発展を促し，文化や自 験的活動や博物館等の利 的活動や博物館等の利用
らを探究しようとする。 然観を形成してきたこと 用を通して，自然の事物 を通して，科学の始まり，

この工夫と努力の積み重 ・現象を科学的にとらえ と人間生活とのかかわり
ねが科学を発展させてき る方法を習得し，そこか について理解し，知識を
たことを見いだす。 ら導き出した自らの考え 身に付けている。

を的確に表現する。 人類が自然の事物・現象
とのかかわりの中で，工
夫と努力を積み重ね，技
術の進展や自然事象の基
本的な概念や原理・法則
を導きだしてきたこと，
その変遷が科学の発展を
生み出してきたことにつ
いて理解し，知識を身に
付けている。

【｢科学の始まり｣の評価規準の具体例 】
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

・科学の始まりと人間生 ・製作した道具や習得し ・古代に行われた物質を ・人類が自然の事物・現
活とのかかわりについて た技術が，新しい道具の 変化させることに関する 象とのかかわりの中で，，
物質と科学の観点から関 製作を促し，生活を改善 再現実験や製作などの体 工夫と努力を積み重ね，
心をもち，意欲的に探究 し文化を形成してきたこ 験的活動を通して，自然 技術の進展や自然事象の
しようとする。 とを見いだす。 の事物を科学的に探究す 基本的な概念や原理・法
・科学の始まりと人間生 ・古代の自然現象に依存 る方法を身に付け，そこ 則を導き出してきたこ
活とのかかわりについて する生活から自然観が形 から導き出した自らの考 と，その変遷が科学の発，
自然現象と科学の観点か 成され，科学が発達して えを的確に表現する。 展を生み出してきたこと
ら関心をもち，意欲的に きたことを見いだす。 ・古代に行われた自然現 を，体験的活動などを通
探究しようとする。 ・生きていくための知恵 象に関する観察，実験の して理解し，知識を身に
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・科学の始まりと人間生 が技術を獲得し，文化を 再現実験などを行い，自 付けている。
活とのかかわりについて 形成し，この工夫と努力 然の現象を科学的に探究，
人類と文化の形成の観点 の積み重ねが科学を発展 する方法を身に付け，そ
から関心をもち，科学の させてきたことを見いだ こから導き出した自らの
発展について意欲的に探 す。 考えを的確に表現する。

，究しようとする。 ・古代の自然観の中には
今日通用する原理の基礎
となっているものがある
反面，実証的でなく観念
的な考え方も長く続いて
いたこともあることを見
いだす。

(2) 「自然の探究と科学の発展」
【学習指導要領の内容】

自然への疑問や興味に基づく客観的な観察と新しい発想が科学を発展させ，自然の見方を大きく転
換し，展開させたことについて理解させる。
なお，アからエまでについては，生徒の実態等を考慮してそれぞれ(ｱ)または(ｲ)のいずれかを選択

して扱う。その際，典型的な観察や実験を取り上げ，探究的な学習を行うようにすること。
ア 物質の成り立ち
(ｱ) 原子，分子の探究
(ｲ) 物質合成への道

イ 生命を探る
(ｱ) 細胞の発見と細胞説
(ｲ) 進化の考え方

ウ エネルギーの考え方
(ｱ) エネルギーの考え方の形成
(ｲ) 電気エネルギーの利用

エ 宇宙・地球を探る
(ｱ) 天動説と地動説
(ｲ) プレートテクトニクス説の成立

【｢自然の探究と科学の発展｣の評価規準】
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

自然への疑問や興味に基 自然への疑問や興味に基 科学を発展させたり，自 歴史的に重要な観察，実
づく客観的な観察や新し づく客観的な観察や新し 然の見方を転換した歴史 験などを通して，自然へ
い発想が，科学を発展さ い発想が，科学を発展さ 的に重要な観察，実験を の疑問や興味に基づく客
せたということに関心を せ，自然の見方を転換し 行い，観察，実験の技能 観的な観察と新しい発想
もち，意欲的にそれらを 展開させたことを，歴史 を習得するとともに，こ が，科学を発展させ，自
探究しようとする。 的に重要な観察，実験を れらの過程を体験するこ 然の見方を転換し展開さ

行うことなどを通し，実 とで，科学的に探究する せたことを理解し，知識
証的 論理的に考えたり 方法を身に付け，そこか を身に付けている。， ，
分析的・総合的に考察し ら導き出した考えを的確
たりする。 に表現する。

【｢自然の探究と科学の発展｣の評価規準の具体例 】
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 物質の成り立ち
(ｱ) 原子，分子の探究
・元素の概念及び原子， ・元素の概念形成や原子 ・混合物の分離や熱分解 ・様々な仮説や実験の積， ，
分子などの概念形成の過 分子の存在などが確認で 酸化・還元などの化学反 み重ね，既存の概念にと
程に関心をもち，意欲的 きる歴史的な実験や関連 応の中から，元素の概念 らわれない発想や異なる
に探究しようとする。 実験を行い，当時の仮説 や原子，分子の存在を確 視点からのものの見方

や法則と対比しながら， かめることを助ける適切 が，元素の概念や原子，
論理的に考察する。 な観察，実験，調査等を 分子の存在を確かめる過
・様々な仮説や実験など 行い 結果としてまとめ 程に大きく貢献してきた， ，
の積み重ねにより，元素 概念の形成の過程につい ことを理解し，知識を身
の概念形成と原子，分子 て，自らの考えを的確に に付けている。
の存在が実証されてきた 表現する。
ことを，論理的に考察す
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る。
(ｲ) 物質合成への道
・物質の合成に関心をも ・天然にしか存在しない ・染料や香料 合成繊維 ・物質の合成は，天然物， ，
ち，合成物質と人間生活 と思われていた物質の理 日常生活とかかわりの深 質の性質や構造が解明さ
とのかかわりについて， 解が深まることによって い物質や歴史的に有名な れて可能になったことを，
意欲的に探究しようとす 物質の合成が初めて可能 物質の合成実験などに関 理解し，知識を身に付け
る。 になったということを見 する実験を，機器などを ている。

いだす。 工夫して行い，物質合成 ・身近な物質を合成する
・身近な合成物質の実験 の技能を習得する。 ことを通して，物質合成
を行い，合成物質が人間 ・自ら合成した物質など とその利用が，科学の発
生活を豊かにしているこ を通して，物質の合成と 展に大きく貢献している
となどを，論理的に考察 その利用について，自ら ことを理解し，知識を身
する。 の考えを的確に表現する に付けている。。
・合成物質の中には，そ ・合成した物質には，生
の利用によっては不測の 物や人体に対して重大な
事態を引き起こすものも 影響を及ぼすものがあ
あり 使用に当たっては り，使用に当たっては環， ，
環境への配慮が重要であ 境への配慮が重要である
ることを，論理的に考察 ことを理解し，知識を身
する。 に付けている。

イ 生命を探る
(ｱ) 細胞の発見と細胞説
・いろいろな細胞を観察 ・顕微鏡の発達による観 ・細胞を観察する装置と ・自らの観察などを通し
し，生物が細胞からでき 察結果の蓄積から，細胞 して，顕微鏡を適切に操 て，生物を構成する基本
ていることを意欲的に探 説が提唱されたことを考 作する技能を習得する。 的な単位が細胞であるこ
究しようとする。 察する。 ・微生物の培養などの観 とを理解し，知識を身に
・生物の自然発生説が見 ・歴史的な観察，実験の 察，実験を行い，その結 付けている。
直される過程について関 結果により，自然発生説 果から得られた情報を的 ・生物は自然発生しない
心をもち，意欲的に探究 が否定されることを論理 確に表現する。 ことについて，歴史的な
しようとする。 的に考察する。 論争を踏まえて理解し，

知識を身に付けている。
(ｲ) 進化の考え方
・生物の多様性に関心を ・様々な進化論について ・進化の証拠について， ・今日まで提唱されてき，
もち，多様性をもたらし 提唱されるに至った経過 化石などの観察を行った た代表的な進化論につい
た生物の進化について意 や論点について，分析的 り，現生の生物に見られ ての基本的な知識をもと
欲的に探究しようとする ・総合的に考察する。 る形態や機能の類縁の度 に，生物は進化するとい。

・生物の進化の証拠につ 合いなどについて調べた うことを理解し，知識を
いて，例を挙げて考察す 結果などから得られた情 身に付けている。
る。 報を的確に表現する。 ・進化の証拠とされる事

柄を理解し，知識を身に
付けている。

ウ エネルギーの考え方
(ｱ) エネルギーの考え方
の形成

・熱と仕事の関係，熱と ・力学的エネルギーが熱 ・物体の力学的エネルギ ・エネルギー変換の典型
他のエネルギーの変換に に変わる実験などを行い ーが熱に変わる現象や， 的な事例の学習を通し，
関心をもち，エネルギー 仕事とエネルギーを関連 熱が力学的エネルギーに て，エネルギー保存の法
が保存されることを意欲 付けて考察する。 変わる現象の観察，実験 則について理解し，知識
的に探究しようとする。 ・物体の位置や運動に関 などを行い，それらの技 を身に付けている。

わる力学的エネルギーに 能を習得するとともに， ・様々な日常現象をエネ
ついて，実験を通して理 得られた結果を的確に表 ルギー変換の視点で捉
解を深め，自然現象をエ 現する。 え，私たちの身の回りの
ネルギー保存の考え方で 現象をエネルギー保存の
考察する。 考え方で理解し，知識を

身に付けている。
(ｲ) 電気エネルギーの利用
・化学エネルギーや力学 ・熱や力学的エネルギー ・電気と磁気の性質を利 ・電気に関する諸現象の，
的エネルギーが電気エネ 化学エネルギー，光のエ 用したモーターなどのも 解明や電気と磁気の関係
ルギーに変わる現象に関 ネルギーなどが電気エネ のづくりを行ったり，電 が明らかにされたこと
心をもち，エネルギー変 ルギーと互いに変換する 気エネルギーが様々なエ で，化学エネルギーや力
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換について意欲的に探究 現象を体験し，エネルギ ネルギーに変換する実験 学的エネルギーが電気エ
しようとする。 ーがどのように変換する などを行い，それらの技 ネルギーに変換できるこ

かを考察する。 能を習得するとともに， とを理解し，知識を身に
・日常生活で電気エネル 結果を的確に表現する。 付けてい
ギーが多くの恩恵をもた ・電気エネルギーが力学 る。
らしていることを，電気 的エネルギーに変わるな ・日常生活では電気エネ
エネルギーが他のエネル ど，エネルギーの変換に ルギーを様々な形に変換
ギーに変換しやすいとい ついて調べた結果を的確 して利用していることを
う性質から考察する。 に表現する。 理解し，知識を身に付け

ている。
エ 宇宙・地球を探る
(ｱ) 天動説と地動説
・天動説から地動説へと ・惑星の視運動を観測事 ・観測データを基に作図 ・天動説と地動説のそれ
宇宙観が転換する過程に 実に基づいて把握し，そ するなどして天体の動き ぞれの論点をとらえ，観
関心をもち，意欲的にそ の原因が惑星の運動速度 を表現する技能を習得す 測技術の向上が論争に終
れらを探究しようとする の違いにあることを見い る。 止符を打ち，現代の宇宙。

だす。 ・天動説と地動説につい 像を作り上げていること
・年周視差が地動説の証 てその違いを調べた結果 を理解し，知識を身に付
拠となること及び，その を的確に表現する。 けている。
ためには観測技術の精度 ・天動説と地動説に関す

， ，の向上が必要であったこ る観察 実験などを行い
とを論理的に考察する。 工夫と努力の積み重ねに
・地動説の確立に貢献し よってそれらの基本的な
た様々な観測データをあ 概念や原理・法則が導き
げて関連付けて考察する 出されたことを理解し，。

知識を身に付けている。
(ｲ) プレートテクトニク
ス説の成立

・プレートテクトニクス ・地層や化石から地球の ・観測データを基に作図 ・大陸移動説の論点をと
説の成立を中心とした地 過去の様子について分析 するなどして，大陸移動 らえ，観測技術の向上が
球観の変遷の過程につい 的・総合的に考察する。 やプレートの動きを的確 論争に終止符を打ち，プ
て関心をもち，意欲的に ・プレートテクトニクス に表現する。 レートテクトニクス説を
探究しようとする。 説の成立を中心とした地 ・モデル実験やコンピュ 作り上げていることを理

球観の変遷の過程におい ータシミュレーションな 解し，知識を身に付けて
て，観測技術の精度の向 どを通して，プレートテ いる。
上が必要であったことを クトニクス説による地球 ・プレートテクトニクス
考察する。 観の変遷の過程について 説により地球表層の運動，
・プレートテクトニクス 調べた結果を的確に表現 がプレートの動きで統一
説の成立を中心とした地 する。 的に説明できることを理
球観の変遷の過程につい 解し，知識を身に付けて
て，それらの観測データ いる。
を関連付けて考察する。

(3) 科学の課題とこれからの人間生活
【学習指導要領の内容】

様々な自然認識の展開による科学の成果についての学習を踏まえて，現在及び将来における科学の
課題と身近な人間生活のかかわりについて考察させる。

【｢科学の課題とこれからの人間生活｣の評価規準】
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

様々な自然認識の展開に 様々な自然認識の展開に 様々な自然認識の展開に 様々な自然認識の展開に
よる科学の成果について よる科学の成果について よる科学の成果について よる科学の成果について

， ， ， ，の学習を踏まえて，現在 の学習を踏まえて，現在 の学習を踏まえて 観察 の学習を踏まえて 観察
及び将来における科学の 及び将来における科学の 実験の技能や調査の方法 実験，調査などを通して
課題と身近な人間生活の 課題と身近な人間生活と を習得するとともに，そ 現在及び将来における科
かかわりに関心をもち， のかかわりについて，実 れらを科学的に探究する 学の課題と人間生活のか
それらの課題について意 証的 論理的に考えたり 方法を身に付け，観察， かわりについて理解し，， ，
欲的に探究するとともに 分析的・総合的に考察し 実験，調査の過程や結果 知識を身に付けている。
科学的態度を身に付けて たりするとともに，事実 及び，そこから導き出し
いる。 に基づいて科学的に判断 た自らの考えを的確に表
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する。 現する。

【｢科学の課題とこれからの人間生活｣の評価規準の具体例】
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

・現在及び将来における ・現在及び将来における ・現在及び将来における ・現在及び将来における
科学の課題と身近な人間 科学の課題と身近な人間 科学の課題と身近な人間 科学の課題と身近な人間

， ，生活のかかわりに具体的 生活について具体的な問 生活について観察，実験 生活について観察 実験
な関心や探究心をもち， 題を見いだし，実証的， の技能や調査の方法を習 調査などを行い，科学の
それらの課題について意 論理的に考えたり，分析 得するとともに，それら 進歩が人間生活に大きな
欲的に問題解決を図ろう 的・総合的に考察したり を科学的に探究する方法 影響を与えていることを
とする。 するとともに，事実に基 を身に付け 観察 実験 理解し，現在及び将来に， ， ，

づいて科学的に判断する 調査の過程や結果及び， 生じる課題を理解し，知。
そこから導き出した自ら 識を身に付けている。
の考えを報告書にまとめ
たり，発表したりする。
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理科総合ＡⅡ

１ 目標
自然の事物・現象に関する観察，実験などを通して，エネルギーと物質の成り立ちを中心に，自然の

事物・現象について理解させるとともに，人間と自然とのかかわりについて考察させ，自然に対する総
合的な見方や考え方を養う。

２ 評価の観点の趣旨
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

エネルギーと物質の成り エネルギーと物質の成り エネルギーと物質の成り エネルギーと物質の成り
立ちを中心に，自然の事 立ちを中心に，自然の事 立ちを中心とした観察， 立ちを中心に，自然の事
物・現象に関心をもち， 物・現象の中に問題を見 実験の技能を習得すると 物・現象について観察，
意欲的にそれらを探究す いだし，観察，実験など ともに，それらを科学的 実験などを通して理解
るとともに，自然を総合 を行うとともに 実証的 に探究する方法を身に付 し，知識を身に付けてい， ，
的にとらえる見方や考え 論理的に考えたり，分析 け，観察，実験の過程や る。
方を身に付けている。 的・総合的に考察したり 結果及びそこから導き出

して問題を解決し，事実 した自らの考えを的確に
に基づいて科学的に判断 表現する。
する。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例
理科総合Ａにおける内容のまとまりごとの評価規準は，学習指導要領の大項目(1)から(4)を内容のま

とまりとして評価規準を作成した。

(1) 「自然の探究」
【学習指導要領の内容】

身近な自然の事物・現象についての観察，実験などを通して，それらの基本的な方法を習得させる
とともに，エネルギーや物質について考察させ，自然を探究する力を養う。
ア 自然の見方
イ 探究の仕方

【 自然の探究」の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

エネルギーと物質に関す エネルギーと物質に関す エネルギーと物質に関す エネルギーと物質に関す
る身近な自然の事物・現 る身近な自然の事物・現 る身近な自然の事物・現 る身近な自然の事物・現
象に関心をもち，意欲的 象の中に問題を見いだし 象について観察，実験の 象について，探究の方法，
にそれらを探究しようと 観察，実験などを行うと 技能を習得するとともに を理解するとともに，自，
する。 ともに，実証的，論理的 それらを科学的に探究す 然界には規則性や法則性

に考えたり，分析的・総 る方法を身に付け 観察 があるということを理解， ，
合的に考察したりして問 実験の過程や結果及びそ し，知識を身に付けてい
題を解決し，事実に基づ こから導き出した自らの る。
いて科学的に判断する。 考えを的確に表現する。

【 自然の探究」の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 自然の見方
・自然の事物・現象をエ ・自然の事物・現象をエ ・自然の事物・現象をエ ・観察，実験などを通し
ネルギーや物質の変化と ネルギーや物質の変化と ネルギーや物質の変化と て，自然の事物・現象を
変換という見方でとらえ 変換という見方でとらえ 変換という見方でとらえ エネルギーや物質の変化， ， ，
意欲的に探究しようとす それらについて観察，実 それらを科学的に探究す と変換などでとらえ，自
る。 験などを行い，得られた る方法を身に付け 観察 然界には規則性や法則性， ，

結果を実証的，論理的に 実験の過程や結果を的確 が存在することを理解
考えたり，分析的・総合 に記録・整理し，表現す し，知識を身に付けてい
的に考察したりする。 る。 る。

イ 探究の仕方
・電流と熱，力と仕事， ・電流と熱，力と仕事， ・電流と熱，力と仕事， ・電流と熱，力と仕事，
物質の成分などに関連し 物質の成分などに関連し 物質の成分などに関連し 物質の成分などに関連し
た身近な自然の事物・現 た身近な自然の事物・現 た身近な自然の事物・現 た身近な自然の事物・現
象の中から具体的な課題 象から具体的な課題を取 象から具体的な課題を設 象について，具体的な課
を取り上げ，科学的な手 り上げ，その事例につい 定し，情報を収集して実 題を設定し，探究の方法
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法で課題を解決すること て問題を見いだす。 験計画の立て方を習得す に基づいて観察，実験，
に関心をもち，意欲的に ・これらに関する観察， る。 調査などを行うことで，
それらを探究しようとす 実験，調査などを行い， ・観察，実験，調査など 課題が解決できることを
る。 得られた結果を数値処理 で得られた結果について 理解し，知識を身に付け，

やグラフの活用などによ 数値処理の仕方やグラフ ている。
り考察し，共通性や規則 の書き方などを習得する ・探究的な活動で何が分
性を科学的に判断する。 とともに，観察，実験の かり，何が分からないか
・観察，実験の結果に伴 過程や結果及びそこから を認識するとともに，自
う信頼性や不確実性につ 導き出した自らの考えを 然の認識にはなお多くの
いて検討し，判断する。 的確に表現する。 努力が必要であることを

理解し，知識を身に付け
ている。

(2) 「資源・エネルギーと人間生活」
【学習指導要領の内容】

人間生活にかかわりの深い化石燃料，原子力，水力，太陽光などの利用の際見られる現象は，エネ
ルギーという共通概念でとらえられることを理解させる。
ア 資源の開発と利用
(ｱ) エネルギー資源の利用
(ｲ) その他の資源の開発と利用

イ いろいろなエネルギー
(ｱ) 仕事と熱
(ｲ) エネルギーの変換と保存

【 資源・エネルギーと人間生活｣の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

人間生活とかかわりの深 人間生活とかかわりの深 人間生活とかかわりの深 人間生活とかかわりの深
い資源・エネルギーに関 い資源・エネルギーの中 い資源・エネルギーにつ い資源・エネルギーにつ
心をもち，意欲的にそれ に問題を見いだし 観察 いて，観察，実験，調査 いて，観察，実験，調査， ，

， ，らを探究しようとする。 実験，調査などを行うと などの技能を習得すると などを通して 化石燃料
ともに，実証的，論理的 ともに，それらを科学的 原子力，水力，太陽光な
に考えたり，分析的・総 に探究する方法を身に付 どの利用の際に見られる
合的に考察したりして問 け，観察，実験，調査な 現象は，エネルギーとい
題を解決し，事実に基づ どの過程や結果及びそこ う共通概念でとらえられ
いて科学的に判断する。 から導き出した自らの考 ることを理解し，知識を

えを的確に表現する。 身に付けている。

【 資源・エネルギーと人間生活｣の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 資源の開発と利用
・蓄積型の化石燃料と原 ・蓄積型の化石燃料と原 ・化石燃料，原子力，水 ・蓄積型の化石燃料と原
子力，非蓄積型の水力や 子力，非蓄積型の水力や 力，太陽エネルギーなど 子力，非蓄積型の水力や
太陽エネルギーなどに関 太陽エネルギーなどにつ に関する観察，実験，調 太陽エネルギーなどにつ
心をもち，その特性や有 いてその特性や有限性， 査の技能や探究の方法を いて，観察，実験，調査
限性及びその利用などに また，その利用などにつ 習得するとともに 観察 などを通して，その特性， ，
ついて意欲的に探究しよ いて，分析的・総合的に 実験，調査の過程や結果 や有限性及びその利用に
うとする。 考察する。 及び集めた情報を整理し ついて理解し，知識を身，

そこから導き出した自ら に付けている。
の考えを的確に表現する ・原子力に関連して，天。

然放射性同位体の存在や
放射線の性質について理
解し，知識を身に付けて
いる。

・金属資源や非金属資源 ・金属資源や非金属資源 ・金属資源や非金属資源 ・金属資源や非金属資源
に関心をもち，それらの の特性や有限性について に関する観察，実験，調 について，観察，実験，
特性や有限性及び資源探 考察するとともに，資源 査の技能や探究の方法を 調査などを通して，その
査の方法や開発，再利用 探査の方法や開発及び再 習得するとともに 観察 特性や有限性，資源探査， ，
などについて意欲的に探 利用について，分析的・ 実験，調査の過程や結果 の方法や開発，再利用に
究しようとする。 総合的に考察する。 及び集めた情報を整理し ついて理解し，知識を身，



理－11

そこから導き出した自ら に付けている。
。の考えを的確に表現する

イ いろいろなエネルギ
ー
・電流による発熱や仕事 ・電流による発熱や仕事 ・電流による発熱や仕事 ・観察，実験などを通し
など，熱と仕事を中心と など，熱と仕事を中心と など，熱と仕事を中心と て，電流による発熱や仕
してエネルギーの基礎に してエネルギーの基礎に してエネルギーの基礎に 事など，熱と仕事を中心
ついて意欲的に探究しよ ついて実証的，論理的に 関する観察，実験の技能 としてエネルギーの基礎
うとする。 考えたり，仕事と熱や電 を習得するとともに，そ について理解し，知識を

気エネルギーが相互に変 の過程や結果を的確に表 身に付けている。
換されることについて， 現する。 ・力と仕事の基礎概念
分析的・総合的に考察す や，熱が仕事に変わる際
る。 の不可逆性も含めた仕事

とエネルギーとの関係を
理解し，知識を身に付け
ている。

・太陽エネルギーが仕事 ・太陽エネルギーが仕事 ・太陽エネルギーが仕事 ・観察，実験などを通し
に変えられたり生物のエ に変えられたり生物のエ に変えられたり生物のエ て，太陽エネルギーが仕
ネルギー源になることや ネルギー源になることに ネルギー源になることや 事に変えられたり生物の， ，
エネルギーの変換と総量 ついて考察するとともに エネルギーの変換と総量 エネルギー源になること，
の保存について関心をも エネルギーの変換と総量 の保存に関する観察，実 及びエネルギーは変換さ
ち，それらを意欲的に探 の保存について，分析的 験の技能や探究の方法を れるがその総量は保存さ
究しようとする。 ・総合的に考察する。 習得するとともに，その れることを理解し，知識

過程や結果を的確に表現 を身に付けている。
する。

(3) 「物質と人間生活」
【学習指導要領の内容】

身の回りの物質は原子，分子，イオンから成り立ち，それらの粒子の結び付きの変化で物質の性質
が変わることやエネルギーの出入りがあることを理解させる。
ア 物質の構成と変化
(ｱ) 物質の構成単位
(ｲ) 物質の変化

イ 物質の利用
(ｱ) 日常生活と物質
(ｲ) 生物のつくる物質

【 物質と人間生活｣の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

人間生活とかかわりの深 人間生活とかかわりの深 人間生活とかかわりの深 人間生活とかかわりの深
い身の回りの物質に関心 い身の回りの物質の中に い身の回りの物質につい い身の回りの物質につい
をもち，意欲的にそれら 問題を見いだし，観察， て，観察，実験，調査な て，観察，実験，調査な
を探究しようとする。 実験，調査などを行うと どの技能を習得するとと どを行い，物質は原子，

ともに，実証的，論理的 もに，科学的に探究する 分子，イオンから成り立
に考えたり，分析的・総 方法を身に付け，観察， ち，それらの粒子の結び
合的に考察したりして問 実験，調査などの過程や 付きの変化で物質の性質
題を解決し，事実に基づ 結果及びそこから導き出 が変わることやエネルギ
いて科学的に判断する。 した自らの考えを的確に ーの出入りがあることを

表現する。 理解し，知識を身に付け
ている。

【 物質と人間生活」の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 物質の構成と変化
・物質を構成する原子， ・元素の周期性を基に物 ・物質を構成する原子， ・観察，実験を通して，
分子，イオンとその結合 質を構成する原子 分子 分子，イオンとその結合 物質を構成する原子，分， ，
についての基礎を意欲的 イオンの平易な例につい についての基礎に関する 子，イオンとその結合に
に探究しようとする。 て分析的・総合的に考察 観察・実験の技能を習得 ついての基礎を理解し，

し，その構造や結合につ する。 知識を身に付けている。
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いて科学的に判断する。

・物質の状態変化や化学 ・物質の状態変化や化学 ・物質の状態変化や化学 ・物質の状態変化や化学
変化における原子 分子 変化を，構成粒子の運動 変化について，観察・実 変化の観察，実験を通し， ，
イオンの状態やエネルギ 状態や化学結合状態の変 験の技能や探究の方法を て，物質を構成する粒子
ーとの関連に関心をもち 化に基づいて分析的・総 習得する。 の運動状態や化学結合状，
意欲的にそれらを探究し 合的に考察し，それらの ・観察，実験の過程や結 態の変化によって物質の
ようとする。 変化にはエネルギーの出 果及びそこから導き出し 性質や状態が変わり，そ

入りが伴うことを科学的 た自らの考えを的確に表 の際にエネルギーの出入
に判断する。 現する。 りが伴うことを理解し，

知識を身に付けている。
イ 物質の利用
・人間生活とかかわりの ・人間生活とかかわりの ・人間生活とかかわりの ・人間生活とかかわりの
深い物質の特性や利用及 深い半導体，磁性体，金 深い半導体，磁性体，金 深い半導体，磁性体，金
び物質の製造に必要なエ 属，セラミックス，プラ 属，セラミックス，プラ 属，セラミックス，プラ
ネルギーに関心をもち， スチックの中から取り扱 スチックの中から取り扱 スチックの中から取り扱
意欲的にそれらを探究し った事例についての原料 った事例の原料と製品の った観察，実験の事例を
ようとする。 と製品の特性の関係，ま 特性の関係について観察 通して，原料と製品の特，

た，元素の組み替えや元 実験の技能を習得する。 性の関係を理解し，知識
素の循環について分析的 を身に付けている。
・総合的に考察する。

・生物が有用な物質をつ ・生物が有用な物質をつ ・微生物や酵素などを用 ・観察，実験を通して，
くることや生物体内の化 くることやその物質が人 いた物質の製造に関する 生物が有用な物質をつく
学反応の精妙さに関心を 間生活を豊かにしてきた 観察，実験の技能を習得 ることやおだやかな条件
もち，意欲的にそれらを こと，また，生物体内の する。 下で特定の物質を効率よ
探究しようとする。 化学反応のエネルギー効 ・観察，実験の過程や結 くつくる生物の働きにつ

率の高さやその反応の工 果及びそこから導き出し いて理解し，知識を身に
業的な利用について分析 た自らの考えを的確に表 付けている。
的・総合的に考察する。 現する。 ・合成物質が自然界にお

ける生物の働きに与える
影響について理解し，知
識を身に付けている。

(4) 「科学技術の進歩と人間生活」
【学習指導要領の内容】

科学技術の成果と今後の課題について考察させ，科学技術と人間生活とのかかわりについて探究さ
せる。

【 科学技術の進歩と人間生活｣の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

科学技術の進歩と人間生 科学技術の進歩と人間生 科学技術の進歩と人間生 科学技術の進歩と人間生
活に関する課題について 活に関する課題を取り上 活に関する課題について 活に関する課題につい，
関心をもち，意欲的にそ げ，観察，実験，調査な 観察，実験，調査などを て，観察，実験，調査な
れらを探究するとともに どを行い，実証的，論理 行い，それらの技能を習 どを通して，科学技術と，
自然を総合的にとらえる 的に考えたり，分析的・ 得するとともに，科学的 人間生活には大きな関連
見方や考え方を身に付け 総合的に考察したりする に探究する方法を身に付 があることや科学技術が
ている。 とともに，科学技術と人 け，観察，実験，調査な 人間生活に果たしてきた

間生活とのかかわりにつ どの過程や結果及びそこ 役割を理解し，知識を身
いて，事実に基づいて科 から導き出した自らの考 に付けている。
学的に判断する。 えを的確に表現する。

【 科学技術の進歩と人間生活｣の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

・物質や資源の利用，エ ・物質や資源の利用，エ ・物質や資源の利用，エ ・物質や資源の利用，エ
ネルギーの変換や利用な ネルギーの変換や利用な ネルギーの変換や利用な ネルギーの変換や利用な

， ， ， ， ， ，どに関心をもち，それら どについて，身近な事柄 どについて 観察 実験 どについて 観察 実験
の成果や諸課題について に問題を見いだし 観察 調査などの技能を習得す 調査などを通して，それ， ，
意欲的，総合的に探究し 実験，調査などを行い， るとともに，それらを科 らの成果や諸課題を理解
ようとする。 実証的，論理的に考えた 学的に探究する方法を習 し，知識を身に付けてい
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・科学技術の役割やその り，分析的・総合的に考 得する。 る。
進展がもたらす成果と諸 察したりする。 ・観察，実験，調査など ・科学技術と人間生活と
課題に関心をもち，科学 ・科学技術の役割やその の過程や結果及び収集し のかかわりについて，科
技術と人間生活とのかか 進展がもたらす成果と諸 た情報を整理し，そこか 学技術の役割やその進展
わりについて，意欲的か 課題について科学的にと ら導き出した自らの考え がもたらすと成果と諸課
つ総合的に探究しようと らえるとともに，科学技 を報告書にまとめたり， 題を理解し，知識を身に
する。 術と人間生活とのかかわ 発表したりする。 付けている。

りを多面的，総合的に考
察する。
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理科総合ＢⅢ

１ 目標
自然の事物・現象に関する観察，実験などを通して，生物とそれを取り巻く環境を中心に，自然の事

物・現象について理解させるとともに，人間と自然とのかかわりについて考察させ，自然に対する総合
的な見方や考え方を養う。

２ 評価の観点の趣旨
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

生物とそれを取り巻く環 生物とそれを取り巻く環 生物とそれを取り巻く環 生物とそれを取り巻く環
境を中心に，自然の事物 境を中心に，自然の事物 境を中心とした観察，実 境を中心に，自然の事物
・現象に関心をもち，意 ・現象の中に問題を見い 験の技能を習得するとと ・現象について，観察，
欲的にそれらを探究する だし，観察，実験などを もに，それらを科学的に 実験などを通して理解
とともに，自然を総合的 行うとともに，実証的， 探究する方法を身に付け し，知識を身に付けてい，
にとらえる見方や考え方 論理的に考えたり，分析 観察，実験の過程や結果 る。
を身に付けている。 的・総合的に考察したり 及びそこから導き出した

して問題を解決し，事実 自らの考えを的確に表現
に基づいて科学的に判断 する。
する。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例
理科総合Ｂにおける内容のまとまりごとの評価規準は，以下に示す学習指導要領の大項目(1)から(4)
を内容のまとまりとして評価規準を作成した。

(1) 「自然の探究」
【学習指導要領の内容】

身近な自然の事物・現象についての観察，実験などを通して，それらの基本的な方法を習得させる
とともに，生物とそれを取り巻く環境について考察させ，自然を探究する力を養う。
ア 自然の見方
イ 探究の仕方

【 自然の探究」の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

生物とそれを取り巻く環 生物とそれを取り巻く環 生物とそれを取り巻く環 生物とそれを取り巻く環
境に関する身近な自然の 境に関する身近な自然の 境に関する身近な自然の 境に関する身近な自然の
事物・現象に関心をもち 事物・現象の中に問題を 事物・現象に関する観察 事物・現象について，探， ，
意欲的にそれらを探究し 見いだし，観察，実験な 実験の技能を習得すると 究の方法を理解するとと
ようとする。 どを行うとともに，実証 ともに，それらを科学的 もに，自然に対する見方

的，論理的に考えたり， に探究する方法を身に付 には，多様性と共通性，
分析的・総合的に考察し け，観察，実験の過程や 変化と平衡などの見方が
たりするとともに，事実 結果及びそこから導き出 あることを理解し，知識
に基づいて科学的に判断 した自らの考えを的確に を身に付けている。
する。 表現する。

【 自然の探究」の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 自然の見方
・自然の事物・現象を多 ・自然の事物・現象を多 ・自然の事物・現象を多 ・観察，実験などを通し
様性と共通性，変化と平 様性と共通性，変化と平 様性と共通性，変化と平 て，自然の事物・現象に
衡などの見方でとらえ， 衡などの見方でとらえ， 衡などの見方でとらえ， は多様性と共通性，変化
意欲的に探究しようとす それらについて観察，実 それらを科学的に探究す と平衡などの見方でとら
る。 験などを行い，得られた る方法を身に付け 観察 えられることがあること， ，

結果を実証的，論理的に 実験の過程や結果を的確 を理解し，知識を身に付
考えたり，分析的・総合 に記録・整理し，表現す けている。
的に考察したりする。 る。

イ 探究の仕方
・大地の変動，大気と水 ・大地の変動，大気と水 ・大地の変動，大気と水 ・大地の変動，大気と水
の循環，生態系などに関 の循環，生態系などに関 の循環，生態系などに関 の循環，生態系などに関
連した身近な自然の事物 連した身近な自然の事物 連した身近な自然の事物 連した身近な自然の事物
・現象の中から具体的な ・現象の中から具体的な ・現象の中から具体的な ・現象について，具体的
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課題を取り上げ，科学的 課題を取り上げ，その事 課題を設定し，情報を収 な課題を設定し，探究の
な手法で課題を解決する 例について問題を見いだ 集して，観察，実験計画 方法に基づいて観察，実
ことに関心をもち，意欲 す。 の立て方を習得する。 験，調査などを行うこと
的にそれらを探究しよう ・これらに関する観察， ・観察，実験，調査など で，課題が解決できるこ
とする。 実験，調査などを行い， で得られた結果について とを理解し，知識を身に，

得られた結果を数値の処 数値の処理の仕方やグラ 付けている。
理やグラフの活用などに フの書き方などを習得す ・過去の実験結果や文献
より考察する。 るとともに，観察，実験 調査，対照実験などが有

の過程や，結果及びそこ 効であることを理解し，
から導き出した自らの考 知識を身に付けている。
えを的確に表現する
・野外観察の実施計画の
立て方，記録の取り方，
標本の採集や整理などの
仕方について習得する。

(2) 「生命と地球の移り変わり」
【学習指導要領の内容】

生命の星としての地球の変遷をたどり，生命の出現と生物の変遷は地球環境の変化とかかわってい
， 。ること及び生物は遺伝という共通の性質をもち 親の形質を子に伝えていることについて理解させる

ア 地球の移り変わり
(ｱ) 惑星としての地球
(ｲ) 地球の変動

イ 生命の移り変わり
(ｱ) 生物の変遷
(ｲ) 遺伝の規則性

【 生命と地球の移り変わり｣の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

地球の変遷や遺伝に関す 地球の変遷や遺伝に関す 地球の変遷や遺伝に関す 生命と地球の移り変わり
る事象・現象に関心をも る事象・現象の中に問題 る事象・現象について， について，観察，実験，
ち，意欲的にそれらを探 を見いだし 観察 実験 観察，実験，調査などの 調査などを通して，生命， ， ，
究しようとする。 調査などを行うとともに 技能を習得するとともに の出現と生物の変遷は地， ，

実証的，論理的に考えた 科学的に探究する方法を 球環境とかかわっている
り，分析的・総合的に考 身に付け，観察，実験， こと，及び生物には親か
察したりして問題を解決 調査などの過程や結果及 ら子に形質を伝える遺伝
し，事実に基づいて科学 びそこから導き出した自 現象があることを理解
的に判断する。 らの考えを的確に表現す し，知識を身に付けてい

る。 る。

【 生命と地球の移り変わり｣の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 地球の移り変わり
・太陽系の他の惑星の表 ・生命を生み出した条件 ・太陽系の各惑星などの ・太陽系の他の惑星など
面の様子と比較しながら としての大気や水の存在 特徴を比較するために， の表面の様子との比較を，
地球の特徴について興味 などの地球の特徴とその データの解析結果を図や 通して，生命の星として
と関心をもち，意欲的に 仕組みを考察する。 表などを用いて的確に表 の地球の特徴を理解し，
それらを探究しようとす ・海で始まった生命の誕 現する。 知識を身に付けている。
る。 生について，大気や海洋 ・生命を生み出す条件を ・生命が誕生するまでの
・生命の存在する惑星と などの地球環境の変化と 備えた地球の特徴に関す 大気や海洋などの地球環
なった地球環境の変化に 関連付けて考察する。 る観察 実験などを行い 境の変化について理解， ，
ついて関心をもち，意欲 調べた結果を的確に表現 し，知識を身に付けてい
的にそれらを探究しよう する。 る。
とする。

