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Ⅴ－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

我々は，第Ⅱ章第３節にあるように，すべての教科，総合的な学習の時間，道徳，特別

活動において，子どもの学びの視点から設定した，能力分析的な４観点による評価を行う

方針のもと，この開発的研究に取り組んだ。本章で扱う小・中学校の国語，中学校の英語

における単元指導計画も，すべて第Ⅱ章第５節に示されたフォーマット及びその作成要領

に沿って作成した。

これら２教科の評価規準の特徴として 「関心・意欲・態度 「思考・判断 「技能・表， 」 」

現 「知識・理解」といった，子どもの学びの視点から設定した，能力分析的な４観点に」

よる評価ではなく 「関心・意欲・態度 「知識・理解」以外の観点は，国語でいうとこ， 」

ろの「話す・聞く能力 「書く能力 「読む能力 ，英語でいうところの「表現の能力 「理」 」 」 」

解の能力」といった，教科の内容から設定した内容分析的観点によって評価することとな

っていることがあげられる。

本節では これら２教科について 国立教育政策研究所教育課程研究センター作成の 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）－」を参考にしつつ，評価の観点の取り扱いに注意しながら，単元レベルの評価

規準の作成する要領および，評価基準の設定要領について論じる。

（２）評価規準の作成の要領

（２）－１ 国語における場合

①教科・学年レベルにおける評価規準の作成

今回報告する新潟県柏崎市立中通小学校第６学年の国語では 「海の命 （全６時間）， 」

が取り組まれている。

本単元の目標は「新たにいろいろなジャンルの本を見つけ，好きな本のおもしろさを紹

介し合うことで，本のおもしろさに気づき，今後も楽しく読書活動をする意欲を持つこと

ができる 」と設定されている。この単元の目標や教師の願いをみると，本単元では表１。

に示した学習指導要領における［第５学年及び第６学年］の「内容」のうち 「Ｂ 書く，

こと 「Ｃ 読むこと」を中心に関連指導する単元であることが分かる。」

表１ 第５学年および第６学年の国語の「内容 （学習指導要領）」

Ａ 話すこと・聞くこと

（ ） 話すこと・聞くことの能力を育てるため，次の事項について指導する。1
ア 考えた事や自分の意図が分かるように話の組立てを工夫しながら，目的や場に

応じた適切な言葉遣いで話すこと。

イ 話し手の意図を考えながら話の内容を聞くこと。

ウ 自分の立場や意図をはっきりさせながら，計画的に話し合うこと。
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Ｂ 書くこと

（ ） 書くことの能力を育てるため，次の事項について指導する。1
ア 目的や意図に応じて，自分の考えを効果的に書くこと。

イ 全体を見通して，書く必要のある事柄を整理すること。

ウ 自分の考えを明確に表現するため，文章全体の組立ての効果を考えること。

エ 事象と感想，意見などとを区別するとともに，目的や意図に応じて簡単に

書いたり詳しく書いたりすること。

オ 表現の効果などについて確かめたり工夫したりすること。

Ｃ 読むこと

（ ） 読むことの能力を育てるため，次の事項について指導する。1
ア 自分の考えを広げたり深めたりするために，必要な図書資料を選んで読むこと。

イ 目的や意図などに応じて，文章の内容を的確に押さえながら要旨をとらえること。

ウ 登場人物の心情や場面についての描写など，優れた叙述を味わいながら読むこと。

エ 書かれている内容について事象と感想，意見の関係を押さえ，自分の考えを明確

にしながら読むこと。

オ 必要な情報を得るために，効果的な読み方を工夫すること。

本単元では，以上の事項を鑑み評価規準を作成することになる。その際，まず国立教育

政策研究所教育課程研究センター（以下，教育課程センター）作成の「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）の第１章国語を見ると，第５学年及び第６学年における観点の趣旨が，表２の

ように示されている。また，本単元において中心的に指導されることになる，学習指導要

領の「内容」のうち 「Ｂ 書くこと 「Ｃ 読むこと」の内容のまとまりごとの評価規， 」

準が表３，４の通りに示されている。

表２ 第５学年及び第６学年の評価の観点およびその趣旨

国語への関心・ 話す・聞く能力 書く能力 読む能力 言語についての

意欲・態度 知識・理解・技能

国語に対する関 自分の考えを豊 自分の考えを豊か 目的に応じて読 表現及び理解の
心をもち，国語 かにして，相手 にして，相手や目 み取ったり読書 能力の基礎とな
を尊重し，進ん や目的に応じ， 的に応じ，筋道を に親しんだりす る発音，文字，
で表現したり理 筋道を立てて話 立てて文章に書 る。 語句，文・文章
解したりすると したり的確に聞 く。 等について理解
ともに，伝え合 き取ったりする し，習熟してい。
おうとする。 る。書写では，

