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Ⅳ－１ 授業と評価の実践に向けて

（１）単元指導計画のフォーマットとその作成要領

ここでは、小・中学校における生活科、社会科、理科の各教科を取り上げるが、その単

元指導計画については、第Ⅱ章第５節で示したフォーマットと作成要領に従って作成する

ことにした。

具体的には、①単元指導計画の対象学年及び担当者の決定→②単元名及び学習活動の決

定→③単元設定に関わる「教師の願い」の決定→④単元設定に関わる「子どもの実態」の

決定→⑤単元の目標の決定→⑥単元の評価規準の決定→⑦学習過程における単元の評価規

準の具体化と評価資料の決定→⑧評価資料（略）→⑨ルーブリックの設定→⑩評価の３つ

の機能への対応計画の決定、という順序で単元指導計画を記述することにした。

以下、⑥の単元の評価規準の決定について、生活科、社会科、理科の各教科における作

成の要領を解説していく。

（２）評価規準の作成～各教科・学年レベル／単元レベル／学習過程レベル～

（２）－１ 生活科における場合

① 教科・学年レベルにおける評価規準の作成

教科・学年レベルの評価規準を作成するにあたって、生活科など各教科においては、手

がかりとなる文書が２つある。

１つは、平成13年4月27日に、各国立大学長・各都道府県教育委員会等に通知された指

。 、「 」「 」「 」導要録に関する文書である そこでは 関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現

「知識・理解」の４つの観点について、それぞれ観点別学習状況欄の観点と趣旨が示され

ている。

、 （ 、 ）他の１つは 国立教育政策研究所教育課程研究センター 以下 教育課程研究センター

によって作成され、平成14年2月に出された小・中学校別の『評価規準の作成、評価方法

の工夫改善のための参考資料－評価規準、評価方法等の研究開発（報告 （以下、報告）』

書）である。そこでは、評価の観点やその趣旨が、学習指導要領の内容ごとに、評価規準

および評価規準の具体例として挙げられている。

ここでは、本報告書で掲載している小学校第１学年生活科の単元「でっかくそだてサツ

マイモ おいしくたべようサツマイモ （全34時間）をもとに、評価規準の作成要領につ」

いて解説していくことにする。

まず、本単元「でっかくそだてサツマイモ おいしくたべようサツマイモ」の目標・内

容（＝教師の願い）は、学習指導要領でいえば、生活科「２ 内容」の（３ 「地域と生）

活」と（７ 「動植物の飼育・栽培」の部分に該当している。その内容を示せば、以下の）

通りである。
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内 容

（３）自分たちの生活は地域の人々や様々な場所とかかわっていることが分かり、それらに親しみを

もち、人々と適切に接することや安全に生活することができるようにする。

（７）動物を飼ったり植物を育てたりして、それらの育つ場所、変化や成長の様子に関心をもち、ま

た、それらは生命をもっていることや成長していることに気付き、生き物への親しみをもち、

大切にすることができるようにする。

本単元「でっかくそだてサツマイモ おいしくたべようサツマイモ」は、こうした「地

域と生活」と「動植物の飼育・栽培」の内容の両方を取り扱う単元として授業者が設定し

たものである。

これらの内容を指導するために評価規準を作成することになるが、前述した教育課程研

究センターの報告書では 「地域と生活」と「動植物の飼育・栽培」の評価規準が、次の、

ように能力分析的な評価の観点に書き分けられている。

＜（３ 「地域と生活」の評価規準＞）

生活への関心・意欲・態度 活動や体験についての思考・表現 身近な環境や自分についての気付き

地域の人々や様々な場所に 地域の人々や様々な場所と適切に 自分たちの生活は、地域の人々や様

親しみをもってかかわり、 かかわることや、安全に生活する 々な場所とかかわりをもっているこ

自分の生活を広げようとし ことについて考え、それを表現す とが分かっている。

ている。 ることができる。

＜（７ 「動植物の飼育・栽培」の評価規準＞）

生活への関心・意欲・態度 活動や体験についての思考・表現 身近な環境や自分についての気付き

生き物やそれらの育つ場 工夫して動物を飼ったり植物を育 動植物は生命をもっていることや成

所、変化や成長の様子に関 てたりするとともに、世話をした 長していること、動植物の世話の仕

心をもち、親しんだり大切 ことや生き物のことなどについて 方などに気付いている。

にしたりしようとしてい 表現することができる。

る。

評価の観点との関連からみてみると 「地域と生活」を学習する際には、地域の人々や、

様々な場所に親しみをもってかかわり、自分の生活を広げようとしているといった「生活

への関心・意欲・態度」の目標が、地域の人々や様々な場所と適切にかかわることや、安

全に生活することについて考え、それを表現することができるといった「活動や体験につ

いての思考・表現」の目標が、あるいは、自分たちの生活は、地域の人々や様々な場所と

「 」かかわりをもっていることが分かっているといった 身近な環境や自分についての気付き

の目標が設けられている。

また 「動植物の飼育・栽培」を学習する際には、生き物やそれらの育つ場所、変化や、

成長の様子に関心をもち、親しんだり大切にしたりしようとしているといった「生活への

関心・意欲・態度」の目標が、工夫して動物を飼ったり植物を育てたりするとともに、世

話をしたことや生き物のことなどについて表現することができるといった「活動や体験に

ついての思考・表現」の目標が、動植物は生命をもっていることや成長していること、動
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植物の世話の仕方などに気付いているといった「身近な環境や自分についての気付き」の