・プレートの動きによっ ・世界の大山脈などの形 ・プレートの動きによる ・世界の大山脈など地球
て説明できる世界の大山 成が，プレートの動きに 大山脈の形成に関するモ における典型的な大地の
脈の形成など地球におけ よって起こることを考察 デル実験などを行い，そ 変動がプレートの動きに
る典型的な大地の変動に する。 れらの調べた結果を的確 よって説明できることを
ついて関心をもち，意欲 ・野外などでの地層や岩 に表現する。 理解し，知識を身に付け
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的にそれらを探究しよう 石の観察事実から，土地 ・資料を用いたり実際に ている。
とする。 が隆起や沈降をすること 野外で断層，褶曲，不整 ・地層を観察して見られ
・地層や岩石に関心をも を類推し，様々な時間ス 合などを調べ，形成過程 る断層，褶曲，不整合は
ち，観察を通して，過去 ケールの地殻変動がある を考察し，その結果を的 過去に起こった地殻変動
に起こった地殻変動を意 ことを科学的に判断する 確に表現する。 を類推する手掛かりにな。
欲的に探究しようとする ることを理解し，知識を。

身に付けている。
イ 生命の移り変わり
・生物の多様化が地球環 ・生物の移り変わりと地 ・化石標本や顕微鏡によ ・原始生命体の誕生から
境の移り変わりによって 球環境の移り変わりを時 る細胞標本の観察の仕方 生物が陸上へ進出するま
起こったことに関心をも 間的に対比して，その因 を習得し，生物が出現し での道筋を地球環境の変
ち，意欲的にそれらを探 果関係を考察し，その要 た地質時代の順序性や原 化と関連付けて理解し，
究しようとする。 因を見いだす。 核生物と真核生物の違い 知識を身に付けている。

を考察し，その結果を的
確に表現する。

・親から子に形質を伝え ・メンデルの交雑実験の ・遺伝子の働きに基づい ・遺伝子の働きによっ
るという遺伝現象に関心 記録などを基に，遺伝子 た身近な事象を観察した て，親の形質が規則性を
をもち，意欲的にそれら の伝わり方に共通の法則 り，交雑実験等の技能を もって子に伝えられるこ
を探究しようとする。 性を見いだし，その仕組 習得し，その結果を的確 とを理解し，知識を身に

みを考察する。 に表現する。 付けている。

(3) 「多様な生物と自然のつり合い」
【学習指導要領の内容】

地球の様々な自然環境は，変化するとともに，その過程で平衡が保たれていること，そこに多様な
生物が生活していることについて理解させる。
ア 地表の姿と大気
(ｱ) 多様な景観
(ｲ) 大気と水の循環

イ 生物と環境
(ｱ) 生物の多様性
(ｲ) 生物と環境とのかかわり

【 多様な生物と自然のつり合い｣の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

地球上の様々な自然環境 地球上の様々な自然環境 地球上の様々な自然環境 多様な生物と自然のつり
や多様な生物について関 や多様な生物の中に，問 や多様な生物に関する観 合いについて，観察，実
心をもち，意欲的にそれ 題を見いだし，観察，実 察，実験，調査などの技 験，調査などを通して，
らを探究しようとする。 験，調査などを行うとと 能を習得するとともに， 地球上の様々な自然環境

もに，実証的，論理的に 科学的に探究する方法を は，変化するとともに，
考えたり，分析的・総合 身に付け，観察，実験， その過程で平衡が保た
的に考察したりして問題 調査などの過程や結果及 れ，そこで多様な生物が
を解決し，事実に基づい びそこから導き出した自 生活していることを理解
て科学的に判断する。 らの考えを的確に表現す し，知識を身に付けてい

る。 る。

【 多様な生物と自然のつり合い」の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 地球の姿と大気
・現在の陸地，島弧，海 ・地球上の景観の成因に ・地形や地質を詳しく観 ・現在の陸地，島弧，海
洋底などの景観の特徴に ついて太陽放射エネルギ 察，記録し，その特徴に 洋底などの景観の特徴に
ついて関心をもち意欲的 ーと地球内部エネルギー ついて図や表などを用い ついて理解し，知識を身
にそれらを探究しようと の関連を考察し，成り立 て的確に表現する。 に付けている。
する。 ちについて判断する。 ・地形や地質の特徴を把 ・景観の成因について太
・景観の成因について太 握し，成因について考察 陽エネルギーと地球内部
陽エネルギーと地球内部 し，その結果を的確に表 エネルギーの関連につい
エネルギーの関連につい 現する。 て理解し，知識を身に付
て探究しようとする。 けている。

・地球規模の大気と水の ・地球規模の大気と水の ・天気図，地球観測衛星 ・地球規模で大気と水の
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循環や運動について関心 循環や運動によって，熱 による雲画像を参考にし 循環や運動が生じている
をもち，意欲的にそれら 平衡が保たれていること ながら 空の観察を行い ことについて理解し，知， ，
を探究しようとする。 を見いだす。 天気の変化を把握し，そ 識を身に付けている。
・地球上では熱の移動が ・日本付近の大気の動き の特徴について表やグラ ・地球上では熱の移動が
行われ，熱的平衡が保た と気象変化とを関連付け フなどを用いて的確に表 行われ，熱的平衡が保た
れていることについて探 て考察する。 現する。 れていることについて理
究しようとする。 ・天気の変化の特徴を調 解し，知識を身に付けて

べた結果を考察し，その いる。
結果を的確に表現する。

イ 生物と環境
・多様な生物の存在とそ ・生物に見られる多様な ・動物や植物の形態観察 ・多様な生物が様々な環
の生活の多様性に関心を 形や性質の違いが生活の の方法を習得し，観察， 境とのかかわりの中で生
もち，生物がどのように 多様性に関連しているこ 記録に基づいて，それら 活していることについて
環境に適応しているかを とを見いだしたり，共通 の共通点や相違点を段階 理解し，知識を身に付け
意欲的に探究しようとす の特徴に基づいて，生物 的に関連付け，その結果 ている。
る。 を幾つかのグループに大 を的確に表現する。

別する。

・生態系における生物と ・地球上の生物は自然環 ・生物とそれを取り巻く ・生態系が生産者，消費
環境とのかかわりに関心 境と相互に密接な関係を 環境を生態系というまと 者，分解者から構成され
をもち，意欲的にそれら もつことを分析的・総合 まりとしてとらえ，それ ていていることを理解
を探究しようとする。 的に考察する。 らを図などを用いて的確 し，知識を身に付けてい

・自然のつり合いを大き に表現する。 る。
くとらえ，地球そのもの ・生態系におけるエネル
が一つの大きな生態系と ギーの流れや物質の循環
見なせることを総合的に について理解し，知識を
考察する。 身に付けている。

・地球そのものが一つの
大きな生態系であり，人
間を含めた生物と地球の
環境は，相互に影響しあ
っていることを理解し，
知識を身に付けている。

(4) 「人間の活動と地球環境の変化」
【学習指導要領の内容】

生物とそれを取り巻く環境の現状と課題について考察させ，人間と地球環境とのかかわりについて
探究させる。

【 人間の活動と地球環境の変化｣の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

人間の活動と地球環境の 人間の活動と地球環境の 人間の活動と地球環境の 人間の活動と地球環境の
変化に関する課題につい 変化に関する課題を取り 変化に関する課題につい 変化に関する課題つい
て関心をもち，意欲的に 上げ，観察，実験，調査 て，観察，実験，調査， て，観察，実験，調査な
それらを探究するととも などを行い，実証的，論 野外観察などを行い，そ どを通して，自然と人間
に，自然を総合的にとら 理的に考えたり，分析的 れらの技能を習得すると との調和を図ることの重
える見方や考え方を身に ・総合的に考察したりす ともに，科学的に探究す 要性を理解し，知識を身
付けている。 るとともに，人間活動と る方法を身に付け 観察 に付けている。， ，

地球環境とのかかわりに 実験，調査などの過程や
ついて，様々な立場から 結果及びそこから導き出
多面的，総合的に考察す した自らの考えを的確に
る。 表現する。

【 」の評価規準の具体例】「人間の活動と地球環境の変化
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

・生物とそれを取り巻く ・生物とそれを取り巻く ・生物とそれを取り巻く ・生物とそれを取り巻く
環境に関心をもち，それ 環境の現状と諸課題につ 環境の現状と諸課題につ 環境の現状と諸課題につ
らの現状と諸課題につい いて，身近な事柄に問題 いて 観察 実験 調査 いて，人間と自然との調， ， ， ，
て意欲的かつ総合的に探 を見いだし 観察 実験 野外観察などを行い，そ 和を図ることの重要性を， ， ，
究しようとする。 調査などを行い 実証的 れらの技能を習得すると 理解し，知識を身に付け， ，
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・地球環境の保全に興味 論理的に考えたり，分析 ともに，それらを科学的 ている。
と関心をもち，意欲的か 的・総合的に考察したり に探究する方法を習得す ・地球環境を保全するこ
つ総合的にそれらを探究 する。 る。 との重要性を理解し，知
しようとする。 ・地球環境の保全につい ・観察，実験，調査，野 識を身に付けている。

て，人間の活動と地球環 外観察などの結果や地球
境とのかかわりを科学的 環境の保全について調べ
にとらえながら，様々な た結果を報告書にまとめ
立場から多面的，総合的 たり，発表したりする。
に考察する。
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Ⅳ Ⅰ物理

１ 目標
物理的な事物・現象についての観察，実験などを行い，自然に対する関心や探究心を高め，物理学的

に探究する能力と態度を育てるとともに基本的な概念や原理・法則を理解させ，科学的な自然観を育成
する。

２ 評価の観点の趣旨
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

物理的な事物・現象に関 物理的な事物・現象の中 物理的な事物・現象に関 観察，実験などを通して
心や探究心をもち，意欲 に問題を見いだし 観察 する観察，実験の技能を 物理的な事物・現象につ， ，
的にそれらを探究すると 実験などを行うとともに 習得するとともに，それ いての基本的な概念や原，
ともに，科学的態度を身 事象を実証的，論理的に らを科学的に探究する方 理・法則を理解し，知識
に付けている。 考えたり，分析的・総合 法を身に付け，観察，実 を身に付けている。

的に考察したりして，問 験の過程や結果及びそこ
題を解決し，事実に基づ から導き出した自らの考
いて科学的に判断する。 えを的確に表現する。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例
物理Ⅰにおける内容のまとまりごとの評価規準は，学習指導要領の大項目(1)から(3)を内容のまとま

りとして評価規準を作成した。

(1) 「 電気」
【学習指導要領の内容】

生活の中で用いられている電気や磁気の性質を観察，実験などを通して探究し，それらへの関心を
高めるとともに，基本的な概念や法則を理解させ，電気の性質と日常生活とのかかわりについて認識
させる。
ア 生活の中の電気
(ｱ) 電気と生活
(ｲ) モーターと発電機
(ｳ) 交流と電波

イ 電気に関する探究活動

【 電気」の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

生活の中で用いられてい 電気や磁気の性質に関す 電気や磁気の性質に関す 観察，実験などを通し
る電気や磁気の性質に関 る事物・現象の中に問題 る観察，実験の技能を習 て，電気や磁気の性質
する事物・現象に関心や 点を見いだし，観察，実 得するとともに，それら に関する事物・現象に
探究心をもち，意欲的に 験などを行うとともに， を科学的に探究する方法 ついての基本的な概念

，それらを探究するととも 事象を実証的，論理的に を身に付け，観察，実験 や原理・法則を理解し
。に，科学的態度を身に付 考えたり，分析的・総合 の過程や結果及びそこか 知識を身に付けている

けている。 的に考察したりして問題 ら導き出した自らの考え
を解決し，事実に基づい を的確に表現する。
て科学的に判断する。

【 電気」の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 生活の中の電気
・電気と日常生活とのか ・家庭用電気製品，通信 ・音響機器，磁気カード ・電流，電圧，抵抗，
かわりや，電気や磁気の 機器，鉄道などの輸送手 などを用いて，電気や磁 電界，磁界など，電気
性質について関心をも 段等の中から，電気や磁 気の基本的な性質を調べ と磁気の性質の基本的
ち，意欲的に探究しよう 気の性質を利用している る観察，実験を行い，そ な概念を理解し，知識
とする。 ものを見いだす。 の技能を習得する。 を身に付けている。

・具体的に取り上げた事 ・電流計，電圧計などを ・オームの法則など，
象について，電気や磁気 用いた測定の技能を習得 電気と磁気の基本的な
のどのような性質を利用 し，得られた結果を適切 原理・法則を理解し，

。しているのか判断する。 に処理し，図表などを活 知識を身に付けている
用して的確に表現する。

・モーターや発電機など ・日常生活や身近な事象 ・磁石，コイル，導線， ・モーターや発電機の
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に使われている技術や仕 の中から，モーターや発 電池，手回し発電機など 基本的な仕組みや構造
組みに関心をもち，意欲 電機などを利用している を用いて，モーターや発 を理解し，知識を身に
的に探究しようとする。 ものを見いだす。 電機の基本的な性質を調 付けている。

・モーターや発電機が， べる観察，実験を行い， ・電流が磁界から力を
電気や磁気のどのような その技能を習得する。 受けたり，コイルの中
性質を利用しているのか ・検流計などを用いた測 で磁石を出し入れする
判断する。 定の技能を習得し，得ら と電圧が発生するなど

れた結果を適切に処理 の基本的な原理や物理
し，図表などを活用して 法則を理解し，知識を
的確に表現する。 身に付けている。

・交流，電波，放電の性 ・日常生活や身近な事象 ・変圧器，蛍光灯などを ・交流，電波，放電の
，質やそれらの日常生活と の中から，交流，電波， 用いて，交流，電波，放 基本的な概念を理解し
。のかかわりについて関心 放電を利用しているもの 電の基本的性質を調べる 知識を身に付けている

をもち，意欲的に探究し を見いだす。 観察，実験を行い，その ・交流，電波，放電の
，ようとする。 ・交流，電波，放電が， 技能を習得する。 基本的な性質を理解し
。電気や磁気のどのような ・オシロスコープ，電波 知識を身に付けている

性質を利用しているのか 実験器，真空放電実験器
関連付けて考察する。 などを用いて観察，実験 ・観察，実験，調査な

を行い，得られた結果を どを通して 「電気」，
的確に表現する。 に関連した学習課題に

ついての基本的な概念
，や原理・法則を理解し
。知識を身に付けている

イ 電気に関する探究活
動

・ 電気」に関連した学 ・ 電気」に関連した学 ・ 電気」に関連した学 ・観察，実験，調査な「 「 「
習課題に対し，科学的な 習課題に対し，観察，実 習課題に対し，観察，実 どを通して 「電気」，
態度で観察，実験，調査 験，調査などを計画・実 験，調査などを探究の方 に関連した学習課題に
などを行い，意欲的に探 施して，得られた結果に 法を用いながら行い，そ ついての基本的な概念

，究しようとする。 基づき，総合的に考察す の技能を習得する。 や原理・法則を理解し
。る。 ・観察，実験，調査など 知識を身に付けている

のデータや様々な情報を
基にして，創意ある報告
書を作成したり，発表し
たりする。

(2) 「波」
【学習指導要領の内容】

地震波，水波，光，音などいろいろな波について共通の性質を観察，実験などを通して探究し，波
動現象についての基本的な概念や法則を理解させるとともに，それらを日常生活と関連付けて考察で
きるようにする。
ア いろいろな波
イ 音と光
(ｱ) 音の伝わり方
(ｲ) 音の干渉と共鳴
(ｳ) 光の伝わり方
(ｴ) 光の回折と干渉

ウ 波に関する探究活動

【 波」の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

， ，地震波，水波，光，音な 地震波，水波，光，音な 地震波，水波，光，音な 観察 実験などを通して
どいろいろな波に関する どいろいろな波に関する どいろいろな波に関する 地震波，水波，光，音な
する事物・現象に関心や 事物・現象の中に問題を 観察，実験の技能を習得 どいろいろな波に関する
探究心をもち，意欲的に 見いだし，観察，実験な するとともに，それらを 事物・現象についての基
それらを探究するととも どを行うとともに，事象 科学的に探究する方法を 本的な概念や原理・法則
に，科学的態度を身に付 を実証的，論理的に考え 身に付け，観察，実験の を理解し，知識を身に付
けている。 たり，分析的・総合的に 過程や結果及びそこから けている。

考察したりして問題を解 導き出した自らの考えを
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決し，事実に基づいて科 的確に表現する。
学的に判断する。

【 波」の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア いろいろな波
・身の回りの波動現象に ・地震，電波，光，音な ・水波実験器や波動実験 ・波長，振動数，伝わる

， ， ， ，関心をもち，意欲的にそ どの身の回りの波動現象 器などを用いて観察，実 速さ 横波 縦波 回折
れらを探究しようとする に共通する性質や特徴を 験を行う方法を身に付け 干渉などについて理解。 ，

見いだす。 得られた結果を的確に表 し，知識を身に付けてい
現する。 る。

イ 音と光
・音の伝わり方に関心を ・音の発生や伝わり方を ・おんさや楽器などを用 ・音は媒質中を伝わるこ，
もち，意欲的にそれらを 水やばねを伝わる波と関 いて，波の基本的な性質 と，音の高さ，強さ，音
探究しようとする。 連付けて考察し，科学的 を調べる観察，実験を行 色，ドップラー効果など

に判断する。 い，そこから得られた結 について理解し，知識を
果を的確に表現する。 身に付けている。

・音の干渉や共鳴に関心 ・音の干渉や共鳴を水波 ・楽器やスピーカーなど ・音の回折や干渉，気柱
をもち，意欲的にそれら の干渉と関連付けて考察 を用いて，観察，実験を の共鳴などについて理解
を探究しようとする。 し，科学的に判断する。 行う方法を身に付け，そ し，知識を身に付けてい

こから得られた結果を的 る。
確に表現する。

， ，・光の伝わり方に関心を ・光の伝わり方を水波や ・鏡やレンズを用いて， ・光の速さ 反射や屈折
もち，意欲的にそれらを 音波の伝わり方と関連付 光の進み方を調べたり， レンズの幾何学的な性質
探究しようとする。 けて考察し，法則性を見 簡単な光学機器を製作し などについて理解し，知

いだす。 たりする。 識を身に付けている。

・光の回折や干渉に関心 ・光の回折や干渉を水波 ・スリットや回折格子を ・光は横波であること，
をもち，意欲的にそれら や音波の回折や干渉と関 用いて，光の波動性を示 光の回折や干渉，スペク
を探究しようとする。 連付けて考察し，科学的 す観察，実験を行い，そ トルなどを理解し，知識

に判断する。 こから得られた結果を的 を身に付けている。
確に表現する。

ウ 波に関する探究活動
・ 波」に関連した学習 ・ 波」に関連した学習 ・ 波」に関連した学習 ・観察，実験，調査など「 「 「
課題に対し，科学的な態 課題に対し 観察 実験 課題に対し 観察 実験 を通して 「波」に関連， ， ， ， ， ， ，
度で観察，実験，調査な 調査などを計画・実施し 調査などを探究の方法を した学習課題についての
どを行い，意欲的に探究 て，得られた結果に基づ 用いながら行い，その技 基本的な概念や原理・法
しようとする。 き，総合的に考察する。 能を習得する。 則を理解し，知識を身に

・観察，実験，調査など 付けている。
のデータや様々な情報を
基にして，創意ある報告
書を作成したり，発表し
たりする。

(3) 「運動とエネルギー」
【学習指導要領の内容】

日常に起こる物体の運動や様々なエネルギーの現象を観察，実験などを通して探究し，それらの基
， 。本的な概念や法則を理解させ 運動とエネルギーについての基礎的な見方や考え方を身に付けさせる

ア 物体の運動
(ｱ) 日常に起こる物体の運動
(ｲ) 運動の表し方
(ｳ) 運動の法則

イ エネルギー
(ｱ) エネルギーの測り方
(ｲ) 運動エネルギーと位置エネルギー
(ｳ) 熱と温度
(ｴ) 電気とエネルギー
(ｵ) エネルギーの変換と保存
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ウ 運動とエネルギーに関する探究活動

【 運動とエネルギー｣の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

， ，日常に起こる物体の運動 運動や様々なエネルギー 運動や様々なエネルギー 観察 実験などを通して
や様々なエネルギーに関 に関する事物・現象の中 に関する観察，実験の技 運動やエネルギーに関す
する事物・現象に関心や に問題を見いだし 観察 能を習得するとともに， る事物・現象についての， ，
探究心をもち，意欲的に 実験などを行うとともに それらを科学的に探究す 基本的な概念や原理・法，
それらを探究するととも 事象を実証的，論理的に る方法を身に付け，観察 則を理解し，知識を身に
に，科学的態度を身に付 考えたり，分析的・総合 実験の過程や結果及びそ 付けている。
けている。 的に考察したりして問題 こから導き出した自らの

を解決し，事実に基づい 考えを的確に表現する。
て科学的に判断する。

【 運動とエネルギー」の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 物体の運動
・日常見られる様々な運 ・日常に起こる運動の中 ・日常に見られる運動を ・重力，摩擦力，空気の
動に関心をもち，運動と から，摩擦力，空気の抵 観測し，その結果から物 抵抗力，水圧，浮力など
力の関係について意欲的 抗力，水圧，浮力などの 体に働く力を見いだした についての知識を身に付
に探究しようとする。 概念を見いだし，これら 自らの考えを的確に表現 け，日常に見られる様々

の力と運動の多様性との する。 な運動の多様性を，これ
関係について考察する。 らの力の存在と関連付け

て理解している。

・運動の表し方，力の働 ・直線運動等の観察や実 ・記録タイマー，ばねは ・観察，実験などを通し
きや性質に関心をもち， 験などを通して，運動の かりなどの実験器具の操 て，等速直線運動や等加
これらの概念を用いて， 表し方，力の働きや性質 作を習得する。 速度直線運動，力のつり
意欲的に運動を探究しよ について考察する。 ・運動の表し方や力の働 合い，力のモーメントの
うとする。 きについての観察，実験 つりあい，力の合成・分

などを行い，そこから得 解，摩擦力，弾性力など
られた結果を的確に表現 に関する基本的な概念や
する。 公式を理解し，知識を身

に付けている。

・運動の３法則，質量と ・運動の法則や落下運動 ・運動の法則，落下運動 ・観察，実験などを通し
重さの違い，放物運動な に関する観察，実験を行 などに関する観察，実験 て，運動の３法則，質量
どに関心をもち，意欲的 い，その結果を実証的， の技能を習得する。 と重さの違い，放物運動
に観察し，運動と力の関 論理的に考え，運動の法 ・運動の法則を科学的に についての基本的概念や
係について科学的に探究 則が成り立つことを科学 探究するため観察，実験 法則について理解し，知
しようとする。 的に判断する。 を行い，そこから得られ 識を身に付けている。

。た結果を的確に表現する
イ エネルギー
・仕事，エネルギー，及 ・仕事・仕事の原理，仕 ・運動エネルギーや位置 ・仕事，仕事の原理，仕
びそれらの関係に関心を 事率・エネルギーに関し エネルギー，力学的エネ 事率，エネルギーという
もち，意欲的にそれらを て，観察，実験を行い， ルギー保存則を調べる観 基本的な概念を理解し，
探究しようとする。 仕事とエネルギーとの関 察，実験を行い，摩擦を 知識を身に付けている。
・エネルギーの種類，変 係を科学的に判断する。 考慮したり，準静的に実 ・エネルギーは，物体に
換，その総量に関心をも ・物体の運動エネルギー 験を行う技能を習得する 対する仕事量で測られる。
ち，意欲的にそれらを探 と位置エネルギーが相互 ・仕事，エネルギーに関 ことを理解し，知識を身
究しようとする。 に変換すること及びそれ する観察，実験を行い， に付けている。

らの和が一定に保たれる そこから得られた結果を ・一定の条件のもとでは
ことを見いだす。 的確に表現する。 物体の運動エネルギーと

位置エネルギーが相互に
変換し，力学的エネルギ
ーが一定に保たれること
を理解し，知識を身に付
けている。

・温度，熱の関係に関心 ・熱に関する観察，実験 ・熱現象の基本的な性質 ・熱・比熱・熱容量・熱
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をもち，意欲的にそれら を行い，温度・熱の本性 を調べる観察，実験を行 量の保存，内部エネルギ
を探究しようとする。 を，実証的，総合的に考 い，温度の測定方法や， ーを理解し，知識を身に

察する。 外部と断熱する方法など 付けている。
の技能を習得する。
・熱に関する観察，実験
を行い，そこから得られ

。た結果を的確に表現する

・電気エネルギーと熱エ ・電流の熱作用を，身近 ・電力・電力量・発熱量 ・電力・電力量という基
ネルギーの関係に関心を なエネルギーである電気 などの測定方法・記録の 本的な概念，及びエネル
もち，意欲的にそれらを や熱と関連付けて考察し 方法・数値処理の方法を ギーとの関係を理解し，，
探究しようとする。 科学的に判断する。 習得する。 知識を身に付けている。

・電流の熱作用について
の観察，実験を行い，そ
こから得られた結果を的
確に表現する。

・エネルギーの種類とそ ・エネルギーの変換に関 ・エネルギー変換につい ・エネルギーにはいろい
れらの間の変換と保存に する観察，実験を行い， ての観察，実験を行い， ろな種類があること，ま
関心をもち，意欲的にそ エネルギーについて，総 そこから得られた結果を た，エネルギーは相互に
れらを探究しようとする 合的に考察する。 的確に表現する。 変換してもその総量は保。

存されることを理解し，
知識を身に付けている。

ウ 運動とエネルギーに
関する探究活動

・ 運動とエネルギー」 ・ 運動とエネルギー」 ・ 運動とエネルギー」 ・観察，実験，調査など「 「 「
に関連した学習課題に対 に関連した学習課題に対 に関連した学習課題に対 を通して 「運動とエネ，
し 科学的な態度で観察 し，観察，実験，調査な し，観察，実験，調査な ルギー」に関連した学習， ，
実験，調査などを行い， どを計画・実施して，得 どを探究の方法を用いな 課題についての基本的な
意欲的に探究しようとす られた結果に基づき，総 がら行い，その技能を習 概念や原理・法則を理解
る。 合的に考察する。 得する。 し，知識を身に付けてい

・観察，実験，調査など る。
のデータや様々な情報を
基にして，創意ある報告
書を作成したり，発表し
たりする。
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Ⅴ Ⅰ化学

１ 目標
化学的な事物・現象についての観察，実験などを行い，自然に対する関心や探究心を高め，化学的に

探究する能力と態度を育てるとともに基本的な概念や原理・法則を理解させ，科学的な自然観を育成す
る。

２ 評価の観点の趣旨
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

化学的な事物・現象に関 化学的な事物・現象の中 化学的な事物・現象に関す 観察，実験などを通して
心や探究心をもち，意欲 に問題を見いだし 観察 る観察，実験の技能を習得 化学的な事物・現象に関， ，
的にそれらを探究すると 実験などを行うとともに するとともに，それらを科 する基本的な概念や原
ともに，科学的態度を身 事象を実証的，論理的に 学的に探究する方法を身に 理・法則を理解し，知識
に付けている。 考えたり，分析的・総合 付け，観察，実験の過程や を身に付けている。

的に考察したりして，問 結果及びそこから導き出し
題を解決し，事実に基づ た自らの考えを的確に表現
いて科学的に判断する。 する。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準
化学Ⅰにおける内容のまとまりごとの評価規準は，学習指導要領の大項目(1)から(3)を内容のまとま

りとして評価規準を作成した。

(1) 「物質の構成」
【 】学習指導要領の内容

化学の役割や物質の扱い方を理解させるとともに，物質に対する関心を高め，物質を探究する方法
を身に付けさせる。また，物質の構成粒子を観察，実験などを通して探究し，基本的な概念を理解さ
せ，物質について微視的な見方ができるようにする。
ア 物質と人間生活
(ｱ) 化学とその役割
(ｲ) 物質の探究

イ 物質の構成粒子
(ｱ) 原子，分子，イオン
(ｲ) 物質量

ウ 物質の構成に関する探究活動

【 (1) 物質の構成」の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

， ，物質と人間生活や物質の 物質と人間生活や物質の 物質と人間生活や物質の構 観察 実験などを通して
構成粒子に関する事物・ 構成粒子に関する事物・ 成粒子に関する観察，実験 物質と人間生活や物質の
現象に関心や探究心をも 現象の中に問題を見いだ の技能を習得するととも 構成粒子に関する事物・
ち，意欲的にそれらを探 し，観察，実験などを行 に，自然の事物・現象を科 現象について基本的な概
究するとともに，科学的 うとともに，事象を実証 学的に探究する方法を身に 念や原理・法則を理解
態度を身に付けている。 的，論理的に考えたり， 付け，観察，実験の過程や し，知識を身に付けてい

分析的・総合的に考察し 結果及びそこから導き出し る。
たりして 問題を解決し た自らの考えを的確に表現， ，
事実に基づいて科学的に する。
判断する。

【 (1) 物質の構成｣の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 物質と人間生活
・物質に関心をもち，物 ・化学の成果が人間生活 ・試薬を安全に扱う方法 ・化学物質に関して化学
質の取り扱い方や化学の の向上に果たした役割を や，基本的な実験器具の名 的知識を生かし，適切に
人間生活における役割 具体例を踏まえながら考 称と使用法を習得する。 管理する方法を理解し，
を，探究しようとする。 察する。 知識を身に付けている。

・安全で快適な生活をす ・化学の役割や基本的な
るために化学の知識が必 物質の扱いを理解し，知
要であることを見いだす 識を身に付けている。。

・物質の構造・性質・反 ・物質の構造・性質・反 ・物質の分離・精製，物質 ・物質を探究するため，
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応に関心をもち，意欲的 応を調べることにより原 の確認など基本的な実験操 物質の構造・性質・反応
に物質を探究しようとす 理・法則を見いだし，目 作を習得する。 に関する基本的な概念や
る。 的にかなった新しい物質 ・混合物の分離や成分元素 原理・法則などの知識が

を作り出せることを総合 の確認の実験等を理解し， 必要であることを理解し
的に考察する。 物質を探究するための具体 ている。

的な方法を身に付け，得ら
れた結果を的確に表現す
る。

イ 物質と構成粒子
・物質が原子，分子，イ ・原子は原子核と電子か ・原子構造の簡単なモデル ・物質が原子，分子，イ
オンなどの構成粒子から ら成り立っており，電子 を描く技能を習得し，的確 オンなどから成り立って
成り立っていることを探 の状態が物質の性質に大 に表現する。 いることを理解し，それ
究しようとする。 きく寄与していることを ・簡単なイオンや分子の生 らの基本的な概念や知識
・元素の性質と電子配置 見いだす。 成についてモデルを描く技 を身に付けている。
との関係及び，電子配置 ・元素の性質が電子配置 能を習得し，的確に表現す ・周期表に関する基本的
と周期表との関係を意欲 と関係し，現在の周期表 る。 な知識を身に付け，電子
的に探究しようとする。 がつくられていることを ・周期表の一部を描く技能 配置との関係を理解して

考察する。 を習得し 的確に表現する いる。， 。

・いろいろな物質の化学 ・原子量，分子量，化学 ・基本的な化学式，化学反 ・化学式が使用できると
変化に注目し，化学変化 式量と物質量との基本的 応式を描く技能を習得し， ともに原子量，分子量，
の量的関係を物質量と関 な計算をし，その関係を 的確に表現する。 化学式量，物質量の知識
連付けて考察しようとす 考察する。 ・実験において，質量や体 を身に付けている。
るとともに，意欲的にそ ・化学変化では反応に関 積等の定量的な測定方法の ・物質量の概念を用いて
れらを探究しようとす 係する物質の量の間には 技能を習得するとともに， 化学変化の量的関係を把
る。 一定の関係があることを 実験の測定結果から量的関 握する方法を理解し，知

考察する。 係を的確に表現する。 識を身に付けている。
ウ 物質の構成に関する
探究活動

・ 物質の構成」に関連 ・ 物質の構成」に関連 ・ 物質の構成」に関連し ・観察，実験，調査など「 「 「
した学習課題に対し，科 した学習課題に対し，観 た学習課題に対し，観察， を通して「物質の構成」
学的な態度で観察 実験 察，実験，調査などを計 実験，調査などを探究の方 に関連した学習課題につ， ，
調査などを行い，意欲的 画・実施して，得られた 法を用いながら行い，その いての基本的な概念や原
に探究しようとする。 結果に基づき，総合的に 技能を習得する。 理・法則を理解し，知識

考察する。 ・観察，実験のデータや様 を身に付けている。
々な情報を基にして，創意
ある報告書を作成したり，
発表したりする。

(2) 「物質の種類と性質」
【学習指導要領の内容】

無機物質と有機化合物の性質や変化を観察，実験などを通して探究し，物質に関する基本的な概念
や法則を理解させるとともに，それらを日常生活と関連付けて考察できるようにする。
ア 無機物質
(ｱ) 単体
(ｲ) 化合物

イ 有機化合物
(ｱ) 炭化水素
(ｲ) 官能基を含む化合物

ウ 物質の種類と性質に関する探究活動

【 (2) 物質の種類と性質」の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

， ，無機物質や有機化合物の 無機物質や有機化合物の 無機物質や有機化合物の性 観察 実験などを通して
性質や変化に関する事物 性質や変化に関する事物 質や変化に関する観察，実 無機物質や有機化合物の
・現象に関心や探究心を ・現象の中に問題を見い 験の技能を習得するととも 性質や変化に関する事物
もち，意欲的にそれらを だし，観察，実験などを に，それらを科学的に探究 ・現象について基本的な
探究するとともに，科学 行うとともに実証的，論 する方法を身に付け 観察 概念や原理・法則を理解， ，
的態度を身に付けてい 理的に考えたり，分析的 実験の過程や結果及びそこ し，知識を身に付けてい
る。 ・総合的に考察したりし から導き出した自らの考え る。
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て，問題を解決し，事実 を的確に表現する。
に基づいて科学的に判断
する。

【 (2) 物質の種類と性質」の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 無機物質
・単体や無機化合物の性 ・単体や無機化合物の性 ・単体や無機化合物の性質 ・単体や無機化合物の性
質や反応に関する事物・ 質や反応などを，周期表 や反応に関する観察，実験 質や反応に関する基本的
現象に関心をもち，それ と関連付けて考察する。 を行い，その基本的操作や な概念や原理・法則及び
らに関する基本的な概念 ・日常生活とかかわりの 記録の仕方を習得する。 周期表との関係を理解
や法則を意欲的に探究し 深い無機物質とそのイオ ・単体や無機化合物に関す し，知識を身に付けてい
ようとする。 ンについて観察，実験な る観察，実験の過程や結果 る。
・単体や無機化合物につ どを行い，規則性を見い から自らの考えを導き出 ・単体や無機化合物につ
いて観察，実験を行うと だしたり，様々な事物・ し，的確に表現する。 いて，日常生活及び化学
ともに，それらを日常生 現象の生じる要因や仕組 工業に関連付けて理解
活と関連付けたり，化学 みを科学的に考察する。 し，知識を身に付けてい
工業と関連付けて意欲的 ・無機物質と化学工業と る。
にそれらを探究しようと の関係を様々な観点でと
する。 らえ，無機物質の工業的

製造法などを科学的に考
察する。

イ 有機化合物
・有機化合物の特徴につ ・有機化合物の性質や反 ・有機化合物の特徴や炭化 ・有機化合物の特徴や反
いて観察，実験を行うと 応性が，無機化合物とは 水素に関する観察，実験を 応性について，日常生活
ともに，それらを日常生 異なる特徴があることを 行い，その基本的操作及び に関連付けて理解してい
活と関連付けて意欲的に 見いだす。 記録の仕方を習得する。 る。
探究しようとする。 ・炭化水素の性質や反応 ・有機化合物の特徴や炭化 ・炭化水素の分類とその
・炭化水素の性質や反応 性が，炭素原子の立体構 水素の観察，実験の過程や 反応性との関係，構造異
に関する事物・現象に関 造に特徴付けられること 結果から自らの考えを導き 性体の関係などを理解
心をもち，その構造や性 を見いだし，構造異性体 出し，的確に表現する。 し，知識を身に付けてい
質，反応性について意欲 などを論理的に考察する る。。
的に探究しようとする。

・官能基を含む有機化合 ・官能基を含む有機化合 ・官能基を含む有機化合物 ・官能基を含む有機化合
物の性質や反応に関する 物の性質や反応性が，そ に関する観察 実験を行い 物を，アルコールとその， ，
事物・現象に関心をも の官能基に特徴付けられ その基本的操作及び記録の 誘導体，ニトロ化合物，
ち，その構造や性質，反 ることを見いだし，論理 仕方を習得する。 アミン類などを通して理
応性について意欲的に探 的に考察する。 ・官能基を含む有機化合物 解し，有機化合物相互の
究しようとする。 ・酸素及び窒素を含む代 に関する観察，実験の過程 関連性についての知識を

表的な官能基について， や結果から自らの考えを導 身に付けている。
反応性と有機化合物相互 き出し，的確に表現する。 ・代表的な個々の官能基
の関連について，観察， の性質に対する知識を身
実験などを行い考察する に付けている。。

・官能基を含む有機化合
物の性質や反応性につい
て，日常生活に関連付け
て理解している。

ウ 物質の種類と性質に
関する探究活動

・ 物質の種類と性質」 ・ 物質の種類と性質」 ・ 物質の種類と性質」に ・観察，実験，調査など「 「 「
に関連した無機物質及び に関連した無機物質及び 関連した無機物質及び有機 を通して「物質の種類と
有機化合物の両方につい 有機化合物の両方につい 化合物の両方についての学 性質」に関連した無機物
ての学習課題に対し，科 ての学習課題に対し，観 習課題に対し 観察 実験 質及び有機化合物の両方， ， ，
学的な態度で観察 実験 察，実験，調査などを計 調査などを探究の方法を用 についての学習課題に対， ，
調査などを行い，意欲的 画・実施して，得られた いながら行い，その技能を し，基本的な概念や原
に探究しようとする。 結果に基づき，総合的に 習得する。 理・法則を理解し，知識

考察する。 ・観察，実験のデータや を身に付けている。
様々な情報を基にして，創
意ある報告書を作成した
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り，発表したりする。

(3) 「物質の変化」
【 】学習指導要領の内容

反応熱，酸と塩基の反応，酸化還元反応を観察，実験などを通して探究し，基本的な概念や法則を
理解させるとともに，化学反応をエネルギーの出入りと関連付けて考察できるようにする。
ア 化学反応
(ｱ) 反応熱
(ｲ) 酸・塩基，中和
(ｳ) 酸化と還元

イ 物質の変化に関する探究活動

【 (3) 物質の変化」の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解
， ， ， ， ， ，反応熱 酸と塩基の反応 反応熱 酸と塩基の反応 反応熱，酸と塩基の反応， 観察 実験などを通して

， ，酸化還元反応に関する事 酸化還元反応に関する事 酸化還元反応に関する観 反応熱 酸と塩基の反応
物・現象に関心や探究心 物・現象の中に問題を見 察，実験の技能を習得する 酸化還元反応に関する基
をもち，意欲的にそれら いだし，観察，実験など とともに，それらを科学的 本的な概念や原理・法則
を探究するとともに，科 を行うとともに，事象を に探究する方法を身に付 を理解し，知識を身に付
学的態度を身に付けてい 実証的，論理的に考えた け，観察，実験の過程や結 けている。
る。 り，分析的・総合的に考 果及びそこから導き出した

