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Ⅵ－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

小・中学校の音楽、図画工作・美術、家庭、保健体育、道徳、特別活動における単元指

導計画は、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す

ることにした。

すなわち、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」の記

述→⑤単元の目標の決定→⑥単元の評価規準の作成→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評価基準の設定→⑩評価の３つの機能

への対応計画の決定の順に沿って単元指導計画を作成することにした。

次に、この中から、とりわけ⑥の「単元の評価規準の作成」及び「評価基準の設定」に

関して、本章で報告する教科及び道徳、特別活動について、その作成要領について記すこ

とにしたい。

（２）評価規準の作成と評価の４観点

（２）－１ 音楽における場合

① 教科・学年レベルにおける評価規準の作成

今回報告する小学校第４学年の音楽では、単元「みんあで合わせて （全 時間）が取」 12
り組まれている。

そこで、まず、本単元の目標・内容（＝教師の願い）をみると、本単元は、学習指導要

領の［第 学年及び第 学年］の「内容」の［Ａ 表現］の（２）ア、イ及び（３）ア、3 4
イ ［Ｂ 鑑賞］の（１）ア、イを関連指導するものであることが分かる。、

なお、この［表現］及び［鑑賞］に係わる部分の内容は学習指導要領には次のように記

されている。

Ａ 表現

（１）音楽を聴いたり楽譜を見たりして演奏できるようにする。

ア 範唱や範奏を聴いて演奏すること。

イ ハ長調の旋律を視唱したり視奏したりすること。

（２）曲想や音楽を特徴付けている要素を感じ取って、工夫して表現できるようにする。

ア 歌詞の内容にふさわしい表現の仕方を工夫すること。

イ 拍の流れやフレーズ、強弱や速度の変化を感じ取って、演奏したり身体表現をし

たりすること。

（３）歌い方や楽器の演奏の仕方を身に付けるようにする。

ア 呼吸及び発音の仕方に気を付けて、自然で無理のない声で歌うこと。

イ 音色に気を付けて、旋律楽器及び打楽器を演奏すること。

Ｂ 鑑賞

（１）音楽を聴いてそのよさや美しさを感じ取るようにする。

ア 曲想の変化を感じ取って聴くこと。
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イ 主な旋律の反復や変化、副次的な旋律、音楽を特徴付けている要素の気を付けて

聴くこと。

ウ 楽器の音色及び人の声の特徴に気を付けて聴くこと。また、それらの音や声の組

み合わせを感じ取って聴くこと。

そこで、これらの内容の関連指導を視野に入れながら本単元における評価規準を作成す

るわけであるが、上記教育課程研究センターの『報告』をみると、それぞれ上記内容を一

括しながら＜表現・歌唱＞及び＜表現・器楽＞、＜鑑賞＞のもとに、以下のような評価規

準及びその具体例が示されている。

＜「Ａ 表現・歌唱」の評価規準＞

音楽への関心・意欲・態度 音楽的な感受や表現の工夫 表現の技能

進んで歌唱表現にかかわり、 斉唱や簡単な合唱などによる 範唱や範奏を聴いたり楽譜を

歌唱活動への意欲を高めると 歌唱表現及び歌声のよさや美 見たりして歌うとともに、ハ

ともに、その経験へを生活に しさを感じ取るとともに、歌 長調の旋律を視唱している。

生かそうとする。 詞の内容にふさわしい表現を また、呼吸及び発音の仕方に

工夫し 拍の流れやフレーズ 気を付けて、自然で無理のな、 、

強弱や速度の変化などを感じ い声で歌っている。

取り、それらを生かした歌唱

表現の仕方を工夫したり、身

体表現をしたりしている。

そして、これらの評価規準の具体例では 「音楽への関心・意欲・態度」は計 の評価、 10
8 7規準に 「音楽的な感受や表現の工夫」では計 の評価規準に 「表現の技能」では計、 、

の評価規準にそれぞれ具体化されている。

＜「Ａ 表現・器楽」の評価規準＞

音楽への関心・意欲・態度 音楽的な感受や表現の工夫 表現の技能

進んで器楽表現にかかわり、 旋律楽器及び打楽器の演奏、 範唱や範奏を聴いたり楽譜を

器楽活動への意欲を高めると 簡単な重奏や合奏などによる 見たりして楽器を演奏すると

ともに、その経験へを生活に 器楽表現及び楽器の音色のよ ともに、ハ長調の旋律を視奏

生かそうとする。 さや美しさを感じ取るととも している。また、音色に気を

に、拍の流れやフレーズ、強 付けて、旋律楽器及び打楽器

弱や速度の変化、音の組合せ を演奏している。

の特徴などを感じ取り、それ

らを生かした器楽表現の仕方

を工夫したり、身体表現をし

たりしている。

さらに、上記の評価規準に関する具体例では 「音楽への関心・意欲・態度」は計 の、 9
7 6評価規準に 音楽的な感受や表現の工夫 では計 の評価規準に 表現の技能 では計、「 」 、「 」

の評価規準にそれぞれ具体化されている。

＜「Ｂ 鑑賞」の評価規準＞

音楽への関心・意欲・態度 音楽的な感受や表現の工夫 鑑賞の能力

様々な音楽を進んで聴き、鑑 いろいろな種類の音楽やいろ 主な旋律の反復や変化、副次

賞活動への意欲を高めるとと いろな演奏形態による音楽を 的な旋律、音楽を特徴付けて

もに、その経験を生活に生か 聴いて、音楽を特徴付けてい いる要素、楽器の音色及び人

そうとする。 る要素の働きに注目したり、 の声の特徴、それらの音や声

様々な楽器の音色や声の特徴 の組合せなどに気を付けて聴

を感じ取ったりするなど、そ くとともに、曲想の変化を感

のよさや美しさを感じ取ると じ取って聴く。

ともに、音楽表現の良さや工
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夫に気付き、それらを生かし

た鑑賞の仕方を工夫してい

る。

なお、上記の評価規準に関する具体例では 「音楽への関心・意欲・態度」は計 の評、 8
12 9価規準に 音楽的な感受や表現の工夫 では計 の評価規準に 鑑賞の能力 では計、「 」 、「 」