目標が設けられている。

、 、 。さらに 先述の報告書には これらの評価規準の具体例が以下のように記述されている

＜（３ 「地域と生活」の評価規準の具体例＞）

生活への関心・意欲・態度 活動や体験についての思考・表現 身近な環境や自分についての気付き

・挨拶をしたり話しかけた ・幼児や高齢者など、相手に応じ ・地域には親しくなった人や好きに

りするなど、地域の人々 て接し方を考えることができ なった場所などがあることが分か

に進んでかかわろうとし る。 っている。

ている。 ・用件を正しく伝えて買い物など ・愛着のある場所が増えたり人と上

・めあてを新たにしなが をすることができる。 手に接したりできるようになった

ら、近くの店や野原など ・安全な遊び方や場所の使い方に ことに気付いている。

に行こうとしている。 ついて工夫することができる。 ・地域の人々や様々な場所などとか

・地域の人々や様々な場所 ・その場の状況をとらえ、危険な かわって生活すると楽しいことに

とかかわることを楽しも どを予測して行動できる。 気付いている。

うとしている。 ・好きな場所や親しくなった人々

などのことを表現することがで

きる。

＜（７ 「動植物の飼育・栽培」の評価規準の具体例＞）

生活への関心・意欲・態度 活動や体験についての思考・表現 身近な環境や自分についての気付き

・生き物を探したり、採っ ・変化や成長の様子に合わせて水 ・育てている動植物の成長や変化の

たり、育てたりしようと や餌、肥料をやるなど、世話の 様子に気付いている。

している。 仕方を考えることができる。 ・育てている動植物に合った世話の

・育てている動植物の成長 ・自然の中ではどのような状態に 仕方があることに気付いている。

を楽しみにしながら世話 あったか調べたり、動植物の好 ・誕生や成長を喜んだり死を悲しん

を続けようとしている。 む環境を作ったりなどして、適 だりすることを通して、動植物も

・触ったり、抱いたり、水 切にかかわることができる。 生命をもっていることが分かって

や餌、肥料をやったりな ・世話の工夫や世話をして感じた いる。

どして親しく接しようと こと、生き物の様子や成長への ・生き物への親しみが増し、上手に

している。 期待などを表現することができ 世話ができるようになったことに

る。 気付いている。

表にみられるように 「地域と生活」では、先の評価規準が 「生活への関心・意欲・態、 、

度」をみると３項目に 「活動や体験についての思考・表現」については５項目に 「身、 、

近な環境や自分についての気付き」は３項目にそれぞれ具体化されている。

また 「動植物の飼育・栽培」では、先の評価規準が 「生活への関心・意欲・態度」を、 、

みると３項目に 「活動や体験についての思考・表現」については３項目に 「身近な環、 、

境や自分についての気付き」は４項目にそれぞれ具体化されている。

② 単元レベルにおける評価規準の作成

各学校においては、上述した教科・学年レベルにおける評価規準を参考にしながら、単
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元レベルにおける評価規準を作成することになる。