察したりして，問題を解 自らの考えを的確に表現す
決し，事実に基づいて， る。
科学的に判断する。

【 (3) 物質の変化｣の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 化学反応
・身近な物質の化学反応 ・化学変化に伴う熱の出 ・様々な化学反応の反応熱 ・熱化学方程式の意味を
から化学変化と反応熱の 入りの観察，実験などを の測定をし，観察，実験の 理解し，知識を身に付け
関係に関心をもち，意欲 行い，熱化学方程式の意 基本的操作や記録の仕方を ている。
的にそれらを探究しよう 義を理解し，ヘスの法則 習得し，的確に表現する。 ・ヘスの法則を理解し，
とする。 が成り立つことを実証的 ・実験の測定結果から反応 幾つかの熱化方程式を基，
・熱化学方程式に興味・ 論理的に考察する。 熱を熱化学方程式で的確に に，新たな化学変化の反
関心をもち，化学変化を ・幾つかの熱化学方程式 表現する。 応熱を求める知識を身に
エネルギーの出入りとい を基に，新たな化学変化 ・反応熱とヘスの法則との 付けている。
う観点で意欲的に探究し の反応熱を科学的に推定 関係を図などを用いて的確
ようとする。 する。 に表現する。

・酸・塩基や中和反応に ・酸・塩基の観察，実験 ・メスフラスコ，ビュレッ ・酸・塩基の定義を理解
関心をもち，それらを日 などを行い，共通性を見 ト，ホールピペットなどの し，日常生活と関連付け
常生活と関連付けて，意 いだし，酸・塩基の定義 実験器具の取り扱いがで て酸・塩基反応をとら
欲的に探究しようとす を理解し，日常生活と関 き，中和滴定の技能を習得 え，さらに中和滴定の量
る。 連付けて酸・塩基反応を し，未知の酸・塩基の濃度 的関係を理解し，知識を
・身近な物質のｐＨを測 考察する。 を求める過程や結果を的確 身に付けている。
定する中で，酸性雨など ・酸・塩基の強弱とｐＨ に表現する。 ・ｐＨの測定実験などを
の身近な現象と酸・塩基 の関係を観察，実験など ・身近な物質のｐＨの測定 通して，ｐＨの指標とし
反応を関連付けて，意欲 を行い，科学的に考察す 方法を習得し，観察，実験 ての便利さ及び実用性を
的に探究しようとする。 る。 の過程や結果を的確に表現 理解している。

する。

・酸化還元反応に関心を ・酸化還元反応の定義と ・酸化還元反応の観察，実 ・電子の授受や酸化数の
もち，電子の授受という 酸化数の定義の有効性を 験を行い，その基本的操作 変化から酸化還元反応を
観点で意欲的にそれらを 理解し，観察，実験など や記録の仕方を習得すると 理解し，知識を身に付け
探究しようとする。 を行い，それらを基に事 ともに，その観察，実験の ている。
・電池，電気分解を酸化 物・現象の中に共通性を 過程や結果から自らの考え ・ファラデーの法則及び
還元反応と関連付けて， 見いだし，酸化還元反応 を導き出し，的確に表現す 電気分解の電気量と析出
意欲的に探究しようとす として論理的に考察し， る。 量の量的関係を理解し，
る。 科学的に判断する。 ・電池や電気分解を酸化還 知識を身に付けている。

， ，・様々な電池，電気分解 元反応としてとらえ 観察
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の事象の中に酸化還元反 実験の過程や結果から自ら
応としての規則性，共通 の考えを導き出し，表現す
性を見いだし，論理的に る。
考察し，科学的に判断す
る。

イ 物質の変化に関する
探究活動

・ 物質の変化」に関連 ・ 物質の変化」に関連 ・ 物質の変化」に関連し ・観察，実験，調査など「 「 「
した学習課題に対し，科 した学習課題に対し，観 た学習課題に対し，観察， を通して「物質の変化」
学的な態度で観察 実験 察，実験，調査などを計 実験，調査などを探究の方 に関連した学習課題につ， ，
調査などを行い，意欲的 画・実施して，得られた 法を用いながら行い，その いての基本的な概念や原
に探究しようとする。 結果に基づき，総合的に 技能を習得する。 理・法則を理解し，知識

考察する。 ・観察，実験のデータや を身に付けている。
様々な情報を基にして，創
意ある報告書を作成した
り，発表したりする。



理－29

Ⅵ Ⅰ生物

１ 目標
生物や生物現象についての観察，実験などを行い，自然に対する関心や探究心を高め，生物学的に探

， 。究する能力と態度を育てるとともに基本的な概念や原理・法則を理解させ 科学的な自然観を育成する

２ 評価の観点の趣旨
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

生物や生物現象に関心や 生物や生物現象の中に問 生物や生物現象に関する 観察，実験などを通して
探究心をもち，意欲的に 題を見いだし，観察，実 観察，実験の技能を習得 生物や生物現象について
それらを探究するととも 験などを行うとともに， するとともに，それらを の基本的な概念や原理・
に，科学的態度を身に付 事象を実証的，論理的に 科学的に探究する方法を 法則を理解し，知識を身
けている。 考えたり，分析的・総合 身に付け，観察，実験の に付けている。

的に考察したりして，問 過程や結果及びそこから
題を解決し，事実に基づ 導き出した自らの考えを
いて科学的に判断する。 的確に表現する。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例
生物Ⅰにおける内容のまとまりごとの評価規準は，学習指導要領の大項目(1)から(2)を内容のまとま

りとして評価規準を作成した。

(1) 「生命の連続性」
【学習指導要領の内容】

細胞，生殖と発生及び遺伝について観察，実験などを通して探究し，生物体の成り立ちと種族の維
持の仕組みについて理解させ，生命の連続性についての見方や考え方を身に付けさせる。
ア 細胞
(ｱ) 細胞の機能と構造
(ｲ) 細胞の増殖と生物体の構造

イ 生殖と発生
(ｱ) 生殖細胞の形成と受精
(ｲ) 発生とその仕組み

ウ 遺伝
(ｱ) 遺伝の法則
(ｲ) 遺伝子と染色体

エ 生命の連続性に関する探究活動

【 生命の連続性」の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

生命の連続性に関する事 生命の連続性に関する事 観察，実験の技能を習得 観察，実験などを通し
象に関心や探究心をも 象の中に問題を見いだ するとともに，生命の連 て，生命の連続性に関す
ち，意欲的にそれらを探 し，観察，実験などを行 続性に関する事象を科学 る事象についての基本的
究するとともに，科学的 うとともに，実証的，論 的に探究する方法を身に な概念や原理・法則を理
態度を身に付けている。 理的に考えたり，分析 付け，観察，実験の過程 解し，知識を身に付けて

的・総合的に考察したり や結果及びそこから導き いる。
して，事実に基づい 科 出した自らの考えを的確て
学的に判断する。 に表現する。

【 生命の連続性」の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 細胞
・細胞の機能と構造に関 ・原形質分離の実験など ・細胞や組織を顕微鏡で ・細胞は，生物の機能上
する事象に関心をもち， を通して細胞膜の半透性 観察する方法を，目的や 及び構造上の単位である
意欲的にそれらを探究し について考察する。 対象などに合わせて選択 ことを理解し，知識を身
ようとする。 ・構造も機能も多様であ し，その技能を習得し， に付けている。

る細胞から，共通の性質 その観察結果を的確に表 ・酵素の基本的な性質や
を見いだす。 現する。 働きについて理解し，知

識を身に付けている。

・細胞の増殖と生物体の ・多細胞生物の体細胞分 ・体細胞分裂の過程を顕 ・細胞は体細胞分裂によ
構造に関する事象に関心 裂による細胞の増殖を， 微鏡で観察する技能を習 って増殖し，多細胞生物
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をもち，意欲的にそれら 成長や分化と関連付けて 得し，その観察結果を的 においては，分化して組
を探究しようとする。 考察する。 確に表現する。 織や器官をつくることを

・細胞，組織，器官のそ 理解し，知識を身に付け
れぞれにおいて，機能に ている。
適した構造があることを ・生物には，単細胞生物
見いだす。 と多細胞生物が存在する

ことを理解し，知識を身
に付けている。

イ 生殖と発生
・生殖細胞の形成と受精 ・減数分裂の仕組みによ ・減数分裂の過程を顕微 ・減数分裂によって生殖
に関する事象に関心をも って，遺伝的多様性がも 鏡で観察する技能を習得 細胞が形成される過程及
ち，意欲的にそれらを探 たらされることを考察す し，その観察結果を的確 び受精について理解し，
究しようとする。 る。 に表現する。 知識を身に付けている。

・減数分裂と受精によっ
て，染色体数が一定に保
たれることを考察する。

・発生とその仕組みに関 割球分離や交換移植の ・胚発生の過程を顕微鏡 ・胚の発生の過程とその・
する事象に関心をもち， 実験結果や，誘導による で観察する技能を習得 仕組みについて理解し，
意欲的にそれらを探究し 器官形成の例を通して発 し，観察方法や結果を的 知識を身に付けている。
ようとする。 生の仕組みを考察する。 確に表現する。
ウ 遺伝
・遺伝の法則に関する事 ・遺伝現象における規則 ・遺伝の法則が確率に基 ・遺伝現象には法則性が
象に関心をもち，意欲的 性や遺伝子の働きについ づくことを，簡単な交配 あり，その主要な部分が
にそれらを探究しようと て考察する。 実験やモデル実験などを 確率に基づくものである
する。 ・遺伝現象の中には，表 通して確認する技能を習 ことを理解し，知識とし

面的にはメンデルの法則 得する。 て身に付けている。
に合わないように見えて ・遺伝子の相互作用につ
も，基本的にはメンデル いて理解し，知識として
の法則に従っている場合 身に付けている。
もあることを見いだす。

・遺伝子と染色体に関す ・遺伝子が染色体に存在 ・だ液腺染色体を顕微鏡 ・遺伝子が染色体上にあ
る事象に関心をもち，意 することを染色体の動き で観察する技能を習得 ることを染色体の動きと
欲的にそれらを探究しよ と関連付けて考察する。 し，その観察結果を的確 関連させて理解し，知識
うとする。 ・遺伝子の本体がＤＮＡ に表現する。 を身に付けている。

であることを 形質転換 ・連鎖と組換え，染色体， ，
バクテリオファージの宿 地図について理解し，知
主細胞への感染・増殖な 識を身に付けている。
どの実験と関連付けて考 ・遺伝子の本体がＤＮＡ
察する。 であることやＤＮＡの構

造について理解し，知識
を身に付けている。

エ 生命の連続性に関す
る探究活動

・ 生命の連続性」に関 生命の連続性」に関 ・ 生命の連続性」に関 ・観察，実験，調査など「 「 「・
連した学習課題に対し， 連した学習課題に対し， 連した学習課題に対し， を通して 「生命の連続，
科学的な態度で観察，実 観察，実験，調査などを 観察，実験，調査などを 性」に関連した学習課題
験，調査などを行い，意 計画・実施して，得られ 探究の方法を用いながら についての基本的な概念
欲的に探究しようとす た結果に基づき，総合的 行い，その技能を習得す や原理・法則を理解し，
る。 に考察する。 る。 知識を身に付けている。

・得られた実験データや
様々な情報を基にして，
創意ある報告書を作成し
たり，発表したりする。

(2) 「環境と生物の反応」
【学習指導要領の内容】

環境と生物の反応の間に見られる仕組みを観察，実験などを通して探究し，生物は，個体として外
部環境の変化に対応して，安定した内部環境を維持したり，成長や器官の分化を調節したりすること
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を理解させる。
ア 環境と動物の反応
(ｱ) 体液とその恒常性
(ｲ) 刺激の受容と反応

イ 環境と植物の反応
(ｱ) 植物の生活と環境
(ｲ) 植物の反応と調節

ウ 環境と生物の反応に関する探究活動

【 環境と生物の反応｣の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

， ，環境と生物の反応に関す 環境と生物の反応に関す 環境と生物の反応に関す 観察 実験などを通して
る事象に関心や探究心を る事象の中に問題を見い る観察，実験の技能を習 環境と生物の反応に関す
もち，意欲的にそれらを だし，観察，実験などを 得するとともに，それら る事象についての基本的
探究するとともに，科学 行うとともに，実証的， を科学的に探究する方法 な概念や原理・法則を理
的態度を身に付けてい 論理的に考えたり，分析 を身に付け，観察，実験 解し，知識を身に付けて
る。 的・総合的に考察したり の過程や結果及びそこか いる。

して問題を解決し，事実 ら導き出した自らの考え
に基づいて科学的に判断 を的確に表現する。
する。

【 環境と生物の反応」の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 環境と動物の反応
・体液とその恒常性に関 ・心臓・腎臓などの働き ・水生生物の浸透圧調節 ・体液の働きと循環，恒
する事象に関心をもち， を，その構造などに関連 などの実験に際し，適切 常性の維持の原理につい
意欲的にそれらを探究し 付けて考察する。 な実験条件を計画し，結 て，人の健康と関連付け
ようとする。 ・体液の恒常性につい 果をグラフ化するなど， て理解し，知識を身に付

て，血糖量の調節などの 的確に表現する。 けている。
例をあげ，ホルモンや自
律神経などの働きと関連
付けて考察する。

・刺激の受容と反応に関 ・動物の行動様式を生活 ・動物の行動が発現する ・刺激の受容から反応ま
する事象に関心をもち， に関連付けて考察する。 仕組みについて，仮説を での関連を理解し，知識
意欲的にそれらを探究し ・受容体や効果器，神経 設定したり，観察や実験 を身に付けている。
ようとする。 系の機能をその構造など を計画したりする。

に関連付けて考察する。
イ 環境と植物の反応
・植物の生活と環境に関 ・水分の吸収・蒸散や光 ・環境要因と蒸散や光合 ・植物体における水分の
する事象に関心をもち， 合成と環境要因との関係 成などの関係を調べる実 吸収や移動，蒸散などの
意欲的にそれらを探究し を，実験結果や関連デー 験を計画したり，行った 仕組みと環境要因との関
ようとする。 タから考察する。 りして，その結果をグラ 係を理解し，知識を身に

フ化するなど，的確に表 付けている。
現する。 ・光合成速度が光の強さ

や温度などの外部環境に
影響を受けることを理解
し，知識を身に付けてい
る。

・植物の反応と調節に関 ・植物の生育過程におけ ・種子の発芽，成長，花 ・植物の発芽，成長，花
する事象に関心をもち， る成長や花芽形成などの 芽形成などの現象と，環 芽形成などの現象が，環
意欲的にそれらを探究し 調節の仕組みを環境と関 境要因との関係を調べる 境によって制御されるこ
ようとする。 連付けて考察する。 実験を計画したり，行っ と理解し，知識を身に付

たりし，その結果を的確 けている。
に表現する。 ・植物ホルモンが，植物

体の調節に関わっている
ことを理解し，知識を身
に付けている。

ウ 環境と生物の反応に
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関する探究活動
・ 環境と生物の反応」 ・ 環境と生物の反応」 ・ 環境と生物の反応」 ・観察，実験，調査など「 「 「
に関連した学習課題に対 に関連した学習課題に対 に関連した学習課題に対 を通して 「環境と生物，
し 科学的な態度で観察 し，観察，実験，調査な し，観察，実験，調査な の反応」に関連した学習， ，
実験，調査などを行い， どを計画・実施して，得 どを探究の方法を用いな 課題についての基本的な
意欲的に探究しようとす られた結果に基づき，総 がら行い，その技能を習 概念や原理・法則を理解
る。 合的に考察する。 得する。 し，知識を身に付けてい

・得られた実験データや る。
様々な情報を基にして，
創意ある報告書を作成し
たり，発表したりする。
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Ⅶ Ⅰ地学

１ 目標
地学的な事物・現象についての観察，実験などを行い，自然に対する関心や探究心を高め，地学的に

探究する能力と態度を育てるとともに基本的な概念や原理・法則を理解させ，科学的な自然観を育成す
る。

２ 評価の観点の趣旨
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

， ，地学的な事物・現象に関 地学的な事物・現象の中 地学的な事物・現象に関 観察 実験などを通して
心や探究心をもち，意欲 に問題を見いだし 観察 する観察，実験の技能を 地学的な事物・現象に関， ，
的にそれらを探究すると 実験などを行うとともに 習得するとともに，それ する基本的な概念や原理，
ともに，科学的態度を身 事象を実証的，論理的に らを科学的に探究する方 ・法則を理解し，知識を
に付けている。 考えたり，分析的・総合 法を身に付け，観察，実 身に付けている。

的に考察したりして，問 験の過程や結果及びそこ
題を解決し，事実に基づ から導き出した自らの考
いて科学的に判断する。 えを的確に表現する。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例
地学Ⅰにおける内容のまとまりごとの評価規準は，学習指導要領の大項目(1)から(2)を内容のまとま

りとして評価規準を作成した。

(1) 「地球の構成」
【学習指導要領の内容】

惑星としての地球の特徴及び地球表層や内部に見られる地学的事象を観察，実験などを通して探究
し，地球表層や内部を相互に関連させ，地球の歴史の経過の中でとらえることができるようにする。
ア 地球の概観
(ｱ) 太陽系の中の地球
(ｲ) 地球の形状と活動

イ 地球の内部
(ｱ) 地球の内部構造と構成物質
(ｲ) 火山と地震

ウ 地球の歴史
(ｱ) 野外観察と地形・地質
(ｲ) 地層の形成と地殻変動
(ｳ) 化石と地質時代

エ 地球の構成に関する探究活動

【 地球の構成」の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

， ，惑星としての地球の特徴 惑星としての地球の特徴 惑星としての地球の特徴 観察 実験などを通して
及び地球表層や内部に見 及び地球表層や内部に見 及び地球表層や内部に見 惑星としての地球の特徴
られる事物・現象に関心 られる事物・現象の中に られる事物・現象に関す 及び地球表層や内部に見
や探究心をもち，意欲的 問題を見いだし，観察， る観察，実験の技能を習 られる事物・現象に関す
にそれらを探究するとと 実験などを行うとともに 得するとともに，それら る基本的な概念や原理・，
もに，科学的態度を身に 実証的，論理的に考えた を科学的に探究する方法 法則を理解し，知識を身
付けている。 り，分析的・総合的に考 を身に付け，観察，実験 に付けている。

察したりして問題を解決 の過程や結果及びそこか
し，事実に基づいて科学 ら導き出した自らの考え
的に判断する。 を的確に表現する。

【 地球の構成｣の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 地球の概観
・太陽系を構成する天体 ・地球の誕生を，太陽及 ・望遠鏡などを操作する ・太陽系の広がりや天体
について関心をもち，太 び太陽系の天体の誕生過 技能を習得するとともに の特徴について理解し，，
陽系の起源や広がり，天 程と関連付けて考察する 月や惑星を観察し，その 知識を身に付けている。。
体の特徴を意欲的に探究 ・太陽系の中で地球が唯 観察結果を的確に表現す ・惑星の運動には一定の
しようとする。 一生命の生存できる環境 る。 法則があることを理解
・太陽系の中で地球が唯 にあることを考察し，そ ・惑星や地球に関する資 し，知識を身に付けてい
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一生命の生存できる環境 の要因を見いだす。 料（データ）を基に，そ る。
， 。にあることに関心をもち の結果を的確に表現する

その要因を意欲的に探究
しようとする。

・固体地球表層の姿など ・地球の大きさと形，陸 ・地図から陸地や海底の ・地球の大きさと形，陸
について関心をもち，地 地や海底の大地形とその 大地形を読み取る方法を 地や海底の大地形など，
球の特徴を意欲的に探究 形成について考察する。 習得する。 固体地球表層の概観につ
しようとする。 いて理解し，知識を身に

付けている。
イ 地球の内部
・地球の内部構造や構成 ・地球内部の構造につい ・地震波の伝わり方に関 ・地球の内部構造や構成
物質に関心をもち，それ て，地震波などから得ら する資料（データ）を基 物質，活動について理解
らをどのような方法で推 れた資料を基に推定する に，地球の内部構造を調 し，知識を身に付けてい。
定できるか意欲的に探究 ・地球内部を構成する物 べ，その結果を的確に表 る。
しようとする。 質について，岩石の観察 現する。 ・火成岩を中心に岩石や

結果などを基に考察する ・肉眼及び偏光顕微鏡な 鉱物について理解し，知。
どによる岩石や火山灰の 識を身に付けている。
観察，実験の方法を身に
付け，その結果をスケッ
チなどとして的確に表現
する。

・火山と地震に関心をも ・火山や地震の震源など ・資料 データ を基に ・火山と地震について地（ ） ，
ち，火山と地震が地球内 の地理的分布や，活動の 火山や地震の震源などの 球内部のプレート運動と
部のどのような運動に起 周期性などに基づいて， 地理的分布や，活動の周 関連付けて理解し，知識
因しているのか意欲的に 火山の成因や地震の原因 期性などを調べ，その結 を身に付けている。
探究しようとする。 について考察する。 果を的確に表現する。
ウ 地球の歴史
・地形や地質に関心をも ・地層の調べ方，クリノ
ち，野外観察に意欲的に メーターの使い方，ルー
取組，そこから得られた トマップの作り方，初歩
情報を基に地球の歴史を 的な地質図の読み方を習
意欲的に探究しようとす 得するとともに，野外観
る。 察を実施し，観察結果か

ら得られた情報を的確に
表現する。

・地層の形成や過去の地 ・地層を構成する岩石や ・資料や野外観察によっ ・野外観察を通し，地層
殻変動がどのようにして 化石によって，地層を対 て得た情報を，地質柱状 の形成と地殻変動につい
復元されるのかについて 比したり，地質時代の区 図として的確に表現する て理解し，知識を身に付。
関心をもち，意欲的にそ 分をしたりして地層の形 けている。
れらを探究しようとする 成について考察する。。

・断層や褶曲，不整合な
どの地層の変形の様子を
基に，過去の地殻変動の
歴史を考察する。

・化石の記録から分かる ・示相化石を基に古環境 ・化石の観察方法を身に ・生物界の変遷から地質
生物界の変遷に加えて， を推定する。 付け，その観察結果を的 時代が区分されることを
地球環境の変遷や大規模 ・示準化石を基に生物界 確に表現する。 理解し，知識を身に付け
な生物の絶滅に関心をも の変遷と地球環境の変遷 ている。
ち，意欲的にそれらを探 と関連付けて考察する。 ・放射性元素を利用した
究しようとする。 岩石や化石の年代測定に

ついて理解し，知識を身
に付けている。

エ 地球の構成に関する
探究活動

・ 地球の構成」に関連 ・ 地球の構成」に関連 ・ 地球の構成」に関連 ・野外観察を含む観察，「 「 「
した学習課題に対し，科 した学習課題に対し，野 した学習課題に対し，野 実験，調査などを通して
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学的な態度で観察 実験 外観察を含む観察 実験 外観察を含む観察 実験 「地球の構成」に関連し， ， ， ， ， ，
調査などを行い，意欲的 調査を計画・実施して， 調査などを探究の方法を た学習課題についての基
に探究しようとする。 得られた結果に基づき， 用いながら行い，その技 本的な概念や原理・法則

総合的に考察する。 能を習得する。 を理解し，知識を身に付
・観察，実験，調査など けている。
のデータや様々な情報を
基にして，創意ある報告
書を作成したり，発表し
たりする。

(2) 「大気・海洋と宇宙の構成」
【学習指導要領の内容】

地球の大気圏及び水圏での現象を観察，実験などを通して探究し，それらが太陽放射エネルギーを
原動力としていることを理解させる。また，太陽や恒星の活動を観察，実験などを通して探究し，宇
宙の構造や広がりを理解させる。
ア 大気と海洋
(ｱ) 大気の熱収支と大気の運動
(ｲ) 海水の運動

イ 宇宙の構成
(ｱ) 太陽の形状と活動
(ｲ) 恒星の性質と進化
(ｳ) 銀河系と宇宙

ウ 大気・海洋と宇宙の構成に関する探究活動

【 大気・海洋と宇宙の構成｣の評価規準】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

， ，地球の大気圏・水圏及び 地球の大気圏・水圏及び 地球の大気圏・水圏及び 観察 実験などを通して
太陽や恒星の活動に関す 太陽や恒星の活動に関す 太陽や恒星の活動に関す 地球の大気圏・水圏及び
る事物・現象に関心や探 る事物・現象について問 る観察，実験の技能を習 太陽や恒星の活動に関す
究心をもち，それらを意 題を見いだし，観察，実 得するとともに，それら る事物・現象についての
欲的に探究するとともに 験を行うとともに，事象 を科学的に探究する方法 基本的な概念や原理・法，
科学的態度を身に付けて を実証的，論理的に考え を身に付け，観察，実験 則を理解し，知識を身に
いる。 たり，分析的・総合的に の過程や結果及びそこか 付けている。

考察したりして問題を解 ら導き出された自らの考
決し，事実に基づいて科 えを的確に表現する。
学的に判断する。

【 大気・海洋と宇宙の構成｣の評価規準の具体例】「
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

ア 大気と海洋
・太陽放射エネルギーを ・大気の大循環が，緯度 ・基本的な気象観測や直 ・緯度による受熱量の違
原動力として大気及び海 による受熱量の違いによ 達日射量の測定，転向力 いによって，大気の大循
洋の運動が起きているこ って生じ，低緯度から高 の実験などの技能を習得 環が起こることについて
とについて関心をもち， 緯度へ熱を輸送する機構 し，その結果を的確に表 理解し，知識を身に付け
意欲的にそれらを探究し として働いていることを 現する。 ている。
ようとする。 考察する。 ・天気図や気象衛星画像 ・日本の四季の気象につ
・日本の四季の気象につ ・日本の四季の気象につ を読みとる技能を習得す いて理解し，知識を身に
いて関心をもち，意欲的 いて，大気の大循環の一 る。 付けている。
にそれらを探究しようと 環としてとらえ，分析的 ・大気汚染や酸性雨の調 ・地球環境問題について
する。 ・総合的に考察する。 査などの観測データを読 理解し，知識を身に付け
・オゾン層の破壊や地球 ・オゾン層の破壊や地球 みとる技能を習得する。 ている。
温暖化などの地球環境問 温暖化などの現状を把握
題について関心をもち， し，地球環境問題につい
それらを意欲的に探究し て分析的・総合的に考察
ようとする。 する。

・海水の運動について関 ・海流による低緯度から ・地球観測衛星による海 ・海流による低緯度から
心をもち，大気の大循環 高緯度への熱輸送につい 面温度の分布図などを読 高緯度への熱輸送につい
に関連付けて意欲的に探 て，大気の大循環と関連 みとる技能を習得する。 て理解し，知識を身に付
究しようとする。 付けて考察する。 けている。
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・海洋の層構造について ・海洋の層構造について，
海水の循環と関連付けて 理解し，知識を身に付け
考察する。 ている。

イ 宇宙の構成
・太陽の光球面や太陽大 ・太陽表面の観察から得 ・天体望遠鏡などで太陽 ・太陽表面の観察を通
気で起こっている現象に られる情報を基に，太陽 表面を観察する技能や太 し，そこで起こっている
ついて関心をもち，観察 表面で起こっている現象 陽放射エネルギーを測定 現象や太陽の構造につい
に取組，意欲的にそれら や太陽の構造を考察する する技能を習得し，その て理解し，知識を身に付。
を探究しようとする。 観察結果を的確に表現す けている。

る。

・恒星の性質と進化に関 ・ＨＲ図により恒星が分 ・資料（データ）を基に ・ＨＲ図により恒星の性
心をもち，意欲的にそれ 類されること及び進化の ＨＲ図を作成し，恒星の 質について理解し，知識
らを探究しようとする。 道筋が明らかになること 性質や進化を分かりやす を身に付けている。

を考察する。 く表現する。

・銀河系の構造や銀河系 ・銀河系の構造や銀河系 ・資料 データ を基に ・銀河系の構造や銀河系（ ） ，
を構成する天体について を構成する天体について 銀河系の構造を分かりや を構成する天体について，
関心をもち，意欲的にそ 恒星の進化に関連付けて すく表現する。 理解し，知識を身に付け
れらを探究しようとする 考察する。 ている。。
・膨張宇宙論について関 ・膨張宇宙論について， ・膨張宇宙論について理
心をもち，意欲的にそれ 銀河の存在と銀河の後退 解し，知識を身に付けて
らを探究しようとする。 運動に関連付けて考察す いる。

る。
ウ 大気・海洋と宇宙の
構成に関する探究活動

・ 大気・海洋と宇宙の ・ 大気・海洋と宇宙の ・ 大気・海洋と宇宙の ・観察・観測，実験，調「 「 「
構成」に関連した学習課 構成」に関連した学習課 構成」に関連した学習課 査などを通して 「大気，
題に対し，科学的な態度 題に対し，観察・観測， 題に対し，観察・観測， ・海洋と宇宙の構成」に
で観察・観測，実験，調 実験，調査を計画・実施 実験，調査などを探究の 関連した学習課題につい
査などを行い，意欲的に して，得られた結果に基 方法を用いながら行い， ての基本的な概念や原理
探究しようとする。 づき 総合的に考察する その技能を習得する。 ・法則を理解し，知識を， 。

・観察，実験，調査など 身に付けている。
のデータや様々な情報を
基にして，創意ある報告
書を作成したり，発表し
たりする。



理－37

第４ 単元の評価に関する事例
ここでは，理科基礎，理科総合Ａ，理科総合Ｂ，物理Ⅰ，化学Ⅰ，生物Ⅰ，地学Ⅰの７科目について，
指導と評価の工夫を行った事例を紹介する。

Ⅰ 理科基礎
ここでは，理科基礎の単元「プレートテクトニクス説の成立 （１０時間）の学習指導と評価の事例を」

紹介する。

［事例と学習指導要領との対応］
この事例では，理科基礎の学習指導要領の内容について，次のとおり「大項目 「中項目 「単元」の用」 」
語を用いることとした。

理科基礎の学習指導要領の内容との対応
(2)自然の探究と科学の発展 ＜大項目＞
エ 宇宙・地球を探る ＜中項目＞

いずれか選択
(ｱ)天動説と地動説 ＜小項目＝単元＞
(ｲ)プレートテクトニクス説の成立 ＜小項目＝単元＞

この事例では，次の流れで指導と評価を行っている。

「内容のまとまりごとの評価規準」
高等学校学習指導要領
「理科基礎」の目標

「単元の目標」設定 「単元の評価規準」設定（表１）

「単元の評価の計画」作成（表２）

「単元の指導と評価の計画及び
学習活動における具体の評価規準」設定（表３）

「具体の指導と評価」作成（表４）

授業の指導と評価を行い評価資料を収集

評価資料により単元の観点別評価を総括
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１ 単元の目標
プレートテクトニクス説の成立が，自然の見方を大きく転換し科学を発展させたことについて，地磁

気に関する実習や海底地形に関するコンピュータシミュレーションなどを通して理解させ，科学に対す
る興味・関心を高めるとともに，科学的な見方や考え方を養う。

２ 単元の評価規準
「 （p.４）を参考にして，３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例」

「内容のまとまりごとの評価規準」から「単元の評価規準」を設定する。

表１
関心・意欲・態度 思考・判断 知識・理解観察・実験の技能・表現

内評 自然への疑問や興味に 自然への疑問や興味に 科学を発展させたり， 歴史的に重要な観察実
容価 基づく客観的な観察や 基づく客観的な観察や 自然の見方を転換した 験などを通して，自然
の規 新しい発想が，科学を 新しい発想が，科学を 歴史的に重要な観察， への疑問や興味に基づ
ま準 発展させたということ 発展させ，自然の見方 実験を行い，観察，実 く客観的な観察と新し
と に関心をもち，意欲的 を転換し，展開させた 験の技能を習得すると い発想が，科学を発展
ま にそれらを探究しよう ことを，歴史的に重要 ともに，これらの過程 させ，自然の見方を転
り とする。 な観察，実験を行うこ を体験することで，科 換し，展開させたこと
ご となどを通し 実証的 学的に探究する方法を を理解し，知識を身に， ，
と 論理的に考えたり，分 身に付け，そこから導 付けている。
の 析的・総合的に考察す き出した考えを的確に

る。 表現する。

単 プレートテクトニクス プレートテクトニクス 古地磁気学の観測デー 大陸移動説からプレー
元 説の成立を中心とした 説の成立を中心とした タや図等を解析する技 トテクトニクス説に至
の 地球観の変遷の過程に 地球観の変遷の過程に 能や，コンピュータの る新しい発想が生まれ
評 ついて関心をもち，意 ついて，古地磁気学の 基本的な操作と活用す る過程を理解するとと
価 欲的に探究しようとす 観測データ等を関連付 る技能を習得するとと もに，プレートテクト
規 る。 けて実証的，論理的に もに，調べた結果や導 ニクス説により自然の
準 考えたり，分析的・総 き出した考えを的確に 見方が転換し，地学現

合的に考察する。 表現する。 象や地球表層の運動が
説明できることを理解
し，知識を身に付けて
いる。

３ 単元の評価の計画
表２は，単元全体を通してどのように観点別に評価するかを設計するためのものである。この事例で

は，単元の評価の計画及び学習活動における具体の評価規準を次のように設定している。

ｉ．単元の評価の計画表（表２）に◎印と○印を付ける。
評価の進め方については，次に示すとおり◎印と○印の２種類を設定し，指導と評価の一体化が

より一層図られるよう工夫する。

◎印の付いた評価規準：評価規準に照らして 「十分満足できると判断される」状況（Ａ）か，，
「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）か 「努力を要すると，
判断される」状況（Ｃ）かを把握し，単元の総括の資料とする。

○印の付いた評価規準：評価規準に照らして 「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ），
であるかどうかだけを把握する 「努力を要すると判断される」状況。
（Ｃ）になりそうな生徒に対して，適切な働きかけや指導の手だてを
行うことを特に重視したもので，単元の総括の資料とはしない。

評価の設計を行うに当たっては，まず単元の学習の内容全体を見通し，単元の評価規準に照らし
て，どの時間にどのような観点で評価を行うことが適切かの設計を行い，表２に◎印と○印を付け
る。これにより，単元の学習全体における観点別評価の枠組みを決め，全体の状況をみる。◎印の
評価規準と○印の評価規準を適切に用いることにより，評価することが過重な負担とならないよう
に配慮し，評価結果を指導に生かせるようにする。
評価方法等の欄には，学習内容と評価の観点から想定される評価方法等を記入しておく。各時間

の評価方法等は，表３において学習活動における具体の評価規準を設定した後に確定する。
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ⅱ．単元の指導と評価の計画及び学習活動における具体の評価規準の表（表３）において，表２で◎
印や○印をつけた観点の評価規準について，学習活動における具体の評価規準を設定する。
学習活動における具体の評価規準の作成に当たっては，内容のまとまりごとの評価規準と単元の

評価規準に照らして，学習内容を踏まえ◎印や○印の付いた観点について具体の評価規準を設定す
る。

ⅲ．具体の指導と評価の表（表４）を作成する。
具体の学習活動において，具体の評価規準に照らして何をどのように評価するかを決める。

本事例では，このような手順で学習活動における具体の評価規準の設定を行っているが，単元の評価
の計画表（表２）を作成せず，単元の評価規準を設定した後，直接，単元の指導と評価の計画及び学習
活動における具体の評価規準の表（表３）を作成することも考えられる。

表２

評価の観点
時 学習の内容 評 価 方 法 等

関心 思考 技能 知識
間 意欲 判断 表現 理解

態度

１ 大陸移動説の誕生と衰退 ○ ○観察，実習プリント*1

実習<大陸の接合>

２ 古地磁気学による大陸移動説の復活 ○ ○観察，実習プリント*3

実習<磁極移動の証拠と大陸の移動>

３ 海洋底拡大説の登場 ◎③ ◎⑦ ◎実習プリント
実習<地磁気逆転の縞模様と海洋底拡大説>

４ プレートテクトニクス説の登場 ○ ○観察，発問*5

５ 実習<地底三千マイルの旅（文部科学省）> ○ ○実習モニタリング*4

(コンピュータによる探究学習)

６ 実習<海底地形のコンピュータシミュレーシ ◎① ◎実習プリント
ョン> ◎⑤ ◎実習モニタリング

７ プレートテクトニクス説と地学現象 ◎④ ◎⑧ ◎小テスト
小テスト

８ グループ討論会（TT) ○ ○グループ討論の観察*2

グループ課題設定

９ 実習<グループ新聞づくり>（TT) ◎② ◎新聞づくりの観察

10 グループ新聞公開発表会 ◎⑥ ◎新聞点検
（TT）

※ ①～⑧，*1～*5 ：表３の該当する「学習活動における具体の評価規準」を示す
※ ＴＴ：ティーム・ティーチング
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４ 単元の指導と評価の計画及び学習活動における具体の評価規準
表２で◎印や○印をつけた観点の評価規準について，学習活動における具体の評価規準を設定する。
設定に当たっては，内容のまとまりごとの評価規準と単元の評価規準に照らして，学習活動における

具体の評価規準を設定する。

【 】内は評価方法等表３

学習活動における具体の評価規準
学習の内容とねらい時

関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の 知識・理解

技能・表現間

*1１ 大陸移動説の誕生と衰退 ○
大陸の海岸線の実習<大陸の接合>

・大陸の海岸線の類似から大 類似について関

陸を接合したり，氷河の分布 心をもち，大陸の

や動植物の分布等の証拠か 接合の実習を通し

ら，ウェゲナーの大陸移動説 て大陸移動説を探

の発想を理解し，大陸移動 究しようとする。

【観察，実習プリ説の盛衰の理由について探

ント】究する。

*3２ 古地磁気学による大陸移 ○
各大陸の磁極の動説の復活
移動の軌跡を描実習<磁極移動の証拠と
き，それらを一大陸の移動>
致させる方法を・各大陸の岩石に記録された

考え科学的に探磁極の移動の軌跡の実習を

究する方法を身通じて，科学的に探究する方

に付ける。法を身に付け，大陸移動説

【観察，実習プリが復活したことを理解する。

ント】

３ 海洋底拡大説の登場 ◎③ ◎⑦
海嶺付近に残され 地磁気逆転の縞実習<地磁気逆転の縞模
た地磁気逆転の 模様と海洋底拡大様と海洋底拡大説>

・海嶺付近に残された地磁気 縞模様について 説との関連，及び

逆転の縞模様について考察 考察し，海洋底の 海嶺を中心とした

し，海洋底が海嶺を中心に拡 拡大と運動につい 海洋底の運動に

大したことを理解する。 て思考する。 ついて理解し，知

識を身に付けてい【実習プリント】

【 】る。 実習プリント

*５４ プレートテクトニクス説の ○
プレートの概念や登場

・プレートの概念やプレートの その生成と消滅及

生成と消滅及び相互の運動 び相互の運動に

について理解する。 ついて理解し，知

識を身に付けてい

【観察,発問】る。

*４５ 実習<地底三千マイルの ○
コンピュータの基旅（文部科学省）>（コンピ
本的な操作と活用ュータによる探究学習）

・コンピュータの基本的な操 する技能を習得

作と活用する技能を習得す し，情報を得る方

る。 法を身に付ける。

【実習モニタリ

ング】
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◎⑤６ 実習<海底地形のコンピュ ◎①
海底地形とプレー コンピュータを的ータシミュレーション>