文字を正しく整
えて書く。

表３ 「Ｂ 書くこと」の評価規準

国語への関心・意欲・態度 書く能力 言語についての
知識・理解・技能

・目的や意図に応じて，書 ・目的や意図に応じて，自分 ・当該学年の前の学年まで
く必要のある事柄を整理し の考えを効果的に書いてい に配当されている漢字を書
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たり，文章全体の組立てを る。 き，文や文章の中で使うと
工夫したりして，効果的に ・全体を見通して，書く必要 ともに，当該学年に配当さ
書こうとしている。 のある事柄を整理している。 れている漢字を漸次書いて

自分の考えを明確に表現する いる。
ため，文章全体の組立ての効 ・送り仮名や仮名遣いに注
果を考えている。 意して正しく書いている。
・事象と感想，意見などとを ・表現するために必要な語
区別して書いている。 句について，辞書を利用し

。・目的や意図に応じて，簡単 て調べる習慣を付けている
に書いたり詳しく書いたりし ・文や文章にはいろいろな
ている。 構成があることについて理
・表現の効果などについて確 解し，活用している。
かめたり工夫したりしてい ・日常よく使われている敬
る。 語の使い方に慣れている。

・文字の形，大きさ，配列
などを理解して，読みやす
く書いている。毛筆を使用
して，点画の筆使いや文字

，の組立て方を理解しながら
文字の形を整えて書いてい
る。
・毛筆を使用して，字配り
よく書いている。

表４ 「Ｃ 読むこと」の評価規準

国語への関心・意欲・態度 読む能力 言語についての
知識・理解・技能

・目的に応じた読書を通し ・自分の考えを広げたり深め ・当該学年までに配当され
て，考えを広げたり深めた たりするために，主体的な立 ている漢字を読んでいる。
り，優れた叙述を味わった 場で図書資料を選んで読んで ・仮名及び漢字の由来，特
りするとともに，効果的な いる。 質などについて理解してい
読み方を工夫しようとして ・目的や意図に応じて，文章 る。

，いる。 の内容を短く要約したり伸ば ・語句に関する類別や構成
したりして，要旨をとらえて 変化などについて理解し，
読んでいる。 語句の由来などに関心をも
・叙述に基づいて，登場人物 っている。
の心情や性格，考え方などを ・理解したりするための語
多面的にとらえ，情景などの 句について，辞書を利用し
表現に着目して読んでいる。 て調べている。
・事象と感想・意見の関係を ・語感，言葉の使い方に対
押さえ，それらについての自 する感覚などについて関心
分の考えを明らかにしてい をもっている。
る。 ・易しい文語調の文章を音
・自分に必要な情報を得るた 読し，文語の調子に親しん
めに学校図書館を利用するな でいる。
どして，効果的な読み方をし ・文章にはいろいろな構成
ている。 があることについて理解し

ている。

これらの観点を，第Ⅱ章第３節第３項において述べられた評価の４観点，すなわち「関

心・意欲・態度 「思考・判断 「技能・表現 「知識・理解」の４観点から見ると，国語」 」 」

の観点の設け方は明らかに異なっている。つまり 「国語への関心・意欲・態度」と「言，

語についての知識・理解 については 能力分析的に観点が設定されている 一方で 話」 ， 。 ，「

す・聞く能力 「書く能力 「読む能力」は内容分析的に観点が設定されているのである。」 」
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これらのうち 内容分析的に設定された観点と評価の４観点における 思考・判断 技， 「 」「