この時、すでに第Ⅱ章第４節第１項で検討したように、教科・学年レベルにおける評価

規準あるいはその具体例をそのまま使うことはできない。それは、単元において指導する

、 、内容と学習指導要領における内容とが 必ずしも１対１対応しない場合が多いからであり

さらに言えば、例え１対１対応している場合であっても、単元における子どもの具体的な

学びの視点から評価規準を設定する必要があるからである。

本単元「でっかくそだてサツマイモ おいしくたべようサツマイモ」についても、それ

、 、 （ ）「 」らの内容は１対１対応しておらず 本単元の内容は 学習指導要領の ３ 地域と生活

と（７ 「動植物の飼育・栽培」の二つの内容を同時に扱っている。）

そこで、本単元では、教科・学年レベルにおける評価規準あるいはその具体例の中から

単元に該当する部分を参考にしながら、それらを単元にふさわしく書き改める必要がある

のである。そうした作業の結果、本単元では、次のように評価規準が作成されている。

○関心・意欲・態度

①進んでサツマイモを育てたり、調理したり、発表したりしようとする。

②サツマイモへの親しみをもち、大切にしようとする。

○思考・表現

①自分で調べたり、友だちや家族や地域の人から学んだりしながら、サツマイモを大きく育てた

り、イモや蔓で遊んだり、おいしく調理したりする方法を考えることができる。

②他の植物（アサガオやオクラ）とサツマイモとの育て方や世話の仕方の違いを調べることがで

きる。

③サツマイモを育てたり、調理したことから分かったことや考えたことを、絵や表を使って友達

や、家族・地域の人に伝えることができる。

○気付き

①サツマイモの成長に気付く。

②自分たちで考えたり工夫したりして活動することの楽しさに気付く。

③ 学習過程レベルにおける評価規準の具体化と評価資料の決定

単元の評価規準は、さらに、学習過程レベルにおける評価規準として具体化されること

になる。また、そうした評価規準の学習の実現状況を判断するための評価資料を決定する

必要がある。

本単元では 「５．学習過程と評価計画」にあるように 「関心・意欲・態度」①は、、 、

学習活動１－①、②、２－①、②、４－①の５カ所において「学習カード１ 「行動観察」

１ 「行動観察２ 「学習カード３ 「学習カード７」を使って評価し、また 「関心・意」 」 」 、

欲・態度」②については、学習活動２－⑤において「行動観察３」で評価することが計画

されている。

次に 「思考・判断」①については、学習活動１－③、３－②、４－③、④の４カ所に、

おいて 「学習カード２ 「学習カード６ 「学習カード９ 「学習カード10」によって評、 」 」 」

、「 」 、 「 」 、価し 思考・判断 ②については 学習活動２－③において 学習カード４ によって

「思考・判断」③については、学習活動３－③、５－①、②、７－②の４カ所において、

「行動観察５ 「学習カード11 「行動観察７ 「サツマイモ新聞１」によってそれぞれ評」 」 」
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価することが計画されている。

最後に 「気付き」では、①が学習活動２－④において「学習カード５」によって評価、

、 、 、 、 、「 」し ②については学習活動３－① ４－② ⑤ ６－①の４カ所において 行動観察４

「学習カード８ 「行動観察６ 「学習カード12」によって評価することが計画されてい」 」

る。

（２）－２ 社会科における場合

① 教科・学年レベルにおける評価規準の作成

ここでは、本報告書で掲載している中学校第３学年社会科（公民的分野）の単元「わた

したちの暮らしと経済のまとめ （全６時間）をもとに、評価規準の作成要領について解」

説していくことにする。

まず、本単元「わたしたちの暮らしと経済のまとめ」の目標・内容（＝教師の願い）を

みると、本単元は、学習指導要領でいえば、第３学年Ⅲ公民的分野「２ 内容」の（２）

「国民生活と経済」ア「私たちの生活と経済」の部分に該当していることがわかる。その

内容を示せば、以下の通りである。

（２）国民生活と経済

ア 私たちの生活と経済

身近な消費生活を中心に経済活動の意義を理解させるとともに、価格の働きに着目させて市場経済

の基本的な考え方について理解させる。また、現代の生産の仕組みのあらましや金融の働きについて

理解させるとともに、社会における企業の役割と社会的責任について考えさせる。その際、社会生活

における職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善について、勤労の権利と義務、労働組合の意義

及び労働基準法の精神と関連付けて考えさせる。

このような内容を指導するために評価規準を作成することになるが、先述の教育課程研

究センターの報告書では （２）ア「私たちの生活と経済」の評価規準が、次のように能、

力分析的な評価の４つの観点に書き分けられている。

＜（２）ア「私たちの生活と経済」の評価規準＞

社会的事象への 社会的な思考・判断 資料活用の 社会的事象について

関心・意欲・態度 技能・表現 の知識・理解

個人や企業の経済 社会における企業の役割と社会 個人と企業の経済活動に 経済活動の意義、市

活動に対する関心 的責任、社会生活における職業 関する様々な資料を収集 場経済の基本的な考

を高め、それを意 の意義と役割及び雇用と労働条 し、学習に役立つ情報を え方、生産の仕組み

欲的に追究し、経 件の改善について多面的・多角 適切に選択して活用する のあらまし、金融の

済活動について考 的に考察し、個人や企業の経済 とともに、追究し考察し 働きについて理解

えようとしている 活動の在り方について様々な立 た過程や結果をまとめた し、その知識を身に。

場から公正に判断している。 り 説明したりしている 付けている。、 。

評価の４観点との関連からみてみると、本単元を学習する際には、経済活動に対する関

心を高め、それを意欲的に追究し、考えようとしているといった「関心・意欲・態度」の

目標が、企業の役割と責任、職業の意義と役割、雇用と労働条件の改善について多面的・
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多角的に考察し、経済活動のあり方についてさまざまな立場から公正に判断しているとい