・海底地形図を参照しコンピ トテクトニクス説と 確に操作して必要

ュータを的確に操作して目的 の関係に興味をも な情報を得る技能

の海底地形を表示しながら探 ち，意欲的に探究 を習得するととも

究し，３次元的に探索しなが しようとする。 に，調べた結果や

らその特徴とプレートテクトニ 導き出した考えを【実習プリント】

クス説との関係についての情 的確に表現する。

【実習モニタリ報を得る技能を習得し，表現

ング】する。

７ プレートテクトニクス説と地 ◎④ ◎⑧
プレートテクトニク プレートテクトニク学現象

・大規模な地学現象が，プレ ス説により，地球 ス説の考え方と自

ートテクトニクス説によって説 上の地震，火山， 然の見方の転換

明できることについて思考し， 山脈の形成等の と，プレートの相互

これにより 大規模な地学現 作用による地学現自然の見方が大き

理 象が説明できるこ 象について理解く転換したことについて

解する。 とについて思考す し，知識を身に付

る。 けている。

【小テスト】 【小テスト】

*2８ グループ討論会 ○
単元の学習を振り（生徒5～6人グループ,

返りながら，プレーＴＴによる指導と評価）

トテクトニクス説にグループ課題設定
ついて関心をも・テーマ「プレートテクト

ち，グループとしてニクス説とその課題及び人

の課題を見いだそ間生活とのかかわり」につ

うとする。いて討論しグループとして

の課題を設定する。 【観察】

◎②９ 実習<グループ新聞づくり>
グループの課題に（ＴＴによる指導と評価）

・グループで設定した課題に ついて関心をも

ついて調査研究し，メンバー ち，意欲的に探究

が協力しながら自分の役割を しようとする。

【 】果たしてその結果を新聞とし 新聞づくりの観察

てまとめる。

◎⑥10 グループ新聞公開発表会
グループで設定し（ＴＴによる指導と評価）

・グループ新聞の内容をみん た課題について調

なに分かりやすく的確に表現 査研究した結果

し発表する。 を，みんなに分か

的確に表りやすく

現する。

【新聞点検】
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５ 具体の指導と評価

ここでは，第３時，第６時，第１０時の学習活動における具体の指導と評価について紹介する。

表４

学 内時

学習活動 評価の観点 評価方法等習 容

間 学習活動における具体の評価規準の

海 ・地球の磁気の基本的事項を復習す導５

洋 る。 ＜評価規準◎③ 思考・判断＞ ◎③，◎⑦【実習プリ入分

底 海嶺付近に残された地磁気逆転の ント】

拡 縞模様について考察し，海洋底の拡 回収した実習プリント

大 ・地磁気の逆転史の図及び海底に記 大と運動について思考する。 の記載内容を授業後に展

説 録された地磁気逆転の縞模様の図を ＜評価規準◎⑦ 知識・理解＞ 点検し，Ａ，Ｂ，Ｃの開

第 縞 見て，気付いたことを記入する。 評価を記録する。40 地磁気逆転の縞模様と海洋底拡大説と

の関連，及び海嶺を中心とした海洋底の３ 実 模 ・二つの図から，中央海嶺付近の海分

運動について理解し，知識を身に付けて時 習 様 洋底の形成と動きについて仮説を立

いる。

＜

と てる。

。地 海 ・海洋底拡大説の考え方をまとめる

磁 洋 ※授業中は机間指導を

気 底 ・本時の内容についてまとめるとと 行い，実習プリントにま５

逆 拡 もに，実習プリント記載内容を確認 より「おおむね満足でと分

転 大 する。 きると判断される」状め

の 説 況（Ｂ）であるかどう

かを把握する。

＞

実 ・実習の目的を理解する。導５

入分習＜

【 】海 ・海底地形図から立体的な海底地形 ＜評価規準◎⑤ 技能・表現＞ ◎⑤ 実習モニタリング展

底 の様子を推測する。 コンピュータの操作状開 コンピュータを的確に操作して必要な情

第 地 シ ・海底地形図を参照しコンピュータ 況についてモニタリン40 報を得る技能を習得するとともに，調べ

６ 形 ミ を的確に操作して目的の海底地形を グを行い，Ａ，Ｂ，Ｃ分 た結果や導き出した考えを的確に表現

時 の ュ 表示し，３次元的に探索する。 の評価を記録する。する。

コ レ

ン ・本時の内容についてまとめるとと ＜評価規準◎① 関心･意欲･態度＞ ◎①【実習プリント】

－

ま５

ピ シ もに，実習プリント記載内容を確認 海底地形とプレートテクトニクス説 回収した実習プリントと分

ュ ョ する。 との関係に興味をもち，意欲的に探 の記載内容を授業後にめ

ン 究しようとする。 点検し，Ａ，Ｂ，Ｃの

－

タ 評価を記録する。

＞

グ ・発表の進め方について理解する。 ＜評価規準◎⑥ 技能・表現＞ ◎⑥【新聞点検】導３

ル グループで設定した課題について調 回収した新聞の記載内入分

｜ 査研究した結果を，みんなにわかり 容を授業後に点検し，

プ ・グループ新聞を発表する。 やすく的確に表現する。 Ａ，Ｂ，Ｃの評価を記展

第 新 １グループ発表５分 録する。開

10 聞 質疑応答１分 (TT)42

分時 公

開

発 ・発表についての講評する。ま５

表 理科主任賞及び各賞の発表と分

め TT：ティームティーチング会
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６ 観点別評価の進め方
この事例においては，単元全体で各観点別に２カ所の◎の評価規準を設定して評価を行い，単元の総

括の資料としている。
表３の「学習活動における具体の評価規準」は 「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）を，

示すものであり，この状況を実現していない場合が 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）と考え，
られる。また 「おおむね満足できると判断される」状況の中で，質的な深まりや高まりが見られる場，
合が 「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と考えられる。，
以下，観点別の評価の進め方について，例を示す。

(1) 関心・意欲・態度
第６時の実習＜海底地形のコンピュータシミュレーション＞における評価の進め方を例として説明
する。
この授業は，コンピュータを用いて，海上保安庁の水深データをもとに，日本近海46地点から海底

を３次元的に展望し，海底地形とプレートテクトニクス説との関係を探究的に理解する授業である。
生徒はコンピュータを操作しながら，実習プリント（p.４７資料２）を作成する。授業後，回収し

「 」た実習プリントの◎＜関心・意欲・態度＞を付けた ３海底地形とプレートテクトニクス説との関係
の記載内容を点検し評価する。

＜評価規準◎① 関心・意欲・態度＞
海底地形とプレートテクトニクス説との関係に興味をもち，意欲的に探究しようとする。

＜「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価される具体例＞
・第一鹿島海山付近の海底地形の特徴について海山に正断層があることに気付き，その特徴とプレ
ートテクトニクス説との関係を，プレートに働く力との関係を挙げながら意欲的に自分の考えを
説明している。

＜「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だて＞
・第一鹿島海山のおよその位置を示し，マウスを前後左右に操作すると海山のいろいろな姿が見ら
れることと，ある角度から見ると海山が断ち切られたような地形を発見できることを示唆し，そ
の原因は何かを探ってみるよう指導・助言する。

(2) 思考・判断
第３時の実習＜地磁気逆転の縞模様と海洋底拡大説＞における評価の進め方を例として説明する。
まず，机間指導を行い実習プリント（p.４６資料１）の作業の状況と記載内容を評価規準◎③に照
らして観察する。授業後，回収した実習プリントの記載内容を点検し評価する。

＜評価規準◎③ 思考・判断＞
海嶺付近に残された地磁気逆転の縞模様について考察し，海洋底の拡大と運動について思考する。

＜「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価される具体例＞
・地磁気逆転の縞模様について，逆転史と関連付けて根拠を挙げながら，中央海嶺付近で海洋底が
誕生し海嶺を中心として対称的に拡大することを説明している。

＜「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だて＞
・実際の地磁気の縞模様をわかりやすく示した図と地磁気の逆転史の図を比較して，類似点はない
か考えるよう指導・助言する。

地磁気の逆転史の図 (Cande & Kent,1992)
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・ティッシュペーパーの箱を利用して作った海
洋底の模型（右図）を使って，海洋底の誕生
と運動について考えるよう促す。

(3) 観察・実験の技能・表現
第６時の実習＜海底地形のコンピュータシミュレーション＞における評価の進め方を例として説明
する。
この実習は，生徒一人一台のコンピュータルームを使用して授業を行う。教師用の調整卓のコンピ

ュータに映し出される生徒用のコンピュータ画面を，一定時間ごとに切り替えて適切にモニタリング
することにより，効率的に生徒の学習状況を把握する。

＜評価規準◎⑤ 観察・実験の技能・表現＞
コンピュータを的確に操作して必要な情報を得る技能を習得するとともに，調べた結果や導き出した考
えを的確に表現する。

＜「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価される具体例＞
・コンピュータを的確に操作して，第一鹿島海山と海底地形の特徴が分かるように表示し，数種類
の俯瞰図の画面を取得してデータとして保存し，それらの画面を比較しながら考察し，導き出し
た考えを的確に表現している。

＜「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だて＞
・第一鹿島海山と海底地形の特徴が分かるようなマウス操作の見本を示し，表示した画面を保存し
たり，印刷したりする方法について指導・助言する。

・表示した画面や印刷した図をもとに，比較する方法や考えを表現する方法について指導・助言す
る。

(4) 知識・理解
第７時では，思考・判断と知識・理解に関する小テストを行う。ここでは，知識・理解の観点にお
ける評価の進め方について説明する。小テストは評価規準◎⑧に照らして次のように設計する。

＜評価規準◎⑧ 知識・理解＞
プレートテクトニクス説の考え方と自然の見方の転換と，プレートの相互作用による地学現象について
理解し，知識を身に付けている。

＜小テストの設計＞
・所要時間 ２０分
・知識・理解の観点の問題は，評価規準◎⑧に照らして正答すれば「おおむね満足できると判断さ

」 （ ） （ ） 「 」 （ ）れる 状況 Ｂ の問題 ｂ問題 を３問,正答すれば 十分満足できると判断される 状況 Ａ
の問題（ａ問題）を２問，計５問で構成する。

ティッシュペーパーの箱を使った
海洋底の模型

実際の地磁気の縞模様を
わかりやすく示した図

大西洋中央海嶺の地磁気の縞模様の図
K. Saito Home Page(http://ksgeo.
kj.yamagata-u.ac.jp/~kazsan/kazsan.
html)
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・思考・判断と知識・理解の二つの観点を合わせて計１０問となるように設計する。評価は，観点
別に評価を行い単元末の総括に生かす。

知識・理解の観点に関するｂ問題，ａ問題については，具体的に次の問題を作成する。
〔ｂ問題〕リソスフェアとアセノスフェアの考え方に基づくプレートの概念，及びプレートと

プレートの境界における相互作用と，それに基づく地震や火山の地学現象について
の基礎的な理解と知識に関する問い。

〔ａ問題〕３種類のプレート境界のタイプと，その境界でプレートの相互作用等により生じる
地学現象についての理解とその具体例の知識に関する問い。

小テストの評価は，観点ごとに次のように行う。
＜「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価される具体例＞
５問中全問正答の場合

＜「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）と評価される具体例＞
５問中正答が２～４問の場合

＜「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）と評価される具体例と生徒への手だて＞
５問中正答が１問以下の場合
Ｃと評価される生徒には，問題の詳解を渡して解説をするとともに，学習の仕方について指導・

助言する。

７ 観点別評価の総括
総括に当たっての基本的な考え方は，
・評価の結果がＡとＢだけの場合

Ａが過半数のとき単元の評価はＡ，Ａが過半数に至らないとき単元の評価はＢ
・評価の結果がＢとＣだけの場合

Ｃが過半数のとき単元の評価はＣ，Ｃが過半数に至らないとき単元の評価はＢ
・評価の結果にＡとＢとＣがある場合

Ａ一つとＣ一つで，Ｂ二つに置き換えた後，上記にならう。

本事例では，単元において観点別に二つの◎印の評価規準により評価する場面を設定したので，評価
は次のようになる。

Ａ・二つともＡである場合････････
Ｃ・二つともＣである場合････････
Ｂ・上記のいずれでもないもの････

＜単元の観点別総括の例＞

評 価
時

学習の内容 関心 思考 技能 知識
間 意欲 判断 表現 理解

態度
１ 大陸移動説の誕生と衰退

実習<大陸の接合>
２ 古地磁気学による大陸移動説の復活

実習<磁極移動の証拠と大陸の移動>
３ 海洋底拡大説の登場

Ａ Ｃ実習<地磁気逆転の縞模様と海洋底拡大説> ◎ ◎
４ プレートテクトニクス説の登場
５ 実習<地底三千マイルの旅>(コンピュータによ

る探究学習)
Ａ Ｂ６ 実習<海底地形のコンピュータシミュレーション> ◎ ◎

７ プレートテクトニクス説と地学現象
小テスト Ｂ Ｃ◎ ◎

８ グループ討論会
実習<グループ新聞づくり> ◎Ａ９

10 Ｃグループ新聞公開発表会 ◎
Ａ Ｂ Ｂ Ｃ単元の総括

この外にも，単元（題材）における観点別評価の総括については様々な考え方や方法があり，各学校
において工夫することが望まれる。
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８ 参考資料

（１）第３時の実習プリントの内容

資料１

実習＜地磁気逆転の縞模様と海洋底拡大説＞

１．地磁気の逆転

北極 ［作図］

地磁気が逆転していた

時の地磁気(棒磁石と仮定)

を書いてみよう。

［問］

南極 地磁気が逆転していた

〔正極期〕 〔逆極期〕 時期は，方位磁石のＮ極

は日本ではどの方位を向

くだろうか。

２．地磁気の逆転史

［問］

地磁気の逆転史の図を見て，気付いた

ことを書いてみよう。

(Cande & Kent,1992)

３．地磁気逆転の縞模様

［問］

この図にはどのような特徴があるか，気付いたことを書いて

みよう。

［問］

２と３の図を見比べて，どのような関連があるか，気付いた

ことを書いてみよう。

４．中央海嶺付近の海洋底の形成と動き

［問］◎＜思考・判断＞

１～３の結果に基づいて，中央海嶺付近の海洋底の形成と動きについて自分の仮説を

立ててみよう。

５．海洋底拡大説

［問］◎＜知識・理解＞

1963年のヴァイン(Fred Vine)とマシューズ(Drumond Matthews)が地磁気逆転の縞模

様と海洋底拡大説をどのように組み合わせて説明したかについて，教科書と資料を参考

にしてまとめてみよう。

年 組 番 氏名

N

S

K. Saito Home Page(http:
//ksgeo.kj.yamagata-u.ac.
jp/~kazsan/kazsan.html)
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（２）第６時の実習プリントの内容

資料２

実習＜海底地形のコンピュータシミュレーション＞

１．海底地形図から海底地形の様子を推測
［作図］
海底地形図「房総・伊豆沖」銚子沖150kmの第１鹿島海山付近のおおよその海底地形を
推測して俯瞰図にしてみよう。

２．海底地形コンピュータソフトを使って海底地形を表示
［操作］

①ファイル「Daiichi Kashima」を開く
②海底地形図を参照し，マウスを操作して第一鹿島海山付近に近づき，海山の特
徴が最もよくわかる位置と角度で静止する。

［作図］
③スケッチする。

［問］どのような特徴があるか，気付いたことを書いてみよう。

３．海底地形とプレートテクトニクス説との関係
［問］◎＜関心・意欲・態度＞
第１鹿島海山付近の海底地形の成因をプレートテクトニクス説に基づいて自分の考え

で説明してみよう。

年 組 番 氏名

授業では海上保安
庁発行海底地形図
「房総・伊豆沖」の原
図使用

コンピュータソフ
トを使って表示し
た海底地形の様
子
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Ⅱ Ａ理科総合
ここでは，理科総合Ａの単元「生物のつくる物質」(６時間)の学習指導と評価の事例を紹介する。

(3) 物質と人間生活 イ 物質の利用 (ｲ) 生物のつくる物質（６時間）
１ 食品の成分となる物質（１時間）
２ 生物による物質の合成と分解（１時間）
３ デンプンの消化：探究活動（１時間）
４ 衣料や住居の材料となる物質（１時間）
５ 微生物を利用した物質の生産（１時間）
６ 合成物質の環境や生物への影響（１時間）

本事例の取組においては，次のような手順を踏んで評価を行っている。
(ⅰ)単元の目標を設定する。
(ⅱ)単元の評価規準を設定する。
(ⅲ)指導と評価の計画を立て，どこで(場面)どのような方法で評価するかを決める。

， 。(ⅳ)計画に従い学習指導と評価を行い 評価結果を生徒の学習活動に返しつつ個に応じた指導を進める
(ⅴ)評価資料を蓄積し，単元の学習後の観点別評価の総括をする。

１ 単元の目標
生物が有用な物質を作ること及び生物体内の化学反応の精妙さについて理解させる。

２ 単元の評価規準
「 ， 」（ ． ） ，３ 学習指導要領の内容 内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例 ｐ ９ を参考にして
「内容のまとまりごとの評価規準」から表１の「単元の評価規準」を設定する。

表１
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の 知識・理解

技能・表現
人間生活とかかわりの 人間生活とかかわりの 人間生活とかかわりの 人間生活とかかわりの

内 深い身の回りの物質に 深い身の回りの物質の 深い身の回りの物質に 深い身の回りの物質に
容 関心をもち，意欲的に 中に問題を見いだし， ついての観察，実験， ついて，観察，実験，
の ご それらを探究しようと 観察，実験，調査など 調査などの技能を習得 調査などを行い，物質
ま と する。 を行うとともに，実証 するとともに，科学的 は原子，分子，イオン
と の 的 論理的に考えたり に探究する方法を身に から成り立ち，それら， ，
ま 評 分析的・総合的に考察 付け，観察，実験，調 の粒子の結び付きの変
り 価 したりして問題を解決 査などの過程や結果及 化で物質の性質が変わ
規 し，事実に基づいて科 びそこから導き出した ることやエネルギーの
準 学的に判断する。 自らの考えを的確に表 出入りがあることを理

現する。 解し，知識を身に付け
ている。

， ，・生物が有用な物質を ・生物が有用な物質を ・生物がつくる物質の ・観察 実験を通して
つくることや生物体内 つくることやその物質 特性，酵素や酵素反応 生物が有用な物質をつ

単 の化学反応の精妙さに が人間生活を豊かにし を行う微生物を用いた くることやおだやかな
元 関心をもち，意欲的に てきたこと，また，生 物質の生産などに関す 条件下で特定の物質を

，の それらを探究しようと 物体内の化学反応のエ る観察，実験の技能を 効率よくつくることや
評 する。 ネルギー効率の高さや 習得するとともに，観 さらに合成物質の自然
価 その反応の工業的な利 察，実験の過程や結果 界における生物の働き
規 用について分析的・総 及びそこから導き出し に与える影響について
準 合的に考察する。 た自らの考えを的確に 理解し，知識を身に付

表現する。 けている。

３ 単元の評価の計画
単元の評価の計画は，単元の評価規準に照らしてどの観点をいつ評価するのが適切かを検討し，各学

習活動の中で重要な観点にポイントを絞って学習状況を把握し，指導と評価が効果的に行えるようにし
た。評価に当たっては，次のような２種類の評価規準（◎，○）を設定し，指導と評価の一体化がより
一層図られるよう工夫した。

◎印の付いた評価規準：評価規準に照らして 「十分満足できると判断される」状況（Ａ）か 「おおむね， ，
」 （ ） ，「 」 （ ）満足できると判断される 状況 Ｂ か 努力を要すると判断される 状況 Ｃ

かを把握し，単元の総括の資料とする。
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○印の付いた評価規準：評価規準に照らして 「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）であるか，
どうかだけを把握する 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな。

， ，生徒に対して 適切な働きかけや指導の手だてを行うことを特に重視したもので
単元の総括の資料とはしない。

表２

評 価
時 学習の内容 評 価 方 法

関心 思考 技能 知識
間 意欲 判断 表現 理解

態度

食品の成分となる物質 ○ ○ワークシート１ ＊１

◎① ワークシート◎
○ ○行動観察，ワークシート＊４

生物による物質の合成と分解 ◎③ ワークシート２ ◎
○ ○ワークシート＊５

○ ○ワークシート＊６

デンプンの消化 ◎⑤ 行動観察，ワークシート３ ◎
◎④ ワークシート◎

衣料や住居の材料となる物質 ◎⑥ 行動観察，ワークシート４ ◎
○ ○ワークシート＊７

５ 微生物を利用した物質の生産 ○ ○行動観察，ワークシート＊２

◎⑦ ワークシート◎

合成物質の環境や生物への影響 ◎② 行動観察，ワークシート６ ◎
○ ○ワークシート＊３

◎⑧ ワークシート◎

４ 単元の指導と評価の計画及び学習活動における具体の評価規準
表１の「単元の評価規準」に基づいて，表３の「学習活動における具体の評価規準」を設定する。

表３ （ ◎①～◎⑧，○ ～○ は，表２の該当する「学習活動における具体の評価規準」を示す ）
* *1 7 。

学習活動における具体の評価規準 【 】内は評価方法
時 学習の内容とねらい

関心・意欲・態 思考・判断 観察・実験の 知識・理解
間 度 技能・表現

＊１ ＊４１ 食品の成分となる物質 ○ ○
生物がつくる身近な 身近な食品や スクロースと
食材料に関心をもち， その成分につい タンパク質の成
食品の成分がどのよう て関心をもち， 分元素を調べる
な物質からできている 意欲的に探究し 実験を安全かつ
か，また，どのような ようとする。 正確に行い，結
元素からできているか ワークシート 果を的確に表現【 】
理解する。 ◎① できる。

【 ，（班別討議） 三大栄養素と ワークシート
なる物質の例を 行動観察】
あげ，関心を持
って意欲的に探

。究しようとする
【 】ワークシート
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＊５２ 生物による物質の合成 ◎③ ○
光合成や消化 光合成や消化と分解

生体内では化学反応 によって生物に の過程について
によって，必要な物質 必要な物質が合 理解し,その知識
が合成されたり，分解 成されたり,分解 を身に付けてい
されていることや，生 されることを推 る。

【 】体内の反応は酵素の働 定できる。 ワークシート
＊６きによりおだやかな条 ワークシート ○【 】

件で効率よく進むこと 酵素の働きや
を理解する。 生物が行う代謝

では酵素が不可
欠であることに
ついて理解し，
その知識を身に
付けている。
【 】ワークシート

◎④ ◎⑤３ デンプンの消化
デンプンの消化につ アミラーゼに デンプンの消

いての探究活動を通し よるデンプンの 化についての実
て，消化酵素の特性や 消化の様子から 験を安全かつ正，
働きを理解する。 酵素の働きが推 確に行い，結果

定できる。 を的確に表現で
ワークシート きる。【 】

【行動観察，ワ
ークシート】

＊７４ 衣料や住居の材料とな ◎⑥ ○
繊維の性質を 衣料，染料おる物質

衣料，染料及び住居 調べたり，天然 よび住居の材料
の材料について，生物 染料による染色 となる物質やそ
のつくる物質が利用さ の実験を安全か の性質について
れていることを理解 つ正確に行い， 理解し，その知
し，繊維の性質や染料 結果を的確に表 識を身に付けて
による染色を調べる観 現できる。 いる。

【 】察を行う。 【行動観察，ワ ワークシート
ークシート】

５ ○ ◎⑦微生物を利用した物質 ＊２

微生物を利用 微生物の働きの生産
微生物を利用して有 してつくられる や微生物を利用

用な発酵食品や抗生物 発酵食品や抗生 してつくる発酵
質がつくられているこ 物質などの医薬 食品，抗生物質
とを理解する。 品に関心をもち などについて理，

意欲的に探究し 解し，その知識
ようとする。 を身に付けてい
【行動観察，ワ る。

【 】ークシート】 ワークシート

◎② ○ ◎⑧６ 合成物質の環境や生物 ＊３

合成物質が環 合成物質が環 食物連鎖や生への影響
人工的に合成された 境や生物に与え 境や生物に与え 物濃縮について

物質が自然環境や生物 る影響について る影響について 理解するととも，
に与える影響を理解す 意欲的に探究し 科学的に説明で に，合成物質が
る。 ようとする。 きる。 生物に与える影

【行動観察，ワ ワークシート 響について理解【 】
ークシート】 し，その知識を

。身に付けている
【 】ワークシート
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５ 具体の指導と評価
表４

＜評価の観点＞時 学

学習活動における 【評価方法】間 習

具体の評価規準内 学 習 活 動

容
第 食 導入 ・本時の学習の目的を理解す
１ 品 る。 ○ ＜関心・意欲・態度＞ ○【ワークシート】＊１

時 の 展開 ・身近な食品をあげ，その成 身近な食品について関心を
成 分の違いで分類する。 もち，意欲的に探究しようと
分 ・食品に含まれる三大栄養素 する。
と がどのような物質からできて
な いるか，またそれらの物質の ◎①＜関心・意欲・態度＞ ◎【ワークシート】
る 成分元素は何かを討議し，整 三大栄養素となる物質の例
物 理する （班別討議１） をあげ，関心を持って意欲的。
質 ・栄養素に含まれている成分 に探究しようとする。

元素を調べる。 ○【行動観察，ワークシ
実験１）スクロースの成分 ○ ＜技能・表現＞ ート】＊４

元素調べ スクロースとタンパク質の
実験２）タンパク質中の窒 成分元素を調べる実験を安全

素の検出 かつ正確に行い，結果を的確
・実験１と実験２について， に表現できる。
各班ごとに実験結果と気付き
を発表する。

まとめ ・スクロース，タンパク質に
含まれる成分についてワーク
シートに整理する。

第 生 導入 ・本時の学習の概要を理解す
２ 物 る。 ◎③＜思考・判断＞ ◎【ワークシート】
時 に 展開 ・植物や動物の体内で行われ 光合成や消化によって生物

，よ ている化学反応について話し に必要な物質が合成されたり
。 。る 合う （班別討議２） 分解されることを推定できる

物 ・光合成を中心とした植物の
質 物質合成について説明を聞く ○ ＜知識・理解＞ ○【ワークシート】。 ＊５

の ・動物が栄養素を消化する過 光合成や消化の過程につい
合 程について説明を聞く。 て理解し，その知識を身に付
成 ・代謝や酵素の働きについて けている。
分 説明を聞く。
まとめ ・光合成や消化の仕組み，お ○ ＜知識・理解＞ ○【ワークシート】＊６

よび酵素の働きについてワー 酵素の働きや生物が行う代
クシートに整理する。 謝では酵素が不可欠であるこ

とについて理解し，その知識
を身に付けている。

第 デ 導入 ・本時の学習の目的を理解す
３ ン る。
時 プ 展開 ・試験管内のヨウ素デンプン ◎⑤＜技能・表現＞ ◎【行動観察，ワークシ
ン 反応の様子について推測する デンプンの消化についての ート】。
の ・デンプン溶液に酵素アミラ 実験を安全かつ正確に行い，
消 ーゼを加えたとき，ヨウ素デ 結果を的確に表現できる。
化 ンプン反応の色が時間ととも

に，どのように変化していく
かについて仮説を立てる。
・各班ごとに実験を行い，実 ◎④＜思考・判断＞ ◎【ワークシート】
験の結果を実験レポートに記 アミラーゼによるデンプン
入する。 の消化の様子から，酵素の働

きが推定できる。
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まとめ ・酵素アミラーゼの働きにつ
いて，実験結果から考察し，
実験レポートに記述する。

第 衣 導入 ・本時の学習の目的を理解す
４ 料 る。
時 や 展開 ・食品以外で生物がつくる物
住 質について考え，衣料，染料 ◎⑥＜技能・表現＞ ◎【行動観察，ワークシ
居 の具体的な例について考える 繊維の性質を調べたり，天 ート】。
の ・木綿，羊毛，絹，ナイロン 然染料による染色の実験を安
材 の小片をピンセットでつまみ 全かつ正確に行い，結果を適
料 ガスバーナーに近づけて，焦 切に表現できる。
と げるようすや臭いを確かめ，
な 素材を調べる。
る ※ナイロンは比較のための
物 素材
質 ・繊維(木綿，羊毛，絹，ナイ ○ ＜知識・理解＞ ○【ワークシート】＊７

ロン)の天然染料(タマネギの 衣料，染料および住居の材
外皮)による染色効果について 料となる物質やその性質につ
予想を立てる。 いて理解し，その知識を身に
・各班ごとに染色実験を行い 付けている。，
実験結果や気付きをレポート
に記録する。

まとめ ・天然の繊維や染料，天然の
住居材料について学習し，ワ
ークシートにまとめる。

第 微 導入 ・本時の学習の概要を理解す
５ 生 る。
時 物 展開 ・身近な発酵食品の材料や抗 ○ ＜関心・意欲・態度＞ ○【行動観察，ワークシ＊２

を 生物質などの医薬品について 微生物を利用してつくられ ート】
利 互いに例を出し合い，意見交 る発酵食品や抗生物質などの
用 換をする。 医薬品に関心をもち，意欲的
し （班別討議３－１） に探究しようとする。
た ・身近な発酵食品の製造に利
物 用される微生物について互い
質 に例を出し合い，意見交換を
の する。
生 （班別討議３－２） ◎⑦＜知識・理解＞ ◎【ワークシート】
産 ・具体的な食材に触れ，食品 微生物の働きや微生物を利

表示等を確認し，微生物を利 用してつくる発酵食品，抗生
用した発酵食品について理解 物質などについて理解し，そ
する。 の知識を身に付けている。

（班別学習）
まとめ ・班別討議，班別学習の結果

を出し合い，微生物を利用し
た発酵食品や抗生物質などの

。医薬品について理解を深める

第 合 導入 ・本時の学習の目的を理解す
６ 成 る。 ◎②＜関心・意欲・態度＞ ◎【行動観察，ワークシ
時 物 展開 ・生活環境の中の合成物質に 合成物質が環境や生物に与 ート】
質 ついて互いに例をあげ，それ える影響について，意欲的に
の らの合成物質が環境に与える 探究しようとする。

。環 影響について意見交換を行う
境 （班別討議４）
や ・ 食物連鎖と生物濃縮」をテ「
生 ーマにしたビデオ(約10分)を
物 鑑賞しながら，自分の気付き
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へ や考えを記録する。 ◎⑧＜知識・理解＞ ◎【ワークシート】
の ・ビデオ観賞後に次の項目に 食物連鎖や生物濃縮につい
影 ついて互いに意見交換を行い て理解するとともに，合成物，
響 自分の考えを記録する。 質が生物に与える影響につい

ア．生物の生存環境 て理解し，その知識を身に付
イ．食物連鎖 けている。
ウ．生物濃縮

まとめ ・班別討議の結果を発表しあ ○ ＜思考・判断＞ ○【ワークシート】＊３

い，合成物質と環境とのかか 合成物質が環境や生物に与
わりについて互いの関心を高 える影響について科学的に説
めあい，理解を深め，その知 明できる。
識を身に付ける。

６ 観点別評価の進め方
(1) この事例においては 「観点別評価として総括に用いる評価規準 （◎印）を，各観点別に２カ所，， 」
計８カ所設定している。
観点別評価に当たり，表３の学習活動における具体の評価規準に照らして「おおむね満足できると

判断される 状況 Ｂ か 努力を要すると判断される 状況 Ｃ かどうかを把握し さらに お」 （ ） ，「 」 （ ） ， ，「
おむね満足できると判断される」状況（Ｂ）の生徒の中で，質的な深まりや広がりがみられた場合を
「十分満足できると判断される」状況（Ａ）として，観点別学習状況の総括及び個に応じた指導に役
立てることとした。
また 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒に対しては 「おおむね満足でき， ，

ると判断される」状況（Ｂ）となるように適切な指導・助言を行い，指導と評価の一体化を目指した
工夫を行った。

(2) この事例における観点別評価は，ワークシート，行動観察などにより行っている。参考資料は，表
３，表４の第３時について，資料１～資料３を示した。
評価の結果は蓄積し，単元終了時に観点別評価の総括を行った。また，ワークシートや自己評価カ

ード（資料等３）を生徒自身が学習を振り返るために活用し，個に応じた指導の充実を図った。自己
評価カードは，個に応じた指導の充実のために活用し，評価の総括には用いていない。

， ， 。 ，行動観察では 例えば資料２のようなチェックシートを用意し 生徒の状況を把握した ここでは
指導の便宜のために「Ａ」又は「Ｃ」の記述だけで行えるように工夫した。
ワークシートなどでは，例えば資料１のワークシート（実験レポート）のように，記入させる項目

にあらかじめ評価の観点を明記しておき，学習目標を意識付けることで学習意欲の向上に努めるとと
もに，評価の便宜を図る工夫をした。

(3) 具体的な評価の方法の例
， 「 」 ，以下に この単元における観点別評価 十分満足できると判断される 状況(Ａ)と評価される例と

「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だての例を具体の評価規準◎①，
◎３，◎⑤，◎⑦について示す。

ア 「関心・意欲・態度」についての評価例
「関心・意欲・態度」については，ワークシート，行動観察などによって，生物が有用な物質を
つくることや生物体内の化学反応の精妙さに関心をもち，意欲的にそれらを探究しようとする状況
を把握する。
＜評価規準◎① 関心・意欲・態度＞
三大栄養素となる物質の例をあげ，関心を持って意欲的に探究しようとする。
【ワークシート】
班別討議を通して，生物がつくる身近な食材料にはどんなものがあるか，食品の成分がどのよう

な物質からできているかについて例を上げ，取り上げられた食品の成分から３大栄養素を抽出する
ことができており，議論の過程と結果をワークシートに整理して記述している場合を「おおむね満
足できると判断される」状況（Ｂ）とする。

《 十分満足できると判断される」状況(Ａ)と評価される具体例》「
☆ワークシート

「疲れたときのエネルギー補給にはあめ玉をよくなめるので，糖類は重要 「若い人が体を作る」，
ためによく食べるように言われるのは，肉類などのタンパク質や脂肪類」などの生活体験に基づい
た根拠を上げて，重要な栄養素は，糖類，タンパク質，脂肪であるということを記載している。

《 努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だて》「
☆食品の成分がどのような物質からできているかについて例を上げることができない生徒への指導
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好んでよく食べるものを書かせて，元気を出したり，体を作るのに大きな役割を果たす食べ物は
何かを考えるように促す。

イ 「思考・判断」についての評価例
「思考・判断」については，ワークシートによって，生物が有用な物質をつくることや生物体内
の化学反応について考察しているか，人間生活が生物の作る物質に支えられていることが推測でき
るか，及び生物体内の化学反応のエネルギー効率の高さや工業的な利用について科学的，総合的に
とらえることができるかを把握する。
＜評価規準◎③ 思考・判断＞

。光合成や消化によって生物に必要な物質が合成されたり,分解されることを推定できる
【ワークシート】

班別討議を通して，植物や動物の体内では化学反応によって必要な物質が合成されたり，分解さ
れていることや，生体内の反応が酵素の働きにより穏やかな条件で効率よく進むことについて，植
物の光合成や呼吸にかかわる物質，動物体内の消化や代謝にかかわる物質の例を上げて，議論の経
緯とともに記録ができている場合を「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）とする。

《 十分満足できると判断される」状況(Ａ)と評価される具体例》「
☆ワークシート ［ワークシートの具体の評価例］

植物が光合成によっ
て作り出されたものの
うちの有機物の貯蔵
や，動物の消化におけ
る糞の排泄など，光合
成や消化にかかわる物
質全体の状況を把握し
ている。

《 努力を要すると判断「
される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だて》

☆食べ物の名前や栄養素などを羅列するが，整理することができていない生徒への指導
前時に整理した三大栄養素などの動物にとって必要な栄養素を人はどうやって手に入れているか

を手がかりにして，考えるように促した。

ウ 「観察・実験の技能・表現」についての評価例
「観察・実験の技能・表現」については，行動観察(実験)，ワークシートによって，生物がつく
る物質の特性，酵素や酵素反応を行う微生物を用いた物質の生産などに関する観察，実験の技能を
習得できているか把握する。
＜評価規準◎⑤ 観察・実験の技能・表現＞

デンプンの消化についての実験を安全かつ正確に行い，結果を的確に表現できる。
【行動観察（資料２ ，ワークシート（資料１ 】） ）

デンプンが酵素アミラーゼによ ［ワークシートの具体の評価例（資料１ ］）
って分解されるようすをヨウ素デ
ンプン反応によって確かめる実験
を安全かつ正確に行い，結果及び
考察を的確に記述している場合を
「おおむね満足できると判断され
る」状況（Ｂ）とする。

《 十分満足できると判断される」「
状況(Ａ)と評価される具体例》

☆行動観察，ワークシート
実験を安全かつ正確に行い，ビ

ーカーの温度を変えて酵素の働き
を確かめたり（ 行動観察】の評【
価「Ａ ，さらにワークシートに」）
デンプンの変化を細やかに観察し
て記述している（ ワークシート】の評価「Ａ 。【 」）

《 努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だて》「
☆積極的な姿勢を示さず，実験も人任せで記録も取っていない生徒への指導

かたくり粉を少しビーカーに取りぬるま湯を加えて，その中に生徒の唾液を入れさせ，その溶液
のヨウ素デンプン反応について，アミラーゼの実験と比較させた。

エ 「知識・理解」についての評価例
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「知識・理解」については，生物が有用な物質をつくることやおだやかな条件下で特定の物質を
効率よく作る生物の働きについて理解し，その知識を身に付けている状況を把握する。
＜評価規準◎⑦ 知識・理解＞

微生物の働きや微生物を利用してつくる発酵食品，抗生物質などについて理解し，その
知識を身に付けている 【ワークシート】。

班別討議を通して，微生物を利用した有用な発酵食品や抗生物質などの医薬品の例をあげ，取り
上げたものについて整理，記録することができている場合を「おおむね満足できると判断される」
状況（Ｂ）とする。

《 十分満足できると判断される」状況(Ａ)と評価される具体例》「
☆ワークシート ［ワークシートの具体の評価例］

代表的な発酵食品
について，数多く例
をあげ，その原材料
と微生物の働きにつ
いて述べている。

《 努力を要すると判断「
される」状況（Ｃ）
になりそうな生徒へ
の手だて》

☆発酵食品の例を上げ
ることができていな
い生徒への指導
知っている乳製品をあげさせて，自分がおいしいと思う順番に並べさせ，その結果と味わいのを

もとに分類作業を促した。

７ 観点別評価の総括
この事例では，評価計画に基づいて◎で示した観点別評価を実施し，次の表のように各生徒ごとに整

理し，単元の総括を行っている。
[生徒一人一人の評価表と総括の例]

思考・判断 技能・表現 知識・理解
[ 生 徒 名 ] 関心・意欲

時間 学習の内容 ・態度
食品の成分となる物質 (◎①) Ｂ１
生物による物質の合成と分解 (◎③) Ａ２
デンプンの消化 (◎④) Ｂ (◎⑤) Ａ３
衣料や住居の材料となる物質 (◎⑥) Ｃ４
微生物を利用した物質の生産 (◎⑦) Ｂ５
合成物質の環境や生物への影響 (◎②) Ｂ (◎⑧) Ｃ６

単元の総括 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ
(1) 原則として評価規準の統括は単元をまとまりとして行う。
(2) 授業と評価計画にもとづいて，上記の評価表を作成する。
(3) 評価の観点別にＡ・Ｂ・Ｃの総括を行う。
①ＡとＢ又はＢとＣの２種類の評価のみの生徒における総括は，観点ごとに多い方の記号のものをそ
の観点の総括とする。なお，記号が同数になった場合には，良い方の評価にする。
， ， ， ，②Ａ Ｂ Ｃの３種類の評価を受けている生徒については ＡとＣの一組ごとにＢを２つと読み替え
ＡとＢ又はＢとＣのみの組み合わせとして，前述①の総括を行う。
例) 「ＡＡＡＣ」の場合，これを「ＡＡＢＢ」と同等と見なして，単元の総括を「Ａ」とする。

