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はじめに

平成２０年３月に告示された中学校学習指導要領は，平成２４年度から全
面実施されます。
新しい学習指導要領のねらいを実現するためには，各学校における生徒や
地域の実態等に応じた適切な教育課程の編成・実施，指導方法等の工夫が重
要です。また，学習指導要領に示す内容が生徒一人一人に確実に身に付いて
いるかどうかを適切に評価し，その後の学習指導の改善に生かしていくとと
もに学校の教育活動全体の改善に結び付けていくことが重要です。
この新しい学習指導要領の下での学習評価については，平成２２年３月の
中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会報告では，目標に準拠した
評価を着実に実施することとされています。
国立教育政策研究所教育課程研究センターにおいては，この報告を受け，
平成２２年５月から，評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究を
開始し，このたび，その成果をとりまとめ本資料を作成しました。
本資料は，各学校において評価規準を設定する際の参考として役立ててい
ただくことを目的として，学習指導要領の各教科等の目標，学年（分野）別
の目標及び内容，文部科学省の学習評価及び指導要録の改善通知に示された
評価の観点及びその趣旨等を踏まえ，評価規準に盛り込むべき事項及び評価
規準の設定例を示しています。
各学校におかれては，本資料や，都道府県教育委員会等の示す評価に関す
る資料を参考としながら評価規準を設定し，観点別学習状況の評価を適切に
行うことを期待します。
最後に，本調査研究協力者の方々をはじめとして本書の作成にご協力くだ
さった方々に心から感謝の意を表します。

平成２２年１１月

国立教育政策研究所
教育課程研究センター長
神 代

浩
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総

第１章

学習評価の在り方について

１

説

現行学習指導要領の下での学習評価
平成１０年に告示された現行の学習指導要領（以下「現行学習指導要領」
という。）は，完全学校週５日制の下，①基礎・基本を確実に身に付け，
いかに社会が変化しようと，自ら課題を見つけ，自ら学び，自ら考え，主
体的に判断し，行動し，よりよく問題を解決する資質や能力，②自らを律
しつつ，他人とともに協調し，他人を思いやる心や感動する心などの豊か
な人間性，③たくましく生きるための健康や体力など「生きる力」を育成
することを基本的なねらいとしている。
このようなねらいを実現するための児童生徒の学習の評価の在り方につ
いて，平成１２年１２月に，教育課程審議会から「児童生徒の学習と教育
課程の実施状況の評価の在り方について」の答申が出された。
同答申においては，観点別学習状況の評価を基本とする従前の評価方法
を発展させ，目標に準拠した評価を一層重視するとの基本的な考え方に立
ち，指導要録における各教科の学習の記録の取扱いについて，観点別学習
状況を評価の基本とすることを維持するとともに，評定を目標に準拠した
評価に改めることとされた。また，児童生徒一人一人のよさや可能性，進
歩の状況などを積極的に評価していく観点から，新設された「総合所見及
び指導上参考となる諸事項」の欄において，個人内評価を一層充実してい
くこととされた。
同答申における「指導要録の取扱い」の主な内容は，以下のとおりであ
る。
○ 現行学習指導要領の下においても，目標に準拠した評価である観点別
学習状況の評価を基本とし，従前の四つの観点により，実現の状況を３
段階で評価することを基本的に維持すること。
○ 評定については，従前の指導要録の考え方を更に発展させ，観点別学
習状況の評価の場合と同様，目標に準拠した評価に改め，また，従前と
同様に，小学校第３学年以上において３段階，中学校の必修教科におい
ては５段階で行うこと。
同答申を受け，文部科学省においては，各学校の指導要録の作成の参考
となるよう，現行学習指導要領の下での指導要録に記載する事項等をとり
まとめ，平成１３年４月に「小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録，
ろう
高等学校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録並びに盲学校，聾学校
及び養護学校の小学部児童指導要録，中学部生徒指導要録及び高等部生徒
指導要録の改善等について」の通知（以下「指導要録の改善通知」という。）
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を発出した。指導要録の改善通知における各教科及び総合的な学習の時間
についての主な改正内容は，以下のとおりである。
○ 各教科の評定について，学習指導要領に示す基礎的・基本的な内容の
確実な習得を図るなどの観点から，学習指導要領に示す目標に照らして
その実現状況を評価することに改める。
○ 「総合的な学習の時間」について，各学校で評価の観点を定めて，評
価を文章記述する欄を新たに設ける。
平成１５年１０月に，中央教育審議会から出された「初等中等教育にお
ける当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について」の答申を踏まえ，
同年１２月に学習指導要領が一部改正された。
総合的な学習の時間については，各学校において，総合的な学習の時間
の目標及び内容を定めるとともに，当該目標及び内容，育てようとする資
質や能力及び態度，学習活動，指導方法や指導体制，学習の評価の計画な
どを示す全体計画を作成することなどが学習指導要領の総則に明記され
た。