った「思考・判断」の目標が、経済活動に関する資料を収集し、適切に選択して活用し、

追求し考察した過程や結果をまとめたり、説明したりしているといった「技能・表現」の

目標が、あるいは、経済活動の意義、市場経済、生産の仕組み、金融の働きについて理解

し、その知識を身に付けているといった「知識・理解」の目標が設けられている。

、 、 。さらに 先述の報告書には これらの評価規準の具体例が以下のように記述されている

＜（２）ア「私たちの生活と経済」の評価規準の具体例＞

社会的事象へ 資料活用の 社会的事象についての

の関心・意欲 社会的な思考・判断 技能・表現 知識・理解

・態度

・個人の消費 ・企業には、市場において公 ・個人の消費生活 ・経済活動の意義が人間の生活の

生活や企業 正な経済活動を行い、消費 や企業の生産活 維持・向上にあり、経済は生活

の生産活動 者、株主や従業員の利益を 動などに関する のための手段にほかならないこ

まっている。 考察している。 て収集してい とを理解し、その知識を身に付

・個人や企業 ・企業には、その経済活動が る。 けている。

の経済活動 及ぼす社会的影響に対して ・収集した資料の ・市場経済においては、企業や個

に関する諸 公共の利益に配慮する社会 中から、経済活 人は価格を考慮しつつ、何をど

問題を意欲 的責任があることについて 動の意義や市場 れだけ生産・消費するか選択し

的に追究し 多面的・多角的に考察して 経済の基本的な ていることを理解し、その知識

ている。 いる。 考え方などにつ を身に付けている。

・今日の経済 ・職業には、家計を維持・向 いての学習に役 ・市場経済においては、何をどれ

活動に関す 上支えるだけでなく、個人 立つ情報を適切 だけ生産・消費するかにかかわ

る諸問題に の個性を生かすとともに、 に選択し活用し って、価格には人的・物的資源

着目し、個 社会的分業の一部を担うこ ている。 を効率よく配分する役割がある

人や企業の とによって社会に貢献し、 ・個人や企業の経 ことなどを理解し、その知識を

経済活動に 社会生活を支える意義があ 済活動について 身に付けている。

ついて考え ることについて多面的・多 追究し考察した ・人間に役立つ商品やサービスを

ようとして 角的に考察している。 過程や結果をま 作り出す生産が、企業を中心に

いる。 ・個人や企業の経済活動の在 とめたり、説明 行われていることを理解し、そ

り方について消費者、生産 したりしてい の知識を身に付けている。

者、労働者など様々な立場 る。 ・家計の貯蓄などを企業の生産活

から公正に判断している。 動や生活の資金として円滑に循

環させるため、金融機関が仲立

ちしていることを理解し、その

知識を身に付けている。

、 、「 」 、このように 先の評価規準が 社会的事象への関心・意欲・態度 をみると３項目に

「社会的な思考・判断」については４項目に 「資料活用の技能・表現」は３項目に 「社、 、

会的事象についての知識・理解」は５項目にそれぞれ具体化されている。

なお、小学校の社会科の場合も、各学年の目標および内容ごとの評価規準やその具体例
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は、評価の４観点をベースに能力分析的な観点となっている特質は同様である。

② 単元レベルにおける評価規準の作成

各学校においては、こうした教科・学年レベルにおける評価規準を参考にしながら、単

元レベルにおける評価規準を作成することになる （小学校社会科の場合も同様）。

この時、教科・学年レベルにおける評価規準あるいはその具体例をそのまま使うことは

できない。それは、単元において指導する内容と学習指導要領における内容とが、必ずし

も１対１対応しない場合が多いからであり、さらに言えば、例え１対１対応していても、

単元における子どもの具体的な学びの視点から改めて評価規準を設定する必要があるから

である。

本単元「わたしたちの暮らしと経済のまとめ」の場合は、学習指導要領の（２）ア「私

たちの生活と経済」の内容と１対１対応しているものの、前述の理由から、教科・学年レ

ベルにおける評価規準あるいはその具体例を参考にしつつも、わたしたちの暮らしと経済

をコンビニエンスストアに重点を置いて追求させる本単元にふさわしく書き改めている。

そうした作業を経た結果、本単元では、次のように評価規準が作成されている。

○関心・意欲・態度

①身近な経済活動を意欲的に調べようとする。

○社会的な思考・判断

①コンビニの立地条件を考えることができる。

○資料活用の技能・表現

①経営者の経営努力と商品配置の工夫に関する必要な資料を見つけ、レポートにまとめることが

できる。

○社会的事業についての知識・理解

①コンビニエンスストアが急成長した理由を理解する。

③ 学習過程レベルにおける評価規準の具体化と評価資料の決定

単元の評価規準は、さらに、学習過程レベルにおける評価規準として具体化することに

なる。また、そうした評価規準の実現状況を判断するための評価資料を決定する必要があ

る。

本単元では 「５．学習過程と評価計画」にあるように 「社会的事象への関心・意欲、 、

・態度」①は、学習活動１－①、２－①、３－③の３カ所において 「観察 「観察 「レ、 」 」

ポートの感想欄」によって評価することが計画されている。

「社会的な思考・判断」①については、学習活動１－①において 「ワークシート」に、

よって評価が計画されている。

観察・資料活用の技能・表現 ①については 学習活動２－①と３－①において レ「 」 、 、「

ポート 「相互評価（レポート 」によって評価することが計画されている。」 ）

「社会的事象についての知識・理解」①については、学習活動３－②において 「ノー、

ト」によって評価することが計画されている。
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（２）－３ 理科における場合