(4) 一つの具体の評価規準について複数の評価方法を設定している場合は，まず，前述の(3)と同様の
方法により各具体の評価規準ごとの評価を行う。
（例）具体の評価規準◎で，行動観察「Ｂ ，ワークシート「Ａ」の場合「Ａ」と評価する。」

(5) 単元の総括が「Ｃ」と評価される生徒の指導について
，「 」 （ ） ，授業ごとに生徒全員 おおむね満足と判断される 状況 Ｂ を実現できるように指導を行うが

なおかつ単元のまとまりで「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）と評価される生徒については，
単元の区切りにおいても補充的指導を行う。このような生徒については 「自己評価表」や授業等に，
おける評価の蓄積情報をもとに，生徒自身も自分の実現状況を把握して主体的に学習に取り組めるよ
うに指導し 「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）となるように個に応じた指導を手厚く，
行う。

， ， ，※ 単元の具体における観点別評価には生徒の状況に応じた様々な対応や考え方があり また 大項目
中項目の中の単元の位置付け，捉え方によっても変わってくる。各学校においては，生徒の実態や年
間授業計画に基づいて評価計画を立て，評価規準を明確にしたり，評価方法を工夫していくことが望
まれる。
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８ 参考資料等
第３時(3)「デンプンの消化：探究活動」の実践例

(1) 資料１ 実践例におけるワークシート（実験レポート）
探究 ８ デンプンの消化

５ 実験を行う前に仮説を立ててみよう

評価規準(1)「デンプンの消化についての実験を安全か デンプン溶液にアミラーゼを加えるとヨウ素デンプン

つ正確に行い，結果を的確に表現できる 」 反応の色は時間とともに，どのように変化していくと考。

（観察・実験の技能・表現） えられるか，書きなさい。 【思考・判断】

評価規準(2)「アミラーゼによるデンプンの消化の様子

から，アミラーゼの働きが推定できる 」。

（思考・判断）

１ 目 的

デンプンは，酵素アミラーゼによりマルトースなど

に分解される。デンプンが分解されるようすをヨウ素 ６ 方法を確認しながら安全かつ正確に実験をしよう

【 】デンプン反応により確かめる。 観察・実験の技能・表現

２ 実験の概要 ※ 指示に従って班ごとに実験を行います。

一般に，デンプンはヨウ素で青色に呈色するが，デ （気付きを書き留めておこう）

ンプン分子の長さが短くなると，紫色，赤色と長さに

応じて呈色が変わる。一定時間ごとにヨウ素デンプン

反応を行うことで，デンプンが消化される様子を調べ

ることができる。

３ 準 備

かたくり粉(ジャガイモデンプン)，アミラーゼの錠 ７ 実験結果をまとめよう【観察・実験の技能・表現】

剤，ヨウ素溶液(1%)，試験管(7本程度)，温度計，100 （１）実験の結果を次の表にまとめよ。

ｃｍ ビーカー，薬さじ，駒込ピペットまたはスポイ 時間（分） 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5…
３

ト(５本)，発泡ポリスチレンのカップ(広口のカップ デンプン

めんの容器など) 溶液の色

４ 方 法

①ヨウ素ヨウ化カリウム溶液２ｃｍ を入れた試験管を （２）アミラーゼを加える前と後でのデンプン溶液のよう
３

７本程用意する。 すをまとめよ。

②アミラーゼの錠剤を乳ばちでつぶし，粉末にする。

③ビーカーにかたくり粉0.5ｇと水50ｃｍ を入れ，かき
３

混ぜた後煮沸させて透明なデンプン溶液をつくる。

④駒込ピペットを使って③のデンプン溶液1滴を①の試

験管に加え，呈色を確かめる。(ヨウ素デンプン反応)

⑤デンプン溶液が50℃まで冷めたら，保温カップに入れ

た熱水に出し入れすることで，デンプン溶液の温度が

常に45～50℃になるようにしておく。 ８ 仮説と実験結果をもとに考察をしよう【思考・判断】

⑥ ②のアミラーゼ粉末約0.2ｇをデンプン溶液に加え， ・結果からアミラーゼの働きについてまとめよ。

温度を保ちながら一定の速度でかき混ぜ，この液を30

秒ごとに別々の駒込ピペットを使って①の試験管に加

えていき，ヨウ素デンプン反応の違いを確かめる。

※ 駒込ピペットが足りなくなったら，一度使ったものを水ま

たはは湯でよく洗って使用する。

９ 感想を書こう

クラス ・ 号・氏名

☆呈色の変化が確認でき

た後は，30秒より間隔を

長めにして調べる。

☆ アミラーゼによって

分解され，デンプンの

分子が短くなりすぎる

と，ヨウ素デンプン反

応で呈色しなくなる。

☆ アミラーゼはジアス

ターゼとも呼ばれ，消

化薬として市販されて

いる。

デンプン溶液

＋アミラーゼ
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(2) 資料２ 実践例における行動観察
， ， 。主に次の２点について 実験の基本的な操作を正確かつ安全にできるかどうか 評価と指導を行う

①班員が手分けをして行う実験操作
②時間を追って，全員が順次に分担した資料の溶液を指示薬の入った試験管に添加して変化を見
る操作

教師が机間指導を行うときには，以下のようなチェックシートを用いて，生徒の学習状況を把握し
た。なお，この授業では１班４人の実験グループ１０班構成で実験を行っている。

Ｎ ０１ ～ Ｎ ４０ ：生徒氏名
Ｎ ４０ Ｎ ３５ Ｎ ３０ Ｎ ２５ Ｎ ２０ Ｎ １５ Ｎ １０ Ｎ ０５

Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ
Ｎ ３９ Ｎ ３４ Ｎ ２９ Ｎ ２４ Ｎ １９ Ｎ １４ Ｎ ０９ Ｎ ０４

Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ
Ｎ ３８ Ｎ ３３ Ｎ ２８ Ｎ ２３ Ｎ １８ Ｎ １３ Ｎ ０８ Ｎ ０３

Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ
Ｎ ３７ Ｎ ３２ Ｎ ２７ Ｎ ２２ Ｎ １７ Ｎ １２ Ｎ ０７ Ｎ ０２

Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ
Ｎ ３６ Ｎ ３１ Ｎ ２６ Ｎ ２１ Ｎ １６ Ｎ １１ Ｎ ０６ Ｎ ０１

Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ Ａ・Ｃ

教 卓

日 時 年 月 日（ ） 限目 ４．特記事項
クラス 生徒氏名 内 容

物質と人間生活
1.単元 物質の利用

生物のつくる物質
2.授業内容 探究活動：デンプンの消化
3.評価規準 Ｂ デンプンの消化についての実験を

安全かつ正確に行い，結果を適切
に表現できる （結果の記述は，授。
業後にワークシートで確認する ）。

(3) 資料３ 自己評価カードの例
自己評価カードは，単元の中で適宜活用して生徒の学習活動を支援することを目的とし，評価結果

は総括には用いない。生徒自身が単元学習の課題を把握するための一助とし，また，教師が生徒の学
習状況を把握し，生徒が「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）を実現できるように，生徒
の学習活動の支援に活用する。

[ 年 組 番 名前 ] ( 年 月 日)
理科総合Ａ 自己評価カード 「デンプンの消化」
授業のねらい：デンプンの消化についての探究活動を通して，消化酵素の特性や働きを理解する

， ， 。評価の主旨 ：今日の学習を振り返り 自分の課題を明らかにして 課題を解決するようにしましょう
自 己 評 価 の 項 目 自己評価

は い いいえ(1) 今日の専門用語は，授業以外でも見たり，聞いたりしたことがある。 ，
は い いいえ(2) 光合成による物質の変化が分かる。 ，
は い いいえ(3) 消化による物質の変化が分かる。 ，
は い いいえ(4) 消化酵素（アミラーゼ）のはたらきが分かる。 ，
は い いいえ(5) デンプンの分解された度合とヨウ素デンプン反応の色は関連していること ，

が分かる。
は い いいえ(6) ガスバーナーの操作が安全にできる。 ，
は い いいえ(7) 駒込ピペットの扱い方を理解している。 ，
は い いいえ(8) 実験の説明がわかり，実験操作を安全かつ正確にできる。 ，
は い いいえ(9) 実験結果などを整理して記録することができる。 ，
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Ⅲ 理科総合Ｂ
ここでは，理科総合Ｂの「(2) 生命と地球の移り変わり イ 生物の移り変わり (ｲ) 遺伝の規則性」

の学習指導と評価の事例を紹介する。

［本事例と学習指導要領との対応］

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥生命と地球の移り変わり ＜大項目＞(2)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥イ 生物の移り変わり ＜中項目＞

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(ｱ) 生物の変遷 （４時間） ＜小項目＝単元＞
‥‥‥(ｲ) 遺伝の規則性（９時間） ← 本事例（第１学年 ７月） ＜小項目＝単元＞

本事例では，次の手順で評価計画を作成し，計画に基づいて評価活動を実施した。

ⅰ 単元の目標を設定する。
ⅱ 「内容のまとまりごとの評価規準」を参考にして 「単元の評価規準」を設定する。，
ⅲ 授業の総時間数や単元の目標などを基に，授業のおよその流れを決め 「単元の評価の計画」，
を設定する。

ⅳ 「単元の評価の計画」を実現するため，学習活動における具体の評価規準を検討し 「単元の，
指導と評価計画及び学習活動における具体の評価規準」を設定する。

ⅴ 「単元の指導の計画及び学習活動における具体の評価規準」に基づき，どの場面でどのような
方法で評価するかを授業に即して決定する。

ⅵ 評価の計画に従って学習指導と評価を行い，その結果を生徒にフィードバックしながらそれぞ
れの生徒に応じた指導を進める。

ⅶ 評価資料を基に，単元学習後の観点別評価の総括をする。

， ， ， ， ， 。本事例の観点別評価は 観察 ノート ワークシート 実験プリント 小テスト等を用いて評価をした

１ 単元の目標
生物は遺伝という共通の性質をもち，遺伝子の働きによって親の形質が規則性を持って子へ伝えられ

ることを理解する。

２ 単元の評価規準
「 を参考に３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例」（ｐ．１４）

して 「内容のまとまりごとの評価規準」から「単元の評価規準」を設定した。，

表１ 「単元の評価規準」
内 関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の 知識・理解
容 技能・表現
の 地球の変遷や遺伝に関 地球の変遷や遺伝に関 地球の変遷や遺伝に関 生命と地球の移り変
ま する事象・現象に関心を する事象・現象の中に問 する事象・現象につい わりについて，観察，
と もち，意欲的にそれらを 題を見いだし，観察，実 て，観察，実験，調査な 実験，調査などを通し
ま 探究しようとする。 験，調査などを行うとと どの技能を習得するとと て，生命の出現と生物
り もに，実証的，論理的に もに，科学的に探究する の変遷は地球環境とか
ご 考えたり，分析的・総合 方法を身に付け，観察， かわっていること，及
と 的に考察したりして問題 実験，調査などの過程や び生物には親から子に
の を解決し，事実に基づい 結果及びそこから導き出 形質を伝える遺伝現象
評 て科学的に判断する。 した自らの考えを的確に があることを理解し，

。価 表現する。 知識を身に付けている
規
準
単 親から子に形質を伝え メンデルの交雑実験の 遺伝子の働きに基づい 遺伝子の働きによっ
元 るという遺伝現象に関心 記録などを基に，遺伝子 た身近な事象を観察した て，親の形質が規則性
の をもち，意欲的にそれら の伝わり方に共通の法則 り，交雑実験等の技能を をもって子に伝えられ
評 を探究しようとする。 性を見いだし，その仕組 習得し，その結果を的確 ることを理解し，知識
価 みを考察する。 に表現する。 を身に付けている。
規
準
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３ 単元の評価の計画，単元の指導と評価の計画及び学習活動における具体の評価規準
１時間の授業の中で，常に一人一人の生徒の状況について四つの観点のすべてを的確に評価し，客観

的な評価資料を得ることは困難である。
ここでは，各学習活動の中で重要な観点にポイントを絞って学習状況を把握する形式で「単元の評価

の計画」及び「単元の指導と評価の計画及び学習活動における具体の評価規準」を設定した。
「単元の評価の計画」及び「単元の指導と評価の計画及び学習活動における具体の評価規準」は，以

下のような手順で設定している。

， ，「 」ⅰ 授業の総時間数や単元の目標などを基に 授業のおよその流れを決め 単元の評価の計画表
（表２）に学習の内容を記入する。

ⅱ 表２の評価の観点欄に◎印と○印をつける。
評価の進め方については，以下に示す◎印と○印の２種類を設定した。

◎印の付いた評価規準
評価規準に照らして 「十分満足できると判断される」状況（Ａ）か 「おおむね満足でき， ，

ると判断される」状況（Ｂ）か 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）かを把握し，単，
元の総括の資料とする。

○印の付いた評価規準
評価規準に照らして 「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）であるかどうかだ，

けを把握する 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒に対して，適切。
， 。な働きかけや指導の手だてを行うことを特に重視したもので 単元の総括の資料とはしない

はじめに，単元の評価規準に照らして単元全体を見通し，どの観点をいつ評価するのが適切
かを検討し，授業の中で重点を置く評価の観点を設定する。
次に設定した各観点について，学習内容，授業の流れや前後のつながりなどを総合的に勘案

して◎印と○印をつける。
評価方法の欄には，学習内容と評価の観点から想定される評価方法を記入しておく。各時間

の評価方法は，学習活動における具体の評価規準を設定した後に確定する。
ⅲ 表２で◎印や○印をつけた観点について，学習活動における具体の評価規準を作成し 「単元，
の指導と評価の計画及び学習活動における具体の評価規準表 （表３）をつくる。」

学習活動における具体の評価規準は，内容のまとまりごとの評価規準と単元の評価規準に照
らして，学習内容を踏まえて設定する。
同時に，評価の観点，学習活動における具体の評価規準，学習内容，学習形態，教材などか

ら，具体の評価方法を確定する。

本事例では，上記の手順で「単元の評価の計画」及び「単元の指導と評価の計画及び学習活動におけ
る具体の評価規準」を設定したが，表２と表３を並行して作成したり，単元の評価規準を設定した後，
表２を作成せず，直接表３を作る場合も考えられる。
また，実際に生徒に指導を行った後 「評価に無理はないか 「指導上の改善点はなかったか」等を， 」，

反省・検討し，他の単元や次年度の評価計画の作成，評価規準の設定に反映させることが重要である。

表２ 「単元の評価の計画表」

時 学 習 内 容 評 価 の 観 点 評 価 方 法 等
間

関 心 思 考 技 能 知 識
意 欲 判 断 表 現 理 解
態 度

１ 体細胞分裂 ○ ○ ：生徒観察＊６ ＊６

２ 減数分裂 ○ ○ ○ ，○ ：ノート点検＊１ ＊３ ＊１ ＊３

３ 体細胞分裂の観察 ◎６ ◎６：生徒観察，
◎１ ◎１，◎６：実験プリント点検

４ 優性の法則・分離の法則(1) ○ ○ ：生徒観察＊７ ＊７

◎２ ◎２：ノート点検

５ 優性の法則・分離の法則(2) ◎４ ◎７ ○ ◎４，◎７，○ ：ワークシート点検＊８ ＊８
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６ 検定交雑 ○ ○ ：生徒観察＊４ ＊４

◎８ ◎８：小テスト採点，ノート点検

７ 中間雑種 ○ ○ ：生徒観察＊９ ＊９

８ 複対立遺伝子 ○ ○ ：ノート点検＊２ ＊２

◎９ ◎９：小テスト採点，ノート点検

９ 遺伝子の本体 ○ ○ ：グループ討論と発表の観察＊５ ＊５

◎３ ◎５ ◎３，◎５：ワークシート点検

（表２に示す◎，○に付く数字は，表３での「学習活動における具体の評価規準」に対応している）

表３ 「単元の指導と評価の計画及び学習活動における具体の評価規準表」

時 学習内容と 学習活動における具体の評価規準
間 ねらい ［ 】内は評価方法等］【

関心・意欲 思考・判断 観察・実験の 知識・理解
・態度 技能・表現

体細胞分裂 体細胞分裂○＊６

・染色体の細胞分裂時の の仕組みや特徴に１
ふるまいや，染色体と遺 ついて理解してい

伝子の関係を理解する。 る。

【生徒観察】

減数分裂 減数分裂の 減数分裂に○ ○＊１ ＊３

・減数分裂において染色 仕組みや特徴につ おいて染色体数が２
体数が半減する仕組みを いて関心を持ち， 半減する仕組みを

考察する。 意欲的に探究しよ 考察できる。

うとする。 【ノート点検】

【ノート点検】

体細胞分裂の観察 体細胞分裂 観察に適し◎１ ◎６
・体細胞分裂を観察し， について関心をも たプレパラートを３
理解を深める。 ち，意欲的にそれ 作成できる。顕微

・顕微鏡の使い方に習熟 らを探究しようと 鏡を適切に操作

し，分裂像を観察し，的 する。 し，細胞分裂をし

確にスケッチする。 【実験プリント点 ている細胞を見付

検】 け，的確にスケッ

チができる。

【生徒観察，実験

プリント点検】

優性の法則・分離の法則 一遺伝子雑 メンデルの◎２ ○＊７

(1) 種の実験結果や考 行った一遺伝子雑４
・メンデルの行った一遺 え方に関心をも 種の実験を例に，

伝子雑種の実験結果より ち，意欲的にそれ 遺伝用語，優性の，

優性の法則と分離の法則 らを探究しようと 法則，分離の法則

を理解する。 する。 を理解している。

【ノート点検】 【生徒観察】

優性の法則・分離の法則 ホモ接合体 遺伝につい 配偶子の働◎４ ◎７ ○＊８

(2) の親から受けつが てのシミュレーシ きを通して遺伝の５
・一遺伝子雑種のシミュ れる孫の形質比 ョンを正確に実行 仕組みを理解して

レーション実験を行い， は，優性：劣性が し，結果をまとめ いる。

優性の法則と分離の法則 ３：１になること たり，発表するこ 【ワークシート点

の理解をさらに深める。 を考察できる。 とができる。 検】

・実験の結果をまとめ発 【ワークシート点 【ワークシート点



理－61

表する。 検】 検】

検定交雑 分離の法則 すでに学習○ ◎８＊４

・検定交雑の意味を理解 の理解を基に，検 した遺伝の法則の６
し，一遺伝子雑種につい 定交雑の仕組みを 理解を基に，検定

ての問題を解き，理解を 考察できる。 交雑の原理を理解

深める。 【生徒観察】 している。

【小テスト採点，

ノート点検】

中間雑種 中間雑種の○＊９

・一見，メンデルの法則 存在に気づき，不７
では説明つかないように 完全優性の優劣関

見える遺伝現象も，特別 係があることを理

な遺伝子の働きを想定す 解している。

れば，説明がつくことを 【生徒観察】

理解する。

・中間雑種の存在から不

完全優性の関係を理解す

る。

複対立遺伝子 複対立遺伝 すでに学習○ ◎９＊２

・複対立遺伝子の存在を の例であるＡＢＯ した遺伝の法則の８
知り，その例としてＡＢ 式血液型の遺伝の 理解を基に，複対

Ｏ式血液型の遺伝の仕組 仕組みについて関 立遺伝の例である

みを理解する。 心をもち，意欲的 ＡＢＯ式血液型の

にそれらを探究し 遺伝の仕組みにつ

ようとする。 いて理解してい

【ノート点検】 る。

【小テスト採点，

ノート点検】

遺伝子の本体 形質転換の 肺炎双球菌 肺炎双球菌◎３ ◎５ ○＊５

・形質転換の実験の結果 仕組みについて， の実験の結果か の実験について調９
から，遺伝子として働い 関心をもち，意欲 ら，形質転換を起 べ，内容をまとめ

， 。ている物質が，ＤＮＡと 的にそれらを探究 こさせた物質や仕 たり 発表できる

よばれる物質であること しようとする。 組みを考察でき 【グループ討論と

が突き止められたことを 【ワークシート点 る。 発表の観察】

理解する。 検】 【ワークシート点

・形質転換の実験につい 検】

， 。て グループ討論を行う

４ 具体の指導と評価
「単元の指導と評価計画及び学習活動における具体の評価規準」に基づく具体の授業における評価の

方法や，どのような資料を用いて把握するかを以下に示した。ここでは，授業の形態が異なる２時間分
（第３時の顕微鏡観察を主とする授業，第９時のグループ討論を主とする授業）を取り上げた。
なお，表４中の実験プリントおよびワークシートの様式と提出された例を に掲載して「７ 参考資料」

いる。

表４ 「具体の指導と評価」

時 内 学習活動 学習活動における 具体の評価方法等
間 容 具体の評価規準

・本時の目的を聞く。第 体 導
３ 細 入
時 胞

・観察の手順を実験プリント ＜評価規準◎６ 技能・表現＞ ◎６【生徒観察，実験プリン分 展
により説明する。 観察に適したプレパラートを作成で ト点検】裂 開
・手順に従って，根の生長点 きる。顕微鏡を適切に操作し，細胞分 机間指導し，顕微鏡観察のの
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のプレパラートを作成する。 裂をしている細胞を見付け，的確にス 取組を観察し，実験プリント観
・プレパラートを顕微鏡観察 ケッチができる。 への記述を点検する。察
し，分裂している細胞を見付 提出された実験プリントの

ける。 記述を授業後に点検する。

・分裂像を観察し，分裂の各

段階を的確にスケッチする。

・本時のまとめを行う。 ＜評価規準◎１ 関心・意欲・態度＞ ◎１【実験プリント点検】ま
・実験プリントを提出する。 体細胞分裂について関心をもち，意 提出された実験プリントのと

欲的にそれらを探究しようとする。 記述を授業後に点検する。め

・肺炎双球菌にはＳ型菌，Ｒ第 遺 導
型菌の２種類があり，それら９ 伝 入
の特徴を知る。時 子

の
・グリフィスの実験，アベリ ＜評価規準○ 技能・表現＞ ○ 【グループ討論と発表の本 展 ＊５ ＊５

ーの実験についてグループ討 肺炎双球菌の実験について調べ，内 観察】体 開
論する。 容をまとめたり，発表できる。 グループ討論と発表の様子

質問１「どうして生きたＳ ＜評価規準◎３ 関心・意欲・態度＞ を観察する。

型菌が現れたのか？」 形質転換の仕組みについて，関心を

質問２「Ｓ型菌のどの物質 もち，意欲的にそれらを探究しようと ◎３，◎５【ワークシート点

が形質転換を起こさせた する。 検】

か？」 ＜評価規準◎５ 思考・判断＞ 提出されたワークシートを

・討論の結果を発表する。 肺炎双球菌の実験の結果から，形質 授業後に点検する。

転換を起こさせた物質や仕組みを考察

できる。

・本時のまとめを行う。ま
・ワークシートを提出する。と

め
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５ 観点別評価の進め方
， ，「 」 （ ）表２中の◎印で示した評価規準は 評価規準に照らして 十分満足できると判断される 状況 Ａ

か 「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）か 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）かを， ，
把握し，生徒全員の記録を残し，単元の総括の資料とするものであることは既に述べた。

十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価四つの観点それぞれにおける評価の具体例（「
する具体例や 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への指導の留意点，または，

を，以下の(1)「努力を要すると判断される状況」と評価された生徒がいる場合の指導の手だて等）
から(4)に示す。

本事例では 授業の改善や指導に生かす 自己評価 として 観点別評価を基に作成した 自また， ， 「 」 ， 「
己評価カード」による生徒の自己評価を行ったので，併せて紹介する。

(1) 関心・意欲・態度
第３時の＜体細胞分裂の観察＞における評価の進め方を例として説明する。
ここでは，実験プリントの感想欄に，実験の内容に触れた感想や細胞分裂の印象を述べたものを，

評価規準◎１に示す「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）とした。

＜評価規準◎１ 関心・意欲・態度＞
体細胞分裂について関心をもち，意欲的にそれらを探究しようとする。

ア 「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価する具体例
感想欄に，感想や印象だけでなく，疑問に思ったこと（例： 終期の細胞と間期の細胞の見分け『

がつきにくい… ）や，失敗の原因や反省（例： 最初に作ったプレパラートは，細胞がひしゃげて』 『
いたので，押しつぶしがズレたのだろうか… ，また発展することなどについての記述がみられる』）
（→提出された生徒の実習プリント例参照 。）

イ 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への指導の留意点，または「努力を
要すると判断される状況」と評価された生徒がいる場合の指導の手だての例
感想欄が未記入であったり，単に「実験は楽しかった」という程度で，実験の内容について触れ

ていない場合は，実験の内容（手順，用具，材料など）や，細胞分裂に対する関心や疑問などをよ
り具体的に述べるように指導する。身近な事象や生活体験，科学史等と関連させるなど，具体的な
例を示し，関心をもたせる。

(2) 思考・判断
第９時の＜遺伝子の本体＞における評価の進め方を例として説明する。
ここでは，ワークシートの考察欄に，肺炎双球菌の実験の結果から，形質転換を起こさせた物質が

ＤＮＡであることを考察し述べているものを，評価規準◎５に示す「おおむね満足できると判断され
る」状況とした。また，グループ討論の結果をワークシートに記入させ，これをグループの生徒それ
ぞれの考察と見なし，グループの生徒の評価は同じ評価とした。

＜評価規準◎５ 思考・判断＞
肺炎双球菌の実験の結果から，形質転換を起こさせた物質や仕組みを考察することができる。

ア 「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価する具体例
肺炎双球菌の実験のうち，アベリーの実験で，ＤＮＡ分解酵素だけでなく，タンパク質分解酵素

（ 。や多糖類分解酵素で処理することの意味を考察している →提出された生徒の実習プリント例参照
イ 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への指導の留意点，または「努力を
要すると判断される状況」と評価された生徒がいる場合の指導の手だての例
学習の目標を再確認させ，２種類の肺炎双球菌の特徴や違い，実験の手順や操作の意味，結果を

再度確認し，形質転換についての考察のポイントを示す。

(3) 観察・実験の技能・表現
第３時の＜体細胞分裂の観察＞における評価の進め方を例として説明する。
ここでは，観察に適したプレパラートを作成できる，顕微鏡を適切に操作できる，細胞分裂をして

いる細胞を見付け，的確にスケッチをしている，の３点をすべて実現している場合を，評価規準◎６
に示す 「おおむね満足できると判断される」状況とした。このうち 「細胞分裂をしている細胞を見， ，
付け，的確にスケッチする」については 「細胞分裂の少なくとも２つのステージの細胞を見付け，，
的確なスケッチをしている」ものを評価規準の示す状況を実現しているとした。

＜評価規準◎６ 観察・実験の技能・表現＞
観察に適したプレパラートを作成できる。顕微鏡を適切に操作し，細胞分裂をしている細胞を

見付け，的確にスケッチができる。
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ア 「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価する具体例
次の３点がすべて見て取れたものをＡと評価した。
・作業の手順の意味を理解して，観察に適したプレパラートを丁寧に作成している。
・顕微鏡を適切に操作し，作業に熟達している。
・細胞分裂の各ステージ（間期，前期，中期，後期，終期）を観察し，細部の構造などに着目し
て，丁寧にスケッチを描いている（→提出された生徒の実験プリント例参照 。）

イ 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への指導の留意点，または「努力を
要すると判断される状況」と評価された生徒がいる場合の指導の手だての例
学習の目標を再確認させ，作業の手順の意味を繰り返し説明し，観察に適したプレパラートを作

成させる。
適切に顕微鏡操作ができるよう，基本的な操作を繰り返し練習させる。
分裂している細胞としていない細胞との違いを確認させ，スケッチさせる。

(4) 知識・理解
第８時の＜複対立遺伝子＞における評価の進め方を例として説明する。

Ａと判断される状況を見極める問題（Ａ問題）や，Ｂと判断される状況の生徒であれここでは，
ばほとんど正答できる問題（Ｂ問題）などを取り混ぜて小テスト問題を作成し，Ｂ問題をほぼすべ

ノートは複対立遺伝の例であるＡＢＯ式血液型の遺伝の仕組みについて正しくまとめていて正答し，
る場合を，評価規準◎９に示す「おおむね満足できると判断される状況」とした。

＜評価規準◎９ 知識・理解＞
すでに学習した遺伝の法則の理解を基に，複対立遺伝の例であるＡＢＯ式血液型の遺伝の仕組

みについて理解している。

ア 「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価する具体例
次の２点が両方とも見て取れたものをＡと評価した。

小テストでは，Ｂ問題をほぼすべて正答しているのに加え，Ａ問題もほとんどを正解してい・
る。

・ノートでは，複対立遺伝と，既習の事柄（メンデルの実験，検定交雑，中間雑種等）との関係
を関連付けてまとめていたり，ＡＢＯ式血液型と他の血液型（Ｒｈ式等）との相違点を述べて
いたりする。

イ 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への指導の留意点，または「努力を
要すると判断される状況」と評価された生徒がいる場合の指導の手だての例

， ， 。一遺伝子雑種の基礎的な事項 特に遺伝子型と表現型との関係 遺伝子の優劣関係を確認させる
， ， ， 。遺伝子Ｏが優性遺伝子Ａ Ｂに対する劣性遺伝子ａ ｂに相当すること等を確認させ 理解を促す

「努力を要すると判断される」状況になりそうな生徒(1)から(4)のいずれの観点においても，
への指導は，上記のような留意点に注意しながら随時行ったが，結果的に「努力を要すると判断され
る状況」と評価された生徒に対しても，放課後に補習を行ったり，補助プリントを渡して課題とする
などの補充指導を行った。

※ 観点別評価に基づいて作成した「自己評価カード」
－ －授業改善及び指導に生かす「自己評価」の活用例

， ， ， ，自己評価の結果から得られた情報は 生徒にとって 自身の学習を振り返り 到達の度合いや課題
これからの目標を考える材料となる有益な情報であるだけでなく，教師にとっても，授業内容や指導
方法の改善に役立つ重要な情報である。自己評価の方法には，生徒へのインタビュー，作文，質問紙
法など，様々なものがあるが，ここでは，授業の改善や指導に生かす「自己評価」の活用例として，
観点別評価に基づいて作成した「自己評価カード」の利用について述べる。
自己評価カードは次の点に注意して作成し，実施した。
実施時：第５時の遺伝のシミュレーション実験の終了時に配布・回収し，次の時間に返却する。
回答の形式：４段階で回答させる形式と自由記述形式を併用する。
質問の内容：第５時の評価規準である，＜◎４思考・判断＞，＜◎７技能・表現＞，＜○ 知識＊８

・理解＞の観点を踏まえ，模擬実験授業の内容（遺伝の仕組みの理解，形質比の考
察，結果のまとめと発表）を中心とする。

質問数：生徒への負担を考え，５問とする。
本事例では，単元途中のポイントになる部分で学習の振り返りとして実施したが，自分の力を把握

させるために単元のはじめに行ったり，単元の終わりにまとめとして用いたりするなど，目的に応じ
て使い分けることも大切である。
自己評価カードを用いる注意として，生徒には，カードを配布する際に 「自己評価カードは評定，
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や成績に入れない」ことを伝え，得られた情報は，評定や総括の際に利用しないことが重要である。
評定という負荷が加わると，生徒はどの質問にも「よくできた」と答えることが多く，正しい自己評
価が得られない傾向が見られる。
一方，自己評価の質問を工夫することで，知識や理解度といった情報の他に，意欲や自信，授業に

対する期待感など，様々な情報をつかむことができる。
事例の自己評価カードの，質問４の前半部は，授業の理解度を問う質問であるのに対し，質問４の

後半部は，遺伝のシミュレート結果を記入させる「問題」である。このような質問を作り，前後半を
比較すると，例えば，生徒が「シミュレーションはうまくできた」と答えていても，優性：劣性＝３
：１と正しく答えていないような場合，この生徒は本当はよく分かっていないとみることができる。
逆に，他の質問で「あまり分からなかった」と答えていても，シミュレート結果や数多く実施したと

， 。きの比を３：１と正しく求めていれば 実際は授業の内容をかなり理解しているとみることができる
また，質問５のように，発展的な内容である二遺伝子雑種について質問することで，遺伝の知識や

理解度だけでなく，発展的な課題に対する意欲や，自分が学んだことへの自信など，様々な情報を把
握することが可能である。

１ 「遺伝のしくみ」自己評価カード

( )組( )番 氏名( )

これはテストではありません。今日の授業を振り返ってみましょう。

当てはまるところの番号に○をつけてください。

１ 今日はどのような内容の授業だったか分かりますか？

とてもよく分かりました だいたい分かりました1. 2.

あまり分かりませんでした ほとんど分かりませんでした3. 4.

２ 配偶子の働きを理解することができましたか？

とてもよく分かりました だいたい分かりました1. 2.

あまり分かりませんでした ほとんど分かりませんでした3. 4.

３ 遺伝の仕組みを理解することができましたか？

とてもよく分かりました だいたい分かりました1. 2.

あまり分かりませんでした ほとんど分かりませんでした3. 4.

４ 遺伝のシミュレーションはうまく実施することができましたか？

うまくできました だいたいできました1. 2.

あまりできませんでした まったくできませんでした3. 4.

・シミュレート結果はどのようになりましたか （ ）内に記入して下さい。

３０回実施した時の結果 → 優性：劣性＝（ ： ））（

・数多く実施したとき，その比はどのようになりそうですか。

数多く実施した時の結果 → 優性：劣性＝（ ： ））（

５ 親の遺伝子が２つの場合，子や孫に現れる形質はどのようになるか予想

できそうですか？

できると思います だいたいできると思います1. 2.

少しできると思います できないと思います3. 4.
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６ 観点別評価の総括
(1) ◎を付けた評価規準の評価の総括

観点別評価の四つの観点について，◎を付けた評価規準に照らした評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを決め，
それらを総括して，この単元の評価（Ａ，Ｂ，Ｃ）を決定した。
総括に当たっての基本的な考え方は，
・評価の結果がＡとＢだけの場合，

Ａが過半数のとき単元の評価はＡ，Ａが過半数に至らないとき単元の評価はＢ
・評価の結果がＢとＣだけの場合，

Ｃが過半数のとき単元の評価はＣ，Ｃが過半数に至らないとき単元の評価はＢ
・評価の結果にＡとＢとＣがある場合，

Ａ一つとＣ一つで，Ｂ二つに置き換えた後，上記にならう。
とした。

表５

時 学習の内容 関心 思考 技能 知識
間 意欲 判断 表現 理解 ※ 本事例では，観点別評価の四つの観点

態度 について，◎を付けた評価規準が２もし
くは３カ所あったので，

１ 体細胞分裂
・２カ所の場合，

２ 減数分裂 ＡＡのとき単元の評価はＡ，
ＣＣのとき単元の評価はＣ，

３ 体細胞分裂の観察 Ａ Ｂ 上記以外の組み合わせのとき
単元の評価はＢ，

４ 優性の法則・分離の法則① Ａ
・３カ所の場合，

５ 優性の法則・分離の法則② Ａ Ｃ ＡＡＡ，ＡＡＢのとき単元の評価はＡ，
ＢＣＣ，ＣＣＣのとき単元の評価はＣ，

６ 検定交雑 Ｃ 上記以外の組み合わせのとき
単元の評価はＢ，

７ 中間雑種
となる。

８ 複対立遺伝子 Ｃ

９ 遺伝子の本体 Ｂ Ｃ
Ｂ

単元の評価 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ

Ｃと評価された生徒が，補充指導の結果「おおむね満足できると判断される」状況を実現した場合
は，一度行った評価の結果を修正することができる仕組みを整えておく必要がある。
（例：上表中の「９遺伝子の本体 ＜思考・判断＞」は，補充指導の結果，ＣをＢに修正）

本事例では，２もしくは３カ所の評価の重みを同等としたが，評価方法や評価計画により重み付け
をする場合もある。例えば，
「生徒の興味，思考，技能や理解の深まりを考え，単元の後の方の評価を重視する」
「学校周囲の生物や環境を取り上げた授業での，関心・意欲・態度の評価を重視する」

などが考えられよう。

(2) 観点別評価とペーパーテストについて
本事例の小テストはペーパーテスト形式で行ったが，定期考査等でペーパーテストを実施する場合に

おいても，観点別評価を意識した問題設計が必要である。例えば，
「各問題が単元の評価規準を踏まえて作られているか」
「様々な観点からの出題がなされているか」
「問題のレベルが偏っていないか（Ｂを評価する問題，Ａの現れを把握する問題 」）

といった点に留意して問題を設計することが大切である。

本事例の総括方法は，あくまで一つの例であり，単元における観点別評価の総括については，様々な考
え方や方法がある。各学校において十分に検討し，学校の状況に応じた総括の方法を工夫することが望ま
れる。
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７ 参考資料
(1) 第３時 「体細胞分裂の観察」の実験プリント

提出された
実験プリントの例（２例）

＜◎６ 技能・表現＞
顕微鏡を適切に操作し，細胞分裂をしている

細胞を見付け，的確にスケッチができる。

＜◎１ 関心・意欲・態度＞
体細胞分裂について関心をもち，意欲的

にそれらを探究しようとする。

＜◎６ 技能・表現＞
。観察に適したプレパラートを作成できる

＜◎１ 関心・意欲・態度＞
Ａ感想欄の記述

＜◎６ 技能・表現＞
Ｂスケッチ

（↓下の枠内は、本時の学習活
動における具体の評価規準）

（↓下の枠内は
評価の実際）

＜◎１ 関心・意欲・態度＞
Ａ感想欄の記述

＜◎６ 技能・表現＞
Ａスケッチ
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(2) 第９時 「遺伝子の本体」のワークシート

提出されたワークシートの例

遺伝子の本体

の

→ さやがあり毒性を持つ（病原性）

→ さやがなく無毒である（非病原性）

：形質転換の発見

：Ｓ型菌のどの物質が

形質転換を起こさせたか？

グループ討論

問１ どうして生きたＳ型菌が現れたのか？

問２ Ｓ型菌のどの物質が形質転換を起こさせたか？

感想

＜◎５ 思考・判断＞
肺炎双球菌の実験の結果から，形質転換を起こさせ

た物質や仕組みを考察できる。

＜◎３ 関心・意欲・態度＞
形質転換の仕組みについて，関心をもち，意欲的

にそれらを探究しようとする。

（↓下の枠内は、本時の学習活
動における具体の評価規準）

（↓下の枠内は
評価の実際）

＜◎５ 思考・判断＞
Ａ考察欄の記述

＜◎３ 関心・意欲・態度＞
Ｂ感想欄の記述



理－69

Ⅳ Ⅰ物理
ここでは 「学習指導要領 物理Ⅰ (2) 波 ア いろいろな波」から単元「波の伝わり方と種類」(３時，

間)の学習指導と評価の事例を紹介する。
本事例の取組においては，次のような手順を踏んで評価を行っている。

ⅰ 単元の目標を設定する。
ⅱ 単元の評価規準を設定する。
ⅲ 指導と評価の計画を立て，どこでどのような方法で評価するかを決める。
ⅳ 計画に従い学習指導と評価を行い，評価結果を生徒の学習活動に返しつつ個に応じた指導を
進める。

ⅴ 評価資料を蓄積し，単元の学習後の観点別評価の総括をする。

１ 単元の目標
観察，実験を通して波の要素と波の伝わり方について学習し，波動現象に共通する性質や特徴に気付

かせ，身の回りのいろいろな波動現象に関心を持って意欲的にそれらを探究しようとする態度を身に付
けさせる。

２ 単元の評価規準
ｐ １９ を参考にし「 」（ ． ）３ 学習指導要領の内容 内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例，