の評価規準にそれぞれ具体化されている。

ところで、問題はこれらの評価規準及び評価規準の具体例で活用されている評価の観点

と私どもが本開発的研究において採用している評価の４観点との関連性である。

まず明らかなことは、内容の「表現」と「鑑賞」とにおいて使用されている評価の観点

が異なっていることである。表現では「音楽への関心・意欲・態度 「音楽的な感受や表」

現の工夫 「表現の技能」の３観点が、鑑賞では「音楽への関心・意欲・態度 「音楽的」 」

な感受や表現の工夫 「鑑賞の能力」の３観点が使われている。すなわち 「音楽への関」 、

心・意欲・態度」と「音楽的な感受や表現の工夫」は共通であるが、３つ目の観点は表現

では「表現の技能 、一方の鑑賞では「鑑賞の能力」と異なっている。」

ちなみに、小学校音楽の教科目標に関する評価の観点をみると 「音楽への関心・意欲、

・態度 「音楽的な感受や表現の工夫 「表現の技能 「鑑賞の能力」となっている（この」 」 」

点は、昨年度の中学校音楽の場合も同様 。ところが、内容としての＜表現＞と＜鑑賞＞）

をみると、上記のように、前２者の観点は共通であるが、３つ目は異なっている（小・中

共通 。つまり、音楽では、小学校のみならず中学校においても、能力分析的な観点と内）

容分析的な観点とが併用されているのである。

では、私どもの評価の４観点からすればどのように考え、単元の評価規準を作成するこ

とになるのであろうか。

まず 「音楽への関心・意欲・態度」及び「表現の技能」はそれぞれ「関心・意欲・態、

」 「 」 。 、度 及び思考・判断の結果としての 技能・表現 に対応していると考えられよう また

「音楽的な感受や表現の工夫」では 「・・・に気付き・・の（表現の仕方や鑑賞の仕方、

を）工夫をする」というように、知覚と感情、感情と表現の統一的把握がうかがえ、評価

の４観点でいう“思考・判断”に留意した記述がうかがえる。

残るは“音楽についての知識・理解”とでもいうべき観点であるが 『報告』にはこの、

観点名の使用はみられないものの、例えば「表現の能力」においても「・・・に気付く、

相互のかかわわりをとらえる」とか 「鑑賞の能力」においても「・・・に気付く」とい、

った記述がみられる。つまり “知識・理解”の観点は不可欠とされているのである。、

もっといえば、私たちは、既に幾度となく言及したように、＜表現＞内容においても＜

鑑賞＞内容においても、凡そそれらを学ぶときには常に同時に４観点が必要になる。すな

わち ＜表現＞においてのみならず鑑賞においても たとえば 鑑賞活動が 音楽経験 作、 、 「 『 （

品を丸ごと直接経験する）－『音楽研究 （作品の中のより要素的な特質に識別的に接す』

る活動）－『音楽経験 （さらに深められた経験 』のプロセスをとる」と考えられるの』 ）

である（桂 直美「米国 年代『美的教育』におけるデューイ芸術論の影響 『日本デ1970 」

ューイ学会 紀要 第 号』 。34 1993.6, p.11）
このようなところから、私たちは、表現であれ鑑賞であれ、音楽単元の評価規準の作成
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においては、現行の音楽の４観点、すなわち「音楽への関心・意欲・態度 「音楽的な感」

受や表現の工夫 「表現の技能 「鑑賞の能力」を活用する。そして記述に際しては、そ」 」

れぞれ関心・意欲・態度、思考・判断、技能・表現、知識・理解といった立場から各観点

の評価規準を作成することにした。

② 単元レベルにおける評価規準の作成

さて、いよいよ本単元における評価規準の作成であるが、本単元では ［Ａ 表現］の、

（２）のア・イ （３）のア・イ、及び［Ｂ 鑑賞］の（１）のア・イの関連指導が意図、

されているので、上記で検討した『報告』における評価規準やその具体例の該当するもの

をそのまま持ち込めばよいというわけにはいかない。本単元で指導する内容と『報告』で

示される評価規準で目指す内容とが異なっている。さらにいえば、元来、単元と内容とは

必ずしも一対一対応しないからである。

たとえ『報告』の評価規準及びその具体例を参考にしつつも、あくまでも、単元の評価

規準は本単元である「みんなで合わせて」という活動を遂行する上で不可欠な４観点とし

て作成する必要があるといえよう。

かくして、私どもが作成した本単元の評価規準を示せば、以下のようである。

○ 音楽への関心・意欲・態度

①曲を聴いたり、曲から受けるイメージや気持ちを明確にしようとする。

②パート練習や話し合いに協力して取り組もうとする。

○ 音楽的な感受や表現の工夫

①歌詞の内容や強弱記号からのイメージを生かした表現をすることができる。

②互いの音の重なりを感じ取って美しい音を響き合わせることができる。

○ 表現の技能

①基礎的な演奏技能、楽器の適切な扱い方ができる。

②演奏技能を生かして表現のくふうをすることができる。

○ 鑑賞の能力

①旋律の変化（楽曲の雰囲気や曲想）を聴き取っている。

②友達の表現のよさを聴きとっている。

③ 学習過程レベルにおける評価規準の作成

さて、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する必要

がある。合わせて、それら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。

その特質をみれば、本単元では 「１－５． 学習過程と評価計画」に示されているよ、

、「 」 、うに 音楽への関心・意欲・態度 ①の実現状況は学習活動１－①では歌唱場面の観察

学習活動２－①と⑤ではともに学習カード①によって、②の実現状況は学習活動１－②に

おけるパート練習場面の観察、学習活動２－③における話し合い場面の観察によって、そ

れぞれ評価するように計画されている。

また 「音楽的な感受や表現の工夫」①の実現状況は学習活動２－②と⑥においてとも、

に学習カード②によって、②の実現状況は学習活動２－⑤及び学習活動３－①における話

し合い場面の観察によって、それぞれ評価するように計画されている。

さらに 「表現の工夫」①の実現状況は学習活動１－②と④でともに評価カード①によ、
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って、②の実現状況は学習活動３－①では評価カード②、学習活動４－①では評価カード

②によって、それぞれ評価するように計画されている。

「鑑賞の能力」①の実現状況は学習活動２－①と⑤においてともに録画資料によって、

、 、②の実現状況は学習活動３－①では録画資料 学習活動４－①では学習カード③によって

それぞれ評価するように計画されている。

（２）－２ 図画工作における場合

① 教科・学年レベルにおける評価規準の作成

5 9今回報告する小学校第 学年の図画工作では、単元「だんだんコリントゲーム （全」

時間）が取り組まれている。

そこで、まず、本単元の目標・内容（＝教師の願い）をみると、本単元は、学習指導要

領の内容の【第５学年及び第６学年】の「Ａ表現」の「 ２ 」及び「Ｂ鑑賞」の「 １）（ ） （

－ア」を関連指導しようとするものであることが分かる。学習指導要領には、次のように

内容が示されている。
Ａ 表現

１ （略）（ ）

（２）見たこと、感じたこと、想像したこと、伝え合いたいことを絵や立体に表現したり、

工作に表したりするようにする。

ア 表したことを表すために、形や色、材料の特徴や構成の美しさなどの感じ、つくる

ものの用途などを考えるとともに、表し方を構想し計画して、創造的な技能などを生

かして表現すること。

イ 表したいことに合わせて、前学年までに経験した材料や用具、自分が選んだ材料、

糸のこぎりなどの特徴を生かして使い、表現に適した方法などを組み合わせながら、

絵や立体に表現したり、工作に表したりすること。

Ｂ 鑑賞

（１）作品などを鑑賞し、それらのよさや美しさに親しむようにする。

ア 自分たちの作品や表し方の変化などに関心をもって見るとともに、表現の意図や特

徴をとらえ、見方や感じ方を深めるようにすること。

(略)イ

本単元では、このような内容の指導を視野に入れながら評価規準を作成するわけである

、 『 』 、 （ ） （ ） 、が 上記教育課程研究センターの 報告 をみると 表現 ２ 及び鑑賞 １ に関して

以下のような評価規準及びその具体例が示されている。

＜「Ａ 表現（２）の評価規準＞

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

表したいことを表すために、 表したことを見付け 形や色 表したことに合わせて、材料、 、

美しさを感じ取ったりしなが 材料の特徴や構成の美しさの や構成の美しさなどの感じや

ら、自分の表し方で表現した 感じ、つくるものの用途など 用途を考え、造形感覚や創造

り、新たな表現方法を試みた を考え、主題の表し方を構想 的な工作の能力を働かせ、前

りするなど表現活動の楽しさ し、デザインの能力などを働 学年までに経験した容疑など

を味わおうとする。 かせ、自分が選んだ材料や用 を生かし、表現に適した方法

具の特徴を生かして、表し方 を組み合わせ、表し方を工夫

を考える。 する。

そして これらの評価規準は 造形への関心・意欲・態度 では計 の評価規準に 発、 、「 」 、「6
想や構想の能力」では計 の評価規準に 「創造的な技能」では計 の評価規準にそれぞ6 6、
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れ具体化されている。