- 2-

２

新学習指導要領の趣旨を反映した学習評価の基本的な考え方
中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会においては，教育基本
法等の改正を踏まえ，学習指導要領全体の見直しについて審議が行われ，
平成２０年１月に「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校
の学習指導要領等の改善について」の答申が出された。
同答申に基づき，平成２０年に告示された新しい学習指導要領（以下「新
学習指導要領」という。）においては，「生きる力」をはぐくむことが引
き続き重要であることが明確にされた。
また，同答申では，学習評価の改善について「学校や教師は指導の説明
責任だけではなく，指導の結果責任も問われていることを前提としつつ，
評価の観点並びにそれぞれの観点の評価の考え方，設定する評価規準，評
価方法及び評価時期等について，今回の学習指導要領改訂の基本的な考え
方を踏まえ，より一層簡素で効率的な学習評価が実施できるような枠組み
について，更に専門的な観点から検討を行う」こととされた。
これを受け，教育課程部会の下に児童生徒の学習評価の在り方に関する
ワーキンググループが設置され，平成２２年２月に教育課程部会において
中間まとめが報告された。さらに，一般の方々からの意見聴取等も踏まえ，
引き続き審議が行われ，教育課程部会において平成２２年３月に「児童生
徒の学習評価の在り方について」の報告（以下「報告」という。）がとり
まとめられた。
報告では，学習評価の改善に係る３つの基本的な考え方が示された。
○ 目標に準拠した評価による観点別学習状況の評価や評定の着実な実施
○ 学力の重要な要素を示した新学習指導要領等の趣旨の反映
○ 学校や設置者の創意工夫を生かす現場主義を重視した学習評価の推進
新学習指導要領の下での学習評価については，児童生徒の「生きる力」
の育成をめざし，児童生徒一人一人の資質や能力をより確かにはぐくむよ
うにするため，目標に照らしてその実現状況をみる評価を着実に実施し，
児童生徒一人一人の進歩の状況や教科の目標の実現状況を的確に把握し，
学習指導の改善に生かすことが重要であるとともに，学習指導要領に示す
内容が確実に身に付いたかどうかの評価を行うことが重要である。
また，今回の観点別学習状況の評価の改善は，特に，「学力の重要な要
素を示した新学習指導要領等の趣旨の反映」（同報告）と関連している。
学校教育法の一部改正を受けて改訂された新学習指導要領の総則に示され
た学力の３つの要素を踏まえて，評価の観点に関する考え方が整理された
結果，これまでの観点の構成と比べると，「思考・判断」が「思考・判断
・表現」となり，「技能・表現」が「技能」として設定されることとなっ
た。
さらに，各学校や設置者の創意工夫を一層生かしていくことが求められ
ており，各学校では，組織的な取組を推進し，学習評価の妥当性，信頼性
等を高めることが重要である。
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３