「学習活動における具体の評価規準」て 「内容のまとまりごとの評価規準」から「単元の評価規準， 」，
を設定する。
評価に当たっては，次のように２種類の評価規準（◎，○）を設定し，指導と評価の一体化がより一

層図られるよう工夫した。

◎印の付いた評価規準：評価規準に照らして 「十分満足できると判断される」状況（Ａ）か 「お， ，
おむね満足できると判断される」状況（Ｂ）か 「努力を要すると判断され，
る」状況（Ｃ）かを把握し，総括の資料とする。

○印の付いた評価規準：評価規準に照らして 「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）であ，
るかどうかだけを把握する 「努力を要する判断される」状況（Ｃ）になり。
そうな生徒に対して，適切な働きかけや指導の手だてを行うことを特に重視
したもので，総括の資料とはしない。

表１ 単元「波の伝わり方と種類」の評価規準
関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の 知識・理解

技能・表現
内 地震波，水波，光，音 地震波，水波，光，音 地震波，水波，光，音 観察，実験などを通し

， ， ， ，容 などいろいろな波に関 などいろいろな波に関 などいろいろな波に関 て 地震波 水波 光
の するする事物・現象に する事物・現象の中に する観察，実験の技能 音などいろいろな波に
ま 関心や探究心をもち， 問題を見いだし 観察 を習得するとともに， 関する事物・現象につ， ，
と 意欲的にそれらを探究 実験などを行うととも それらを科学的に探究 いての基本的な概念や
ま するとともに，科学的 に，事象を実証的，論 する方法を身に付け， 原理・法則を理解し，

。 。り 態度を身に付けている 理的に考えたり，分析 観察，実験の過程や結 知識を身に付けている
ご 評 的・総合的に考察した 果及びそこから導き出
と 価 りして問題を解決し， した自らの考えを的確
の 規 事実に基づいて科学的 に表現する。
準 に判断する。
単 ・身の回りのいろいろ ・身の回りのいろいろ ・水波実験器や波動実 ・観察，実験などを通
元 な波動現象に関心をも な波動現象に共通する 験器などを用いて，波 して，波長，振動数，
の ち，意欲的にそれらを 性質や特徴を見いだす の基本的な性質を調べ 伝わる速さ，横波，縦。
評 探究しようとする。 るための観察，実験を 波，回折，干渉など，
価 行う方法を身に付け， 波に関する基本的な事
規 得られた結果を的確に 項について理解し，知
準 表現する。 識を身に付けている。
学 ◎①生活の中にある波 ○ バネを伝わる波の観 ◎③バネの波を観察し ○ 波の基本的な性質に*1 *4，
習 動現象を意欲的に探究 察結果をもとに，媒質 媒質の変位が時間的に ついて理解し，知識を
活 しようとする。 の運動と波の伝わり方 変化して波が伝わる様 身に付けている。
動 【行動観察，ワークシ の関係について判断す 子を作図することがで 【小テスト】

。 。 ， ， ，に ート】 ることができる 【行 きる 【ワークシート】 ◎④波長 振幅 周期
お 動観察 ワークシート 振動数，波の伝わる速， 】
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け ○ 波の発生，波の伝わ ○ 縦波（疎密波）の横 さ及びそれらのの関係*2 *3

る り方から，波の速さ， 波表示について作図す を理解し，知識を身に
具 波長，周期，振動数な ることができる。 付けている 【ワーク。
体 どの関係について考察 【行動観察，ワークシ シート，小テスト】
の することができる。 ート】
評 【ワークシート】
価 ◎②横波と縦波の違い
規 について判断すること
準 ができる 【行動観察，。

ワークシート】

３ 単元の指導計画及び学習活動における具体の評価規準
単元の計画に当たっては，各学習活動の中で重要な観点にポイントを絞って学習状況を把握し，単元

の評価規準に照らして指導と評価が効果的に行えるように計画した。
評価の観点

関：関心・意欲・態度
思：思考・判断
技：観察・実験の技能・表現
知：知識・理解

表２ 単元の指導計画及び学習活動における具体の評価規準
学習活動における具体の評価規準 評価の観点

ねらいと学習内容
【評価方法】 関 思 技 知

◇ねらい：生活の中にある波動現象第
に関心を持ち，波の伝わり方を理解１
する。時
・生活の中にある波動現象と考えら ◎①生活の中にある波動現象を意欲的に探究 ◎

生 れる例を挙げ，互いに意見交換をす しようとする。
活 る （班別討議１－１） 【行動観察，ワークシート（資料１ 】。 ）
の ・水面に浮かぶボールに水面波が伝
中 わったときに，ボールに起こる現象
の について，互いに意見交換をする。
波 （班別討議１－２）
・ ・ボールの運動と波の伝わる方向の
媒 関係について討議し，自分の考えを
質 記録し発表する。
の ・水槽に浮かべたボールと水面波の
運 様子を観察し，ボールの動きと波の
動 伝わり方について考察し，互いに意
と 見交換をする （班別討議１－３）。
波 ・大型バネを用いて，横波を発生さ ○ バネを伝わる波の観察結果をもとに，媒 ○*1

の せ，媒質の運動と波の伝わり方を観 質の運動と波の伝わり方の関係について判断
伝 察し，互いに意見交換をする （班 することができる。。
わ 別討議２） 【行動観察，ワークシート（資料２ 】）
り ・横波の伝わり方について，波源が ◎③バネの波を観察し，媒質の変位が時間的 ◎
方 振動する間に，波形がどのように変 に変化して波が伝わる様子を作図することが

わっていくかを探究し，ワークシー できる 【ワークシート（資料２ 】。 ）
ト（資料２）を用いて作図する。
・身の回りの波動現象における媒質 ○ 波の基本的な性質について理解し，その ○*4

。【 （ ）】の役割を整理し，生活の中にある波 知識を身に付けている 小テスト 資料３
動現象についての理解を深める。
◇ねらい：波の発生，波の伝わり方第
について考察し，波の要素について２
理解し，その知識を身に付ける。時
・大型バネで媒質の振動の様子と波 ○ 波の発生 波の伝わり方から 波の速さ ○*2 ， ， ，

波 形の移動の関係を観察する。 波長，周期，振動数などの関係について考察
の ・媒質の振動の振幅，周期，振動数 することができる 【ワークシート】。
発 の関係について考察し，理解する。
生 ・媒質の振動の周期，波長，波の伝 ◎④波長，振幅，周期，振動数，波の伝わる ◎
・ わる速さの関係を作図によって確認 波の速さ及びそれらのの関係を理解し，その
波 し，波の要素についての理解を深め 知識を身に付けている 【ワークシート，小。
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の る。 テスト】
要
素

◇ねらい：縦波と横波の違いを考察第
し，それぞれの媒質の振動のようす３
を表すことができる。時
・波動実験器を用いて，横波・縦波 ◎②横波と縦波の違いについて判断すること ◎

横 の伝わる様子を観察する。 ができる。
波 ・現実の波において 横波と縦波の 【行動観察，ワークシート】， ，
と 媒質の振動の様子を例をあげて違い
縦 を考察する （班別討議３）。
波 ・縦波を横波と同様の変位表示で表 ○ 縦波（疎密波）の横波表示について作図 ○*3

す作図を通して，縦波における媒質 することができる。
の疎密を推定する。 【行動観察，ワークシート】
・身の回りの波動現象を横波と縦波
に分類，整理し，波動現象について
の理解を深める。

４ 観点別評価の進め方
(1) この事例においては 「観点別評価として総括に用いる評価規準 （◎印）を，各観点別に１カ所，， 」
計４カ所設定している。
観点別評価に当たり，表３の学習活動における具体の評価規準に照らして「おおむね満足できる

と判断される」状況（Ｂ）か 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）かどうかを把握し，さらに，，
「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）の生徒の中で，質的な深まりや広がりがみられた
場合を「十分満足できると判断される」状況（Ａ）として，観点別学習状況の総括及び個に応じた
指導に役立てることとした。
また 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒に対しては 「おおむね満足で， ，

きると判断される」状況（Ｂ）となるように適切な指導・助言を行い，指導と評価の一体化を目指
した工夫を行った。

(2) この事例における観点別評価は，ワークシート，ノート，行動観察，小テストにより行っている。
参考資料は，表２の第１時について，資料１～４を示した。ワークシートなどでは，例えば資料２

のワークシート（実験レポート）のように，記入させる項目にあらかじめ評価の観点を明記しておき，
生徒の学習目標を明らかにして学習意欲の向上に努めるとともに，教師による評価の便宜に配慮した。
観点別評価は，生徒の学習意欲の向上や学習目標の実現につながるとともに，教師の授業改善につ

ながることが大切である。そのためには，指導と一体となった評価を適正かつ適時に行う必要がある。
具体的な評価に当たっては，ノートやワークシートなどへのコメント記入などの指導や評価の場面

をなるべく増やし，個々の生徒への指導と評価の機会を増やすように努め，評価の信頼性を高める必
要がある。
なお，各時間の小テストや単元のまとめ等で行う単元テスト，定期考査などにおいても，評価の観
「 」 「 」 ，「 」，「 」点を 知識・理解 や 思考・判断 だけでなく 関心・意欲・態度 観察・実験の技能・表現

も含めて複数の観点を見ることができるように，問題作成における配慮をして実施し，その結果も考
慮して総括を行う。

(3) 以下に，この単元における観点別評価で （Ａ）と評価され「十分満足できると判断される」状況
る例と （Ｃ）になりそうな生徒への手だての例を示す。，「努力を要すると判断される」状況

ア 「関心・意欲・態度」に関する評価例
「関心・意欲・態度」については，行動観察，ワークシートによって，自然現象についての「興

味・関心・態度」の状況を把握する。
＜評価規準◎① 関心・意欲・態度＞

生活の中にある波動現象を意欲的に探究しようとする。
【行動観察，ワークシート（資料１ 】）

班別討議１－１～班別討議１－３(第１時)において テーマに沿った発言や提案を行い 行動観， （【
察 学習の記録 ワークシート (資料１) において テーマに沿った発言や提案を記述してい】）， （【 】 ） ，
る場合を「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）とする。

《 （Ａ）と評価される具体例》「十分満足できると判断される」状況
☆行動観察，ワークシート

班別討議において，積極的に疑問点をあげて班別討議をリードし，課題を整理して議論を深めた
り 行動観察 の評価 Ａ ワークシートに疑問点や課題意識 科学的に探究しようとする態度（【 】 「 」）， ，
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を示している（ ワークシート】の評価「Ａ 。【 」）
[ワークシートの記入例]
[疑問に思ったこと]水面にできる波は，繰り返し上下する様子が伝わってくるのが分かるが，

音波，電波，地震波などは，波の様子が見えないので言葉では知っているけれども，波
であることをどのようにして確認したらよいだろうか。

[調べてみたいこと]水面波，音波，電波，地震波など 「波」と呼ばれるものは，水面にでき，
， ， 「 」る波のように 波を伝えるものが波の形を連ねていると思われるが 目に見えない 波

をどのようにして捉えたらよいか興味がある。例えば，音は，楽器などの振動するもの
が空気を振動させて空気の振動が伝わってくると習い，マイクでキャッチした音をパソ
コン画面に波形として映して見せてもらったけれども，途中の波形を連続してとらえる
方法はないのだろうか。

イ 「思考・判断」に関する評価例
「思考・判断」については，行動観察，ワークシートの記入の状況をもとに，身の回りの波動現

象に共通する性質や特徴を見い出そうとしたり，観察や実験の結果を基にして波動現象に共通する
性質や特徴について考えようとしているかどうかを把握する。
＜評価規準◎② 思考・判断＞

横波と縦波の違いについて判断することができる。
【行動観察，ワークシート】

大型バネを用いた横波と縦波の比較実験(教師による実験)の観察をした後，班別討議３(第３時)
において，横波と縦波のそれぞれの場合のバネの各部(媒質)の振動の方向と波の伝わる方向との関
係を適切にとらえた議論を行い 行動観察 バネの各部(媒質)の振動の方向と波の伝わる方向と（【 】），
の関係を横波と縦波のそれぞれの場合について記述している（ ワークシート ）場合を「おおむね【 】
満足できると判断される」状況（Ｂ）とする。

《 （Ａ）と評価される具体例》「十分満足できると判断される」状況
☆行動観察，ワークシート

横波と縦波の比較実験を観察して，バネの各部の振動方向が横波と縦波で異なることについて，
さらに，縦波の場合の媒質の変位と媒質の疎密に関連があることについて班別討議３(第３時)にお
いて発言し 行動観察 の評価 Ａ 横波と縦波の媒質の振動の様子には共通性があることに気（【 】 「 」），
付いている記述が見られた（ ワークシート】の評価「Ａ 。【 」）

[ワークシートの記入例]
[疑問に思ったこと]水面波は横波の定義に正確にはあてはまらないのに，横波の代表のように

扱われるのはなぜだろう。
[調べてみたいこと]縦波も横波も伝わる向きに規則正しく繰り返す振動が見られるから，横波

と縦波は媒質の振動方向が異なるだけで，媒質の振動パターンには共通する性質があ
ると思う。縦波と横波の媒質の振動パターンを調べてみたい。
液体中では，縦波しか伝わらないということだが，音も縦波なので，波を伝えると

いう役割においては，気体も液体と同じような性質があると思う。固体だけが縦波も
横波も伝えられる仕組みについて調べてみたい。

《 （Ｃ）になりそうな生徒への手だて》「努力を要すると判断される」状況
☆教師による演示実験において，水平方向に張ったバネを鉛直方向に揺すって実験を行ったことから，
鉛直方向の振動を「縦波」と勘違いして認識してしまったと考えられる生徒への指導例
横波の例として，大型バネを床において水平方向に振動させた場合を演示して見せる。

ウ 「観察・実験の技能・表現」に関する評価例
「観察・実験の技能・表現」については，いろいろな波に関する観察，実験の技能を習得すると

ともに，それらを科学的に探究する方法を身に付け，観察，実験の過程や結果及びそこから導き出
した自らの考えを的確に表現できているかどうかを把握する。
＜評価規準◎③ 観察・実験の技能・表現＞

バネの波を観察し，媒質の変位が時間的に変化して波が伝わるようすを作図することが
できる。
【ワークシート（資料２ 】）

横波の伝わり方について，波源が振動する間に，波形がどのように変わっていくかを，ワークシ
ート２を用いてｔ＝０～ｔ＝５について適切な作図ができた場合を「おおむね満足できると判断さ
れる」状況（Ｂ）とする。

《 （Ａ）と評価される具体例》「十分満足できると判断される」状況
☆ワークシート

次の図のように，ｔ＝８[s]のときのちょうど１波長分の波形やｔ＝12[s]の波形を適切に表すこ
とができており，また，問(2)から１波長の意味とその長さが理解できている。
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《 （Ｃ）になりそうな生徒への手だて》「努力を要すると判断される」状況
☆原点の振動の様子が理解できていないと判断された生徒への指導

ロープを使って波を作り，端点を原点としたときの波形の移動を観察させた。

エ 「知識・理解」に関する評価例
「知識・理解」については，ワークシート，小テストによって，波長，振動数，伝わる波の速さ，

横波，縦波，回折，干渉などについて理解し，その知識を身に付けているかどうかを把握する。
＜評価規準◎④ 知識・理解＞

媒質の周期・振動数，波の振幅・波長，波の速さの関係を理解し，その知識を身に付け
ている。 【ワークシート，小テスト】

前時に行った作図(横波の波形と原点の振動)をもとに，媒質の振動の周期，波長，波の伝わる速
さの関係を確認してワークシートに記入することができ ワークシート また波の要素について（【 】），
の小テストで基本事項が把握が確認できれば 小テスト おおむね満足できると判断される 状（【 】）「 」
況（Ｂ）とする。

《 （Ａ）と評価される具体例》「十分満足できると判断される」状況
☆ワークシート，小テスト

大型バネを用いた横波の観察を通して，波の要素，波長と振動数と波の伝わる速さの関係を適切
に記述し さらにバネの各部の振動の速さが変位と関係していることに気付いている ワークシー， （【
ト】の評価「Ａ 。また，小テスト(資料３)の基本事項が正しく解答され，発展問題の式を導いた」）
説明を波の要素とのかかわりを明らかにして記述できている（ 小テスト】の評価「Ａ 。【 」）

《 （Ｃ）になりそうな生徒への手だて》「努力を要すると判断される」状況
☆媒質の各点の振動が連続して一定の速さで伝わることを把握できていない生徒への指導

波動試験器を用いて，媒質の各点の振動の様子と波形が移動する様子を確認させた。

５ 観点別評価の総括について
評価の総括は，次のような考え方に基づいて行った。

(1) 原則として評価規準の総括は単元をまとまりとして行う。
(2) 評価計画と授業等に基づいて生徒ごとの評価表を作成し，４観点ごとに単元を通した評価を行い，
原則として評価規準の実現状況について，Ａ・Ｂ・Ｃの評価をする。

(3) 評価の観点別にＡ・Ｂ・Ｃの総括を行う。
①ＡとＢ又はＢとＣの２種類の評価のみの生徒における総括は，観点ごとに多い方の記号のものを
その観点の総括とする。なお，記号が同数になった場合には，良い方の評価にする。

②Ａ，Ｂ，Ｃの３種類の評価を受けている生徒については，ＡとＣの１組ごとにＢを二つと読み替
え，ＡとＢ又はＢとＣのみの組み合わせとして，前述①の総括を行う。
例) 「ＡＡＡＣ」場合，これを「ＡＡＢＢ」と同等と見なして，単元の総括を「Ａ」とする。

(4) 一つの具体の評価規準について複数の評価方法を設定している場合は，まず，前述の(3)と同様の
方法により各具体の評価規準ごとの評価を行う。
（例）具体の評価規準◎で，行動観察「Ｂ ，ワークシート「Ａ」の場合「Ａ」と評価する。」

(5) 生徒一人一人の評価表と総括の例
[ 生 徒 名 ] 関心・意 思考・判断 技能・表現 知識・理解

時間 学習の内容 欲・態度
(1)生活の中の波・媒質の運動と波の伝わ (◎①) Ａ (◎③) Ｂ１
り方

(2)波の発生・波の要素 (◎④) Ｂ２
(3)横波と縦波 (◎②) Ｂ３

単元の総括 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ
※ここでは３時間を一つの単元とした。評価の場面が少ない場合には，評価方法を複数設定して評
価の信頼性を高める工夫をしたり，単元の設定を配慮し直したりする必要がある。

原点Ｐ が１往復の振動をする間に，波は何[cm]進むか。０
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６ 参考資料
[(2)「波」 ア いろいろな波 (ｱ) 波の伝わり方と種類(生活の中の波，媒質の運動と波の伝わり方)]
(1) 資料１ 学習の記録（ワークシート）

（ 月 日 曜日）
波
第１章 年 組 氏名
波の性質
班別討議 [班別討議の前に自分の考えたこと]

＜テーマ＞

班 別 討 議 の ま と め
話し合ったこと 疑問に思ったこと 調べてみたいこと

本日のまとめ 理解できたこと 疑問に思ったこと 関心があったこと
＜学習内容＞
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(2) 資料２ 横波の伝わり方（ワークシート）

ワークシート 横波の伝わり方 年 組 番 名前

（考えてみよう。思考・判断）各点の動きと，波の進む方向との関係はどうなっていますか。

技能・表現

原点Ｐ が１往復の振動をする間に，波は何 進むか。０ [cm]
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波についての基本事項の確認（小テスト）(3) 資料３
評価の観点を明示して，生徒に学習目標を明確に持たせるようにして，学習意欲を高める工夫をした。

波の基本事項の確認[知識・理解]

２年 組 番 氏名

プールに浮かぶボールに波を送っても，ボールは波の伝わる方向に動かず，（ ）するだけである。１．

ある場所（波源）に発生した振動が次々と伝わっていく現象を（ ）といい，エネルギーが運ばれる。２．

また，水のように振動を伝える物質を（ ）という。

媒質が１回振動する時間 を（ ）という。３． T

また，媒質が１秒間に振動する回数 〔 〕を（ ）という。波はこの間に１波長進む。f Hz

波の速さを ，波長をλ，周期を とするとき，関係式を考えてみよう。（発展） v T

波の速さ＝（ ）・（ ）

また，式を導いた理由を説明しなさい。

(4) 資料４ 自己評価表の例
自己評価は，生徒自身が自分の学習状況を把握すると同時に，教師が生徒の学習状況を把握し，生

徒の学習活動を支援するために活用する。
自己評価表
※不十分であると思われる項目や，先生から再度学習を進められた項目については，自分の納得が得
られるように，再度取り組もう。

年 組 番 氏名

次の項目について， よく分かった：４， 分かった：３， あまり分からなかった：２， 分からなかった：１
の中から，該当すると思う番号に○をしてください。

確 認 項 目 自己評価

4 3 2 1１    波と物質の運動の違いに関心を持ち，波動実験器を用いて，波について考察しようとしましたか。

4 3 2 1２    水面に浮かぶ波は伝わるが，そこに浮かぶボールが進まない現象に関心を持ちましたか。

4 3 2 1３    生活の中にある波動現象を意欲的に考えましたか。

4 3 2 1４    横波の伝わり方について，時間的な正弦波と各点の変位について作図を行い，波について考察

しようとしましたか。

4 3 2 1５    横波と縦波の違いについて，科学的に説明することができますか。

4 3 2 1６    縦波（疎密波）の横波表示について作図することができましたか。

4 3 2 1７    媒質の周期・振動数について理解し，その知識を身に付けましたか。

4 3 2 1８    波の要素（正弦波の振幅・波長・波の速さ）を理解し，その知識を身に付けましたか。

4 3 2 1９   大型バネを用いて，媒質の運動と波の伝わり方の関係を観測することができましたか。
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Ⅴ Ⅰ化学
物質の種類と性質 イ 有機化合物」において指導と評価の工夫を行った事ここでは，化学Ⅰの｢(2)

紹介する。例として 「(ｱ) 炭化水素」について，
炭化水素 （９時間 （第２学年 １月）単元名 「(ｱ) 」 ）

この事例は，次のような手順を踏んで評価している。

ⅰ 単元の目標を設定する。
ⅱ 単元の評価規準を設定する。
ⅲ 指導と評価の計画を立て，どこでどのような方法で評価するか評価計画表を作成する。
ⅳ 計画に基づいて学習指導と評価を行い，得られた評価結果を基に学習活動の改善を図り，個
に応じた指導を進める。

ⅴ 評価資料を蓄積し，単元の学習後の観点別評価の総括をする。

また，この事例での観点別評価は，行動観察，生徒記録用紙，ワークシート，実験レポート，まとめ
レポート，小テスト及び定期テストを用いて評価している。

１ 単元の目標
炭素，水素の２種類の元素からなる代表的な有機化合物の構造，性質及び反応を観察，実験などを
通して理解させるとともに，それらの物質が日常生活とかかわりが深いことを認識させる。この際，
分子の構造については分子モデル等を用いて異性体などを扱い，立体的特徴を理解させる。

単元の評価規準２
「 （ｐ．２４）を参考に３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例」
「内容のまとまりごとの評価規準」から「単元の評価規準 「学習活動における具体の評価規して， 」，
に設定する。準」を順

単元「炭化水素」の評価規準表１

関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

・無機物質や有機化 ・無機物質や有機化 ・無機物質や有機化合 ・観察，実験などを
合物の性質や変化に 合 の性質や変化に 物の性質や変化に関す 通して，無機物質や内ご 物
関する事物・現象に 関する事物・現象の る観察，実験の技能を 有機化合物に関する容と
関心や探究心をもち 中に問題を見いだし 習得するとともに，そ 事物・現象についてのの ， ，
意欲的にそれらを探 観察，実験などを行 れらを科学的に探究す 基本的な概念や原ま評
究するとともに，科 うとともに実証的， る方法を身に付け，観 理・法則を理解し，と価
学的態度を身に付け 論理的に考えたり， 察，実験の過程や結果 知識を身に付けていま規
ている。 分析的・総合的に考 及びそこから導き出し る。り準

察したりして， た自らの考えを的確に問題
表現する。を解決し，事実に基

づいて科学的に判断
する。

・有機化合物の特徴 ・有機化合物の性質 ・有機化合物の特徴に ・有機化合物の特徴
について，観察，実 や反応性が，無機化 関する観察，実験を行 や反応性について，
験を行うとともに， 合物とは異なる特徴 い，その基本的操作及 日常生活に関連付け
それらを日常生活と があることを見いだ び記録の仕方を習得す て理解している。単
関連付けて意欲的に す。 る。元
探究しようとする。の

評
・炭化水素の性質や ・炭化水素の性質や ・炭化水素に関する観 ・炭化水素の分類と価

，規 反応に関する事物・ 反応性が，炭素原子 察，実験を行い，その その反応性との関係
現象に関心をもち， の立体構造に特徴付 基本的操作及び記録の 構造異性体の関係な準
その構造や性質，反 けられることを見い 仕方を習得するととも どを理解し，知識を
応性について意欲的 だし，構造異性体な に，その過程や結果か 身に付けている。
に探究しようとする どを論理的に考察す ら自らの考えを導き出。

る。 し，的確に表現する。

①有機化合物にはど ②元素分析を通して ③炭素原子の結合によ ④有機化合物の分，
のようなものがある 未知の有機化合物の る分類や官能基による 離・精製法や成分元
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， ，か，身の回りにある 組成を論理的に導き 分類等の理解のために 素の検出法について
物質と関連付け，意 出し，実験式及び分 分子モデルの作成等で 正しく理解し，知識
欲的に探究しようと 子式を考察する。 分子を表現する。 を身に付けている。学
する。 【行動観察】 【ワークシート】 【小テスト】習
【行動観察】 【ワークシート】 ⑤未知の有機化合物活
【生徒記録用紙】 の実験式及び分子式動

を元素分析により決に
定できることを理解お
している。け
【小テスト】る

具
⑥アルカンの構造， ⑨アルカンの性質や ⑫エチレンとアセチレ ⑭アルカンの構造と体
性質及びその反応性 反応性が炭素原子の ンの実験を通して，観 性質，反応性及び，の
について，身の回り 結合や立体構造に特 察，実験の基本的操作 命名法を理解してい評
にある物質と関連付 徴付けられることを 及び記録の仕方を習得 る。価 ，
けて意欲的に探究し 分子モデル製作を通 している。 【行動観察】規
ようとする。 して考察する また 【実験レポート】 ⑮アルケンの構造と準 。 ，
【行動観察】 アルカンには構造異 ⑬観察，実験の過程や 性質，反応性及び，
【生徒記録用紙】 性体が存在すること 結果をもとに，炭化水 命名法を理解してい
⑦アルケンの構造や を見いだす。 素の重要事項について る。
性質，反応性につい 【ワークシート】 自らの考えをまとめ， 【小テスト】
て分子モデル等を用 ⑩アルカン，アルケ 的確に表現する。 ⑯２－ブテンには立
いて意欲的に探究し ンの性質や反応性に 【まとめレポート】 体異性体が存在する

。ようとする。 留意しながら，アル ことを理解している
【行動観察】 キンの性質や反応性 【ワークシート】
【生徒記録用紙】 が三重結合に特徴付 ⑰アルケンの付加重
⑧エチレンとアセチ けられることを分子 合反応から身近なプ
レンの実験を行い， モデルなどを利用し ラスチック製品が合
炭化水素の構造や性 て考察する。 成されることを理解

いる。質 反応性について 【ワークシート】 して， ，
意欲的に探究しよう ⑪エチレンとアセチ 【小テスト】
とする。 レンの実験の結果を ⑱アルキンの構造と
【行動観察】 通し それぞれの 性質，反応性及び，て，
【実験レポート】 炭化水素の性質の類 命名法を理解してい

似点や相違点を挙げ る。
て論理的に考察する 【小テスト】。
【実験レポート】 ⑲アセチレンの付加

反応から身近なプラ
スチック製品の原料
(単量体)が得られる

。ことを理解している
【小テスト】

⑳有機化合物の特徴 有機化合物の元素 実験データをもと 炭化水素の構造と○ ○ ○21 23 24

から， 分析を通して，未知 に，それぞれの炭化水 性質，反応性及び命身の回りに見
。られる有機化合物を の有機化合物の組成 素の性質の類似点や相 名法を理解している

意欲的に関連付け， 【定期テスト】を論理的に導き出し 違点について自らの考，

実験式及び分子式を えをまとめ，的確に表 アセチレンの付加探究しようとする。 ○25

考察する。 現する。 反応から単量体が得【定期テスト】
られ，その付加重合【定期テスト】 【定期テスト】

分子式より構造異 反応から身近なプラ○22

性体及び立体異性体 スチック製品が合成
を見いだす。 されることを理解し
【定期テスト】 いる。て

【定期テスト】

３ 指導と評価の計画
１時間ごとの学習活動の中で，常に一人一人の生徒の学習状況について，４観点すべてを的確に評
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し，客観的な評価資料を得ることは困難である。そこで，どの観点に重点を置いて評価するのが適価
しているのかを判断し，ポイントを絞って学習状況を評価するように計画した。また，評価に当たっ
ては，評価規準を次に示す２種類（◎，○）設定した。

「十分満足できると判断される」状況（Ａ）か 「お◎印の付いた評価規準：評価規準に照らして， ，
おむね満足できると判断される」状況（Ｂ）か 「努力を要すると判断さ，

し，単元の総括の資料とする。れる」状況（Ｃ）かを把握
○印の付いた評価評価：評価規準に照らして Ｂ）で，「おおむね満足できると判断される」状況（

「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）あるかどうかだけを把握する。
生徒に対して，適切な働きかけや指導の手だてを行うことをになりそうな

特に重視したもので，単元の総括の資料とはしない。

なお，表中①～ は「学習活動における具体の評価規準」の番号に対応している。○25

単元「炭化水素」の評価計画表（９時間＋定期テスト）表２

単元の評価規準との関連
時

学習内容 ねらい 関心 思考 技能 知識 評価方法等
意欲 ・ ・ ・間
態度 判断 表現 理解

有機化合物の特 ・有機化合物の性質がそ ◎① ◎行動観察，生徒記１
徴と分析 の構造や官能基により特 録用紙
・有機化合物の 徴付けられることを理解 ◎③ ◎ワークシート
特徴と官能基に する。
よる分類

・有機化合物の ・有機化合物の分離・精 ○② ○行動観察，ワーク２
分析方法と実験 製の方法を理解するとと シート３
式・分子式 もに，成分元素の検出， ◎④ ◎小テスト

元素分析，分子量の測定 ◎⑤ ◎小テスト
により，分子式が決定で
きることを理解する。

炭化水素 ・アルカンの性質や反応 ○⑥ ○行動観察，生徒記４
・アルカン 性と構造との関連性を理 録用紙

解するために分子モデル ○⑭ ○行動観察
等を用いて簡単な分子を
製作し構造式で表すこと

アを理解するとともに，
身近なところでルカンが

利用されていることを知
り，理解を深める。

・異性体 ・アルカンの性質や反応 ○⑨ ○ワークシート５
性が炭素原子の結合や立
体構造に特徴付けられる
ことを考察する。

・アルケン ・アルケンの性質や反応 ○⑦ ○行動観察，生徒記６
性がその構造に基づいて 録用紙
いることを見出し，アル ◎⑮ ◎小テスト
カンとの反応性の違いに
留意しながら付加反応に
ついて理解する。
・２－ブテンには立体異 ○⑯ ○ワークシート
性体が存在することを理
解する。
・エチレンなどから，付 ◎⑰ ◎小テスト
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加重合反応により身近な
プラスチック（ポリエチ
レンなど）が合成される
ことを知り，理解を深め
る。

７ ・アルキン ・アルキンの性質や反応 ◎⑩ ◎ワークシート
性がその構造に基づいて ◎⑱ ◎小テスト
いることを理解し，他の
炭化水素との反応性の違
いに留意しながら理解を
深める。
・アセチレンの付加反応 ◎⑲ ◎小テスト
から身近なプラスチック
製品の原料が得れらるこ
とを理解する。

８ (実験)エチレン ・エチレン，アセチレン ◎⑧ ◎行動観察，実験レ
とアセチレン を発生させ，それぞれの ポート

性質を調べ，ブタンと比 ◎⑫ ◎実験レポート
較しながら，実験結果を
まとめる。

９ ・炭化水素のま ・エチレン，アセチレン ◎⑪ ◎実験レポート
とめ の実験結果を参考に，ア ◎⑬ ◎まとめレポート

ルカン，アルケン，アル
キンの性質を考察し，自
らの考えをまとめる。

定 ・単元の復習 ・単元「炭化水素」の復 ◎ ◎定期テスト⑳

期 習をペーパーテストで行 ◎ ◎定期テスト○21

テ う。 ◎ ◎定期テスト○22

ス ◎ ◎定期テスト○23

ト ◎ ◎定期テスト○24

◎ ◎定期テスト○25

４ 具体の指導と評価
単元「炭化水素」の評価計画表に基づいて作成した，第８時と第９時の具体の指導と評価の展開例
を示す。
なお，表３中の実験レポート及びまとめレポートの様式を「 」に掲載している。７ 参考資料

実験「エチレンとアセチレン」第８時の展開例表３

過 学習活動における
程 指導過程 具体の評価規準 評価方法等

， 。導 ・既習事項をもとに 実験の目的を示す
入 ・それぞれの炭化水素の反応性を予想さ
15 せる （実験レポートに記入させる ）。 。
分 ・実験の方法を確認させる （実験レポ。
ートに操作の図を記入させる ）。
・安全に実験を行うために，薬品の取り
扱いに関する注意事項を指導する。

,展 Ⅰ エチレンを生成させる。 ◎⑧エチレンとアセチレンの実験を行 ・行動観察
い，炭化水素の構造や性質，反応性に 実験レポー開

30 Ⅱ エチレンの性質を調べさせる。 ついて,意欲的に探究しようとする。 ト
【関心・意欲・態度】分
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Ⅲ アセチレンを生成させる。
◎⑫エチレンとアセチレンの実験を通 ・実験レポ

Ⅳ アセチレンの性質を調べさせる。 して，観察，実験の基本的操作及び記 ート
録の仕方を習得している。

Ⅴ ブタンの性質を調べさせる。 【観察・実験の技能・表現】

Ⅵ 実験器具等を片付けさせる。

・自己評価させる。ま
・実験レポートを提出させる。と
・次時の学習内容を連絡をする。め

5
分

「炭化水素のまとめ」第９時の展開例表４

過 学習活動における
程 指導過程 具体の評価規準 評価方法等

・実験プリントを配布する。導
・前時の実験結果を確認させる。入

10
分

Ⅰ 実験の考察を行わせる。 ◎⑪エチレンとアセチレンの実験の結 ・実験レポ展
・実験レポートの考察を記入させる。 果を通して，それぞれの炭化水素の性 ート開

35 質の類似点や相違点を挙げて論理的に
考察する。分 Ⅱ 炭化水素の重要事項をまとめさせる。

・アルカン，アルキン，アルケンに関 【思考・判断】
する重要事項を，観察，実験の過程や
結果をもとに，まとめレポートに記入 ◎⑬観察 実験の過程や結果をもとに ・まとめレ， ，
させ 。 炭化水素の重要事項について自らの考 ポートる

えをまとめ，的確に表現する。
【観察・実験の技能・表現】

・実験レポート及びまとめレポートを提ま
出させる。と
・次時から「官能基を含む化合物」の学め

5 習に入ることを連絡する。
分

５ 観点別評価の進め方
「 」の表１中にある「学習活動における具体の評価規準」は，観点別評価を行２ 単元の評価規準
うに当たり 「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）を示すものである。この状況を実現して，
いないと評価される場合が 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）と考えられる。また 「おおむ， ，
ね満足できると判断される」状況の中で，質的な深まりや広まりが見られた場合が 「十分満足できる，
と判断される」状況（Ａ）と考えられる。
表５は，実験「エチレンとアセチレン」第８時及び「炭化水素のまとめ」第９時において，観点別

にＡの具体例を示したものである 「十分満足できると判断される」状況（Ａ）は，目標やねらいを実。
現した生徒の学習の姿についてのイメージを豊かにし，膨らませることによって見えてくるものであ
る。

第８時，第９時において観点別評価で「十分満足できると判断される」状況（Ａ）の具体例表５

学習活動における 「十分満足できると判断される」評価の 評価
具体の評価規準 状況（Ａ）の具体例観点 方法等

・実験の内容を理解して，班の生徒に指示を与関心・意 ⑧エチレンとアセチレンの実験を 行動観察，
え，分担して能率よく実験に取り組んでいる。欲・態度 行い，炭化水素の構造や性質，反 実験レポ
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・ブタン，エチレン，アセチレンの順にススの応性について，意欲的に探究しよ ート
発生量が増していることに気付き，関心をもっうとする。
ている。

・炭素の含有率が多い物質の炎が赤色で，スス思考・判 ⑪エチレンとアセチレンの実験の 実験レポ
が多いと気付き，炭素の含有率などを計算して断 結果を通して，それぞれの炭化水 ート
いる。素の性質類似点や相違点を挙げて
・付加反応と置換反応の違いについて，教科書論理的に考察する。
や副教材などを調べ，化学結合などの考えを織
り込み，実験について論理的に思考している。

・実験の目的に沿った形で，記録が簡潔で見や観察・実 ⑫エチレンとアセチレンの実験を 実験レポ
すく的確に表現できている。験の技 通して，観察，実験の基本的操作 ート
・ススの出方，炎の色の赤みなどの違いについ能・表現 及び記録の仕方を習得している。
て，比較して記載されている。

まとめレ ・アルカン，アルケン，アルキンの反応性の違⑬観察，実験の過程や結果をもと
ポート いが，その構造に基づいていることを図や構造に，炭化水素の重要事項について

， 。自らの考えをまとめ，的確に表現 式を使って 簡潔に分かりやすくまとめている
・実験の過程や結果から得られたをデータを細する。
かく分析し，その結果と学習内容を自分なりに

， 。結び付け 論理的に分かりやすく表現している

本事例の「知識・理解」の観点は，小テストを利用して評価している。この場合 「十分満足できる，
と判断される」状況（Ａ）を見極める問題や「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）の生徒
であれば正答できる問題などを取り混ぜて，問題を設計することが大切である。

このような評価を行いつつ 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒に対しては，，
授業中，次のような手だてを行うこととした。

については，行動観察や実験レポートの〔気付いたこと・疑問点・感想〕を見て，生徒評価規準⑧
に活動のねらいを確認した上で，教科書，実験レポートのどこを参考にしたらよいか助言し，自らの
考えを具体的に書くように促す。

評価規準⑪については，実験レポートの〔考察〕欄を見て，生徒に既習事項である炭化水素の反応
や性質を確認し，結合の種類との関係で類似点，相違点を考えるように促す。

については，実験レポートの〔実験操作図〕欄や〔観察・結果〕欄を見て，生徒に記入評価規準⑫
の不備な点を指摘し，教科書や副教材のどこを参考にしたらよいか助言し，必要であれば再実験する
ように指導する。

，生徒に実験結果を再度確認し，結果の違いと炭素評価規準⑬については，まとめレポートを見て
原子間の結びつきとの関係に着目して，表にまとめるように指導する。

知識・理解」については小テストで評価しているが 「努力を要すると判断されまた，本事例の「 ，
る」状況（Ｃ）になりそうな生徒に対しては，小テストに先立ち，問題演習中に基本問題が解答でき
ているかを確認し，個別に指導する。