＜「Ｂ 鑑賞（１）の評価規準＞

造形への関心・意欲・態度 鑑賞の能力

自分たちがつくりだした作品や暮らしの中の 造形作品などを、自分らしい見方や感じ方で

造形作品、親しみのある美術などに関心をも 能動的に鑑賞し、よさや美しさなどに親しむ。

ち、その美しさや表し方のよさ、表し方の変

化の面白さなどを味わおうとする。

そして これらの評価規準は 造形への関心・意欲・態度 では計 の評価規準に 鑑、 、「 」 、「6
賞の能力」では計 の評価規準にそれぞれ具体化されている。5

ところで、問題は、これらの評価規準及び評価規準の具体例で活用されている評価の観

点と私どもが本開発的研究において採用している評価の４観点との関連性である。

まず 「造形への関心・意欲・態度 「発想や構想の能力 「創造的な技能」は、それぞ、 」 」

れ「関心・意欲・態度 「思考・判断 「技能・表現」に対応していると考えられる。」 」

一方、ここには４観点でいう「知識・理解」に相当する観点が設けられていない。

そこで、まず、小学校図画工作の教科目標に関する観点をみると 「造形への関心・意、

欲・態度 「発想や構想の能力 「創造的な技能 「鑑賞の能力」と４つになっている（こ」 」 」

の点は、次の中学校の美術も同様 。ところが、内容としての＜表現＞と＜鑑賞＞をみる）

と、表現では前３者が、鑑賞では「造形への関心・意欲・態度」及び「鑑賞の能力」とな

っている（中学校も同様 。つまり、小・中学校ともに、能力分析的な観点と内容分析的）

観点とが併用されているのである。

ところで、考えてみれば、既述の音楽における場合と同様、＜鑑賞＞活動においては、

元来、直接経験→要素の識別的活動→深められた経験というサイクル活動であるように、

ここではいわば４観点のすべてが動員されることになる。実際、教育課程研究センターの

報告 においても 鑑賞の能力 には ・・・に気付く ・・・題名を付けたり ・『 』 、「 」 「 」「 」「

・・見付けたことをみんなに話す」といった表現に象徴されるように、鑑賞活動（能力）

は、元来 “知識・理解”や“思考・判断 “技能・表現”と一体となって成立する活動、 ”、

であるといえよう。

このようなところから、私たちは、表現であれ鑑賞であれ、図画工作単元の評価規準の

作成においては、現行の図画工作教科の４観点、すなわち「造形への関心・意欲・態度」

「発想や構想の能力 「創造的な技能 「鑑賞の能力」を活用することにする。そしてそ」 」

の記述に際しては、それぞれ関心・意欲・態度、思考・判断、技能・表現、知識 ・理解。

といった立場から各観点の評価規準を作成することにした。

② 単元レベルにおける評価規準の作成

さて、いよいよ本単元における評価規準の作成であるが、本単元では ［Ａ 表現］の、

（２）のア・イ ［Ｂ 鑑賞］の（１）のアの関連指導が意図されているので、上記で検、

討した『報告』における評価規準やその具体例の該当するものをそのまま持ち込めばよい

というわけにはいかない。本単元で指導する内容と『報告』で示される評価規準で目指す

内容とが異なっている。さらにいえば、元来、単元と内容とは必ずしも一対一対応しない
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からである。

たとえ『報告』の評価規準及びその具体例を参考にしつつも、本単元の評価規準は、あ

くまでも本単元の「だんだんコリントゲーム」という活動を遂行する上で不可欠な４観点

として作成する必要があるといえよう。

かくして、私どもが作成した本単元の評価規準を示せば、以下のようである。

○ 造形への関心・意欲・態度

①自分の思い入れやこだわりを大切にした冒険物語の製作に、意欲的に取り組もうとする。

②表したいことを表すために、材料を集めたり、素材の性質や道具の特性をいかそうと試みた

りするなど、表現活動の楽しさを味わおうとする。

○ 発想や構想の能力

①自分の思いや夢などをもとに、楽しい冒険物語を発想することができる。

「 」「 」 、②遊び方や冒険物語などに合った 形や色 材料の特徴や構成の美しさ などを感じながら

楽しいゲームを構想することができる。

○ 創造的な技能

①遊び方や冒険物語に合わせて、材料や構成の美しさなどの感じや用途を考え、表し方を工夫

することができる。

②電動糸のこぎりや金づちなどの用具の扱いになれ、正しい用途で制作に取り組むことができ

る。

○ 鑑賞の能力

①友だちの作品の、表現の美しさや飾り方・使い方の面白さなど「作品の工夫やよさ」に気づ

く。

③ 学習過程レベルにおける評価規準の作成

さて、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する必要

がある。合わせて、それら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。

その特質をみれば、本単元では 「１－５． 学習過程と評価計画」に示されているよ、

うに 「造形への関心・意欲・態度」①の実現状況は学習活動１－⑤ではふりかえりシー、

トによって、②の実現状況は学習活動３－④ではふりかえりシート、学習活動４－①では

計画シート、学習活動４－③、５－③及び６－②ではともにふりかえりシートによって、

それぞれ評価するように計画されている。

また 「発想や構想の能力」①の実現状況は学習活動１－③では冒険シートによって、、

②の実現状況は学習活動２－②では計画シート、学習活動４－②及び６－①ではともに作

品によって、それぞれ評価するように計画されている。

さらに 「創造的な技能」①の実現状況は学習活動１－③では冒険シート、学習活動２、

－④では計画シート、学習活動４－②及び６－①ではともに作品によって、②の実現状況

は学習活動３－③では観察、学習活動４－②及び６－①ではともに作品によって、それぞ

れ評価するように計画されている。

「鑑賞の能力」①の実現状況は学習活動５－①ではいいところ発見シート、学習活動７

－②では鑑賞カードによって評価するように計画されている。

（２）－３ 美術における場合

① 教科・学年レベルにおける評価規準の作成

今回報告する中学校第 学年の美術では、単元「立体感のある平面構成 （全 時間）3 12」
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が取り組まれている。

そこで、まず、本単元の目標・内容（＝教師の願い）をみると、本単元は、学習指導要

領の〔第 学年及び第 学年〕の内容の［Ａ 表現］の（２）のアを指導しようとするも2 3
のであることが分かる。

この部分に係わる内容は、学習指導要領には次のように記されている。

（２）デザインや工芸などに表現する活動を通して、次のことができるよう指導する。

ア デザインの効果を考え、形や色彩、図柄、材料、光などの構成を簡潔にしたり総合

化したり、取り合わせを工夫するなどして、美しく心豊かなデザインをすること。

イ （略）

ウ （略）

エ （略）

本単元では、この内容の指導を視野に入れながら評価規準を作成するわけであるが、教

育課程研究センターの『報告』をみると、内容（２）のア～エを一括しながら、以下のよ

うな評価規準及び評価規準の具体例が記されている。

＜「 ２）デザインや工芸などに表現する活動」の評価規準＞（

美術への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

生活の中のデザインや工芸、 夢や想像、使用する者の気持 造形感覚、感性や創造的な技

独特な表現方法などに関心を ちや機能、自然との共生、デ 能を働かせ、形や色彩、材料

深め、夢や目標をもち、自分 ザインの効果などを考え、感 や用具の効果的な生かし方な

のよさを生かして創造活動に 性や想像力を働かせて独創的 どを総合的に考え、表現意図

主体的に取り組み自己実現の ・総合的に考えて豊かな発想 に合う表現方法を創意工夫

喜びを味わい、美術を愛好し や構成を工夫し、心豊かな表 し、美しく創造的に表す。

心豊かな生活を創造していこ 現の構想をする。

うとする。

そして、これらの評価規準の具体例では 「美術への関心・意欲・態度」は計 の評価、 11
規準に 「発想や構想の能力」では計 の評価規準に 「創造的な技能」では計 の評価規、 、7 7
準にそれぞれ具体化されている。