① 教科・学年レベルにおける評価規準の作成

ここでは、本報告書で掲載している小学校第５学年理科の単元「流れる水のはたらき」

（全14時間）をもとに、評価規準の作成要領について解説する。

まず、本単元「流れる水のはたらき」の目標・内容（＝教師の願い）は、学習指導要領

でいえば、第５学年「２ 内容」のＣ「地球と宇宙」の部分に該当している。その内容を

示せば、以下の通りである。

Ｃ 地球と宇宙

（１）１日の天気の様子を観測したり、映像などの情報を活用したりして、天気の変わり方を調べ、

天気の変化の仕方についての考えをもつようにする。

ア 天気によって１日の気温の変化の仕方に違いがあること。

イ 天気の変化は、映像などの気象情報を用いて予想できること。

（２）地面を流れる水や川の様子を観察し、流れる水の速さや量による働きの違いを調べ、流れる水

の働きと土地の変化の関係についての考えをもつようにする。

ア 流れる水には、土地を削ったり、石や土などを流したり積もらせたりする働きがあること。

イ 雨の降り方によって、流れる水の速さや水の量が変わり、増水により土地の様子が大きく変

化する場合があること。

本単元「流れる水のはたらき」は、Ｃ「地球と宇宙」の内容から特に（２）の部分を取

り出して、一つの単元として授業者が設定したものである。

さて、このような内容を指導するために評価規準を作成することになるが、先述の教育

課程研究センターの報告書では、Ｃ「地球と宇宙」の評価規準が、次のように能力分析的

な評価の４つの観点に書き分けられている。

＜Ｃ「地球と宇宙」の評価規準＞

自然現象への 科学的な思考 観察・実験の技能・表現 自然事象について

関心・意欲・態度 の知識・理解

天気や流水の変化を自然災 天気や流水の変化とその 問題解決に適した方法を工 気象現象や流水の

害などと関係付けながら意 要因との関係に問題を見 夫し、天気や流水の変化を 働きには規則性が

欲的に追究し、自然の力の いだし、条件に着目して 観察、実験し、その過程や あることなどを理

大きさを感じるとともに、 計画的に追究し、量的変 結果を的確に表す。 解している。

見いだしたきまりを生活に 化や時間的変化をとら

当てはめてみようとする。 え、問題を解決する。

評価の４観点との関連からみてみると 「地球と宇宙」を学習する際には、天気や流水、

の変化を自然災害などと関係付けながら意欲的に追究するとともに、見いだしたきまりを

生活に応用してみようとする「関心・意欲・態度」の目標が、天気や流水の変化とその要

、 、 「 」 、因との関係に問題を見いだし 計画的に追究し 問題を解決する 思考・判断 の目標が

方法を工夫し、天気や流水の変化を観察、実験し、その過程や結果を的確に表す「技能・

表現」の目標が、あるいは、気象現象や流水の働きには規則性があることなどを理解して

いる「知識・理解」の目標が設けられている。
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、 、 。さらに 先述の報告書には これらの評価規準の具体例が以下のように記述されている

＜Ｃ「地球と宇宙」の評価規準の具体例＞

自然現象への 科学的な思考 観察・実験の 自然事象についての

関心・意欲・態度 技能・表現 知識・理解

・天気と１日の気温の変化 いろいろな天気と１ ・天気の変化を調べ ・天気によって１日の・

の様子や映像などの気象 日の気温の変化の様 る工夫をし、気象 気温の変化の仕方に

情報に興味・関心をもち 子の関係を調べる観 衛星やインターネ 違いがあることを理、

自ら天気の観測をした 察の計画を立てたり ットなどを活用し 解している。、

り、気象情報を収集して 考察したりすること て計画的に情報を ・天気の変化は、映像

天気を予想したりしよう ができる。 収集することがで などの気象情報を用

とする。 気象情報を活用して きる。 いて予想できること・

・天気による１日の気温の 天気の変化を予想す ・１日の気温の変化 を理解している。

変化の違いや気象情報を ることができる。 する様子を適切に

基にした天気の予想を日 測り、記録するこ

常生活で活用しようとす とができる。

る。

・地面を流れる水や川の流 ・流れる水と土地の変 ・流れる水の速さや ・流れる水には、土地

れの様子に興味・関心を 化の関係について、 量の変化を調べる を削ったり、石や土

もち、自ら流れる水の速 条件に着目して実験 工夫をし、モデル などを流したり積も

さや量による働きの違い の計画を考えたり結 実験の装置を操作 らせたりする働きが

を自然災害に目を向けな 果を考察したりする し、計画的に実験 あることを理解して

がら調べようとする。 ことができる。 をすることができ いる。

、・増水で土地が変化するこ ・モデル実験で見いだ る。 ・雨の降り方によって

となどから自然の力の大 した決まりを実際の ・安全で計画的に野 流れる水の速さや水

きさを感じ、川や土地の 川に当てはめて考え 外観察を行ったり の量が変わり、増水、

様子を観察しようとす ることができる。 映像資料などを活 により土地の様子が

る。 用したりして調べ 大きく変化する場合、

記録することがで あることを理解して

きる。 いる。

表にみられるように 先の評価規準が点線によって内容の １ ２ に分けられ 自、 （ ）（ ） 、「

然事象への関心・意欲・態度 「科学的な思考 「観察・実験の技能・表現 「自然事」、 」、 」、

」 。象についての知識・理解 のいずれの観点についても２項目にそれぞれ具体化されている

、 、 、なお 中学校の理科の場合も 各学年の目標および内容ごとの評価規準やその具体例は

評価の４観点をベースに能力分析的な観点となっている特質は同様である。

② 単元レベルにおける評価規準の作成

各学校においては、これらの教科・学年レベルにおける評価規準を参考にしながら、単

元レベルにおける評価規準を作成することになる （中学校理科の場合も同様）。
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この時、教科・学年レベルにおける評価規準あるいはその具体例をそのまま使うことは