Ｃと評価されそうな生徒への指導は，上記の例に示すような指導を４観点とも，その都度実施する
が，それでもＣと評価される生徒には，さらに放課後等を利用して補充指導したり，類似問題の課題
を与えるなど，個別に指導する。

表６は，単元「炭化水素」の授業（第９時）が終了した時点において，評価結果を◎印に入れまと
めたものである。①の「知識・理解」のように，一つの評価規準に対して二つの評価方法を用いる場
合には，それぞれに評価を出し，その評価結果を「 」に記載した単元の総括を６ 観点別評価の総括
行う例に従って総括し，その評価規準に照らした評価結果とした。また，⑪の「思考・判断」につい
てはＣと評価されたが，放課後個別に指導した結果 「おおむね満足できると判断される」状況を実現，
したと評価されたので，Ｂと修正したものである。
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表６ 観点別評価の例

評価の観点
生徒 実験 小テ時 行動 ワー まと
記録 レポ スト学習 クシ めレ内容 観察関心 思考 技能 知識

間 ート ポー意欲 ・・ ・ 用紙 ート
ト態度 判断 表現 理解

◎Ｂ ◎① ◎①１ 有機化合物の特徴と分析
◎Ａ ③・有機化合物の特徴と ◎

官能基による分類

２ ◎Ｂ ◎④・有機化合物の分析方と
◎Ｂ ◎⑤３ 実験式・分子式

炭化水素４
・アルカン

・異性体５

６ ◎Ｃ ◎⑮・アルケン
Ｂ

◎Ａ ◎⑰

◎Ｂ ◎⑩７ ・アルキン
◎Ｂ ◎⑱
◎Ａ ◎⑲

８ ( ◎⑧ ◎⑧実験)エチレンとアセチ ◎Ａ
◎⑫レン ◎Ａ

９ ◎⑪・炭化水素のまとめ ◎Ｃ
◎⑬Ｂ ◎Ｂ

６ 観点別評価の総括
表７は，学習指導の中で得られる評価結果を，下に示す考え方に従って，単元の総括を行った例であ

る。

○評価規準が二つの場合，ＡＡの場合は，単元の観点別評価をＡ，
ＣＣの場合は，単元の観点別評価をＣ，
上記以外の場合は，単元の観点別評価をＢとする。

○評価規準が三つの場合，ＡＡＡ，ＡＡＢの場合は，単元の観点別評価をＡ，
ＢＣＣ，ＣＣＣの場合は，単元の観点別評価をＣ，
上記以外の場合は，単元の観点別評価をＢとする。

以上の考え方は，ＡＣをＢＢに置き換え，ＡＢでＡが過半ならＡ，ＢＣでＣが過半ならＣという考
え方に基づくものであり，Ａ，Ｂ，Ｃを次のように数値化して集計するのと同じ考えによる。
Ａを３，Ｂを２，Ｃを１とし，その平均値（Ｘ）が，

2.5＜Ｘの場合，単元の観点別評価をＡ，
1.5≦Ｘ≦2.5の場合，単元の観点別評価をＢ，
Ｘ＜1.5の場合，単元の観点別評価をＣとする。

表７ 単元の総括の例

意欲・態度 判断 表現 ・理解評価の観点 関心・ 思考・ 技能・ 知識

①Ｂ ⑩Ｂ Ｃ ③Ａ Ａ Ａ⑳Ｂ ④Ｂ○ ○ ○21 23 24

⑧Ａ Ｂ ⑫Ａ Ａ評価 ⑪Ｂ ⑤Ｂ○ ○22 25

⑮Ｂ⑬Ｂ
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⑰Ａ
⑱Ｂ
⑲Ａ

評価規準の
１：２

重み付け

Ｂ Ｂ Ａ Ａ単元の総括

の評価規準は，定期テストによる評価結果を示す。（注）各欄の右側にある⑳～○25

ある程度幅広い学習範囲で評価規準を定めている。これは「知識・理解」の評価規準 ， では，○ ○24 25

定期テストにおいて総合的な問題を出題するためである。このため，総括する際には，これらの評価

， の二つの評価規準の学習範囲規準に重み付けをしている。⑮，⑰，⑱，⑲の四つの評価規準と○ ○24 25

がほぼ等しいため，見ようとしている実現状況の学習内容を判断し，評価規準 ， に２倍の重みを○ ○24 25

24 25付けることとした。このため，総括する際には， Ｂ，⑰Ａ，⑱Ｂ，⑲Ａ， ２Ａ，④Ｂ，⑤Ｂ，⑮ ○ ○
２Ａと考え，これを集計するとＡが６個，Ｂが４個となる。後は総括の考え方に従って 「知識・理，
解」の単元の総括がＡと求められる。

ここでは，評価規準に重み付けをし，それをもとに単元の総括を行った例を示したが，この例以外
にも，単元の総括については，様々な考え方や方法がある。いずれにせよ，ペーパーテスト等による
知識や技能のみの評価など一部の評価方法や観点に偏した評価が行われることのないようにしなくて
はならない。
高等学校においては，各学校が生徒の実態を十分に把握して評価規準や評価方法等を工夫改善する

とともに指導と評価の一体化をさらに充実することが望まれる。また，生徒・保護者に評価規準や評
価方法等を事前に説明するなど，十分な理解を得ておくことも大切である。
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７ 参考資料
(1) 化学Ⅰ 実験レポート

実験テーマ：エチレンとアセチレン

日 時 年 月 日（ ） 天候（ ） 温度（ ）
実験班 （ ）年（ ）組（ ）班 名前（ ）
班のメンバー （ ）

目 不飽和炭化水素のエチレンとアセチレンをつくり，その性質を飽和炭化水素
的 と比較しながら調べる。

試験管，試験管立て，試験管ばさみ，水槽，気体誘導管，ゴム栓，アルミニ
準 ウム箔，沸騰石，ガスバーナー，マッチ
備 エタノール，濃硫酸，臭素水，0.0010mol/l過マンガン酸カリウム水溶液，

2.0mol/l硫酸，カーバイド，ブタンボンベ
炭化水素の燃焼の
様子

予 臭素水との反応の
想 様子（色の変化）

過マンガン酸カリ
ウムとの反応の様
子

〔実験操作図〕〔実験方法〕
１ エチレンの生成

，エタノール３mlに濃硫酸３mlを加えてよく混ぜ
， ，これに沸騰石を入れた後 弱火で穏やかに加熱し
最初に捕集した気体は捨４本の試験管に捕集し，

捕集した試験管をＡ，Ｂ，Ｃとする。てる。

２ エチレンの性質
(1) 捕集した試験官Ａの気体にマッチで点火し，
燃焼の様子を調べる。

(2) 試験管Ｂに臭素水約１mlを加え，栓をしてよ
観察のポイントや注意事項も記入すること。く振り，臭素水の色の変化を調べる。 ＊
〔エチレンが生じる反応を化学反応式で記せ 〕。

(3) 試験管Ｃに硫酸酸性の0.0010mol/l過マンガン
振酸カリウム水溶液１mlを加え，栓をしてよく

イオンの色の変化を調べる。り，過マンガン酸

〔注意〕硫酸酸性KMnO 水溶液は，KMnO 水溶液２ml４ ４

〔実験操作図〕に2.0mol/lH SO ２mlを加えたものを用いる。２ ４

３ アセチレンの生成
，大豆粒大のカーバイドをアルミニウム箔で包み

そのアルミニウム箔の一部を切り取り，ピンセッ
トで挟んで水中に入れ，発生する気体を３本の試
験管に捕集する。それぞれ，Ｄ，Ｅ，Ｆとする。

４ アセチレンの性質
試験管Ｄ，Ｅ，Ｆについて，２の(1)，(2)，(3)

と同様の実験を行う。
観察のポイントや注意事項も記入すること。＊
〔アセチレンが生じる反応を化学反応式で記せ 〕。

【観察・実験の技能・表現】
⑫エチレンとアセチレンの実験を通
して，観察，実験の基本的操作及び
記録の仕方を習得している。

【観察・実験の技能・表現】
⑫エチレンとアセチレンの実験を通
して，観察，実験の基本的操作及び
記録の仕方を習得している。
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５ ブタンの性質
(1) 卓上用のガスコンロ用ボンベより３本の試験管にブタンガスを捕集し，それぞれ，Ｇ，Ｈ，Ｉとす
る。

(2) 試験管Ｇ，Ｈ，Ｉについて，２の(1)，(2)，(3)と同様の実験を行う。
〔実験操作図〕

＊観察のポイントや注意事項も記入すること。

〔観察・結果〕
エチレン（ ＝ ） アセチレン ≡ ブタン（ ）CH CH (CH CH) C H２ ２ ４ １０

燃焼の様子（炎の明るさ・
すすの量など）

臭素水を加えたときの色の
変化

硫酸酸性過マンガン酸カリ
ウム水溶液を加えたときの
色の変化

〔気付いたこと・疑問点・感想〕 〔自己評価〕
よくできた－１ まあまあできた－２

あまりできなかった－３ できなかった－４

意欲をもって実験に取り組むこ

とができた

実験の目的・内容を理解できた

実験操作をうまく行うことがで

きた

班全体で協力して実験を行うこ

とができた

〔考察〕
１ アセチレンとブタンの燃焼の違いを記し，その違いからどのようなことが分かるか。化学反応式から推察せよ。

２ エチレンと臭素との反応，アセチレンと臭素との反応をそれぞれ化学反応式で記し，ブタンとの反応とは異なる
理由を記せ。
〔エチレンと臭素との反応〕

〔アセチレンと臭素との反応〕

〔理由〕

【観察・実験の技能・表現】
⑫エチレンとアセチレンの実験を通
して，観察，実験の基本的操作及び
記録の仕方を習得している。

【思考・判断】
⑪エチレンとアセチレンの実験の結
果を通して，それぞれの炭化水素の
性質の類似点や相違点を挙げて論理
的に考察する。

【観察・実験の技能・表現】
⑫エチレンとアセチレンの実験を通
して，観察，実験の基本的操作及び
記録の仕方を習得している。

【関心・意欲・態度】

⑧エチレンとアセチレンの

実験を行い，炭化水素の構

造や性質，反応性について，

意欲的に探究しようとする。

【思考・判断】
⑪エチレンとアセチレンの実験の結
果を通して，それぞれの炭化水素の
性質の類似点や相違点を挙げて論理
的に考察する。

。〔考察〕は，次時に実施する
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(2) 化学Ⅰ まとめレポート

〔炭化水素〕
， ， ， ， 。アルカン アルケン アルキンに関する重要事項を 観察 実験の過程や結果をもとにまとめなさい

（ ） （ ） （ ） （ ）年 組 班・名前

【観察・実験の技能・表現】
⑬観察，実験の過程や結果を
もとに，炭化水素の重要事項

，について自らの考えをまとめ
的確に表現する。
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Ⅵ Ⅰ生物

ここでは，生物Ⅰの「(1)生命の連続性 ア 細胞 (ｱ)細胞の機能と構造」の「細胞の構造とはたらき」
の学習指導と評価の事例を紹介する。

［本事例と学習指導要領との対応］

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥生命の連続性 ＜大項目＞(1)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ア 細胞 ＜中項目＞

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(ｱ) 細胞の機能と構造 ＜小項目＞（１４時間）
１ 細胞の構造とはたらき（１１時間） ……＜本事例＞ ＜単 元＞

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２ 酵素のはたらき（３時間） ＜単 元＞
(ｲ) 細胞の増殖と生物体の構造

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥イ 生殖と発生 ＜中項目＞
(ｱ) 生殖細胞の形成と受精
(ｲ) 発生とその仕組み

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ウ 遺伝 ＜中項目＞
(ｱ) 遺伝の法則
(ｲ) 遺伝子と染色体

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥エ 生命の連続性に関する探究活動 ＜中項目＞

本事例では，次の手順を踏んで，評価計画を作成し，計画に基づいて評価活動を実施している。

高等学校学習指導要領 「内容のまとまりごとの評価規準」
「生物Ⅰ」の目標

「１ 単元の目標」設定 「２ 単元の評価規準」作成（表１）

「３ 単元の評価の計画表」作成（表２）

「４ 単元の指導と評価の計画及び
学習活動における具体の評価規準」作成（表３）

「５ 具体の指導と評価」（表４）

授業を実施し，評価の資料を収集

評価資料により単元の観点別評価を総括

生徒に指導を行った後
には，評価の計画に無理
はないか，指導上の改善
点はないかを検討し，授
業の流れや「学習活動に
おける具体の評価規準」
等について適宜修正する
ことが大切である。

授業のねらい，評
価の観点を意識しな
がら，授業の構想を
練る。
表２，表３の作成
はほぼ同時に行う。
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１ 単元の目標
細胞の観察や実験を通して，細胞がもつ機能上及び構造上の多様性と共通性を認識し，細胞が生物の

基本単位であることを理解する。

２ 単元の評価規準
（ｐ．２９）を参考に「３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例」

して，「内容のまとまりごとの評価規準」から「単元の評価規準」を設定する。
表１

関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の 知識・理解
技能・表現

内 生命の連続性に関す 生命の連続性に関す 観察，実験の技能を 観察，実験などを通
容 る事象に関心や探究 る事象の中に問題を 習得するとともに， して，生命の連続性
の 心をもち，意欲的に 見いだし，観察，実 生命の連続性に関す に関する事象につい
ま それらを探究すると 験などを行うととも る事象を科学的に探 ての基本的な概念や
と ともに，科学的態度 に，実証的，論理的 究する方法を身に付 原理・法則を理解
まの を身に付けている。 に考えたり，分析的 け，観察，実験の過 し，知識を身に付け
り評 ・総合的に考察した 程や結果及びそこか ている。
ご価 りして，事実に基づ ら導き出した自らの
と規 いて科学的に判断す 考えを的確に表現す
準 る。 る。
細胞に関心をもち， 細胞の観察や実験を 細胞や組織を顕微鏡 細胞は，生物の機能単
観察や実験を通し 通して，機能や構造 で観察する技能を習 上及び構造上の基本元評
て，細胞がもつ機能 における細胞の多様 得し，その観察結果 単位であることを理解の価
や構造を探究しようと 性と共通性について を的確に表現す する。規 る。
する。 考察する。準

３ 単元の評価の計画
授業の総時間数や単元の目標，単元の評価規準などを考慮し，授業のおよその流れを決め，「単元の

評価の計画表」（表２）を作成する。この「評価計画表」は，表３に示す「学習活動における具体の評
価規準」を検討する前段階のものであり，評価計画全体のバランスを把握するものである。単元の評価
規準に照らして単元全体を見通し，単元全体の流れの中でどの観点をいつ評価するのが適切かを検討し，
各学習活動の中で重要な観点にポイントを絞って生徒の学習の実現状況を把握するように計画する。な
お，計画に当たっては，１時間の授業の中で，常に一人一人の生徒の状況について，４観点すべてを的
確に評価し，客観的な評価資料を得ることは困難である。授業の機能を十分に果たすためにも，思い切
って具体の評価規準を絞り込むことも必要である。そこで，本事例では，評価の進め方については，以
下に示す２種類を設定し，指導と評価の一体化がより一層図られるよう工夫した。

◎印の付いた評価規準：評価規準に照らして，「十分満足できると判断される」状況（Ａ）か，
「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）か，「努力を要すると
判断される」状況（Ｃ）かを把握し，単元の総括の資料とする。

○印の付いた評価規準：評価規準に照らして，「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）
であるかどうかだけを把握する。「努力を要すると判断される」状況
（Ｃ）になりそうな生徒に対して，適切な働きかけや指導の手だてを行
うことを特に重視したもので，単元の総括の資料とはしない。

表２ 単元の評価の計画表

評価の観点
学 習 内 容 評 価 方 法 等時間

関心 思考 技能 知識
意欲 ・ ・ ・
態度 判断 表現 理解

細胞が生物の機能上の単位であり，生物は原 ○ ○ ○ …生徒観察・自己１ *１ *12 ＊１

核生物と真核生物からなることを理解する。 評価カードﾞ，○ …＊12

発問，自己評価カード

真核細胞の機能と構造について理解する。 ○ ◎⑧ ○ …生徒観察，◎⑧２ *２ ＊２

…ペーパーテスト・ノ
ートへの記述
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顕微鏡の各部の名称と使い方を理解し，細胞 ○ ○ ○ …机間指導・ワー３ *７ *13 ＊７

の構造を観察する。 クシート，○ …ワ＊１３

ークシート

ミクロメーターの使い方を理解し，適切に使 ○ ○ ○ …机間指導，ワー４ *８ *14 ＊８

用する。 クシート，○ …ワ＊１４

ークシート

光学顕微鏡を用いて，タマネギの鱗片葉の細 ○ ○ ○ …机間指導・ワー５ *４ *９ ＊４

胞を観察し，成長の様子を調べる。 クシート，○ …机間＊９

指導・ワークシート

*３ *10 ＊３ ＊１６ タマネギの鱗片葉の細胞の大きさの違いか ○ ○ ○ …生徒観察，○
ら，その成長過程を考察し，発表する。 …ワークシート０

光学顕微鏡を用いて，口腔粘膜の上皮細胞を ◎③ ◎⑤ ○ ◎③…ワークシート・７ *15

観察し，タマネギの鱗片葉の細胞と比較す 机間指導，◎⑤…ワー
る。 クシート・ペーパーテ

スト，○ …自己評＊１５

価カード

オオカナダモを用いて，原形質流動を観察 ○ ○ ○ …発問・ワークシ８ *５ *11 ＊５

し，その速さを求める。 ート，○ …机間指導＊11

・ワークシート

ユキノシタの表皮細胞を様々な濃度のスクロ ◎① ○ ◎⑥ ◎①…ワークシート・９ *６

ース水溶液に浸けて，細胞の変化を観察す 机間指導，○ …発問＊６

る。 ・ワークシート，◎⑥
…ワークシート・机間
指導

オオカナダモの細胞を用いて，細胞と等張な ◎④ ◎⑦ ◎４…ペーパーテスト10
スクロース水溶液の濃度を求める。 ・ワークシート，◎⑦

…ワークシート・机間
指導

細胞膜の透過性と物質の出入りについて理解 ◎② ◎⑨ ◎②…ノートへの記11
する。 述，◎⑨…ペーパーテ

スト

表２中の◎印の後の①～⑨の数字，○印の後の の数字は，表３の「学習活動の具体の評価規準」に対＊１～＊15
応したものである。
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４ 単元の指導と評価計画及び学習活動における具体の評価規準
表２で作成した「単元の評価の計画表」を参考にして 「単元の評価規準」に示した内容を実現するため，，

学習活動における具体の評価規準を検討する。学習活動における具体の評価規準を設定していく中で，計画
段階ではあまり想定していなかった資質能力で評価の対象とすべきものがあったり，逆に同じものを必要以
上に重複してとらえようとしていることがあるかもしれない。そのような場合には 「単元の評価の計画表」，
を修正することとする。
また 「単元の指導の計画及び学習活動における具体の評価規準」を設定していく際には，授業の具体的な，

イメージを膨らませ，どのような評価方法でどのような状況になれば 「おおむね満足できると判断される状，
況」となるかを検討しながら作業を進めていく。

表３ 単元の指導と評価の計画及び学習活動における具体の評価規準

学習活動における具体の評価規準時
学習項目 学 習 内 容間

関心・意欲・態 思考・判断 観察・実験の 知識・理解
度 技能・表現

１ 生命の基 細胞が生物の機能 ○ 「細胞」の発 ○ 「細胞説」*1 * 1 2

本 単 位 上の単位であり， 見に至った経緯 について，歴史，
「細胞」 生物は原核生物と 及び生物の機能 的な変遷も踏ま

真核生物からなる 上・構造上の基 えて理解してい
ことを理解する。 本単位である 細 る。「

胞」に関心をも ○ 細胞には 原*12 「
ち，意欲的に探 核細胞」と「真

。 」 ，究しようとする 核細胞 があり
【生徒観察】 生物を分類する
【自己評価カー 基準の一つにな
ド】 っていることを

理解している。
【発問】
【自己評価カー
ド】

２ 真核細胞 真核細胞の機能と ○ 細胞の機能 ◎⑧細胞を構成*2

の機能と 構造について理解 及び構造に関心 する細胞小器官
構造 する。 をもち，細胞レ の機能と構造を

ベルの生物現象 理解している。
を意欲的に探究 【ペーパーテス
しようとする。 ト】
【生徒観察】 【ノートへの記

述】

３ 細胞の顕 顕微鏡の各部の名 ○ 反射鏡，し ○ 顕微鏡の各*７ * 1 3

微鏡観察 称と使い方を理解 ぼり，調節ネジ 部を理解してい
し，細胞の構造を などの各部の機 る。

【 】観察する。 能を理解し，使 ワークシート
いこなすことが
できる。
○ 適切な倍率*７

，を選んで観察し
観察結果をスケ
ッチなどに的確
に表現できる。
【机間指導】
【 】ワークシート

４ ミクロメ ミクロメーターの ○ 接眼ミクロ ○ ミクロメー*８ * 1 4

ーターに 使い方を理解し， メーターを用い ターが顕微鏡観
よる測定 適切に使用する。 て検鏡材料の長 察において大き

さを測定できる さを測定する重。
【机間指導】 要な道具である
ワークシート ことを理解して【 】

いる。
【 】ワークシート

５ タマネギ 光学顕微鏡を用い ○ タマネギの ○ タマネギの*４ *９

の細胞の て，タマネギの鱗 鱗葉の成長と表 鱗葉の表皮片の
観察 片葉の細胞を観察 皮細胞の大きさ プレパラートを

し，成長の様子を との関係を考察 作成し，適切な
調べる。 できる。 倍率で観察でき

【机間指導】 る。
ワークシート ○ 測定した結【 】 *９

果を表にまとめ
るなど，的確に
表現できる。
【机間指導】
【 】ワークシート
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６ タマネギ タマネギの鱗片葉 ○ 各班の測定 ○ 測定結果に*3 * 1 0

の細胞の の細胞の大きさの 結果を発表する ついて協議し，
成長に関 違いから，その成 際，表皮細胞を 考察した内容を
する実験 長過程を考察し， 採取した鱗葉の 的確に表現でき

発表する。 部位と細胞の大 る。
【 】きさとの関係に ワークシート

ついて意欲的に
。考えようとする

【生徒観察】

７ 動物細胞 光学顕微鏡を用い ◎③口腔粘膜の ◎⑤粘膜上皮の ○ 動物細胞と*1 5

と植物細 て，口腔粘膜の上 上皮細胞とタマ 細胞や核の大き 植物細胞の類似
胞との比 皮細胞を観察し， ネギの鱗葉の表 さを測定し，そ 点や相異点につ
較 タマネギの鱗片葉 皮細胞とを比較 の測定結果を的 いて，観察に基

の細胞と比較する し，違いを考察 確に表現できる づいて，理解し。 。
できる。 【ペーパーテス ている。
ワークシート ト】 【自己評価カー【 】
【机間指導】 ワークシート ド】【 】

８ 原形質流 オオカナダモを用 ○ オオカナダ ○ 葉緑体の動*５ * 1 1

，動の観察 いて，原形質流動 モの原形質流動 きを目安にして
を観察し，その速 の速さを測定す オオカナダモの
さを求める。 る方法を考える 原形質流動の速

ことができる。 さを，ミクロメ
【発問】 ーターを使って
ワークシート 測定できる。【 】

【机間指導】
【 】ワークシート

９ 原形質分 ユキノシタの表皮 ◎①ユキノシタ ○ ユキノシタ ◎⑥蒸留水に浸*６

離の観察 細胞を様々な濃度 の細胞を高張液 を高張液に浸け けたユキノシタ
のスクロース水溶 に浸けたときの たときの細胞の の表皮細胞と，
液に浸けて，細胞 変化を，意欲的 変化について， 高張液につけた
の変化を観察する に予想しようと 科学的に予想で 細胞とを比較し。

する。 きる。 てスケッチして
ワークシート 【発問】 いる。【 】

【 】 【 】【机間指導】 ワークシート ワークシート
【机間指導】

オオカナ オオカナダモの細 ◎④スクロース ◎⑦オオカナダ10
ダモと等 胞を用いて，細胞 水溶液の濃度を モの細胞と等張
張な水溶 と等張なスクロー 変化させたとき なスクロース水
液を求め ス水溶液の濃度を の細胞の様子に 溶液の濃度を的
る実験 求める。 ついて，推定で 確な測定に基づ

きる。 いて求めること
【ペーパーテス ができる。

【 】ト】 ワークシート
ワークシート 【机間指導】【 】

細胞膜の 細胞膜の透過性と ◎②細胞や細胞 ◎⑨細胞膜には11
透過性 物質の出入りにつ 膜の性質に関心 半透膜としての

いて理解する。 をもち，意欲的 性質があること
。に探究しようと を理解している

する。 また，その他に
【ノートへの記 も能動輸送とい

，述】 う仕組みがあり
濃度差に逆らっ
て物質輸送を行
うことができる
ことを理解して
いる。
【ペーパーテス
ト】
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５ 具体の指導と評価
に基づき，具体の授業における指導と評「４ 単元の指導と評価の計画及び学習活動の具体の評価規準」

価の進め方を表４に示した。以下に示す授業は３時間分で，授業の形態が異なるものとなっている。第１時
は，主として講義や発問中心の授業，第７時は主として観察を主体とする授業，第１０時は主として実験を
主体とする授業である。第１０時については，具体のプリントの例を示した。また，第１時と第７時で用い
た「自己評価カード」の作成過程の例については「 」に詳細に記した。８ 参考資料

表４

時 学
習 学 習 内 容 評価の観点と規準 評価資料とその場面

間 項
目

第 生 導 ・今までどのような細胞を観察した
１ 命 入 か。各細胞に共通したつくりがあ
時 の ったかを思い出す。

基
本 展 ・ロバート・フックによる細胞の発 ○ 「細胞」の発見に至った経 ・生徒観察＊１

単 開 見はどのような経緯でなされたの 緯，及び生物の機能上・構造上
位 かを理解する。 の基本単位である「細胞」に関

・顕微鏡の性能の向上，及び観察技 心をもち，意欲的に探究しよう

「

細 術の進歩にともない，多くの微生 とする。
胞 物や動植物の組織が観察され，細 【関心・意欲・態度】

胞が生物の機能上及び構造上の単

」

位であるという「細胞説」が提唱 ○ 「細胞説」について歴史的 ・発問した内容に対＊１２

されたことを理解する。 な変遷も踏まえて理解している する生徒の解答を。
・教科書に掲載されている細胞の写 ○ 細胞には 原核細胞 と 真 ノートで点検＊１２ 「 」 「
真やその他の映像教材などを参考 核細胞」があり，生物を分類す ・自己評価カードを
に，細胞の大きさ，形や構造など る基準の一つになっていること 授業後に点検
が多様であることを理解する。 を理解している。

・細胞の写真と模式図を参照して， 【知識・理解】
細胞には「原核細胞」と「真核細
胞」があることを理解する。

ま ・細胞が生物の機能上・構造上の単 ○ 「細胞」の発見に至った経 ・自己評価カードを＊１

と 位であることを理解する。 緯，及び生物の機能上・構造上 授業後に点検
め ・細胞には原核細胞と真核細胞があ の基本単位である「細胞」に関

り，生物の分類上の重要な基準で 心をもち，意欲的に探究しよう
あることを理解する。 とする。

・自己評価カードに記入する。 【関心・意欲・態度】

第 導 ・口腔粘膜の上皮細胞（動物細胞）動
７ 入 と，前時に観察したタマネギの鱗物
時 葉の表皮細胞（植物細胞）とを比細

較するという実習の目的を理解す胞
る。胞

と
展 ・自分の口腔粘膜の上皮細胞を採取植
開 してスライドガラスに取り，メチ物

レンブルーを滴下してプレパラー細
トを作成する。胞

・光学顕微鏡を用いて，口腔粘膜上 ◎⑤粘膜上皮の細胞や核の大き ・ワークシートを授と
皮細胞を観察し，その細胞の特徴 さを測定し，その測定結果を的 業後に点検の
を理解する。また，ミクロメータ 確に表現できる。 ペーパーテストで比 ・
ーを用いて細胞や核などの大きさ 【観察・実験の技能・表現】 把握較
を測定し，記録する。

・適当な倍率を選んで細胞をスケッ
チし，必要事項を記入してスケッ
チを完成する。

・タマネギの鱗葉の表皮細胞の観察 ◎③口腔粘膜の上皮細胞とタマ ・机間指導で生徒の
結果と比較し，予想通りの結果に ネギの鱗葉の表皮細胞とを比較 実態を把握
なったかどうか検証する。 し，違いを考察できる。 ・ワークシートを授

・観察した細胞の大きさ・形・構造 【思考・判断】 業後に点検
などをタマネギの鱗葉の表皮細胞
と比較し，共通点や相違点を考察
する。

ま ・自己評価カードに記入する。 ○ 動物細胞と植物細胞の類似 ・自己評価カードを＊１5

と 点や相異点について，観察に基 授業後に点検
め づいて，理解している。

【知識・理解】
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第 オ 導 ・２０％のスクロース水溶液にオオ ◎④スクロースの濃度を変化さ ・実験前にワークシ
1 0 オ 入 カナダモを浸し，その体積の変化 せたときの細胞の様子について ートを点検，
時 カ を利用して，オオカナダモの細胞 推定できる。 ペーパーテストで・

ナ と等張なスクロース水溶液の濃度 【思考・判断】 把握
ダ を求める。
モ
と 展 ・２０％のスクロース水溶液に，オ
等 開 オカナダモの葉を入れ，５分間放
張 置し，プレパラートを作成して，
な 原形質分離が起こっている様子を
水 スケッチする。
溶 ・明瞭に原形質分離を起こしている
液 細胞を選び，細胞壁の内側部分の
を 長さと，原形質部分の長さをそれ
求 ぞれミクロメーターで測定する。
め
る ・計算式に基づき，オオカナダモと ◎⑦オオカナダモの細胞と等張 ・机間指導で実験の
実 等張なスクロース水溶液の濃度を なスクロース水溶液の濃度を的 進行状況を把握
験 求める。 確な測定に基づいて求めること ・ワークシートを授

ができる。 業後点検
【観察・実験の技能・表現】

ま ・１５％のスクロース水溶液で，細
と 胞と等張のスクロース水溶液を求
め めることはできるか検討する。
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［ワークシートの具体例］

第１０時「植物細胞と等張のスクロース水溶液の濃度を求める」実験では，ワークシート中の設問に
対する生徒の記述を評価規準に照らして評価した。以下にワークシートの例を示す。

④スクロースの水溶液の濃度を変化させたときの細
胞の様子について推定できる。【思考・判断】
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⑦オオカナダモの細胞と等張なスクロース水溶液の濃度を
測定に基づいて求めることができる。【技能・表現】

⑦オオカナダモの細胞と等張なスクロース水溶液の濃度を
測定に基づいて求めることができる。【技能・表現】

⑦オオカナダモの細胞と等張なスクロース水溶液の濃度を
測定に基づいて求めることができる。【技能・表現】
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６ 観点別評価の進め方
観点別評価を進めるに当たって，本事例では２種類の評価を設定した。一つは◎印で示した「単

元の総括の資料とする」評価と，○印で示した「単元の総括の資料とはしない評価」である。表２，表
３の中で◎印で示した部分は，まず評価規準に照らして「おおむね満足できると判断される」状況
（Ｂ）か，そうでない，すなわち「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）かどうかを把握し，さらに，
Ｂの中で「十分満足できると判断される」状況（Ａ）かどうかも把握しようとするものである。このよ
うな総括の資料とする評価を本事例では，単元を通して各観点ごとに数カ所（平均して２ヶ所程
度）設定した。以下，具体的な評価の進め方について，例を示す。

(1) ◎印で示した単元の総括の資料とする評価の進め方の例
ア 関心・意欲・態度
関心・意欲の高まりは，単元の終了時に近い部分で端的に現れると考え，本事例では第９時

と第１１時に総括の資料とする評価を設定した。第１１時の例を示す。
・第１１時の授業
◎②細胞や細胞膜の性質に関心をもち，意欲的に探究しようとする。

この時間では，単元の総仕上げとして，ユキノシタの原形質分離の観察，オオカナダモの浸
透圧の実験を通じて，理解したことをもとに単元の振り返りを行う。具体的には，「細胞の学
習や細胞膜の学習を通じて分かったことや，さらに知りたいと思ったこと」と，「細胞と日常
生活の関連について」のノートに記述させる。
授業後，ノートを回収して，上記の評価規準に照らして，内容を点検する。

＜「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価される具体例＞
・日常生活との関連を具体例をあげながら示している。
・生じた疑問に対して，それを確かめるような観察や実験についても触れている。

＜「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だて＞
・ノートに書いてあることを単に整理するだけではないことを伝える。
・日常生活との関連では，生物に由来するものは基本的に細胞からできているということを
具体例をあげながら示す。

イ 思考・判断
思考・判断については，単元の評価規準である「細胞の観察や実験を通して，機能や構造に

おける細胞の多様性と共通性について考察する」の実現状況を把握するということを踏まえ，
第７時の観察，第１０時の実験で行うのが適当と考えた。また，主にワークシート（実験プリ
ント）の記入の様子から評価することとした。さらに，第１０時については，ペーパーテスト
も作成し，そのデータも利用した。第７時及び第１０時の例を示す。
・第７時の観察
◎③口腔粘膜の上皮細胞とタマネギの鱗葉の表皮細胞とを比較し，違いを考
察できる。
第７時では，第５時，第６時に観察したタマネギの細胞（植物細胞）とヒトの口腔内の上皮

細胞（動物細胞）とを比較して，細胞の大きさ・形・構造などについての観察をもとに相違点と
共通点をまとめることができたかをみる。
＜「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価される具体例＞
・実際に細胞に触れたときの感触と，観察結果との関係に考えが及んでいる。
・タマネギの表皮細胞と口腔の上皮細胞で，染色液をかえている理由に言及している。

＜「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だて＞
・細胞や核の色が違っているのは，染色液の違いであることを伝える。
・顕微鏡のピントが合わせられないような生徒がいそうなときには，顕微鏡の操作に慣れて
いる生徒が援助するよう指示する。

・第１０時の実験
◎④スクロース水溶液の濃度を変化させたときの細胞の様子について，推定
できる。
第１０時では，第９時の観察をもとに，スクロース水溶液の濃度の変化によって，オオカナ

ダモの表皮細胞がどのように変化するかを具体的に推定できるかをワークシートを中心にみる。
＜「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価される具体例＞
・「青菜に塩」などの現象が具体的な細胞の変化としてイメージできるような記述が見られ
る。

・オオカナダモとユキノシタの違いについても言及している。
＜「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だて＞
・第９時目の観察結果を思い出させて，考えさせる。
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ウ 観察・実験の技能・表現
細胞の内容は，生物Ⅰの導入部でもあり，顕微鏡の使用法やスケッチなどの技能をこの単元

で生徒にきちんと身に付けさせたいところである。そこで，ある程度技能の習熟が進んだ，単
元の後半にあたる観察・実験（第７時・第９時・第１０時）の時間３回分を記録に残す評価と
した。机間指導をして適宜技能的なアドバイスを行いながら，ワークシートで評価を行った。
また，第７時(◎５)については，ぺーぺーテストの結果も活用した。ここでは，第１０時の例
を示す。
・第１０時の実験
◎⑦オオカナダモの細胞と等張なスクロース水溶液の濃度を的確な測定に基
づいて求めることができる。
第１０時では，細胞の長さを測定した結果に基づいて，細胞と等張なスクロース水溶液の濃

度を正しく求めることができているかを主としてワークシートから判断する。
＜「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価される具体例＞
・１５％スクロース水溶液でも測定を行い，細胞と等張なスクロース水溶液の濃度を求めて
いる。

・他の植物の細胞との等張なスクロース水溶液の濃度に興味をもち，その調べ方について考
えている。

＜「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だて＞
・計算式にあてはめる前に，それぞれの変数が何であるかを再度確認させる。
・細胞の長さを測定できないことがないよう，班員どうしで助け合うようにさせる。

エ 知識・理解
細胞の学習においては，細胞のおおまかなつくりと細胞小器官の機能や構造について理解し

ておくことが大切である。この内容に関する生徒の実現状況を把握するには，ペーパーテスト
に加えて，ノートの点検が有効である。第１時目，第２時目の学習内容についてはペーパーテ
ストをもとに評価する。また，第２時目については，ノートの記述内容も参考にした。第２時
のノートの記述内容の評価の例を示す。
・第２時の授業
◎⑧細胞を構成する細胞小器官の機能と構造を理解している。

第２時目では，第１時と合わせて，細胞小器官の機能や構造についての説明が終了するので，
その内容について理解がなされているかノートに記述された内容をもとに判断する。
＜「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価される具体例＞
・細胞小器官が機能に適した構造をしていたり，逆に，構造によって機能が示唆されること
を記述している。

＜「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だて＞
・単なる暗記にならないよう，細胞小器官のはたらきについて，できるだけ具体的なイメー
ジがわくようにする。ミトコンドリアを細胞内の発電所と見立てるなど，比喩やたとえを
うまく活用する。

「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への指導は，いずれの観点においても，
授業の中で行われることとなるが，それでもなお「努力を要すると判断される」状況となった生徒がい
た場合には，放課後に補習を行ったり，補助プリントを配布して課題とするなどの補充指導を行うよう
努力した。

(2) 授業改善及び指導に活かすための評価の進め方の例
目標に準拠した評価においては，学習指導中の生徒の反応に対し，つまずきや誤っている点，ある

いは生徒のよさを表している点を的確にとらえ，指導に生かしたり，また教師自身の授業改善に資す
るようにしたりすることが重要である。評価は本来，授業活動のあらゆる場面において行われ得るも
のであるが，毎時間観点別に多くの評価規準を設定して，生徒一人一人の状況を全て把握することに
は無理がある。そこで本事例では，評価の進め方として以下のような点に留意した。
本事例では，単元の評価規準に照らし，１時間の授業の中で評価を要する場面を１～３点に絞った。

そして，その場面の中でも生徒の実現状況として把握し，かつ記録に残すものについてはできる限り
絞り込むこととした。
具体的に，評価するものや評価の場面で見ると以下のようになる。

ア 机間指導，発問の回答，生徒観察
本事例における，「生徒観察」とはクラス全体の雰囲気をある一点の視点（たとえば教壇から）で

とらえるという場面で用いている。一方，「机間指導」は文字通り，机の間を歩き回り，主として個
別に生徒の実現状況を把握する場面で用いている。観察や実験を行う理科の学習においては，机間指
導を有効に活用したい。「思考」は生徒の頭の中で起こっているできごとであり，思考力を的確にと
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らえることはなかなか難しい。しかし，適切な課題を設定し，机間指導を行うことにより，生徒の思
考過程を表出させ，その実現状況を具体的にとらえることが可能になる。そのような活動を生徒に行
わせる授業を構想していくことが望まれている。
また，発問は工夫により，学習の動機付けとなったり，生徒の「関心・意欲」を高める上でも有効

である。クラス全体に向けて発問した場合には，発問への生徒各自の回答をノート等に記述させて，
机間指導で点検したり，ノートを回収して点検する。このことで生徒の実現状況を把握することがで
きる。また，机間指導の際に，個々の生徒に発問をすることで，生徒の思考の流れを把握することも
有効である。全体の前ではあまり発言しないような生徒でも，発問することにより深く考えているこ
とが分かることもある。
イ ワークシート，ノート
ワークシートでは，生徒が書いた記述内容に教師がコメントを加えることで，生徒の学習内容の理