ところで、問題はこれらの評価規準及び評価規準の具体例で活用されている評価の観点

と私どもが本開発的研究において採用している評価の４観点との関連性である。

まず 「美術への関心・意欲・態度 「発想や構想の能力 「創造的な技能」はそれぞれ、 」 」

「関心・意欲・態度 「思考・判断 「技能・表現」に対応していると考えられる。」 」

一方、ここには４つの観点でいう“知識・理解”に相当する観点が設けられていない。

そこで、ちなみに中学校美術の教科目標に関する評価の観点をみると 「美術への関心、

・意欲・態度 「発想や構想の能力 「創造的な技能 「鑑賞の能力」となっている（この」 」 」

点は、前項の小学校の図画工作も同様 。ところが、内容としての＜表現＞と＜鑑賞＞を）

、 、 「 」「 」みると 表現では前３者の観点が 鑑賞では 美術への関心・意欲・態度 鑑賞の能力

になっている（小学校も同様 。つまり、小・中学校ともに、能力分析的な観点と内容分）

析的な観点とが併用されているのである。

ところで、＜鑑賞＞活動は直接経験→要素の識別的活動→深められた経験というサイク

ル活動であるように（音楽の項参照 、いわば４観点のすべてが動員されることになる。）

実際、教育課程研究センターの『報告』においても 「鑑賞の能力」には「・・・理解す、

る 「感性や想像力を働かせて ・・・批評する ・・・能力を高める 「表現の工夫な」、 、 、 」、
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どを感じ取り理解し・・」といったように“知識・理解”や“思考・判断 “技能・表現”

”の不可欠性が示唆されている。

このようなところから、私たちは、表現であれ鑑賞であれ、美術単元の評価規準の作成

においては、現行の美術の４観点、すなわち「美術への関心・意欲・態度 「発想や構想」

の能力 「創造的な技能 「鑑賞の能力」を活用する。そして記述に際しては、それぞれ」 」

関心・意欲・態度、思考・判断、技能・表現、知識・理解といった立場から各観点の評価

規準を作成することにした。

② 単元レベルにおける評価規準の作成

さて、いよいよ本単元における評価規準の作成であるが、本単元では ［Ａ 表現］の、

（２）のア指導が意図されているので、上記で検討した『報告』における評価規準やその

具体例の該当するものをそのまま持ち込めばよいというわけにはいかない。本単元で指導

する内容と『報告』で示される評価規準で目指す内容とが異なっている。さらにいえば、

元来、単元と内容とは必ずしも一対一対応しないからである。

たとえ『報告』の評価規準及びその具体例を参考にしつつも、あくまでも、単元の評価

規準は本単元である「デザイン・立体感のある平面構成」の活動を遂行する上で不可欠な

４観点として作成する必要があるといえよう。

かくして、私どもが作成した本単元の評価規準を示せば、以下のようである。

○ 美術へのの関心・意欲・態度

①図法を使った表現方法についてにお話し合いに積極的に参加しようとする。

②立体感のある表現方法を用いて制作しようとする。

○ 発想や構想の能力

①図法の学習を使って、立体感のある表現の想像力や構想力を高めることができる。

②色彩の効果を使って、立体感のある表現の想像力や構想力を高めることができる。

○ 創造的な技能

①表現に必要な用具を使うことができる。

②絵の具を使って、ムラなくはみ出さずに立体感のある表現ができる。

○ 鑑賞の能力

①友だちの作品を鑑賞し、それぞれの作品の表現方法の特徴を理解する。

③ 学習過程レベルにおける評価規準の作成

さて、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する必要

がある。合わせて、それら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。

、 、「 ． 」 、その特質をみれば 本単元では ５ 学習過程と評価計画 に示されているように

「美術への関心・意欲・態度」①の実現状況は学習活動１における観察によって、②の実

現状況は学習活動２と３ではともにアイデアスケッチ、学習活動５では作品によって、そ

れぞれ評価するように計画されている。

また 「発想や構想の能力」①の実現状況は学習活動２におけるアイデアスケッチによ、

って、②の実現状況は学習活動３におけるアイデアスケッチによって、それぞれ評価する

よう計画されている。

さらに 「創造的な技能」①の実現状況は学習活動４における作品によって、②の実現、
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状況は学習活動５における作品によって、それぞれ評価するよう計画されている。

「鑑賞の能力」①の実現状況は学習活動６において鑑賞カードによって評価するよう計

画されている。

（２）－４ 家庭における場合

① 教科・学年レベルにおける評価規準の作成

今回報告する小学校第 学年の家庭では、単元「楽しい食事をくふうしよう （全 時6 11」

間）が取り組まれている。

そこで、まず、本単元の目標・内容（＝教師の願い）をみると、本単元は、学習指導要

領の〔第 学年及び第 学年〕の内容の（ ）のア・イ及び（ ）のア～カを関連指導しよ5 6 4 5
うとするものであることが分かる。

これらの部分に係わる内容は、学習指導要領には次のように記されている。

（４）日常の食事に関心をもって、調和のよい食事のとり方が分かるようにする。

、 。ア 食品の栄養的な特徴を知り 食品を組み合わせてとる必要があることが分かること

イ １食分の食事を考えること。

ウ 製作品の構想の表示方法を知り、製作に必要な図を書くことができること。

（５）日常よく使用される食品を用いて簡単な調理ができるようにする。

ア 調理に必要な材料の分量が分かり、手順を考えて調理計画を立てること。

イ 材料の洗い方、切り方、味の付け方及び後片付けの仕方が分かること。

ウ ゆでたり、いためたりして調理ができること。

エ 米飯及びみそ汁の調理ができること。

オ 盛り付け方や配膳を考え、楽しく食事ができること。

カ 調理に必要な用具や食器の安全で衛生的な取扱い及びこんろの安全な取扱いができ

ること。

本単元では、このような内容の指導を視野に入れながら評価規準を作成するわけである

が、上記教育課程研究センターの『報告』をみると （ ）は「食事への関心」の下に一、 4
括され （ ）は「簡単な調理」の下に一括され、以下のような評価規準及びその具体例、 5
が示されている。

＜「食事への関心」の評価規準＞

家庭生活への関心・ 生活を創意工夫する 生活の技能 家庭生活についての

意欲・態度 能力 知識・理解

日常の食事に関心を 食生活を見直し、調 調和のよい日常の食 調和のよい日常の食

もち、調和のよい食 和のよい日常の食事 事のとり方に関する 事のとり方について

事のとり方をしよう について考えたり、 基礎的な技能を身に 理解している。

としている。 自分なりに工夫した 付けている。

りしている。

そして、これらの評価規準の具体例では 「家庭生活への関心・意欲・態度」は計 の、 3
評価規準に 「生活を創意工夫する能力」及び「生活の技能」では一つの評価規準に 「家、 、
庭生活についての知識・理解」では計 の評価規準にそれぞれ具体化されている。3

＜「簡単な調理」の評価規準＞

家庭生活への関心・ 生活を創意工夫する 生活の技能 家庭生活についての

意欲・態度 能力 知識・理解

調理に関心をもち、 日常よく使用される 日常よく使用される 日常よく使用される

日常よく使用される 食品を用いた簡単な 食品を用いた簡単な 食品を用いた簡単な

食品を用いた簡単な 調理について考えた 調理に関する基礎的 調理に関する基礎的

調理をしようとして り、自分なりに工夫 な技能を身に付けて な事項について理解
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いる。 したりしている。 いる。 している。

そして、これらの評価規準の具体例では 「家庭生活への関心・意欲・態度」は計 の、 6
6 6評価規準に 「生活を創意工夫する能力」では計 の評価規準に 「生活の技能」では計、 、