新学習指導要領の下での指導要録における観点別学習状況，評定及び特
別活動の記録
文部科学省においては，新学習指導要領の下での指導要録の作成の参考
となるよう，平成２２年５月１１日付けで初等中等教育局長から「小学校，
中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指
導要録等の改善について（通知）」（以下「学習評価及び指導要録の改善
通知」という。）を発出した。
学習評価及び指導要録の改善通知においては，前述の報告を受け，各設
置者による指導要録の様式の決定や各学校における指導要録の作成の参考
となるよう，学習評価を行うに当たっての配慮事項や，指導要録に記載す
る事項として，小学校，中学校ごとに各教科の学習の記録，特別活動の記
録など各欄の記入方法等が示されるとともに，各学校における指導要録の
作成に当たっての配慮事項等が示されている。その主な内容は以下のとお
りである。

（１）学習評価の改善に関する基本的な考え方について
学習評価を通じて，学習指導の在り方を見直すことや個に応じた指導
の充実を図ること，学校における教育活動を組織として改善することが
重要であり，新学習指導要領の下での学習評価の改善を図っていくため
には以下の基本的な考え方に沿って学習評価を行うことが必要である。
① きめの細かな指導の充実や児童生徒一人一人の学習の確実な定着を
図るため，学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況を評価す
る，目標に準拠した評価を引き続き着実に実施すること。
② 新学習指導要領の趣旨や改善事項等を学習評価において適切に反映
すること。
③ 学校や設置者の創意工夫を一層生かすこと。
（２）学習評価における観点について
新学習指導要領を踏まえ，
「関心・意欲・態度」，
「思考・判断・表現」，
「技能」及び「知識・理解」に評価の観点を整理し，各教科の特性に応
じて観点を示しており，設置者や学校においては，これに基づく適切な
観点を設定する必要がある。
学習評価及び指導要録の改善通知に示された評価の観点の趣旨につい
ては以下のように整理することができる。
①「関心・意欲・態度」
「関心・意欲・態度」の観点は，これまでと同様，各教科の学習に
即した関心や意欲，学習への態度等を対象としたものであり，その趣
旨に変更はない。
②「思考・判断・表現」
「思考・判断・表現」の観点のうち｢表現」については，基礎的・
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基本的な知識・技能を活用しつつ，各教科の内容に即して考えたり，
判断したりしたことを，児童生徒の説明・論述・討論などの言語活動
等を通じて評価することを意味している。
つまり「表現」とは，これまでの「技能・表現」で評価されていた
「表現」ではなく，思考・判断した過程や結果を言語活動等を通じて
児童生徒がどのように表出しているかを内容としている。
③「技能」
「技能」の観点では，従前の「技能・表現」が対象としていた内容
を引き継ぐことになる。これまで「技能・表現」については，たとえ
ば社会科では資料から情報を収集・選択して，読み取ったりする「技
能」と，それらを用いて図表や作品などにまとめたりする際の「表現」
とをまとめて「技能・表現」として評価してきた。
今回の改訂で設定された「技能」については，これまで「技能・表
現」として評価されていた「表現」をも含む観点として設定されるこ
ととなった。
④「知識・理解」
「知識・理解」の観点は，これまでと同様，各教科において習得し
た知識や重要な概念を習得しているかどうかを内容としたものであ
り，その趣旨に変更はない。
学習評価及び指導要録の改善通知においては，各設置者が観点を設定す
る際に参考となるよう，各教科の評価の観点及びその趣旨並びにそれらを
学年別（又は分野別）に示したものが提示されている。観点及びその趣旨
等は，これまでと同様，各学校における評価規準の工夫・改善を図る際に
も参考となるものである。
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（３）観点別学習状況及び評定の記入方法について
学習評価及び指導要録の改善通知に示された小学校児童指導要録及び
中学校生徒指導要録における観点別学習状況及び評定の記入方法は，次
のとおりである。
【小学校児童指導要録】
[各教科の学習の記録]
Ⅰ 観点別学習状況
新学習指導要領に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を
観点ごとに評価し，次のように区別して記入する。
「十分満足できる」状況と判断されるもの：Ａ
「おおむね満足できる」状況と判断されるもの：Ｂ
「努力を要する」状況と判断されるもの：Ｃ
Ⅱ 評定（第３学年以上）
新学習指導要領に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を
総括的に評価し，次のように区別して記入する。
「十分満足できる」状況と判断されるもの：３
「おおむね満足できる」状況と判断されるもの：２
「努力を要する」状況と判断されるもの：１