能・表現」とのかかわりについて検討したい。

まず「話す・聞く能力」の第５学年及び第６学年の評価の観点の趣旨を見ると，そこに

は「自分の考えを豊かにして，相手や目的に応じ，筋道を立てて話したり的確に聞き取っ

たりする 」と示されている。このうち 「話すこと」は言語使用の技能であり，それを。 ，

用いてある事柄の「表現」に至ることを考えれば「技能・表現」に相当すると考えられる

が，話す際の順序や内容を考えることは「思考・判断」であるといえよう。また「聞くこ

と」は，言語使用の技能ではあるが，大事なことは何であるのかを考え，判断し話される

内容を理解するに至ると考えれば「思考・判断」に相当するといえよう。

また「書く能力」の観点の趣旨には 「自分の考えを豊かにして，相手や目的に応じ，，

筋道を立てて文章に書く 」と示されている 「書くこと」は「話すこと」と同様に言語。 。

， 「 」 「 」使用の技能であり それを用いてある事柄の 表現 に至ることを考えれば 技能・表現

に相当すると考えられるが，内容の順序やそれに相応しい語や文の働きを考えて，それを

用いてある事柄の「表現」に至ることを考えれば「思考・判断」に相当するものといえよ

う。

さらに 「読む能力」の観点の趣旨には 「目的に応じて読み取ったり読書に親しんだ， ，

りする 」と示されている 「読むこと」は 「聞くこと」と同様に言語使用の技能ではあ。 。 ，

るが，書かれていることのうち大事なことは何であるのかを考え，判断しながら読んでい

「 」 。る内容を理解するに至ることであることを考えれば 思考・判断 に相当するといえよう

このように 「話す・聞く能力」と「書く能力」の２つの観点については，評価の４観，

点でいうところの「思考・判断」と「技能・表現」の両者に，また「話す能力」について

は「技能・表現」にそれぞれ対応すると考えられる。

なお 「言語についての知識・理解・技能」には，我々の言うところの４観点のうちの，

「技能・表現」と同じく「技能」という言葉が用いられている。この「技能」が何を指し

示すのかを，評価の観点の趣旨をもとに検討すると，以下のようになる。すなわち 「表，

現及び理解の能力の基礎となる発音，文字，語句，文・文章等について理解し，習熟して

いる。書写では，文字を正しく整えて書く 」とあるように 「思考・判断」と「技能・。 ，

表現」に必要な知識と理解であると考えられる。そのため 「言語についての知識・理解，

・技能」と，評価の４観点でいうところの「技能・表現」の「技能」の指し示すところと

は異なると考えられるのである。

ここまで検討したように 「話す・聞く能力 「書く能力 「読む能力」及び「言語につ， 」 」

いての知識・理解・技能」の各観点をとらえるとともに，どの内容の学習においても，学

習する能力を形成する「関心・意欲・態度 「思考・判断 「技能・表現 「知識・理解」」 」 」

の４観点が不可欠であると考えたのである。

②単元レベルにおける評価規準の作成

以上のような理由から，本単元における評価規準の作成に際しては、教育課程センター

の示す評価規準及びその具体例は参考にするとはいえ，そのままを持ち込むわけにはいか

ない。国語の評価の５つの観点とその順序，趣旨を生かしつつも，それらを子どもの学び

を構成する評価の４観点という立場から受け止め，さらには，教育課程研究センター作成
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の「報告」に示された内容のまとまりごとの評価規準を参考にしながら，指導の対象とな

る学年や単元を考慮した，単元レベルの評価規準の作成が必要となる。さらには，その単

元で扱われる言語事項，教科書の内容や実際に行われる学習過程を考慮して，評価規準の

作成が行わなければならない。

そのため，本単元では表５に示したとおり 「国語への関心・意欲・態度 「話す・聞， 」

く能力 「書く能力 「読む能力」及び「言語についての知識・理解・技能」といった国」 」

，「 」「 」「 」 ，語の評価の５観点のうち 話す・聞く能力 書く能力 読む能力 の観点においては

「思考・判断 「技能・表現」の面からも評価規準を設定した。」

表５ 単元の評価規準

○国語への関心・意欲・態度

①文学作品を興味を持って読もうとする。

○話す・聞く能力

①なぜ「クエ」を殺さなかったかという話し合いで、根拠を挙げて自分の意見を述

ベることできる。

②学習を振り返って感想を発表できる。

○書く能力

①題名や登場人物の行動・言葉を中心に心に残った事を書くことができる。

②学習を振り返って、題名「海の命」の意味することについて、自分の考えを書く

ことができる。

③「命」について自分の経験やこの学習で学んだことを関連付けながら書くことが

できる

○読む能力

①周囲の人間（父・母・与吉じいさ）の言葉や行動からそれぞれの人物の生き方や

考え方を読み取ることができる。

②それぞれの生き方や考え方が主人公の成長にどう関わったかを読み取ることがで

きる。

、 。③主人公のクエに対する心の変化を 本文の言葉や行動から読み取ることができる

○言葉についての知識・理解・技能

①新出漢字を正しく読んだり書いたりする。

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

これらの評価規準は，さらに，学習過程レベルの評価規準にまで具体化し，あわせて，

これらの評価規準の実現状況を判断するための評価資料を特定する必要がある。

単元指導計画の「５．学習過程と評価計画」を見ると 「国語への関心・意欲・態度」，

のうち，①は学習活動６において観察により評価するように計画されている。

「話す・聞く能力」のうち，①は学習活動３－②において，②は４－①においてそれぞ

れ発表の様子の観察によって評価するように計画されている。

「読む能力」のうち，①は学習活動２－①において，②は２－②において，③は学習活

動３－①，②において，それぞれワークシートを用いて評価するように計画されている。

「書く能力」のうち，①は学習活動１－②において，②は学習活動４－①において，そ
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れぞれ感想のカードを用いて評価するように計画されている。