の評価規準に 「家庭生活についての知識・理解」では計 の評価規準にそれぞれ具体化、 6
されている。

ところで、これらの評価規準及び評価規準の具体例で活用されている評価の観点をみる

と、若干の名称の違いはあるものの、基本的には私どもが本開発的研究において採用して

いる評価の４観点と共通したものとなっていることが分かる。

すなわち 「食事への関心 「簡単な調理」それぞれの内容に関心を持ち、調和のよい、 」

食事のとり方や簡単な調理をしようという「関心・意欲・態度 、調和のよい日常の食事」

や簡単な調理について考えたり、工夫するといった「思考・判断 、調和のよい日常の食」

事や簡単な調理に関する基礎的な技能を身に付けるといった「技能・表現 、調和のよい」

日常の食事のとり方や簡単な調理の基礎的な事項を理解しているといった「知識・理解」

が、それぞれ評価の観点として考えられているのである。

なお、このような４観点への対応の特質は、昨年度の中学校＜技術・家庭＞における＜

技術分野＞においても共通するところであった。また 『報告』をみると、＜家庭分野＞、

においても４観点と共通する観点が評価の観点として採用されていることが分かる。

② 単元レベルにおける評価規準の作成

さて、本単元の評価規準の作成であるが、その際、たとえ指導する内容が共通している

からといって、上記に検討した『報告』の評価規準ないしその具体例をそのまま本単元の

評価規準として採用するわけににはいかない。それらを参考にしながら、あくまでも「楽

しい食事をくふうしよう」という活動を成立させるための関心・意欲・態度であり、創意

工夫の能力であり、技能及び知識・理解であるように有機的に、いわば一全体として評価

規準を作成することが大切である。

このようにして、私たちが作成した本単元の評価規準は次のようである。

○ 家庭生活への関心・意欲・態度

①家庭での食事に関心を持とうとする。

②１食分の食事作りに関心を持ち、調理しようとする。

○ 生活を創意工夫する能力

①計画に基づいた実践を工夫したり、改善したりすることの大切さに気づき、その理由を自

分なりに考えることができる。

②１食分の食事が、調和のよい食事となるよう、食品の組み合せをなどを考えることができ

る。

○ 生活の技能

①衛生や安全に配慮して、調理器具を使用することができる。

②食材の扱い方や調理の仕方を正しく行ったり、出来た料理を考えて盛り付けたりすること

ができる。

○ 家庭生活についての知識・理解

①１食分の食事が栄養的に調和がとれるよう、食品を組み合わせてとることの必要性を理解

する。

②家族との生活で食事作りの大切さや団らんの楽しさを理解する。
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③ 学習過程レベルにおける評価規準の作成

さて、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する必要

がある。合わせて、それら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。

、 、「 ． 」 、その特質をみれば 本単元では ５ 学習過程と評価計画 に示されているように

「家庭生活への関心・意欲・態度」①の実現状況は学習活動１では振り返りカード①、学

習活動５では相互評価カード①によって、②の実現状況は学習活動２では振り返りカード

②によって、それぞれ評価するように計画されている。

「生活を創意工夫する能力」①の実現状況は学習活動１では振り返りカード②、学習活

動４－④では感想カード①によって、②の実現状況は学習活動３では計画カード①、学習

活動４－①では計画カード③によって、それぞれ評価するように計画されている。

また 「生活の技能」①及び②の実現状況は、ともに学習活動４－③において、それぞ、

れ準備場面の観察①、調理場面の観察②によって評価するように計画されている。

「家庭生活についての知識・理解」①実現状況は学習活動３において計画カード②によ

って、②の実現状況は学習活動５において感想カード②によって、それぞれ評価するよう

に計画されている。

（２）－５ 保健体育における場合

①教科・学年レベルにおける評価規準の作成

1 9今回報告する中学校第 学年の保健体育では ［体育分野］の単元「跳び箱運動 （全、 」

時間）が取り組まれている。

そこで、まず、本単元の目標・内容（＝教師の願い）をみると、本単元は、学習指導要

［ ］ 「 」 「 」 、 （ ）領の 体育分野 の Ｂ 器械運動 の中から エ 跳び箱運動 をとりあげ 内容の １

（２ （３）を指導しようとするものであることが分かる。）

れらの部分に係わる内容は、学習指導要領には次のように記されている。
Ｂ 機械運動

（１）自己の能力に適した課題をもって次の運動を行い、その技能を高め、技がよりよくで

きるようにする。

ア マット運動

イ 鉄棒運動

ウ 平均台運動

エ 跳び箱運動

（２）互いに協力して練習ができるようにするとともに、器械・器具を点検し安全に留意し

て練習ができるようにする。

（３）自己の能力に適した技を習得するための練習の仕方を工夫することができるようにす

る。

、 、本単元では これらの内容の指導を視野に入れながら評価規準を作成するわけであるが

上記教育課程研究センターの『報告』をみると、これら（１ （２ （３）の内容を一括） ）

しながら、以下のような評価規準及びその具体例が次のように記されている。

＜「器械運動」の評価規準＞

運動への関心・意欲 運動についての思考 運動の技能 運動についての知識

・態度 ・判断 ・理解

器械運動の特性に関 自分の能力に適した 器械運動の特性に応 器械運動の特性や学
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心をもち、楽しさや 技を習得するための じた技能を身に付け び方、技術の構造を

喜びを味わえるよう 練習の仕方を工夫し るとともに、その技 理解するとともに、

に進んで取り組もう ている。 能を高めて運動する 練習の仕方や技ので

とする。また、互い ことができる。 きばえの確かめ方を

に協力して練習しよ 理解し、知識を身に

うとするとともに、 付けている。

、器械・器具を点検し

安全に留意して練習

しようとする。

そして、これらの評価規準の具体例では 「運動への関心・意欲・態度」は計 の評価、 4
規準に 「運動についての思考・判断」では計 の評価規準に 「運動の技能」では計 つ、 、2 2
の評価規準に 「運動についての知識・理解」では計 の評価規準にそれぞれ具体化され、 2
ている。

ところで、これらの評価規準及び評価規準の具体例で活用されている評価の観点をみる

と、名称の違いはあるものの、基本的には私どもが本開発的研究において採用している評

価の４観点と共通したものとなっていることが分かる。

すなわち 「器械運動」においては、どの運動を指導しようとも、それぞれの運動に関、

心をもち、進んで取り組んだり、練習しようとする「関心・意欲・態度 、自分の能力に」

適した技の習得練習の仕方を工夫するという「思考・判断 、器械運動の技能を身に付け」

たり、その技能を高めた運動に取り組むといった「技能・表現 、器械運動の特性や学び」

方 技術の構造 練習の仕方や技の出来映えの確かめ方を理解し 知識を得るといった 知、 、 、 「

識・理解」が、それぞれ評価の観点として考えられているのである。

なお、昨年度は小学校体育の「バスケットボール」運動が事例とされてのであるが、そ

こでは前３者の評価の観点は中学校の場合と共通であるが 「知識・理解」の観点は評価、

しないといった特質を明らかにした。その理由は必ずしも明らかではないが、このような

特質からみれば、小・中学校では評価の観点の設け方に関して基本的な差異はないといえ

よう。

② 単元レベルにおける評価規準の作成

さて、本単元の評価規準の作成であるが、その際、跳び箱運動を通して指導する内容が

たとえ（１ （２ （３）であるとはいえ、上記に検討した『報告』の評価規準ないしそ） ）

の具体例をそのまま本単元の評価規準として採用するわけににはいかない。それらを参考

、 「 」 、にしながら あくまでも 跳び箱運動 という活動を成立させるための関心・意欲・態度

思考・判断、技能・表現、知識・理解として有機的に、いわば一全体として評価規準を作

成することが大切である。

、 、 。このようにして 私たちが作成した本単元における評価規準を記せば 次のようである

○ 運動への関心・意欲・態度

①今できる技やできそうな技をよりよくできるようにして、跳び箱運動の楽しさや喜びを味

わおうとする。

②器械・器具の安全に注意し、練習をするうえでの周囲の安全に気を配ろうとする。

③仲間と協力して互いに教え合い、進んで練習に取り組もうとする。

○ 運動についての思考・判断

①今できる技やできそうな技の中から自分の能力に適したものを選択し、よりよくできるよ
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うにするための課題を設定することができる。