【中学校生徒指導要録】
（学習指導要領に示す必修教科の取扱いは次のとおり）
[各教科の学習の記録]
Ⅰ 観点別学習状況（小学校児童指導要録と同じ）
新学習指導要領に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を
観点ごとに評価し，次のように区別して記入する。
「十分満足できる」状況と判断されるもの：Ａ
「おおむね満足できる」状況と判断されるもの：Ｂ
「努力を要する」状況と判断されるもの：Ｃ
Ⅱ 評定
新学習指導要領に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を
総括的に評価し，次のように区別して記入する。
「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況と判断される
もの：５
「十分満足できる」状況と判断されるもの：４
「おおむね満足できる」状況と判断されるもの：３
「努力を要する」状況と判断されるもの：２
「一層努力を要する」状況と判断されるもの：１
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（４）特別活動について
学習評価及び指導要録の改善通知には，学習指導要領の目標及び特別
活動の特質等に沿って，各学校において評価の観点を定めることができ
るようにすることとし，各活動・学校行事ごとに評価することが示され
ている。
また，特別活動の記録の記入方法は，各学校が自ら定めた特別活動全
体に係る評価の観点を記入した上で，各活動・学校行事ごとに，評価の
観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に，
○印を記入することが示されている。
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第２章
１

評価規準の設定等について

評価規準の設定について
平成３年３月に文部省が発出した「小学校児童指導要録，中学校生徒指
ろう
導要録並びに盲学校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及び中学
部生徒指導要録の改訂について」の通知では，観点別学習状況の評価が効
果的に行われるようにするために，「評価規準を設定するなどの工夫を行
うこと」とし，学習指導要領に示す目標の実現の状況を判断するためのよ
りどころを意味するものとして，「評価規準」の概念を導入した。このこ
とは，平成元年改訂の学習指導要領において，基礎・基本を重視し，自ら
学ぶ意欲や思考力，判断力，表現力などの資質や能力の育成を重視すると
いう「新しい学力観」の趣旨を踏まえて，児童生徒が自ら獲得し身に付け
た資質や能力の質的な面の評価を目指したことによるものである。（※１）
平成１３年４月に文部科学省が発出した指導要録の改善通知では，各学
校において，評価が効果的に行われるようにするため，各教科の評価の観
点及びその趣旨を参考として，評価規準の工夫・改善を図ることが望まれ
ると示したところである。
国立教育政策研究所においては，各学校において，評価規準の工夫・改
善に資するよう，平成１４年２月に「評価規準の作成，評価方法の工夫改
善のための参考資料」を作成した。
そして，平成２０年告示の学習指導要領の下で行われる評価について，
平成２２年３月の報告を受け，本センターでは，各学校における児童生徒
の学習の効果的・効率的な評価に資するため，同年５月から，教科等ごと
に，評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究を行い，同年１１
月に本資料をとりまとめた。

２

資料の構成等について

（１）第２編の資料の構成について
「第２編 各教科及び特別活動における評価規準に盛り込むべき事項
等」の構成は以下のとおりである。
・各教科の構成
原則として，教科ごとに次のような内容から構成されている。
第１ 教科目標，評価の観点及びその趣旨等
１ 教科目標
２ 評価の観点及びその趣旨
３ 内容のまとまり
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第２