また 「言語についての知識・理解・技能」は学習活動１－③において漢字ノートを用，

いて評価するように計画されている。

なお，本報告書では，三重県四日市市立西陵中学校第１学年の国語「古典に親しもう」

も報告されている。中学校国語科においても 「国語への関心・意欲・態度 「話す・聞， 」

く能力 「書く能力 「読む能力 「言語についての知識・理解」の５観点で評価の観点が」 」 」

構成されている。これらの趣旨は小学校国語科のものとほぼ同じであることから，教科・

学年レベル，単元レベル，学習過程レベルのいずれにおいても，同様の方針で評価規準を

設定した。

（２）－２ 英語における場合

①教科・学年レベルにおける評価規準の作成

Lesson5 Alice and今回報告する新潟県柏崎市立松浜中学校第１学年の英語では，単元「

（全９時間）が取り組まれている。Humpty」
Lesson5 he, she who,本単元の目標は 「 の対話練習などを通じて、代名詞（ ）や疑問詞（，

）の意味や使い方を理解し、それらを正しく用いて英文で表現できるようになhow many
る 」と設定されている。。

現行の学習指導要領においては，学年ごとの目標や内容は定められておらず，３年間を

通じて外国語科の目標を達成するべく，表６に示すような言語活動を行わせることとなっ

ている。ただし 「学習段階を考慮した指導上の配慮事項」として，第１学年における言，

語活動では 「英語を初めて学習することに配慮し，コミュニケーションに対する積極的，

な態度の育成を重視するとともに，身近な言語の使用場面や言語の働きに配慮した言語活

動を行わせること。その際，自分の気持ちや身の回りのできごとなどの中から簡単な表現

を用いてコミュニケーションを図れるような話題を取り上げること 」と示されている。。

この内容と，本単元の目標や教師の願いを照らし合わせると，聞くこと，話すこと，読む

こと，書くことのすべてを言語活動を行うことが企図されていることが分かる。

表６ 英語の「内容 （学習指導要領）」

ア 聞くこと

主として次の事項について指導する。

（ア）強勢，イントネーション，区切りなど基本的な英語の音声の特徴をとらえ，

正しく聞き取ること。

（イ）自然な口調で話されたり読まれたりする英語を聞いて，具体的な内容や大切

な部分を聞き取ること。

（ウ）質問や依頼などを聞いて適切に応じること。

（エ）話し手に聞き返すなどして内容を正しく理解すること。

イ 話すこと

主として次の事項について指導する。

（ア）強勢，イントネーション，区切りなど基本的な英語の音声の特徴に慣れ，正

しく発音すること。
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（イ）自分の考えや気持ちなどが聞き手に正しく伝わるように話すこと。

（ ） ， 。ウ 聞いたり読んだりしたことについて 問答したり意見を述べ合ったりすること

（エ）つなぎ言葉を用いるなどいろいろな工夫をして話が続くように話すこと。

ウ 読むこと

主として次の事項について指導する。

（ア）文字や符号を識別し，正しく読むこと。

（イ）書かれた内容を考えながら黙読したり，その内容が表現されるように音読す

ること。

（ウ）物語や説明文などのあらすじや大切な部分を読み取ること。

（エ）伝言や手紙などから書き手の意向を理解し，適切に応じること。

エ 書くこと

主として次の事項について指導する。

（ア）文字や符号を識別し，語と語の区切りなどに注意をして正しく書くこと。

（イ）聞いたり読んだりしたことについてメモをとったり，感想や意見などを書いた

りすること。

（ウ）自分の考えや気持ちなどが読み手に正しく伝わるように書くこと。

（エ）伝言や手紙などで読み手に自分の意向が正しく伝わるように書くこと。

本単元では，以上の事項を鑑み評価規準を作成することになる。これについて，教育課

程センター作成の「報告」第９章外国語においては，教科目標に関連した評価の観点及び

その趣旨が コミュニケーションへの関心・意欲・態度 表現の能力 理解の能力 言「 」「 」「 」「

語や文化についての知識・理解」の４観点に示されている。これらを示すと，表５の通り

である。また，学習指導要領の内容のまとまりごとの評価規準が表６～９の通りに示され

ている。

表５ 英語の評価の観点及びその趣旨
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの 表現の能力 理解の能力 言語や文化について
関心・意欲・態度 の知識・理解
コミュニケーション 初歩的な外国語を用 初歩的な外国語を聞い 初歩的な外国語の学
に関心をもち，積極 いて，自分の考えや たり，読んだりして， 習を通して，言語や
的に言語活動を行い 気持ちなど伝えたい 話し手や書き手の意向 その運用についての，
コミュニケーション ことを話したり，書 や具体的な内容など相 知識を身につけると
を図ろうとする。 いたりして表現する 手が伝えようとするこ ともにその背景にあ。