、 。②練習の仕方や場づくりの方法を選択したり 技のできばえを確かめたりすることができる

○ 運動の技能

①今できる技が、条件を変えたりしてもできる。

②できそうな新しい技が、ある程度円滑にできる。

○ 運動についての知識・理解

①跳び箱運動の楽しみ方や学習の進め方、技の系、技群、グループの構造などの技の系統性

や発展性を知っている。

②練習の仕方、練習計画の立て方、技のできばえの確かめ方を知っている。

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する必要がある

合わせて、これら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。

その特質をみれば、本単元では 「５．学習過程と評価計画」に示されているように、、

「運動への関心・意欲・態度」①の実現状況は学習活動１－①では学習カード、学習活動

３－①及び５－①ではともに観察によって、②の実現状況は学習活動２－②及び４－③に

おいてともに観察によって、③の実現状況は学習活動３－②及び４－②においてともに観

察によって、それぞれ評価するように計画されている。

「運動についての思考・判断」①の実現状況は学習活動２－③及び３－①においてとも

に学習カードによって、②の実現状況は学習活動３－③ではアドバイスカード、学習活動

４－①では学習カード、学習活動４－②では観察によって、それぞれ評価するように計画

されている。

「運動の技能」①の実現状況は学習活動３－③では観察によって、②の実現状況は学習

活動４－③では観察によって、それぞれ評価するように計画されている。

最後の「運動についての知識・理解」①の実現状況は学習活動１－②では観察、学習活

動２－①では学習カードによって、②の実現状況は学習活動３－②では学習カード、学習

活動４－①では質問によって、それぞれ評価するように計画されている。

（２）－６ 道徳における場合

教育課程研究センターの『報告』では、道徳については小・中学校ともに取り扱われて

おらず、このため、道徳の評価規準やその具体例は示されていない。しかし、既に検討し

たように（Ⅰ－３－（３）－③参照 、私どもは、本研究開発において、道徳の評価の観）

点として、教科うや総合的な学習の時間と同様な評価の４観点を採用することにした。す

なわち 「 道徳的価値や道徳的行為への）関心・意欲・態度 「 道徳的な）思考・判断」、（ 」（

「 道徳的行為としての）技能・表現 「 道徳についての）知識・理解」である。（ 」（

以下、小学校第 学年の単元「交流会」及び中学校第 学年の単元「集団生活の向上～6 1
合唱コンクールを控えて～」の二つの事例をもとに、道徳の評価の観点について検討する

ことにする。

＜小学校の場合＞

① 単元「交流会 （小学校第 学年）における評価規準の作成」 6
、 、 「 」今回の単元では 学習指導案に述べられているように 総合的な学習の ふれあい学習
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（ ） 、 、5時間 の一環として取り上げたお年寄りとの交流をねらいを掲げ その指導を通して

道徳（２－（２）だれに対しても思いやりの心をもち、相手の立場に立って新設にする）

（ 時間）及び特別活動( 時間× 日)との合科的・関連的な指導を行うことが目指さ2 0.5 2
れている。

このため、単元の評価規準の作成においては、道徳の時間だけに限って作成するわけに

はいかず、次に示すような合科的・関連的なものとなった。
○ 関心・意欲・態度

①お年寄りと進んで関わろうとする （道徳・総合・特活）。

②相手の立場に立って考えようとする （道徳・総合・特活）。

○ 思考・判断

①お年寄りが何を求めているか、そして自分に何が出来るかを関連づけて考えることができ

る （道徳・総合）。

②身近にいるお年寄りに対して思いやりの心をもち、自分のできることを考えることができ

る （道徳）。

○ 技能・表現

①お年寄りの気持ちを考えて準備したり、接したりすることができる （総合・特活）。

②お年寄りとの関わり方を身近な生活に生かすことができる （特活）。

○ 知識・理解

①お年寄りが、自分にできることは手助けを求めていないことを理解する （道徳・総合）。

②お年寄りが相手へ感謝の気持ちをもって接していることを理解する （道徳・総合）。

② 学習過程レベルにおける評価規準の作成

次に、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する必要

がある。合わせて、それら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。

その特質を本単元の「５． 学習過程と評価計画」から、道徳の時間に限ってのみ紹介

すれば、次のようである。

すなわち、第３時「通じる心」においては 「関心・意欲・態度」①の実現状況は感想、

文、②の実現状況はワークシートによって評価する 「思考・判断」①の実現状況はワー、

クシートによって評価する 「知識・理解」②の実現状況は発言によって評価するという、

ように計画されている。

また、第７時「心を伝えよう」においては 「関心・意欲・態度」①の実現状況はアン、

ケート①②によって、②の実現状況は発言によって評価する 「思考・判断」②、

実現状況はワークシート②によって評価する 「知識・理解」②の実現状況はワークシー、

ト①によって評価するというように計画されている。

＜中学校の場合＞

① 単元「集団生活の向上～合唱コンクールを控えて～ （中学校第 学年）」 1
における評価規準の作成

学習指導案に述べられているように、今回の事例では、校内合唱コンクールに向けた取

り組みの中から、音楽時間を除き、道徳（４－（１）の集団生活の向上、 時間）と特別1
活動( 分× 日分)の合科的・関連的指導として行った部分の報告がなされている。30 11
このため、単元の評価規準の作成においては、道徳の時間だけに限って作成するわけに
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はいかず、次に示すような合科的・関連的なものとなっている。

○ 関心・意欲・態度

①よりよい学級合唱を目指して、自分なりに精一杯取り組もうとする （道徳・特活）。

②合唱練習での学級の課題やしおの改善について関心をもとうとする （道徳）。

○ 思考・判断

①資料の「歌いたくない子もいるから仕方ないよ」というせいとの思いを参考に、集団生活

のあり方について考えを導き出すことができる （道徳）。

②よりよい合唱を目指して 学級練習での改善すべき点やその方策を考えることができる 道、 。（

徳）

○ 技能・表現

①合唱で自分の持てる力を発揮することができる （特活）。

②自分の思いや考えを文章にまとめ、発表することができる （道徳）。

○ 知識・理解

①集団の活動は、全員の協力なしには成立し得ないことを理解する （道徳）。

② 学習過程レベルにおける評価規準の作成

次に、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する必要

がある。合わせて、それら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。

その特質を本単元の「５． 学習過程と評価計画」から、道徳の時間に限ってのみ紹介

すれば、次のようである。

すなわち、第２時の「合唱練習の協力体制を見直す」において、学習活動①では「関心

・意欲・態度」②の実現状況がワークシート ・ によって、学習活動⑤では「関心・意1 2
欲・態度」①の実現状況がワークシート によって評価されるように計画されている。ま5
た 「思考・判断」①の実現状況が学習活動②においてワークシート によって、②の実、 3
現状況が学習活動④においてワークシート によって評価されるように計画されている。4
さらに 「技能・表現」②の実現状況が学習活動３において発表の時の観察によって 「知、 、

識・理解」①の実現状況が学習活動②においてワークシート によって評価されるように3
計画されている。

（２）－７ 特別活動における場合

① 教科・学年レベルにおける評価規準の作成

、 「 」（ ）今回報告する中学校第２学年の特別活動では 単元 働く意義を考えよう 全 時間4
が取り組まれている。

そこで、まず、本単元の目標・内容（＝教師の願い）をみると、本単元は、学習指導要

領の「内容」の［Ａ 学級活動］の主に（３）を指導するものであることが分かる。

この学級活動に関わる内容は、学習指導要領には次のように記されている。

Ａ 学級活動

（１）学級や学校の生活の充実と向上に関すること。

学級や学校における生活上の諸問題の解決、学級内の組織づくりや仕事の分担処理、

学校における多様な集団の生活の向上など

（２）個人及び社会の一員としての在り方、健康や安全に関すること。

ア 青年期の不安や悩みとその解決、自己及び他者の個性の理解と尊重、社会の一員

としての自覚と責任、男女相互の理解と協力、望ましい人間関係の確立、ボランテ

ィア活動の意義の理解など
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イ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成、性的な発達への適応、学校給食