内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準
の設定例
Ⅰ 第○学年（○○分野）
１ 学年目標（分野の目標）
２ 評価の観点の趣旨
３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込む
べき事項及び評価規準の設定例
・特別活動の構成
特別活動については，次の内容から構成されている。
第１ 目標，評価の観点及びその趣旨等
１ 目標
２ 評価の観点及びその趣旨
３ 内容のまとまり
第２ 内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項
（２）各教科における評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例
学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況をみる評価（目標に
準拠した評価）を着実に実施するためには，各教科の目標だけでなく，
領域や内容項目レベルの学習指導のねらいが明確になっている必要があ
る。そして，学習指導のねらいが児童生徒の学習状況として実現された
というのは，どのような状態になっているかが具体的に想定されている
必要がある。
以上の考え方を踏まえ，学習評価及び指導要録の改善通知に示された
各教科の観点別学習状況の評価が効果的に行われるようにするために，
各学校において評価規準を設定する際の参考となるよう，「評価規準に
盛り込むべき事項及び評価規準の設定例」を示している。
第１に，学習指導要領の学年（又は分野）目標を実現するために，各
教科の内容のまとまりごとに「評価規準に盛り込むべき事項」を示して
いる。
「評価規準に盛り込むべき事項」は，新学習指導要領の各教科の目標，
学年(又は分野)の目標及び内容の記述をもとに，学習評価及び指導要録
の改善通知で示されている各教科の評価の観点及びその趣旨，学年(又
は分野)別の評価の観点の趣旨を踏まえて作成している。
ここでの「内容のまとまり」とは，学習指導要領に示す領域や内容項
目等をそのまとまりごとに整理したものであり，各教科における「内容
のまとまり」は，次のとおりである。
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【小学校】
教

科

国

語

社

会

算

数

「Ａ数と計算」「Ｂ量と測定」「Ｃ図形」「Ｄ数量関係」の各領域

理

科

「Ａ物質・エネルギー」「Ｂ生命・地球」の各区分

生

活

（１）～（９）の各項目

音

楽

「Ａ表現・歌唱」「Ａ表現・器楽」「Ａ表現・音楽づくり」「Ｂ鑑賞」

図画工作
家

庭

内容のまとまり
「Ａ話すこと・聞くこと」「Ｂ書くこと」「Ｃ読むこと」の各領域
内容の（１），（２）・・・の各大項目

「Ａ表現・内容（１）」「Ａ表現・内容（２）」「Ｂ鑑賞」
「Ａ家族生活と家族」，「Ｂ日常の食事と調理の基礎」，「Ｃ快適な衣服
と住まい」，「Ｄ身近な消費生活と環境」の内容の（１），（２）・・・
の各項目

体

育

（運動領域）：「Ａ」「Ｂ」の・・・の各運動領域
（保健領域）内容の（１），（２）・・・の各大項目

【中学校】
教

科

内容のまとまり

国

語

「Ａ話すこと・聞くこと」「Ｂ書くこと」「Ｃ読むこと」の各領域

社

会

地理的分野及び公民的分野については内容の（１）ア，イ・・・の
各中項目，歴史的分野については内容の（１），（２）・・・の各大
項目

数

学

「Ａ数と式」「Ｂ図形」「Ｃ関数」「Ｄ資料の活用」の各領域

理

科

第１分野及び第２分野の内容の（１），（２）・・・の各大項目

音

楽

「Ａ表現・歌唱」「Ａ表現・器楽」「Ａ表現・創作」「Ｂ鑑賞」

美

術

「Ａ表現・内容（１）（３）」「Ａ表現・内容（２）（３）」「Ｂ鑑賞」

保健体育

（体育分野）：「Ａ体つくり運動」，「Ｂ器械運動」・・・の各領域
（保健分野）：内容の（１）～（４）の各大項目

技術・家庭

（技術分野）：「Ａ材料と加工に関する技術」，「Ｂエネルギー変換に
関する技術」，「Ｃ生物育成に関する技術」，「Ｄ情報に関する技術」
の内容の（１），（２）・・・の各項目
（家庭分野）：「Ａ家族・家庭と子どもの成長」，
「Ｂ食生活と自立」，
「Ｃ衣生活・住生活と自立」，「Ｄ身近な消費生活と環境」の内容の
（１），（２）・・・の各項目