とを理解する。 る文化などを理解し
ている。

表６ 「ア 聞くこと」の評価規準
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの 表現の能力 理解の能力 言語や文化について
関心・意欲・態度 の知識・理解
・ 聞くこと」の言語 ・初歩的な英語の情報 ・言語や言語の運用「
活動に積極的に取り を正しく聞き取ること についての基本的知

。組んでいる。 ができる。 識を身に付けている
・さまざまな工夫を ・初歩的な英語を，場 ・初歩的な英語の学
することで，コミュ 面や状況において適切 習において取り扱わ
ニケーションを続け に聞くことができる。 れた文化について理
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ようとしている。 解している。

表７ 「イ 話すこと」の評価規準

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの 表現の能力 理解の能力 言語や文化について
関心・意欲・態度 の知識・理解
・ 話すこと」の言語 ・初歩的な外国語を ・言語や言語の運用「
活動に積極的に取り 用いて，自分の考え についての基本的知

。組んでいる。 や気持ちなどを正し 識を身に付けている
く話すことができる ・初歩的な英語の学。

・さまざまな工夫を ・初歩的な英語を用 習において取り扱わ
することで，コミュ いて，場面や相手に れた文化について理
ニケーションを続け 応じて適切に話すこ 解している。
ようとしている。 とができる。

表８ 「ウ 読むこと」の評価規準
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの 表現の能力 理解の能力 言語や文化について
関心・意欲・態度 の知識・理解
・ 読むこと」の言語 ・初歩的な英語を正 ・初歩的な英語の情報 ・言語や言語の運用「
活動に積極的に取り しく音読することが を正しく読みとること についての基本的知

。組んでいる。 できる。 ができる。 識を身に付けている
・さまざまな工夫を ・初歩的な英語で書 ・初歩的な英語を，目 ・初歩的な英語の学
することで，コミュ かれた内容が表現さ 的に応じて適切に読む 習において取り扱わ
ニケーションを続け れるように適切に音 ことができる。 れた文化について理
ようとしている。 読できる。 解している。

表９ 「エ 書くこと」の評価規準

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの 表現の能力 理解の能力 言語や文化について
関心・意欲・態度 の知識・理解
・ 書くこと」の言語 ・初歩的な外国語を ・言語や言語の運用「
活動に積極的に取り 用いて，自分の考え についての基本的知

。組んでいる。 や気持ちなどを正し 識を身に付けている
・さまざまな工夫を く書くことができる ・初歩的な英語の学。
することで，コミュ ・初歩的な英語を用 習において取り扱わ
ニケーションを続け いて，目的に応じて れた文化について理
ようとしている。 適切に書くことがで 解している。

きる。

これらの観点の設け方は，国語の観点と同様に能力分析的観点と内容分析的観点が混在

している。すなわち 「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」と「言語と文化につ，

いての知識・理解」については，能力分析的に観点が設定されている。一方で 「表現の，

能力 「理解の能力」は内容分析的に観点が設定されているのである。」

これらのうち 内容分析的に設定された観点と評価の４観点における 思考・判断 技， 「 」「

能・表現」とのかかわりについて検討したい。

まず「表現の能力」は，評価の観点及びその趣旨に「初歩的な外国語を用いて，自分の

考えや気持ちなど伝えたいことを話したり，書いたりして表現する」とある。このうち，

「話したり書いたり」することは，言語使用の技能であり，それを用いて「表現」に至る

ことを考えれば，前出の教育課程審議会答申に提言された４観点のうちの「技能・表現」

に相当するものといえよう。

また 「理解の能力」は，評価の観点及びその趣旨に「初歩的な外国語を聞いたり，読，

んだりして，話し手や書き手の意向や具体的な内容など相手が伝えようとすることを理解
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する」とある。このうち 「聞いたり読んだり」することは言語使用の技能ではあるが，，