と望ましい食習慣の形成など

（３）学業生活の充実、将来の生き方と進路の適切な選択に関すること。

学ぶことの意義と理解、自主的な学習態度の形成と学校図書館の利用、選択教科等の

適切な選択、進路適性の吟味と進路情報の活用、望ましい職業観・勤労観の形成、主体

的な進路の選択と将来設計など

教育課程研究センターの『報告』をみると、これらの内容の（１ （２ （３）ごとに） ）

評価規準が示されているが、そのうちの（３）について示せば次のようである。

＜「学級活動（３ 「学業生活の充実、将来の生き方と進路の適切な選択に関すること」の評価規準＞）

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解

・自己の生き方、学 ・自己の将来に希望 ・主体的に学び方を ・学ぶこと、働くこ

ぶこと、働くこと を抱き、その実現 身に付け、学習や との意義、進路選

などに関心をもち に向けて将来の生 進路選択に必要な 択に必要な情報収、

意欲をもって自己 活設計を考え、今 情報を収集、活用 集の仕方などを知

のよさを発見し、 学ぶべきことや自 し、自己の個性や り、自己の能力、

積極的に伸ばそう 己の生き方につい 学習の成果を進路 適性などを理解し

としている。 て考え、判断して の選択に生かすこ ている。

いる。 とができる。

ところで、これらの評価規準の作成のために活用されている評価の観点をみると、私ど

もが本開発的研究において採用している評価の４観点と全く共通したものになっている

（詳細はⅠ－３－（３）－③参照 。）

すなわち 「学業生活の充実、将来の生き方と進路の適切な選択」においては、自己の、

生き方、学ぶこと、働くことなどの関心をもち、自己のよさを意欲的に発見し伸ばそうと

する「関心・意欲・態度 、自己の将来の希望とその実現に向けた生活設計や今学ぶべき」

事、自己の生き方を考え・判断しようとする「思考・判断 、主体的な学び方や学習や進」

路選択に必要な情報収集及び活用、個性や学習を生かした進路選択ができるといった「技

能・表現 、それら情報の収集の仕方や自己の適性を知るといった「知識・理解」が、そ」

れぞれ評価の観点として考えられているのである。

なお、昨年度は、小学校の特別活動の内容［Ａ 学級活動］の（２）に関する指導事例

を取り上げたのであるが、ここでも上記と全く同様な評価の４つの観点が使用されていた

ことを付言しておきたい。

② 単元レベルにおける評価規準の作成

さて、本単元の評価規準の作成であるが、その際、たとえ学級活動の（３）を指導する

とはいえ、上記の『報告』にみられる評価規準をそのまま本単元の評価規準として採用す

るわけににはいかない。それらを参考にしながら、あくまでも「働く意義を考えよう」と

いう活動を成立させるための関心・意欲・態度、思考・判断、技能・表現、知識・理解と

して有機的に、いわば一全体として評価規準を作成することが大切である。

、 、 。このようにして 私たちが作成した本単元における評価規準を記せば 次のようである

関心・意欲・態度○

①自分の将来について真剣に考えようとする。

②いろいろな職業及び働くことの意義を積極的に調べようとする。

○ 思考・判断
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①働くことの意義について考え出すことができる。

②自分の将来の実現に向けて、今学ぶべきことや自分の生き方について考えることができる。

○ 技能・表現

①職業についての情報を収集することができる。

②働く人からの聞き取り学習からの情報や資料をひとり新聞にまとめることができる。

○ 知識・理解

①働くことの目的、仕事の楽しさ、厳しさ、生きがいなどいろいろな生き方について知る。

③ 学習過程レベルにおける評価規準の作成

さて、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する必要

がある。合わせて、それら評価規準の学習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 働く意義を考えよう では ５ 学習過程と評価計画 に示されているように

「関心・意欲・態度」の①の実現状況は学習活動１－②で『進路について』のプリント資

料①、②の実現状況は学習活動２－②で『身近な人の職業調べ』の資料②によって評価す

るように計画されている。また 「思考・判断」の①の実現状況は学習活動１－⑤で『進、

路について』のプリント資料①、②の実現状況は学習活動３－①でプリント資料④によっ

。 、「 」 、て評価するように計画されている さらに 技能・表現 の①と②の実現状況はともに

学習活動２－④において発表している場面の観察によって評価するように計画されてい

る 「知識・理解」の①の実現状況は学習活動３－①で活動の様子の観察によって評価す。

るように計画されている。

（３）評価基準の設定の要領

①多様な評価資料・情報の活用

私たちは、上記の各教科及び特別活動における評価規準の実現状況を判断するために、

上記に記されたような子どもの学習の過程及び成果に関する多様な資料・情報を駆使する

ことにした。

例えば 「体育」では観察や学習カードが 「技術」では製品のチェックや自己評価カ、 、

ード、観察、定期テストが 「音楽」では学習カードや観察が 「特別活動」では観察や、 、

活動計画表、振り返りカード、自己評価カードの活用が報告されていた。

②評価基準の設定の必要とその設定要領

絶対評価を行うためには、いろいろと作成された評価規準とその実現状況を判断するた

めの評価資料・情報を特定するのみではなく、これらの評価資料・情報から、子どもの学

習実現状況がどのようであれば合格とするか、あるいは不合格とするかといった判断基準

を予め設定しておく必要がある。いわば評価規準と評価資料と評価基準は絶対評価を行う

ための３点セットであり（＝ルーブリック 、どれ一つ欠いても絶対評価は困難になると）

いえよう。

なお、私たちは、既に第Ⅱ章第４節第２項で検討したように、評価基準の設定に当たっ

、 、 、 。 、ては 現行の指導要録にみられるＡ Ｂ Ｃの３段階尺度を採用することにした そして

評価資料を基に、子どもの学習実現状況がＡと判断される場合には３点を、Ｂには２点、
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Ｃには１点を与え、Ｂ以上を合格（＝学習の実現）の目安とすることにした。