できない。それは、単元において指導する内容と学習指導要領における内容とが、必ずし

も１対１対応しない場合が多いからであり、さらに言えば、例え１対１対応していても、

単元における子どもの具体的な学びの視点から改めて評価規準を設定する必要があるから

である。

本単元「流れる水のはたらき」の場合も、それらの内容は１対１対応しておらず、前述

の通り、本単元の内容は、学習指導要領「地球と宇宙」の内容の後半部分の（２）のみを

取り扱っていることがわかる。

したがって、本単元では、教科・学年レベルにおける評価規準の中から単元に該当する

部分、あるいは、その具体例の（２）の部分を参考にしながら、それらを単元にふさわし

く書き改める必要があるのである。そうした作業の結果、本単元では、次のように評価規

準が作成されている。

○関心・意欲・態度

①増水による川の変化について意欲的に調べようとする。

②増水により川が決壊した場所を進んで観察しようとする。

③水害の原因や水害から自分たちの生活を守る人々の努力を進んで調べようとする。

○思考・判断

①川の水が土を削る理由に関する仮説を立て、実験方法を考えることができる。

、 。②洪水の被害を流水実験と現地実験の結果から 流れる水の働きと関係づけて考えることができる

③流れる水の働きから、洪水を防ぐ方法を考え出すことができる。

○技能・表現

①流水実験の様子を記録することができる。

②流れる水の働きの力を確かめるための実験結果を記録することができる。

○知識・理解

、 、 、 。①流れる水には 土地を削り 石や土などを流し 土や石を積もらせる働きがあることを理解する

②雨の降り方によって、流れる水の速さや水量が変わることを理解する。

③増水により川原や川岸の様子が変化することを理解する。

③ 学習レベルにおけるにおける評価規準の具体化と評価資料の決定

単元の評価規準は、さらに、学習過程レベルにおける評価規準として具体化することに

なる。また、そうした評価規準の学習の実現状況を判断するための評価資料を決定する必

要がある。

本単元「流れる水のはたらき」では 「５．学習過程と評価計画」にあるように 「自、 、

然事象への関心・意欲・態度」については 「自然事象への関心・意欲・態度」の①が学、

習活動１において「学習カード１」を用い 「自然事象への関心・意欲・態度」の②につ、

いては学習活動２において「観察カード１」を用い 「自然事象への関心・意欲・態度」、

の③は５－①、③において「学習カード６ 「感想カード」を用いて、それぞれ評価する」

ことが計画されている。

次に 「科学的な思考」については 「科学的な思考」の①が学習活動３－①、②、４－、 、

①において「学習カード２ 「学習カード３ 「学習計画書」を用いて評価し 「科学的な」 」 、
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思考」の②については学習活動４－③において「学習カード５」によって評価し、また、

「科学的な思考」の③は学習活動５－②において「学習カード７」をによって評価するよ

うに計画されている。

また 「観察・実験の技能・表現」については 「観察・実験の技能・表現」の①が学習、 、

活動３－③において「記録カード１」を使い 「観察・実験の技能・表現」の②が学習活、

動４－②において「記録カード２」を使い評価することが計画されている。

最後に 「自然事象についての知識・理解」については 「自然事象についての知識・理、 、

解」の①と②が学習活動３－④において「学習カード４」によって、また 「自然事象に、

ついての知識・理解」の③が学習活動４－③において「学習カード５」によって評価する

ことがそれぞれ計画されている。

（３）評価基準の設定の要領

①多様な評価資料・情報の活用

各教科における評価規準の実現状況は、評価資料・情報をもとに判断される。本研究で

は、こうした子どもの学習の過程や成果を把握するために、多種多様な資料・情報を活用

することにした。

例えば、本報告書で取り上げている生活科では 「行動観察 「学習カード 「さつまい、 」 」

も新聞 、社会科では 「観察 「ワークシート 「レポート 「ノート 、また、理科では、」 、 」 」 」 」

「学習カード 「観察カード 「学習計画書 「記録カード 「観察カード 「感想カード」」 」 」 」 」

といった評価資料・情報が活用されている。学習の達成目標に対する実現状況をありのま

まの子どもの姿から判断するためにも、こうした多様な評価資料・情報を活用していくこ

とが有効であろう。

②評価基準の設定の必要とその設定要領

目標準拠評価（絶対評価）を進めるためには、前述した評価規準と評価資料とともに評

価基準の設定が不可欠である。この評価基準とは、達成目標である評価規準に照らして、

子どもたちの学習の実現状況を評価資料から判断するための指標をいう。

評価基準の設定にあたっては、すでに第Ⅱ章第４節第２項で検討したように、評価資料

から判断して、十分満足できると判断されるものをＡ、おおむね満足できると判断される

ものをＢ、努力を要すると判断されるものをＣとする３段階尺度を採用し、Ｂ以上を合格

の目安とした。また、Ａとみなされる場合には３点、Ｂの場合には２点、Ｃの場合には１

点とし、Ａ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）といった形で表現することにした。） ）

ところで、評価規準、評価資料、評価基準の３点セットは、ルーブリックと呼ばれる。

ルーブリックとは、子どもの学習の実現状況を評価するために活用する得点化の指針をい

う。さまざまな評価資料・情報を絶対評価するためには、このルーブリックの設定が決め

手となるといっていいだろう。

、 。 、評価基準は このルーブリックを作成する過程で具体化されていくことになる そこで

ここでは、評価基準を設定する要領として、ルーブリック作成のポイントを検討すること

にする。

ルーブリックの形式は、表のように 「学習活動 「評価規準 「学習活動における具体、 」 」
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的な評価規準 「評価資料 「評価基準」の各欄を設けることにした。また 「評価基準」」 」 、