解が深まる。また，生徒から出された疑問点に問題解決のヒントを与えたりすることにより，より深
い思考力を育成したり，新たな興味・関心の喚起をすることが期待できる。ワークシートの作成時に
は，記述欄の各々でどの観点を把握できるのかを検討しておくことが重要である。また，その観点を
把握する上で有効な課題は何かを授業計画時に想定しておくことが大切である。◎印で示した「生徒
全員の記録を残し，単元の総括の資料とする」評価を行う際には，評価規準とワークシートの設問の
整合性をきちんと整理しておく必要がある。そして，評価規準に照らして，努力を必要とする部分を
生徒に具体的に示したり，良かった部分については的確なコメントをして，それ以降の学習での意欲
の向上につなげたい。ノートの点検についても授業後に回収して，板書事項を確認するだけでなく，
授業中の課題に対して記述していることをもとに，思考の過程や考えている内容を把握することが大
切である。また，授業中に出した課題であれば，その記述内容を机間指導により把握し，適切に助言
することも重要である。
ウ 自己評価
自己評価は，生徒が自分自身の学習を振り返ることで，自らの学習の深まりを把握したり，自らの

学習方法の改善点などを把握するためのきっかけを与える。自己評価を実施することで，生徒が自ら
の学習を客観的に評価する「自己評価力」の育成がなされる。生徒の自己評価を客観的なものとする
ためには，生徒同士による相互評価を実施したり，ときにはデータを示しながら教師の評価を示すこ
とも必要であろう。何度かこれを繰り返すことで，生徒の自己評価にも客観性・信頼性がでてくる。
なお，自己評価カードの作成過程とその具体例についてはｐ．１０１以降の「 」を参８ 参考資料

照のこと。
エ テスト
授業及び指導の改善に生かすためのテスト作成に当たっては，次のような点が重要である。
まず，個々の問題が目標に準拠した問題であるか，またどの観点を見るための問題であるかを十分

に吟味すること そしてその結果を評価規準に照らして生徒の実現状況を把握できるようにすること，
である。そのようにテストを作成しておくことで，生徒がつまずくポイントが明確になり，生徒につ
まずきを乗り越える視点を示したり，学習の方向付けをすることに活用できる。また，教師自身が授
業改善を行う上でも重要な資料を得ることが可能となる。
従来ペーパーテストは，知識・理解を問う問題に偏る傾向があったが，「思考・判断」や「観察・

実験の技能・表現」などについても問う出題がなされているか，さらに問題についてはＢを把握する
問題だけでなく，Ａの現れを把握することが可能となる問題があるか，といった点にも留意して問題
を設計することが大切である。

７ 観点別評価の総括

本事例では，単元の中で各観点別に２～３ヶ所，◎印の付いた評価規準を設定し，単元の総括の
資料とした。それぞれの評価規準において，Ａ，Ｂ，Ｃの評価を行い記録をとった。そして単元末
で，各観点ごとに総括を行った。
観点ごとの総括においては，次のような考え方をとった。
まず，評価規準に照らした評価結果がＡとＢのみの場合はいずれか多い方を取り，ＡＢ同数の場合は

Ａとした。評価結果がＢＣのみの場合も同様に多い方を取るが，ＢＣ同数の場合はＣとした。
さらに，Ａ，Ｂ，Ｃが存在する場合には，Ａ一つとＣ一つで，Ｂ二つに換算した後，上記の例に従う

こととした。

単元の総括例

評 価
時

学 習 内 容 関心 思考 技能 知識
・ ・ ・間 意欲

態度 判断 表現 理解

細胞が生物の機能上の単位であり，生物１
は原核生物と真核生物からなることを理
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解する。

２ ◎Ｃ真核細胞の機能と構造について理解す
る。

顕微鏡の各部の名称と使い方を理解し，３
細胞の構造を観察する。

ミクロメーターの使い方を理解し，適切４
に使用する。

光学顕微鏡を用いて，タマネギの鱗片葉５
の細胞を観察し，成長の様子を調べる。

タマネギの鱗片葉の細胞の大きさの違い６
から，その成長過程を考察し，発表す
る。

光学顕微鏡を用いて，口腔粘膜の上皮細 ◎Ａ７ ◎Ａ
胞を観察し，タマネギの鱗片葉の細胞と
比較する。

オオカナダモを用いて，原形質流動を観８
察し，その速さを求める。

９ ◎Ｃ ◎Ａユキノシタの表皮細胞を様々な濃度のス
クロース水溶液に浸けて，細胞の変化を
観察する。

10 ◎Ｂ ◎Ｂオオカナダモの細胞を用いて，細胞と等
張なスクロース水溶液の濃度を調べる。

11 ◎Ａ細胞膜の透過性と物質の出入りについて ◎Ｂ
理解する。

単 元 の 総 括 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ

上記の例では，観点別にみて総括の資料となる評価規準が二つの場合には，
ＡＡのとき単元の評価は，Ａ
ＣＣのとき単元の評価は，Ｃ
上記以外のときは，Ｂ

となる。
評価規準が三つの場合には，
ＡＡＡ，ＡＡＢのとき単元の評価は，Ａ
ＢＣＣ，ＣＣＣのとき単元の評価は，Ｃ
上記以外の組み合わせのとき，単元の評価は，Ｂ

となる。

本事例の総括方法は，あくまで一つの例であり，単元における観点別評価の総括については，様々な
考え方や方法がある。各学校において十分に検討し，学校の状況に応じた総括の方法を工夫することが
望まれる。
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８ 参考資料

［自己評価カードの作成過程とその具体例］
評価を行う際には，何を評価するのか（学習内容及び目標の確認），どのようなねらいで評価するのか，

いつ評価を実施するべきか，どの観点を評価するか，誰が誰を評価するか，どのような方法で評価するの
かを考えることが大切である。自己評価も生徒の実現状況を把握する方法の一つであり，これらを踏まえ
て作成される必要がある。
自己評価は，生徒が自分自身を評価するものであり，実施時期も目的に応じて検討を加えるべきもので

あるが，ここでは単元始めの１時間目終了後に行って生徒の単元への関心などの情報を把握することを目
的として実施する例を最初に示す。また，生徒に直接インタビューするなど評価方法にもいろいろなもの
が考えられるが，汎用性が高いカード形式の方法をとることとした。
自己評価は，生徒の学習意欲を喚起する上でも，生徒が自らの学習活動を振り返る上でも重要なもので

ある。ただし，総括の際のデータとすると，生徒は成績のことを意識してしまい，自己評価としての機能
を果たすことが難しくなる。そこで，本事例では，自己評価の結果については，教師の指導の改善と，生
徒の自らの学習の振り返りとして活用し，総括の資料とはしないこととした。
以下に，本事例で第１時目に利用した自己評価についての作成過程を例として示す。

＜学習内容と評価規準の確認＞

１ 生命の基本単位「細胞」
【 】学習内容
細胞が生物の機能上の単位であり，生物は原核生物と真核生物から
なることを理解する

【 】評価規準
「 」関心・意欲・態度
「細胞」の発見に至った経緯，及び，生物の機能上，構造上の基
本単位である「細胞」に関心をもち，意欲的に探究しようとする。

「 」知識・理解
「細胞説」について，歴史的な変遷も踏まえて理解している。

「 」知識・理解
細胞には「原核細胞」と「真核細胞」があり，生物を分類する基
準の一つになっていることを理解している。

↓
生徒への負担を考え，質問は６項目以内とする。

↓
＜評価項目を作成する＞
・学習内容の分析から「細胞説が提唱された経緯と細胞説の内容について理解できているか，また原核
細胞と真核細胞について，細胞構造の基本的な相違点を指摘できるか」を把握する。同時に，これか
ら始まる生物の授業に対する期待感や自信に関する情報を収集することをねらいとする。

・単元最初の講義形式の授業であることから，授業時間の終了間際に実施し，得られた情報をその後の
授業にフィードバックすることを目的とする。

・上記の検討事項を踏まえ，「関心・意欲・態度」で３項目，「知識・理解」で３項目の質問項目を考
えることとした。生物の学習の導入であるこの時間では，「知識・理解」の観点については第１時目
の学習内容を中心に，「関心・意欲・態度」の観点では第１時限目以降の授業に対する心構えがよく
現れるような質問項目を設定した。

↓
＜作成された自己評価カードの見本＞

１ 生命の基本単位「細胞」 自己評価カード
( )組 ( )番 氏名( )

これはテストではありません。今日の授業を振り返ってみましょう。
当てはまるところの番号に○をつけてください。
【知識・理解】
１ 細胞には，卵細胞や神経細胞のように様々な種類があることがわか
りましたか？

とてもよくわかりました だいたいわかりました1. 2 .
あまりわかりませんでした まったくわかりませんでした3. 4 .

２ 細胞が，生物の機能上及び構造上の単位であることがわかりました
か？

とてもよくわかりました だいたいわかりました1. 2 .
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あまりわかりませんでした まったくわかりませんでした3. 4 .
３ 細胞には，核膜で囲まれた核を保つ細胞と，染色体はあるが膜で囲
まれた核は存在しない細胞があることがわかりましたか？

とてもよくわかりました だいたいわかりました1. 2 .
あまりわかりませんでした まったくわかりませんでした3. 4 .

【関心・意欲・態度】
４ 私は，これから始まる生物の授業なら，

１ ２ ３ ４ ５
積極的になる 消極的になる

５ 細胞について，いろいろ調べたいと
１ ２ ３ ４ ５

とても思う ほとんど思わない

６ 次の生物の授業の内容が，
１ ２ ３ ４ ５

とても気になる ほとんど気にならない

また，第７時の学習の最後にも，同様の作成過程を通じて，自己評価カードを作成した。このように単
元途中の場合には，内容の一区切りが終了したところで，再度生徒の実現状況をとらえなおし，第８時以
降の授業がスムーズに実施されるようにするのがねらいである。この場合でも，生徒には自己評価の結果
を成績にかかわらせないことを明らかにし，得られた結果を授業の改善に生かすとともに，生徒が自らの
学習の実現状況を把握し，学習姿勢の改善に役立てていくことが大切である。

７ 「動物細胞と植物細胞との比較」自己評価カード
( )組( )番 氏名( )

これはテストではありません。今日の授業を振り返ってみましょう。
当てはまるところの番号に○をつけてください。
【観察・実験の技能・表現】
１ 光学顕微鏡のピントを合わす作業は正しくできましたか？

1. とてもよくできました 2. だいたいできました
3. あまりできませんでした 4. まったくできませんでした

２ ミクロメーターでの細胞の測定は、正確にできましたか？
1. とてもよくできました 2. だいたいできました
3. あまりできませんでした 4. まったくできませんでした

３ ミクロメータを使用すれば、材料にかかわらず，大きさを測定できそうですか？
1.できると思います 2.だいたいできると思います
3.少しできると思います 4.できないと思います

４ 測定結果をワークシートにうまくまとめることができましたか？
1. とてもよくできました 2. だいたいできました
3. あまりできませんでした 4. まったくできませんでした

【知識・理解】
５ 観察によって、あなたはどの様な細胞小器官を見ることができましたか？

以下に観察できた小器官の名称を書いてみましょう。
タマネギ：
口腔細胞：

【思考・判断】
６ 観察結果から、植物細胞と動物細胞の細胞小器官の何が違っているのか指摘す

ることができますか？
1.できます 2.だいたいできます 3.少しできます 4.できません
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Ⅶ Ⅰ地学
ここでは，地学Ⅰの単元「生物界の変遷と地質時代区分 （７時間）の学習指導と評価を実践した事例」

を紹介する。

［事例と学習指導要領との対応］
この事例では，地学Ⅰの学習指導要領の内容との対応について，次のとおり「大項目 「中項目 「小項」 」

目 「単元」の用語を用いることとした。」

地学Ⅰの学習指導要領の内容との対応
(1)地球の構成 ＜大項目＞
ウ 地球の歴史 ＜中項目＞
(ｳ)化石と地質時代 ＜小項目＞
１ 地層と化石 ＜単 元＞
２ 生物界の変遷と地質時代区分 ＜単 元＞

この事例は，次の手順を踏んで評価している。
ⅰ) 「単元の目標」を設定する。
ⅱ) 「内容のまとまりごとの評価規準」から「単元の評価規準」を設定する （表１）。
ⅲ) 「単元の評価の計画」を作成する （表２）。
ⅳ) 「単元の指導と評価の計画及び学習活動における具体の評価規準」を設定する （表３）。
ⅴ) 授業における「具体の指導と評価規準」を設定する （表４）。
ⅵ) 評価の計画に従い授業の指導と評価を行い，評価資料を収集する。
ⅶ) 評価資料により単元の観点別評価の総括をする。

１ 単元の目標
生物界の変遷と地質時代区分の内容について，化石の特徴や進化の法則性を読みとる観察や実習を行

い，生物界の変遷に対する関心や探究心を高め，地学的に探究する能力と態度を育てるとともに，地質
時代が生物界の変遷に基づいて区分されることについて理解させる。

２ 単元の評価規準
「 」（ ） ，３ 学習指導要領の内容 内容のまとまりごとの評価規準及びその具体例， p.３３ を参考にして
「内容のまとまりごとの評価規準」から「単元の評価規準」を設定する。

表１
関心・意欲・態度 思考・判断 知識・理解観察・実験の技能・表現

内評 惑星としての地球の特 惑星としての地球の特 惑星としての地球の特 観察，実験などを通し

容価 徴及び地球表層や内部 徴及び地球表層や内部 徴及び地球表層や内部 て，惑星としての地球
の規 に見られる事物・現象 に見られる事物・現象 に見られる事物・現象 の特徴及び地球表層や
ま準 に関心や探究心をも の中に問題を見いだ に関する観察，実験の 内部に見られる事物・
と ち，意欲的にそれらを し，観察，実験などを 技能を習得するととも 現象に関する基本的な
ま 探究するとともに，科 行うとともに，事象を に，それらを科学的に 概念や原理・法則を理
り 学的態度を身に付けて 実証的，論理的に考え 探究する方法を身に付 解し，知識を身に付け

ご いる。 たり，分析的・総合的 け，観察，実験の過程 ている。

と に考察したりして問題 や結果及びそこから導

の を解決し，事実に基づ き出した自らの考えを

いて科学的に判断す 的確に表現する。

る。

化石の記録から分かる 示相化石や示準化石の 化石に関する観察や実単 化石に関する観察，実

生物界の変遷や大規模 観察，実習を行うとと 化石を観察 習を通して，地質時代元 習を行い，

な生物の絶滅に関心を もに，生物界の変遷に する技能を習得し，科 が生物界の変遷に基づの

もち，意欲的にそれら ついて，実証的，論理 学的に探究する方法を いて区分されることに評

を探究しようとする。 的に考えたり，分析的 身に付け，その結果を ついて理解し，知識を価

・総合的に考察したり 的確に表現する。 身に付けている。規

して問題を解決し，事準

実に基づいて科学的に

判断する。
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３ 単元の評価の計画
ここでは，表２を用いて単元の観点別評価の設計を行い計画表を作成している。
また，評価の進め方については，次に示す◎印と○印の２種類を設定し，指導と評価の一体化が一層

図れるよう工夫している。単元全体で，各観点ごとの状況を考えながら◎印と○印の評価を適切に設定
している。このことにより，教員が評価に追われて指導がおろそかになったり，評価することが過重な
負担とならないことに配慮している。

◎印の付いた評価規準：評価規準に照らして 「十分満足できると判断される」状況（Ａ）か，，
「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）か 「努力を要すると，
判断される」状況（Ｃ）かを把握し，単元の総括の資料とする。

○印の付いた評価規準：評価規準に照らして 「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ），
であるかどうかだけを把握する 「努力を要すると判断される」状況。
（Ｃ）になりそうな生徒に対して，適切な働きかけや指導の手だてを
行うことを特に重視したもので，単元の総括の資料とはしない。

表２

評価の観点
時 学習の内容 評 価 方 法 等

関心 思考 技能 知識
間 意欲 判断 表現 理解

態度

１ 化石による地質時代区分 ○ ○ ○観察，発問*１ *５

２ 先カンブリア時代 ○ ○観察，発問*３

３ 顕生代 ○観察，発問○*６

４ 実習＜ウマの進化＞ ◎③ ◎⑤ ◎実習プリント

５ 実習＜アンモナイトの観察＞ ◎ ◎④ ◎⑥ ◎実習プリント①

６ 人類の歴史 ○ ○ ○ワークシート*２ *４

◎⑦ ◎ワークシート

７ 単元のまとめ ◎② ◎グループ討論の観察，自己評価票
小テスト，グループ討論 ◎⑧ ◎小テスト

※ ①～⑧，*1～*6 は，表３の該当する「学習活動における具体の評価規準」を示す。
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４ 単元の指導と評価の計画及び学習活動における具体の評価規準
表２で◎印や○印をつけた観点の評価規準について，学習活動における具体の評価規準を設定する。
設定に当たっては，内容のまとまりごとの評価規準と単元の評価規準に照らして，学習活動における

具体の評価規準を設定する。

【 】内は評価方法等表３

時 学習活動における具体の評価規準

学習の内容・ねらい

間 関心・意欲・態度 思考・判断 知識・理解観察・実験の技能・表現

*１ *５１ 化石による地質時代 ○ ○

地球の歴史の中で 生物界の変化によ区分
・地球の歴史の中で何度も 生物の絶滅につい り，地質時代が，

生物の大量絶滅が起きて て関心をもち，化石 代，紀，世に区分さ

いることを知り，それを基に による時代区分を れることを中生代末

地質時代が区分されてい 意欲的に探究しよう の大量絶滅の隕石

ることを探究し，理解する。 とする。 衝突説を例として理

解し，知識を身に付【観察】

【観察】けている。

*３２ 先カンブリア時代 ○
最初の生命の誕生・約３５億年前に最初の生

の仕組みや大気中命が誕生し，約２０億年前

の酸素が作られたに大気に酸素が作られた

原因について考察原因を考察し，理解する。

する。

【観察】

*６３ 顕生代 ○
・約６億年前に無脊椎動物 動物の急激な発展

が急激に発展し，それ以 と大量絶滅により区

降の大量絶滅により地質 分される地質時代

時代が区分されることを理 の，古生代，中生

解する。 代，新生代の特徴

・古生代，中生代，新生代 や代表的な化石に

の代表的な生物界の変化 ついて理解し，知識

と化石について理解する。 を身に付けている。

【観察】

４ ◎③ ◎⑤実習<ウマの進化>
・ウマの奥歯の広がりから， ウマの化石のデー 時代ごとのウマの奥

定向進化の法則や，体の タをグラフ化し，体 歯の幅データをもと

大型化が段階的に進んだ の大きさの変化に に正しくグラフを作

進化の特徴を見いだし， ついて考察すること 成する技能を習得

理解する。 により，大型化が段 し，その結果を的確

階的に進んだことを に表現する。

見いだす。 【実習プリント】

【実習プリント】

５ ◎① ◎④ ◎⑥実習＜アンモナイトの
アンモナイトの化石 アンモナイトの化石 アンモナイトの化石観察＞

・アンモナイト化石標本を に関心をもち，その の縫合線や隔壁の を観察し，縫合線や

観察し，その特徴と進化の 特徴について意欲 構造の特徴から，進 隔壁の構造の特徴

系列について考察し，理 的に探究しようとす 化の系列を考察す をスケッチする技能

解する。 る。 る。 を習得する。【実習

【 】 【実習プリント】 プリント】実習プリント
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時 学習活動における具体の評価規準

学習の内容・ねらい

間 関心・意欲・態度 思考・判断 知識・理解観察・実験の技能・表現

６ ○ ◎⑦人類の歴史 *２ *４○
・人類の起源が猿人であ 人類の起源につい 自分の脳容積を計 猿人，原人，旧人，

り，原人，旧人，新人と進 て関心をもち，原人 算する技能を習得 新人に至る人類の

化したことを理解する。 や原生人類につい し，猿人，原人，旧 進化と人類の起源

・人類の起源がアフリカ東 て意欲的に探究し 人，新人の脳容積 と拡散について理

部にあり，そこから世界各 ようとする。 を比較し，科学的に 解し，知識を身に付

地へ拡散したことについて 【ワークシート】 探究する方法を身 けている。

様々な説があることを理解 に付ける。 【ワークシート】

する。 【 】ワークシート

７ ◎② ◎⑧単元のまとめ
・小テスト，グループ討論， 生物界の変遷と地 地質時代区分と代

自己評価により，単元を振 質時代区分の内容 表的な示準化石に

り返る。 について関心をも ついて理解し，知識

・自らの考えを的確に表現 ち，意欲的に探究し を身に付けている。

できる力を身に付ける。 ようとする。また，疑 【小テスト】

問や課題を見いだ

し解決しようとする。

【グループ討論の観

察，自己評価票】
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５ 具体の指導と評価
ここでは，第４時から第７時における具体の指導と評価について紹介する。
表４

時 内 ＜評価の観点＞
学習活動 評価方法

間 容 学習活動における具体の評価規準

実 導５ ・実習の目的を理解する。
習 入分

展 ・横軸に始新世以降の地質時代，縦軸に奥歯の ◎③ ◎③，◎⑤

＜

＜評価規準 思考・判断＞
ウ 開 幅をとったグラフに，時代ごとのウマの奥歯の 【実習プリント】ウマの化石のデータをグラフ化し，体の大きさ

第 マ 25 幅データをプロットする。 机間指導を行い実習プリンの変化について考察することにより，大型化が

４ の 分 ・プロットした点にウマの属名を記し，ウマの トにより「おおむね満足で段階的に進んだことを見いだす。
時 進 進化系列に従って線で結ぶ。 ＜評価規準◎⑤ きると判断される」状況観察・実験の技能・表現＞

化 （Ｂ）であるかどうかを確時代ごとのウマの奥歯の幅データをもとに正し
ま ・現代のウマにつながる化石となっている過去 認する。回収した実習プリ

＞

くグラフを作成する技能を習得し，その結果を
と の馬の系列をまとめる。 ントの記載内容を授業後に的確に表現する。
め ・ウマの奥歯の幅が拡大し続けたことをから 点検し，Ａ，Ｂ，Ｃの評価
20 「定向進化」についてまとめる。 を記録する。
分 ・時々急に大きく広がったという，ウマの奥歯

の広がり方の特徴をまとめる。

実 導５ ・実習の目的を理解する。
習 入分＜

ア 展 ・アンモナイトの外観を観察し スケッチする ◎①，◎④，◎⑥， 。 ＜評価規準◎① 関心・意欲・態度＞
ン 開 ・縫合線とは何かを理解し，現れている縫合線 【実習プリント】アンモナイトの化石に関心をもち，その特徴に

第 モ 25 をスケッチする。 机間指導を行い実習プリンついて意欲的に探究しようとする。
５ ナ 分 ・半分に縦断研磨したアンモナイトの隔壁を観 トにより「おおむね満足で＜評価規準◎④ 思考・判断＞
時 イ 察し，スケッチする。 きると判断される」状況アンモナイトの化石の縫合線や隔壁の構造の

ト （Ｂ）であるかどうかを確特徴から，進化の系列を考察する。
の ま ・殻表面の特徴や縫合線の特徴をまとめる。 認する。回収した実習プリ＜評価規準◎⑥ 観察・実験の技能・表現＞
観 と ・観察したアンモナイトより時代が古いアンモ ントの記載内容を授業後にアンモナイトの化石を観察し，縫合線や隔壁
察 め ナイトの縫合線を見て相違点を考え，縫合線の 点検し，Ａ，Ｂ，Ｃの評価の構造の特徴をスケッチする技能を習得す

20 複雑化という進化をまとめる。 を記録する。

＞

る。
分 ・オウムガイの断面と比較，アンモナイトの隔

壁の特徴についてまとめる。

（ ， ， ）人 導10 ・自分の祖先 100年前 １万年前 百万年前
類 入分 の姿を想像して，ノートに絵を書いてみる。

*２ *２ *４の ＜評価規準 関心・意欲・態度＞ ，○ ○ ○
歴 展 ・化石人類の名前を，ワークシートの発見地図 【ワークシート】人類の起源について関心をもち，原人や原生
史 開 系譜図の中に書き込む。 机間指導を行いワークシー人類について意欲的に探究しようとする。

30 ・自分の脳容積をリー・パーソン氏法で計算 ＜評価規準 トにより「おおむね満足で○ 観察・実験の技能・表現＞*４

第 分 し，ワークシートに記入する。 自分の脳容積を計算する技能を習得し，猿 きると判断される」状況
６ ・猿人，原人，旧人，新人の脳容積をワークシ 人，原人，旧人，新人の脳容積を比較し， （Ｂ）であるかどうかを確
時 ートに記入する。 科学的に探究する方法を身に付ける。 認する。

＜評価規準◎⑦ 知識・理解＞ ◎⑦【ワークシート】
ま ・人類の歴史について，アフリカ単一起源説が 机間指導を行いワークシー猿人，原人，旧人，新人に至る人類の進化と
と 現在主流であること，ＤＮＡの研究が応用され トにより「おおむね満足で人類の起源と拡散について理解し，知識を身
め ていること等を確認しまとめる。 きると判断される」状況に付けている。
10 ・猿人，原人，旧人，新人の特徴と系譜やアフ （Ｂ）であるかどうかを確
分 リカ単一起源説やＤＮＡ研究の要点を確認しま 認する。授業後に，回収し

とめる。 たワークシートの記載内容
を点検し，Ａ，Ｂ，Ｃの評
価を記録する。

単 小15 ・小テストに解答する。 ＜評価規準◎⑧ 知識・理解＞ ◎⑧【小テスト】
元 テ分 授業後に小テストの採点を地質時代区分と代表的な示準化石について
の ス 行い，Ａ，Ｂ，Ｃの評価を理解し，知識を身に付けている。
ま ト 記録する。
と

【 ，第 め 展 ＜評価規準 ② 関心・意欲・態度＞ ◎② グループ討論の観察・「生物の変遷と地質時代区分」の単元を振り返り， ◎
７ 開 自己評価票】疑問に思ったことや関心をもったこと，その問題解 生物の変遷と地質時代区分の内容について
時 30 グループ討論を観察し お決法等について４～５人のグループで討論し，そ 関心をもち，意欲的に探究しようとする。また， ，「

分 おむね満足できると判断さの結果を発表し合う。 疑問や課題を見いだし解決しようとする。
れる」状況（Ｂ）であるか

自 どうかを確認する。回収し・「生物の変遷と地質時代区分」の単元を振り返り，
己 た自己評価票を授業後に点自己評価を行う。
評５ 検し，Ａ，Ｂ，Ｃの評価を
価分 記録する。
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６ 観点別評価の進め方
本事例では，評価の進め方について◎印と○印の２種類を設定している。単元の観点別評価を進める

に当たっては，ここで示した事例では各観点ごとに２カ所の 印の付いた評価規準を設定している。ま◎
た，それ以外に○印の付いた評価規準による評価を行う場面も設定している。

(1) ◎印の付いた評価規準による評価の進め方の例
表３の「学習活動における具体の評価規準」は 「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ），

を示すものであり，この状況を実現していない場合が 「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）と，
考えられる。また 「おおむね満足できると判断される」状況の中で，質的な深まりや高まりが見ら，
れる場合が 「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と考えられる。，
以下，それぞれの観点別の評価の進め方について，例を示す。

ア 関心・意欲・態度
第７時は，単元のまとめとして行うグループ討論，自己評価において評価を行う。グループ討論
の観察では，評価規準◎②に照らして「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）であるかど
うかを確認する。回収した自己評価票（p.１１２）を授業後に点検し，Ａ，Ｂ，Ｃの評価を記録す
る。

＜評価規準◎② 関心・意欲・態度＞生物界の変遷と地質時代区分の内容について関心をもち，意
欲的に探究しようとする。また，疑問や課題を見いだし解決しようとする。

＜「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価する具体例＞
［グループ討論の場面］
・アンモナイト，ウマ，人類の進化について，自ら新たな疑問や課題を見いだしており，そのこ
とを解決しようとして発言している。

［自己評価の場面］
・生物の進化について，自ら新たな疑問や課題を見いだしており，そのことを解決しようと意欲
的に記述している。

＜「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だて＞
［グループ討論の場面］
・生物の変遷と地質時代区分の内容を順序立てて簡潔に振り返り，当該生徒のワークシートや実
習プリントを見ながら，特に印象に残った項目や実習がなかったか，どのような点が印象に残
ったのかを考えるように助言し，例を挙げて発言するよう促す。

・ あなたの親の親の親の親の・・・・はるか昔の親はどんな姿をしていたんだろうね？」等と「
具体的な疑問を投げかけ，化石のもつ時間的な意味を想起させ，そこから疑問点を浮かび上が
らせるよう導く。

［自己評価の場面］
・アンモナイト，ウマ，人類の進化の学習において，特に印象に残ったこと，何か不思議に思っ
たこと，疑問に思ったこと等がないか考えるよう助言する。

・カナダのバージェス層から産出した現存しない不思議な生き物の化石や恐竜の進化など，その
生徒の興味・関心がありそうな事柄を選んで考えるよう助言する。

イ 思考・判断
第４時は 「ウマの進化」の実習において机間指導を行い，実習プリントにより評価規準◎③に，
照らして「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）であるかどうかを確認する。回収した実
習プリントの記載内容を授業後に点検し，Ａ，Ｂ，Ｃの評価を記録する。

＜評価規準◎③ 思考・判断＞ウマの化石のデータをグラフ化し，体の大きさの変化について考察す
ることにより，大型化が段階的に進んだことを見いだす。

＜「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価する具体例＞
・グラフの傾きが平坦で奥歯の広がる割合が緩やかな時期と，グラフの傾きが急で奥歯が急激に
広がる時期があることを見いだし，記載している。

・始新世と漸新世の間で，ウマの奥歯の広がりが急に進んだことに気付き，記載している。
・中新世や鮮新世に，異常に大型化したものや逆に小型化したグループがあったが，それらは絶
滅してしまったことを見いだし，記載している。

＜「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だて＞
・データの点を結ぶ作業ができない生徒には，具体的に２，３のウマのデータを結んで見せ，ウ
マの系列が枝分かれするところに注意を払うよう指導・助言する。

・ウマの奥歯の広がり率を計算するには［ 奥歯の幅の差）÷（100万年単位の年数 ］であるこ（ ）
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とを，具体的に広がっている量と100万年単位の年数を示してやりながら指導する。
・グラフが右上がりの場合は大型化，その逆は小型化の傾向を示すこと，及びグラフの傾きが大
きいほど急激に変化したことに気付くよう指導・助言をする。

ウ 観察・実験の技能・表現
第５時の「アンモナイトの観察」の実習において，机間指導を行い実習プリント（p.１１１）に
より評価規準◎⑥に照らして「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）であるかどうかを確
認する。回収した実習プリントの記載内容を授業後に点検し，Ａ，Ｂ，Ｃの評価を記録する。

＜評価規準◎⑥ 技能・表現＞アンモナイトの化石を観察し，縫合線や隔壁の構造の特徴をスケッチ
する技能を習得する。

＜「十分満足できると判断される」状況（Ａ）と評価する具体例＞
・アンモナイトの化石を注意深く観察し，隔壁のない住房部分が潰れていることを，正確にスケ
ッチしている。

・縫合線の観察において，殻が剥落している部分に縫合線が見えることや，隣り合う縫合線が細
部にわたり相似形の紋様をしていることを，正確にスケッチしている。

＜「努力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒への手だて＞
・殻表面の模様や縫合線等の観察・スケッチのポイントを見逃している生徒には，標本の中で特
に特徴が顕著である部位を指示し，それをスケッチするよう促す。

・理科のスケッチの技能として，輪郭を１本の実線で描くよう指導する。
・うまく縫合線の観察ができない生徒には，はじめは拡大カメラでモニターに映し出した縫合線
を見せ，特徴を指摘してからルーペを使ってスケッチさせる。

・オウムガイとアンモナイトの断面の模式図を同じ大きさで描いて見せ，隔壁の凹凸の向きの違
いに気付かせ，構造の特徴をとらえてスケッチするよう指導する。

エ 知識・理解
評価規準◎⑧に照らして次のように設第７時では知識・理解に関する小テストを行う。小テストは

。計し評価する

＜評価規準◎⑧ 知識・理解＞地質時代区分と代表的な示準化石について理解し，知識を身に付
けている。

＜小テストの設計＞
・所要時間 １５分
・評価規準◎⑧に照らして正答すれば「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）の問題
（ ） 「 」 （ ） （ ）ｂ問題 を３問,正答すれば 十分満足できると判断される 状況 Ａ の問題 ａ問題
を２問とし，計５問で構成する。

＜判断のめやす＞
・Ａと評価する場合 正答が全問のとき，または誤答がａ問題の１問だけのとき
・Ｃと評価する場合 正答が１問以下のとき
・Ｂと評価する場合 上記以外のとき

◎印の付いた評価規準による評価では，以上のように評価規準に照らして，Ａ，Ｂ，Ｃと評価す
るだけではなく おおむね満足と判断される 状況 Ｂ が実現できていない状況 すなわち 努，「 」 （ ） ， 「
力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな生徒がいる場合には，個別に次のような指導や
働きかけを行うことが望ましい。
・授業後や放課後に，当該生徒を呼び，授業の内容や関連事象についてわかりやすく説明するな
どの補充的な指導を行う。

・実験・実習プリントには，観察・スケッチの要点や考察のポイント，着眼点等を具体的に言葉
でコメントを書き，次回の参考にさせる。

また 「おおむね満足と判断される」状況（Ｂ）の生徒に対しても，機会を見付けて学習がより，
深まりや高まりがあるものとなるよう指導することが望ましい。この指導により，学習内容に対し
てさらに興味・関心が高まり，より科学的な思考・判断ができるようになることが期待される。

(2) ○印の付いた評価規準による評価の進め方の例
目標に準拠した評価においては，評価の結果によって後の指導を改善し指導に生かす評価を充実さ

せるという，いわゆる指導と評価の一体化が重要であるとされている。評価は，授業活動のあらゆる
場面において行われ得るものであるが，毎時全ての観点について評価規準を設定し，生徒一人一人の
状況を把握しようとすることは，教員にとって過大な負担となるとことも考えられる。
そのため，本事例では観点別評価としてＡ，Ｂ，Ｃを記録する◎印の付いた評価規準と区別して，
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○印の付いた評価規準を設定している。この○印の付いた評価規準は，評価規準に照らして「おおむ
ね満足できると判断される」状況（Ｂ）であるかどうかだけを把握する。この○印の付いた評価規準
による評価では 「おおむね満足と判断される」状況（Ｂ）が実現できていない状況，すなわち「努，
力を要すると判断される」状況（Ｃ）になりそうな状況の生徒に対して，適切な働きかけや指導の手
だてを行うことを重視し，生徒全員が「おおむね満足できると判断される」状況（Ｂ）になることを
目指して指導する。この評価は，単元の総括の資料とはしない。

７ 観点別評価の総括
総括に当たっての基本的な考え方は，
・評価の結果がＡとＢだけの場合

Ａが過半数のとき単元の評価はＡ，Ａが過半数に至らないとき単元の評価はＢ
・評価の結果がＢとＣだけの場合

Ｃが過半数のとき単元の評価はＣ，Ｃが過半数に至らないとき単元の評価はＢ
・評価の結果にＡとＢとＣがある場合

Ａ一つとＢ一つで，Ｂ二つに置き換えた後，上記にならう。

本事例では，単元に◎印の付いた評価規準を各観点二つ設定したので，評価は次のようになる。
Ａ・二つともＡである場合････････
Ｃ・二つともＣである場合････････
Ｂ・上記のいずれでもないもの････

表５

評 価
時

学 習 の 内 容 関心 思考 技能 知識
間 意欲

態度 判断 表現 理解

１ 化石による地質時代区分

２ 先カンブリア時代

３ 顕生代

４ 実習＜ウマの進化＞ Ａ Ｃ◎ ◎

５ 実習＜アンモナイトの観察＞ Ａ Ｂ Ａ◎ ◎ ◎

６ 人類の歴史 Ｃ◎

７ 単元のまとめ Ａ Ｃ◎ ◎

Ａ Ｂ Ｂ Ｃ単元の総括

この外にも，単元（題材）における観点別評価の総括については様々な考え方や方法があり，各学校
において工夫することが望まれる。
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８ 参考資料

［例］第５時［アンモナイトの観察」実習プリント

「評価・コメント欄」

実習プリントには上の例のように「評価・コメント欄」を設け，その実習における評価の観点（関心
・意欲・態度，思考・判断，観察・実験の技能・表現の３観点）を示し評価とコメントを記入する。

，「 」技能・表現の観点のコメント欄には 住房部がつぶれていることに気付きよくスケッチしています
等と記し，評価結果（Ａ）とともに具体的に何がよかったのかを生徒に示す。
思考・判断の観点のコメント欄には，評価結果（Ｂ）とともに「殻表面の凹凸，複雑な縫合線，いず

れも殻の強度を増すことに注意せよ」等と着眼点を示し，より深まりや高まりがある内容にして「十分
満足できると判断される」状況（Ａ）にするにはどのようなことが必要なのかを示す。

拡大
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［例］第７時「自己評価票」

自己評価を行う際に，自己の学習姿勢を振り返り，できるだけ客観的に記入するよう生徒に指導する。
自己評価の結果が教師の観察と大きくかけ離れる場合には，自己評価票にコメントを記すことにより，客
観的な学習の振り返り方や自己評価の意味について個別に指導し，自己評価力を高めるように指導する。
この自己評価票の設問６については，評価規準◎②（関心・意欲・態度）に照らして，Ａ，Ｂ，Ｃの評

価を行う。

「化石と地質時代」自己評価票

〔 〕年〔 〕組〔 〕番 氏名〔 〕

「化石と地質時代」の学習を通して，あなたの学習姿勢はどうだったでしょうか。次
の項目について自己を評価してみましょう。あてはまる番号に○をつけてください。

１ 「化石と地質時代」の授業の内容はだいたいわかりましたか？
４ とてもよくわかった
３ だいたいわかった
２ あまりよくわからなかった
１ ほとんどわからなかった

２ 化石や生物の絶滅について興味が持てましたか？
４ 大変興味を持った
３ 少し興味を持った
２ あまり興味が持てなかった
１ ほとんど興味が持てなかった

３ 実験・実習には積極的に取り組みましたか？
４ 自ら進んで積極的に取り組んだ
３ 与えられた役割や，やるべき事はきちんとこなした
２ あまり積極的に取り組まない時があった
１ ほとんど取り組まなかった

４ 地球の歴史や生物の歴史の長さについて，人間の歴史やヒトの一生と比較
してどのように感じましたか？

４ 大変な長さだと驚き，人間の歴史やヒトの一生がいかに短いかを考えさせられた
３ 大変な長さだと何となく漠然と感心した
２ あまりピンと来ない長さでよくわからなかった
１ ほとんど何も感じなかった

５ 人類の歴史と進化について興味が持てましたか？
４ 大変興味を持った
３ 少し興味を持った
２ あまり興味を持たなかった
１ ほとんど興味がなかった

６ 「化石と地質時代」の学習を通して，疑問に思ったり調べてみたいと思っ
た事柄がありますか？ 具体的に記述して下さい。

関心・意欲・態度の観点について
評価規準◎②に照らして評価する