それらを正しく聞き取ったり読んだりし，また「話し手や書き手の意向や具体的な内容な

ど相手が伝えようとすること」を場面や状況に応じて適切に理解したりする操作は，前出

の教育課程審議会答申に提言された４観点のうちの「思考・判断」に相当するものといえ

よう。

さらに 「言語や文化についての知識・理解」と「理解の能力」の２観点の混同が，実，

際には見受けられる。我々はこの「言語や文化についての知識・理解」を「思考・判断」

と「技能・表現」に必要な知識と理解であると捉えた 「表現の能力」と「理解の能力」。

を上記の通りに整理したことにより 「理解の能力」と「言語や文化についての知識・理，

解」との区別が明確になり，混同せずに評価規準を作成することが出来るようになった。

ここまで検討したように 「表現の能力 「理解の能力」及び「言語や文化についての， 」

知識・理解・技能」の各観点をとらえるとともに，どの内容の学習においても，学習する

能力を形成する「関心・意欲・態度 「思考・判断 「技能・表現 「知識・理解」の４観」 」 」

点が不可欠であると考えたのである。

②単元レベルにおける評価規準の作成

以上のような理由から，本単元における評価規準の作成に際しては、教育課程センター

の示す評価規準及びその具体例は参考にするとはいえ，そのままを持ち込むわけにはいか

ない。英語の評価の４つの観点とその順序，趣旨を生かしつつも，それらを子どもの学び

を構成する評価の４観点という立場から受け止め，さらには，教育課程研究センター作成

の「報告」に示された内容のまとまりごとの評価規準を参考にしながら，指導の対象とな

る学年や単元を考慮した，単元レベルの評価規準の作成が必要となる。さらには，その単

元で扱われる言語事項，教科書の内容や実際に行われる学習過程を考慮して，評価規準の

作成が行わなければならない。

そのため，本単元では表 の通り 「コミュニケーションへの関心・意欲・態度 「表10 ， 」

現の能力 「理解の能力」及び「言語や文化についての知識・理解・技能」といった英語」

の評価の４観点のうち 「表現の能力 「理解の能力」の観点においては 「思考・判断」， 」 ，

「技能・表現」の面からも評価規準を設定した。

表 単元の評価規準10
○コミュニケーションへの関心・意欲・態度

①代名詞( )や疑問詞( )を含む文を用いて進んで対話しようとhe, she who, how many
する （話すこと，聞くこと）。

②本文を音読し、進んで発表しようとする （読むこと）。

○表現の能力

①代名詞( )や疑問詞( )を含む英文を書くことができる。he, she who, how many
（書くこと）

②強調する部分と発音に注意して音読することができる （読むこと）。

③代名詞( )や疑問詞( )を含む英文を用いて対話することがhe, she who, how many
できる （話すこと）。

○理解の能力
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①英文を聴き、質問に正しく答えることができる （聞くこと）。

②書かれた内容を正しく読み取ることができる （読むこと）。

○知識・理解

①基本的な語句や文の発音の仕方、アクセントの位置を理解する。

（話すこと，読むこと）

②代名詞( )や疑問詞( )を含む英文の意味と構造を理解する。he, she who, how many
（書くこと）

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

これらの評価規準は，さらに，学習過程レベルの評価規準にまで具体化し，あわせて，

これらの評価規準の実現状況を判断するための評価資料を特定する必要がある。

単元指導計画の「５．学習過程と評価計画」を見ると 「コミュニケーションへの関心，

・意欲・態度」のうち，①は学習活動２－②において発表の観察によって，３－②におい

てカードによって，さらに４－⑤において発表の観察について評価し，②は学習活動２－

⑥および３－⑥において音読の発表の観察によって，それぞれ評価するように計画されて

いる。

「表現の能力」のうち，①は学習活動１－②，２－②，４－③においてカードを用いて

評価し，②は学習活動２－⑥，３－⑥において音読の発表の観察によって，③は学習活動

３－②，４－⑤において観察によって，それぞれ評価するように計画されている。

「理解の能力」のうち，①は学習活動１－③，２－③，３－③において，②は学習活動

１－⑤，２－⑤，３－⑤において，それぞれカードを用いて評価するように計画されてい

る。

「言語や文化についての知識・理解」のうち，①は学習活動１－⑥において音読の発表

の観察により，②は学習活動４－①においてカードを用いて評価するように計画されてい

る。

（３）評価基準の作成の要領

①多様な評価資料・情報の活用

第Ⅱ章第４節第３項において述べられたとおり，評価の４観点に沿って具体化される評

価規準の達成状況を絶対評価するためには，従来のようにテスト情報を用いるだけではな

く，それ以外の多種多様な評価資料・情報を駆使することが必要になる。子どもの学習の

， ，過程及び成果を把握するには 知識・理解の習得状況を図ろうとするテストだけではなく

， 。観察や学習過程におけるカードやワークシートなど 多様な評価資料を用いる必要がある

さらに，多様な評価資料をを用い，評価機会を複数にすることは，評価の信頼性を高める

ことにもつながるのである。

例えば国語では，感想カード，ノート，ワークシート，観察，感想文，テストなどが用

いられた。また英語では，観察，学習カードなどが用いられた。

②評価基準の設定の必要とその設定要領

絶対評価を行うには，達成目標として設定された評価規準に対する実現状況を判断する
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ための評価基準が必要である。評価基準とは，子どもの学習実現状況がどのような場合で