欄については、さらに３つに区分して、Ａ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）の３段階尺度を記） ）

入する欄を設けた。

ルーブリックの形式

学習活動 評価規準 学習活動における 評価資料 評価基準

具体的な評価規準 Ａ（３） Ｂ（２） Ｃ（１）

１．… 関心・意欲 学習カード

・態度① ①

２．… 話し合い場

①… 思考・判断 面の観察

② 学習カード

②

②…

ルーブリック作成の手立てについては、開発的研究の過程でいろいろと論議され検討を

繰り返してきたが、表中に記したルーブリックの各欄の記述に際して、例えば以下に示す

ようなポイントに留意することが大切であることがわかってきた。

（ア）学習活動

「 」 、 「 ． 」 「 」学習活動 欄は 学習指導案の ５ 学習過程と評価計画 の表に示した 学習活動

の展開に従って、簡潔に記述するようにする。

例えば、生活科の単元「でっかくそだてサツマイモ おいしくたべようサツマイモ」の

ルーブリックでは、学習指導案に示された学習活動の１と１－①、②、③、２と２－①、

②、③、④、⑤、３と３－①、②、③、４と４－①、②、③、④、⑤、５と５－①、②、

あるいは、６と６－①、②が「学習活動」欄にそのまま書き写されている。

（イ）評価規準

「評価規準」欄は、学習指導案「４．単元の評価規準」の各評価規準の○付番号と対応

。 、 、「 」 、させて記述する 時々 評価箇所のズレや漏れが見られるので 関心・意欲・態度 ①

「思考・判断」②のように対応関係に注意しながら記述するとよい。

上述の生活科のルーブリックでは 評価計画に対応させて 学習活動の１－①と②に 関、 、 「

心・意欲・態度」①、学習活動１－③に「思考・表現」①、学習活動２－①と②に「関心

・意欲・態度」①、２－③に「思考・表現」の③、２－④に「気付き」①、２－⑤に「関

心・意欲・態度」②（以下、略）のようにそれぞれ記入されている。

（ウ）学習活動における具体的な評価規準

「学習活動における具体的な評価規準」欄は、学習過程において計画された各学習活動

に対応するように評価規準を具体化して表現する。なお、記述にあたっては、例えば以下

の６点に留意するとよい。

①単元全体で評価規準の評価箇所が１カ所の場合は 「単元の評価規準」と「学習活動、

における具体的な評価規準」の記述を同一にする。その際 「単元の評価規準」をそ、

のまま「学習活動における具体的な評価規準」欄に転記するか、あるいは 「単元の、

評価規準」の記述を評価箇所の「学習活動における具体的な評価規準」に対応させて
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書き改めるかのいずれかを行う。