外国語

英語：「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」

第２に，各学校において単元や題材ごとの評価規準や学習活動に即し
た評価規準を設定するに当たって参考となるよう，「評価規準に盛り込
むべき事項」をより具体化したものを「評価規準の設定例」として示し
ている。
「評価規準の設定例」は，原則として，新学習指導要領の各教科の目
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標，学年(又は分野)の目標及び内容のほかに，当該部分の学習指導要領
解説（文部科学省刊行）の記述をもとに作成している。
なお，「評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例」は，評
価の観点別に「おおむね満足できる」状況を示すものである。
（３）特別活動の評価規準に盛り込むべき事項
特別活動については，学習評価及び指導要録の改善通知において，評
価の観点及びその趣旨が示されている。
これを踏まえ，小学校では，「学級活動（１）」「学級活動（２）」
「児童会活動」「クラブ活動」「学校行事（１）」～「学校行事（５）」
をそれぞれ内容のまとまりとして，中学校では，「学級活動（１）」～
「学級活動（３）」
「生徒会活動」
「学校行事（１）」～「学校行事（５）」
をそれぞれ内容のまとまりとして，「評価規準に盛り込むべき事項」を
示している。
特別活動の「内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項」は，
学習評価及び指導要録の改善通知において，
「各活動・学校行事ごとに，
評価の観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場
合に，○印を記入する」とされていることに対応して，「十分満足でき
る」活動の状況を示した。その記述は，原則として新学習指導要領及び
その解説（文部科学省刊行）をもとに作成している。
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３

各学校における学習評価の進め方及び留意点
各学校において，学習評価を行うために評価規準を設定することは，児
童生徒の学習状況を判断する際の目安が明らかになり，指導と評価を着実
に実施することにつながる。
また，学習評価の工夫改善を進めるに当たっては，学習評価をその後の
学習指導の改善に生かすとともに，学校における教育活動全体の改善に結
びつけることが重要である。その際，学習指導の過程や学習の結果を継続
的，総合的に把握することが必要である。
そのためには，評価規準を適切に設定するとともに，評価方法の工夫改
善を進めること，評価結果について教師同士で検討すること，実践事例を
着実に継承していくこと，授業研究等を通じ教師一人一人の力量の向上を
図ること等に，校長のリーダーシップの下で，学校として，組織的・計画
的に取り組むことが必要である。
一方，年間指導計画を検討する際，それぞれの単元（題材）において，
観点別学習状況の評価に係る最適の時期や方法を観点ごとに整理すること
が重要である。これにより，評価すべき点を見落としていないかを確認す
るだけでなく，必要以上に評価機会を設けることで評価資料の収集・分析
に多大な時間を要するような事態を防ぐことができ，各学校において効果
的・効率的な学習評価を行うことにつながると考えられる。
自校における指導計画に基づいて，単元(題材)の目標に応じて観点別に
評価規準を設定すること，さらに，必要に応じて単元（題材）の中での学
習活動に即した評価規準を設定するとともに，それらをどのような評価方
法により評価するのかを具体的に示すなど，単元（題材）ごとに「指導と
評価の計画」を作成する際には，本資料で提示した「評価規準に盛り込む
べき事項及び評価規準の設定例」を十分に活用していただきたい。
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※１
文部省指導資料から，評価規準について解説した部分を参考として紹介する。