あれば合格とするのか，あるいは不合格とするのかといった判断基準であり，あらかじめ

設定されるべきものである。そして，評価規準と評価資料と評価基準の３点セットをルー

ブリックという。これら３つが有機的に働いて，はじめて絶対評価が可能となる。

第１は，事実的表記の必要である。評価基準の設定に当たって最も重要なのは 「～で，

きる 「～しようとしている」という記述ではなく「～している 「～を書いている」と」 」

いうように，それぞれの記述を事実的な表記にするということである。第○章第○節第○

項ですでに述べられたように，ポートフォリオとは，一人一人の子どもの学習到達の成果

及びそこに到達するまでの過程がわかるような資料・情報を計画的に集積したものであ

る。この「成果」や「過程」の資料・情報である以上は，学習過程における事実の集積が

なされなければならない。一方 「～できる 「～しようとしている」ということは子ど， 」

もの意志であり，事実ではない。意志を捉えるには，結局推測に頼らざるを得なくなり，

。 ， ，評価の信頼性が低くなることにつながる 一方 事実は客観的に捉えることができるため

評価の信頼性も高まると考えられる。

， ， 「 」「 」さらに ここで注意するべき点は どのような行動もって 十分満足 おおむね満足

「努力を要する」とするかを熟慮することである。つまり，指導計画を作成し，教師の願

いや単元の目標を成就するために実際の指導を行う教師が，評価規準（達成目標）に照ら

し合わせて，子どもがどのようなレベルまで到達すればそれぞれ と見なせるのかA, B, C
を考えることが不可欠である。学習指導のプロである教師自身に対する「説明責任」を果

たせるような評価基準の設定が望まれるのであり，機械的な３段階への割り振りによる評

価基準の設定は慎みたい。

， 。 ，第２に 評価の妥当性と信頼性を高める手続きについて論じる 評価基準の妥当性とは

該当する評価規準の実現状況を判断するに相応しいかどうかということである。ポートフ

ォリオとは，一人一人の子どもの学習到達の成果及びそこに到達するまでの過程がわかる

ような資料・情報を計画的に集積したものであるが，これらの情報を集積しているからこ

そ，作成した評価基準が，評価規準の実現状況を判断するに相応しかったかどうかの検討

が可能となる。さらに，集積された評価資料と評価基準を第３者と検討することにより，

その後作成する評価規準と評価基準の妥当性を高めることができる。

一方，評価基準の信頼性とは，評価規準の実現状況を明確に評価できるか，つまり，評

価機会や評価者の違いによってずれが生じないかどうかということである。このずれが生

じる原因として，評価基準の表記に「分かりやすく 「楽しく」といった形容詞的表現が」

あることが考えられる。また，評価規準の実現状況を明確に評価するには相応しくない評

価資料が用いられている場合が考えられる。集積された評価資料と評価結果を照合し，評

定にずれが生じていると判断できる場合は，次回の評価計画作成において，このようなこ

とに注意して評価の改善を行う。このようにして，評価基準の信頼性を高めることができ

る。

第３に 「関心・意欲・態度」の評価にまつわる問題について論じる。関心・意欲・態，

度」の評価に関しては 「子どものやる気などを数値として評価することはできない」と，

いう声が多く聞かれるが，これは，関心や意欲は子どもの内面であり，その心の内まで見

。 「 」取ることはできないという考えがもとになっていると考えられる 漠然と やる気がある
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かどうかといった，内面的な傾向を見取るのではなく，観察可能である行動を直接評価す