また、評価基準の設定に当たっては、本章で検討している教科や特別活動においても、

他の教科等とともに、既述の共通のフォーマットを採用することにした（第Ⅱ章第４節第

２項－②参照 。）

以下には、本章で検討している教科及び特別活動において、このフォーマットに沿って

評価基準を作成する際に私たちが遭遇した疑問や意見、留意したポイントなどを、順不同

ではあるが、振り返ることにしたい。

（ア）フォーマット中の「学習活動における具体的な評価規準」を記述する際、該当する

評価規準の実現状況を評価する場面が一回であるのに、それが「単元の評価規準」に記し

た評価規準と同じになっていないといったケースがみられた。

しかし、このように学習過程において評価規準の実現状況を評価する場面が１回のみで

ある場合には 「単元の評価規準」をそのまま転記するか、あるいは「単元の評価規準」、

そのものを「学習活動における具体的な評価規準」に即して書き改めるかする必要がある

といえよう。

、 、なお 学習過程において評価規準の実現状況を複数回以上にわたって評価する場合には

「単元の評価規準」と「学習活動における具体的な評価規準」とが同一でないことは当然

である。

（イ 「学習活動における具体的な評価規準」を作成する際、例えば関心・意欲・態度②）

を先に評価し、関心・意欲・態度①の評価をその次にするといったように 「単元の評価、

規準」にみられる○付き数字の順が逆転して計画されるケースがみられた。

しかし、学習活動は順序だって展開されることを考えれば 「学習活動における具体的、

な評価規準」も①→②→③→・・・というように、順序だてて計画したいものである。も

し 「単元の評価規準」の②の実現状況が①よりも先に評価されるというのであれば 「単、 、

元の評価規準」に記述される評価規準の順序そのものを逆にする必要があるといえよう。

（ウ 「学習活動における具体的な評価規準」を作成する際、例えば“・・・を発表し、）

まとめることができる”といったように、複数の評価規準を同時に記述するケースがみら

れた。これでは、発表する活動を評価しようとするのか、それともまとめ内容を評価する

かが区別されていないことになる。

しかもこのような場合、得てして 「評価資料」欄にも“観察”と“学習カード”とい、

ったように、複数の評価資料が同時に記述されたり、さらには 「評価基準」欄の各セル、

内が“・・・大きな声で発表し ・・・といった内容を書いている”といったように、複、

数の評価規準の実現状況を同時に評価するように記述されることになる。

しかし、これはまずい。観察と学習カードによる評価場面は互いに異なるし、また、発

表場面とまとめ内容とは同時にその実現状況を判断するわけにはいかないからである。

このようなところから、私たちは 「学習活動における具体的な評価規準」欄には一つ、

の評価規準を記述し、そしてその実現状況を判断する「評価資料」も一つに、また「評価

基準」欄のＡ、Ｂ、Ｃの各判断基準も単一の判断基準によって記述するようにした。

このため、もし同じ関心・意欲・態度の実現状況を“観察”及び“学習カード”の両方

で評価する必要があるというのであれば、同じ関心・意欲・態度欄を二分割し、一方には

“観察”とそれに基づく「評価基準」を、他方には“学習カード”とそれに基づく「評価
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基準」をそれぞれ作成すればよい。

（エ）次に 「観察」によって評価規準の実現状況を判断する際、必ずしも全員の学習実、

現状況を一度にみれない場合、どのように評価を進めるかといった問題が出された。

、 、学級の人数が多い場合 あるいは１０名内外であっても活動が分散したりしている場合

一度にすべての子どもの学習実現状況を価値判断することは困難であろう。

このような場合、子どもの行動「観察」という評価資料なり評価場面をあきらめる必要

はない。予め観察する子どもを何人かに特定しておけばよい。この子どもの実現状況がこ

のようであれば次に進む、あるいは逆に、この子どもの実現状況がこのようであれば、再

度指導をし直す必要があるといった計画を予め立てておけばよい。

なお、このような「観察」による場合、単元全体を通しては、全員の子どもを２～３回

は観察するというような計画を立てておきたいものである。そうでないと、単元の総括的

評価を行う場合 「観察」による評価結果は活用できない。指導と評価の一体化のために、

は役立てることができても、個人内評価や総括的評価には活用できないという事態が予想

されかねないからである。

（オ 「評価基準」欄のＡ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）の判断基準を記述する場合、最初の） ） ）

うちは、得てして “・・・できる “・・・しようとしている”といった目標表記にし、 ”、

がちになる。しかし、これではその実現状況を判断しようとする評価規準と変わらないこ

とになる。

評価基準は、目標としての評価規準の実現状況を量的に判断する目安なり指標であるわ

けだから、それにふさわしく、あくまでも事実的、行動的なものにしたいものである “。

・・・を書いている”とか “・・・している”とか “・・・がみられる”といった表、 、

記を心がけたいものである。

また、中には “簡潔に”とか “分かりやすく”とか“楽しく”といった形容詞的表、 、

記がみられるが、このような表記は改めたいものである。むしろ、どうあることが簡潔的

であるか（たとえば、４００字以内で書いている 、どうあることが分かりやすいことの）

目安であるか（たとえば、字ばかりでなく図や表を使ってまとめている 、どういう状況）

を楽しいとみるか（たとえば、立てた計画に沿って一人で学習を進める、ハミングしなが

らスキップをしている）に関する事実的・行動的特性を予め決めて、その特性を表記する

ように心がけたいものである。

（カ 「評価基準」欄のＡ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）の判断基準のすべてを設定する必要） ） ）

があるか、といった問題も出された。すなわち、Ｂさえ決まればよし。Ａはその中から決

まってくるし、またＢでない場合はＣだ、といった論法である。

しかし、私たちは、あくまでもＡ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）の判断基準のすべてを、） ）

予め設定して評価に臨むことにした。

上記でいう、Ｂの中からＡを決めるという行き方は絶対評価ではなく、むしろ相対評価

に近い評価の仕方であるといえよう。というのも、たとえＢが決まってはいても、Ａは時

と場所によって変わることになるからである。同じＢ以上であるにしても、このＡは厳し

すぎる、あるいは甘すぎるといった事態が容易に想像されるからである。

また、Ｃは決めなくともよい、ＢでないのがＣであるといった論法からは指導の手だて

等は何も生まれてこない。Ｂに近いＣも、Ｂに遠いＣも、すべてはＣだといった切り捨て
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以外の何も生まれてこない。Ｃの状況によって指導の手だてを柔軟かつ多様に考えるとな

れば、どうしてもＣの判断基準も予め設定しておく必要がある。

さらには、Ｂだけ決めておけばよいといった評価においては、たとえその判断基準を子

どもに開示するにしても、それだけでは子どもが自己の学習状況を自己評価する場合、困

。 、 、 、ることになろう 自分はＢは通過してはいるが はたしてＡでよいのだろうか あるいは

自分はＢではないが、しかし同じＣだろうかと、判断に困ることであろう。

、 （ ）、 、 、まして 既述のように 第Ⅱ章第４節第２項－①参照 評価基準といえば何もＡ Ｂ

。 「 」 、 、Ｃといった３段階尺度のみではない 中学校の 評定 のように５段階尺度もあれば ４

あるいは８段階の尺度だってあるわけである。

このようなところから、私たちは 「評価基準」欄のＡ（３ 、Ｂ（２ 、Ｃ（１）の判、 ） ）

断基準のすべてを、指導に先立って、予め設定することにした。

（キ）また、評価規準の実現状況を判断するためのＡ、Ｂ、Ｃは質か量かといった議論に

も出会うことになった。たとえば“３つ以上○をつけている”とか“１つずつ書いている

”といった表記をすれば判断は容易であるが、しかしそのような“量”ばかりではないケ

ースがあるのではないかといった問題である。

しかし、既述のように（第Ⅱ章台４節第２項－①参照 、Ａ、Ｂ、Ｃといった評価基準）

の設定自体が、元来、量化の試みである。これなくしては評価規準の実現状況が判断でき

ないわけである。このため、３や２といった単なる数的表記にのみ目をつけ、それを量的

ということ自体がおかしい。たとえば「やりたい項目に３つ以上○をつけている」といっ

た評価基準も量的な表記であるし、また 「○○の工夫や配慮について書いている」とか、

「○○を３つ以上書き出している」などの評価基準も、質的ではなく、量的な表記である

わけである。

（ク）評価基準の客観性や信頼性、妥当性の問題も出された。はたして自分たちで評価基

準を設定してよいのだろうか、設定した評価基準はどれだけ通用するものだろうか、とい

った声であり、不安である。

このような時、私たちは、他に参考とすべきものがない以上、まずは、自分たちで評価

基準を設定する必要がある。そして、そのような輪が広がっていけば、それを持ち寄り教

師同士で検討し、一層よいものに改善していけばよい。これぞ客観的で妥当性ある評価基

準だとしてある時、誰かが提示してくれるのを待っていては駄目だ、と考えることにした

のである。

それでも、私たちは、次善の策として、一旦、教師が評価基準を設定したならば、設定

した教師以外の他の教師に、それによって子どもの学習実現状況が判断できるか否かをみ

てもらうことにした。さらには、実際の授業場面において、子どもにその評価基準を開示

し、子どもがそれを使って自己の学習の実現状況を自己評価できるか否かという網をかけ

ることにした。