（参考）評価規準の設定（抄）
（文部省「小学校教育課程一般指導資料」（平成５年９月）より）

新しい指導要録（平成３年改訂）では，観点別学習状況の評価が効果的に行われるようにす
るために，「各観点ごとに学年ごとの評価規準を設定するなどの工夫を行うこと」と示されてい
ます。
これまでの指導要録においても，観点別学習状況の評価を適切に行うため，「観点の趣旨を学
年別に具体化することなどについて工夫を加えることが望ましいこと」とされており，教育委
員会や学校では目標の達成の度合いを判断するための基準や尺度などの設定について研究が行
われてきました。
しかし，それらは，ともすれば知識・理解の評価が中心になりがちであり，また「目標を十
分達成（＋）」，「目標をおおむね達成(空欄)」及び「達成が不十分（－）」ごとに詳細にわたっ
て設定され，結果としてそれを単に数量的に処理することに陥りがちであったとの指摘があり
ました。
今回の改訂においては，学習指導要領が目指す学力観に立った教育の実践に役立つようにす
ることを改訂方針の一つとして掲げ，各教科の目標に照らしてその実現の状況を評価する観点
別学習状況を各教科の学習の評価の基本に据えることとしました。したがって，評価の観点に
ついても，学習指導要領に示す目標との関連を密にして設けられています。
このように，学習指導要領が目指す学力観に立つ教育と指導要録における評価とは一体のも
のであるとの考え方に立って，各教科の目標の実現の状況を「関心・意欲・態度」，「思考・判
断」，「技能・表現（又は技能）」及び「知識・理解」の観点ごとに適切に評価するため，「評価
規準を設定する」ことを明確に示しているものです。
「評価規準」という用語については，先に述べたように，新しい学力観に立って子供たちが
自ら獲得し身に付けた資質や能力の質的な面，すなわち，学習指導要領の目標に基づく幅のあ
る資質や能力の育成の実現状況の評価を目指すという意味から用いたものです。
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第２編

各教科及び特別活動における評価規準に盛り込むべき事項等
第１章

第１

国語

教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１

教科目標
国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し，伝え合う力を高めるとともに，思考力や想像力を
養い言語感覚を豊かにし，国語に対する認識を深め国語を尊重する態度を育てる。

２

評価の観点及びその趣旨
国語への
関心・意欲・態度
国語で伝え合う力を
進んで高めるととも
に，国語に対する認
識を深め，国語を尊
重しようとする。

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・技能

目的や場面に応じ，相手や目的，意図 目的や意図に応じ，伝統的な言語文化
適切に話したり聞 に応じ，筋道を立 様々な文章を読ん に親しんだり，言
いたり話し合った てて文章を書いて，だり読書に親しん 葉の特徴やきまり，
りして，自分の考 自分の考えを豊か だりして，自分の 漢字などについて
えを豊かにしてい にしている。
考えを豊かにして 理解し使ったりす
る。
いる。
るとともに，文字
を正しく整えて速
く書いている。

※

国語科では，学習指導要領の内容の示し方やこれまでの実践を踏まえ，
「話す・聞く能力」
「書く能力」
「読む能力」を，学習指導要領の内容のまとまりに合わせ，基礎的・基本的な知識・技能と「思考・判
断・表現」とを合わせて評価する観点として位置付けた。そこで，上記のように，「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・技能」の５観点を
設定した。

３

内容のまとまり
国語科においては，学習指導要領の内容の「Ａ 話すこと・聞くこと」
，「Ｂ 書くこと」
，「Ｃ 読む
こと」を内容のまとまりとした。
〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕については，「Ａ 話すこと・聞くこと」，「Ｂ 書
くこと」，「Ｃ 読むこと」の各内容のまとまりの中に関連する事項を含めた。

第２
Ⅰ

内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例
第１学年

１

学年目標
(1) 目的や場面に応じ，日常生活にかかわることなどについて構成を工夫して話す能力，話し手の意図
を考えながら聞く能力，話題や方向をとらえて話し合う能力を身に付けさせるとともに，話したり聞
いたりして考えをまとめようとする態度を育てる。
(2) 目的や意図に応じ，日常生活にかかわることなどについて，構成を考えて的確に書く能力を身に付
けさせるとともに，進んで文章を書いて考えをまとめようとする態度を育てる。
(3) 目的や意図に応じ，様々な本や文章などを読み，内容や要旨を的確にとらえる能力を身に付けさせ
るとともに，読書を通してものの見方や考え方を広げようとする態度を育てる。
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２

第１学年の評価の観点の趣旨
国語への
関心・意欲・態度
国語で伝え合う力を
進んで高めるととも
に，国語に対する認
識を深め，話したり
聞いたり書いたりし
て考えをまとめ，読
書を通してものの見
方や考え方を広げよ
うとする。