②評価箇所が２カ所以上の場合は、単元の評価規準を学習活動に対応させて、具体的な

評価規準として評価箇所ごとに書き分ける。

③評価規準を具体的に書き分けた場合にも 「４．単元の評価規準」における場合と同、

様に、その表現の仕方に留意する。例えば 「関心・意欲・態度」の評価規準である、

のに、文末の表現が「思考・判断」の評価規準のようになっていたりすることのない

ようにしたいものである。

④単元の評価規準の記述内容と書き分けた具体的な評価規準の記述内容とがきちんと対

応するように留意する。具体化された評価規準が、単元の評価規準と全く異なった表

現や関連のない内容にならないようにしたいものである。

⑤具体的な評価規準では、その内容は一つになるように留意する。評価規準の文末表現

が 「…を考えたり、まとめたり、発表したりすることができる 」というように、複、 。

数の内容が一括して表現されていることのないようにしたいものである。

⑥評価規準の実現状況を評価する箇所は、できれば複数設定する。すなわち、単元のな

かで評価を複数回実施することにより、学習の実現状況の変化を捉えることが可能に

なり、子ども理解を深める上でも有益な資料を得ることができる。したがって、単元

の評価計画を立てる際に、同じ評価規準を数度評価するように計画することが望まし

い。

例えば、社会科の単元「わたしたちの暮らしと経済のまとめ」のルーブリックの場合に

は、評価規準の実現状況を評価する箇所は 「思考・判断」①および「知識・理解」①に、

ついては１カ所で設定されているため、単元の評価規準が該当するセルにそのまま転記さ

れている。

一方 「関心・意欲・態度」①と「技能・表現」①については、複数の評価箇所が設定、

されているので、単元の評価規準は、学習活動に対応させた具体的な評価規準として書き

分けられている。その際、留意事項にあるように、単元の評価規準と学習活動における具

、 、 。体的な評価規準とはきちんと対応して書かれており また 記述内容も一つとされている

また 「関心・意欲・態度」①と「技能・表現」①については、複数の評価箇所が設定、

されているので、単元における子どもの学習の変化を捉えることが可能になっている。

（エ）評価資料

「評価資料」欄については、子どもの学習の実現状況を判断するための評価資料を記入

する。その際、例えば以下の３点に留意するとよい。

①評価資料と評価基準は、一対一に対応させて記述する。時々 「評価資料」欄に２つ、

以上の資料が書かれている場合があるが、そのような場合は 「評価資料」欄も別に、

設けるとよい。

②評価資料は、具体的に記述する。すなわち、単に「学習カード」とするのではなく、

「学習カード① 「学習カード②」のように、また、単に「観察」ではなく 「…場面」 、

の観察」のように詳しく記述することが望まれる。

「 」 、 。③ 観察 を評価資料とする際には その活用の仕方をあらかじめ計画しておくとよい

すなわち、すべての子どもの評価規準の実現状況を限られた時間で判断するのは困難

な場合がある。そのようなケースでは、例えば、観察する子どもを何人にあらかじめ
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決めておき、それらの子どもの評価結果をもとにして、指導計画の変更を検討するな

どの手立てを考えておくとよい。ただ 「観察」の評価結果を総括的評価として活用、

するためには、単元全体の中で子ども全員を評価する機会をつくる必要が出てくるこ

とになる。

例えば、理科の単元「流れる水のはたらき」のルーブリックでは、留意事項にあるよう

に、評価資料と評価基準とが一対一に対応させて記述されており、また、評価資料の書き

方についても 「学習カード① 「観察カード① 「記録カード① 「学習計画書 「感想カ、 」 」 」 」

ード」などのように具体的な表現になっている。

また 「観察」の活用については、本単元では、すべての児童を評価するように計画さ、

れ、実施されている。

（オ）評価基準

「評価基準」欄では、学習の実現状況を判断する指標をＡ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）に） ）

書き分けることになる。その評価基準の記述に際しては、例えば次の６点が重要である。

①達成目標である評価規準と、その実現状況を判断する指標である評価基準とを、きち

んと対応させて記述する。時々、評価規準と評価基準の内容がズレている場合がみら

れるので、そのようにならないように留意したい。

②評価基準Ａ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）を記述する際、一つのキーなり観点で統一的に） ）

記述するようにする。時々、Ａ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）の記述内容が別々の観点で） ）

書かれている場合がみられるが、そうならないように留意したい。

③Ａ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）の記述の仕方は 「…している 「…を記述している 」） ） 、 。」 。

などのように、事実的・行動的な文末表記にする。評価基準に客観性をもたせるため

にも 「…しようとしている 「…できる 」といった目標的な表現にならないように、 。」 。

留意することが大切である。

④Ａ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）の記述において、抽象的な形容詞（わかりやすく、楽し） ）

そうに、意欲的に…）を使用しないように留意する。そういった抽象的な表現を使う

のではなく、どうあることがわかりやすいことなのか、どのような状態にあるのが意

欲的であることなのかを、事実あるいは行動の特性として表現し直すことが肝要であ

る。

⑤事実的・行動的な表記をするなかで、子どもたちの活動の質を評価できるように工夫

する。当初は、客観性を求めるため「…について３つ以上書いている 」など、子ど。

もの記述の量などから基準を設定するような表記が多く、子どもたちの学習の内実を

把握するにはどうすればよいかといった課題が出されたこともあった。しかし、この

問題については、例えば、教師が期待する内容をあらかじめ決めておき「…の３つの

いずれの内容も記述している 」といった基準を設けるなどの工夫も考えられるだろ。

う。ただ、こうした評価基準の設定の仕方については、子どもの達成状況を的確に捉

えるためにも、継続的な工夫改善が求められる。

⑥Ａ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）のすべての評価基準を設定するようにする。なかには、） ）

例えば、Ｂを決めれば、それよりすぐれているものがＡ、それより劣っているものが

Ｃと決まるので、Ａ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）のすべてを設定する必要はないといっ） ）

た意見が出されたことがあった。しかし、Ｂだけの基準では、ＡとＣの基準はあいま
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いなままとなり、ＡとＢあるいはＢとＣの境界をどこに定めるかは、各教師の判断に

。 、 、まかされてしまうことになる これでは 教師によって評価基準が異なることになり

絶対評価にはならない。したがって、Ａ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）の３段階で評価す） ）

るのであれば、それぞれの評価基準をきちんと定めておくことが不可欠であるといえ

る。

前述の理科のルーブリックでは、評価規準と評価基準がきちんと対応させて書くこと、

評価基準のＡ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）を一つのキーなり観点で記述すること、語尾を） ）

、 、 （ ）、 （ ）、事実的・行動的な表記にすること 抽象的な形容詞を使用しないこと Ａ ３ Ｂ ２

Ｃ（１）のすべての評価基準を設定することなど、上記のポイントを満たしているといえ

る。また、⑤についても、評価基準の設定において、子どもの学習活動の質を捉えようと

記述表現を工夫しようという努力もみられる。