るようにしたい。

学習活動とは「児童・生徒の実態」を踏まえ 「このような子どもになってほしい」と，

いう「教師の願い」を達成するための問題解決過程である。そして 「思考・判断」を働，

かせながら「技能・表現」と「知識・理解」を身につけるための問題解決活動を支えてい

る子どもの心的状態が「関心・意欲・態度」であるといえよう。

現行の観点別評価においては，教科ごとに評価の観点及びその趣旨が定められており，

「関心・意欲・態度」の観点はすべての教科に対して設けられている。たとえば国語にお

，「 ， ， ，いては 国語に対する関心を持ち 国語を尊重し 進んで表現したり理解するとともに

伝え合おうとする」というように，すべての教科における「関心・意欲・態度」の観点の

趣旨が，問題解決活動を支えている子どもの心的状態としての特質を持っている。

このような特質を踏まえると 「関心・意欲・態度」の評価にあたっては，学習活動に，

直接関わる部分での「関心・意欲・態度」が評価されなければならないといえよう。極端

な例でいうと，授業中におけるネクタイやリボンの着用までもが「関心・意欲・態度」と

みなされ評価されるという実態もみられる。このような評価を行うことによって子どもを

コントロールしなければ授業が成立しないという実態があるために，そうせざるを得ない

という実態には同情を禁じ得ないが，このようなことは学習活動とは別物である。

以上の事柄を鑑み 「関心・意欲・態度」の評価規準の設定にあたっては 「単元の学， ，

習を通して，すべての子どもが，このような関心・意欲・態度を身につけ，このような行

動をする子どもになってほしい」というレベルで記述することが必要である。そして，心

的傾向性である「関心・意欲・態度」が，単元の学習過程において，どのような行動とし

て表れるかという側面から評価規準を記述するようにしなければならない。さらに 「関，

心・意欲・態度」の観点は，問題解決活動を支えている子どもの心的状態としての特質を

持っていることを考慮し，実際の学習活動に即したかたち，すなわち，学習過程レベルに

「 」 「 」まで落とし込むことによって 単元の評価規準 を 学習過程における具体的な評価規準

として具体化する必要がある。

そして，この「学習過程における具体的な評価規準」評価規準に対応させて，Ａ，Ｂ，

Ｃの３段階に対応する事実的・行動的特性を定めて，評価基準とする。このような手続き

により基準化することによって，内面を推し量ろうとするのではない，事実に即した「関

心・意欲・態度」の評価が可能となる。

， ， ， 。 ，第４に Ａ Ｂ Ｃの３段階の判断基準の全てを設定する必要について論じる 中には

Ｂだけを設定し，それを超えたか下まわるかでＡもしくはＣを決めれば良いという考え方

もあるが，それでは指導と評価の一体化すら図ることはできない。

すなわち，Ａ，Ｂ，Ｃの３段階で子どもの評価を行うわけであるが，単にＢを超えたか

下まわるかの２段階で評価を行った場合，ＡとＣがつくであろう子どもの特徴を把握する

ことはできず，Ｂという基準をもとにした相対的な評価になりかねない。ところが，３段

階をあらかじめ設定しておけば，どのようにすればＡになるのかという具体的な情報が評

価基準として明らかになり，それにより，Ｂがついた子どもが 「この次はこのように勉，

強すればＡになる」ということを知ることができるといった利点がある。また，教師も全

ての子どもにＡを取ってほしいという願いを持って授業を行うわけであるが，Ａ基準をも
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「 」 ， 。とに このように勉強しましょう ということを 授業中に教示をすることも可能となる

そのためにも，Ａ，Ｂ，Ｃの３段階での評価基準は事前に設定しておく必要がある。

なお，Ａ，Ｂ，Ｃの３段階の評価基準すべてを設定することは，教育心理学的見地から

も有益である。教育心理学においては，努力したのに目標を成就できなかったという経験

の積み重ねにより，学習性無力感が形成されること( ）や，長期的に見ると困Dweck, 1975
難な目標であっても，学習者の状況に近接な目標を与えながら学習を行うことで目標を成

就できること（ ）が知られている。Stipek, 1996
Ａ，Ｂ，Ｃの３段階で評価基準を設定すれば，たとえばある評価基準によってＣがつい

た児童生徒に対して 「ここまで到達すればＢになる」といった，具体的な教示を行うこ，

とが可能となる。ところが，たとえばＡ基準が明示されていない場合は，Ｂがついた児童

生徒が，具体的にどうすればＡになるかといった情報を得ることができない。そのため，

何をすればより達成度が上がるのかと行ったことが分からず，結果として児童生徒に学習

性無力感を形成させてしまうことにつながると考えられる。さらに，ある評価基準におい

てＣがついた児童生徒が，後続の学習過程においてより達成度を上げようと考えた場合，

評価基準表を参考にどのような学習を行えばＢとなるのかがわかり，実際にＢの評価を得

たあと，さらにＡを目指すといったことも可能となる。つまり，児童生徒に対して近接な

目標を与えながら学習活動に取り組ませることが可能となるだろう。

なお，本研究にともなう実践例はすべて学習過程においてきめ細やかに評価を行うこと

が計画されていたわけであるが，教科・学年レベル→単元レベル→学習活動レベルという

ように評価規準を落とし込んで設定しているという特徴がある。このように達成目標を細

分化することもまた，児童生徒の状況に近接な目標を与えながら学習を行わせることを可

能とし，長期的な目標の成就につながるという点でも効果的であると考えられる。
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