３

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・技能

目的や場面に応じ，目的や意図に応じ，目的や意図に応じ，伝統的な言語文化
構成を工夫して話 構成を考え，自分 様々な本や文章な に触れたり，言葉
したり，意図を考 の考えや気持ちを どを読み，内容や の特徴やきまり，
えながら聞いたり，根拠を明確にして 要旨を的確にとら 漢字などについて
話題や方向をとら 文章に書いている。えて，自分のもの 理解し使ったりす
えて話し合ったり
の見方や考え方を るとともに，文字
している。
広くしている。
を楷書で書き，漢
字の行書の基礎的
な書き方を理解し
て書いている。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ 話すこと・聞くこと」
【学習指導要領の内容】
(1) 話すこと・聞くことの能力を育成するため，次の事項について指導する。
ア 日常生活の中から話題を決め，話したり話し合ったりするための材料を人との交流を通して集
め整理すること。
イ 全体と部分，事実と意見との関係に注意して話を構成し，相手の反応を踏まえながら話すこと。
ウ 話す速度や音量，言葉の調子や間の取り方，相手に分かりやすい語句の選択，相手や場に応じ
た言葉遣いなどについての知識を生かして話すこと。
エ 必要に応じて質問しながら聞き取り，自分の考えとの共通点や相違点を整理すること。
オ 話合いの話題や方向をとらえて的確に話したり，相手の発言を注意して聞いたりして，自分の
考えをまとめること。
・ 関連する〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕を含む。
(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。
ア 日常生活の中の話題について報告や紹介をしたり，それらを聞いて質問や助言をしたりするこ
と。
イ 日常生活の中の話題について対話や討論などを行うこと。
【
「Ａ

話すこと・聞くこと」の評価規準に盛り込むべき事項】

国語への関心・意欲・態度

話す・聞く能力

言語についての知識・理解・技能

・目的や場面に応じ，構成 ・日常生活の中から話題を決め，話 ・音声の働きや仕組みについて関心
を工夫して話したり，意
したり話し合ったりするための材
をもち，理解を深めている。（イ
図を考えながら聞いた
料を人との交流を通して集め整理
(ｱ)）
り，話題や方向をとらえ
している。（ア）
・語句の辞書的な意味と文脈上の意
て話し合ったりしようと ・全体と部分，事実と意見との関係
味との関係に注意して話したり聞
している。
に注意して話を構成し，相手の反
いたりしている。（イ(ｲ)）
応を踏まえながら話している。 ・話したり聞いたりして，事象や行
（イ）
為などを表す多様な語句について
・話す速度や音量，言葉の調子や間
理解を深めるとともに，話の中の
の取り方，相手に分かりやすい語
語彙に関心をもっている。
（イ(ｳ)）
句の選択，相手や場に応じた言葉 ・単語の類別について理解し，指示
遣いなどについての知識を生かし
語や接続詞及びこれらと同じよう
て話している。（ウ）
な働きをもつ語句などに注意して
・必要に応じて質問しながら聞き取
話したり聞いたりしている。（イ
り，自分の考えとの共通点や相違
(ｴ)）
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点を整理している。（エ）
・比喩や反復などの表現の技法につ
・話合いの話題や方向をとらえて的
いて理解して，話したり聞いたり
確に話したり，相手の発言を注意
している。（イ(ｵ)）
して聞いたりして，自分の考えを
まとめている。（オ）
※

評価規準に盛り込むべき事項は，中学校学習指導要領・国語の「２ 内容」に示す「Ａ 話すこと・
聞くこと」，「Ｂ 書くこと」，「Ｃ 読むこと」の（１）の指導事項及び〔伝統的な言語文化と国語の特
質に関する事項〕に示す事項（以下，指導事項等）に基づき作成している。
※ 指導事項等と評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例との対応関係を明示するため，評価
規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例の末尾には，該当する指導事項等の記号を（ ）内に示
している。（
「国語への関心・意欲・態度」を除く。）
※ 上述の注記については，すべての「内容のまとまり」においても同様である。
【
「Ａ

話すこと・聞くこと」の評価規準の設定例】

国語への関心・意欲・態度
ア

話す・聞く能力

日常生活の話題について報告する言語活動を通した指導

・伝えたいことが相手によ ・身近な人への取材を通して体験や
く分かるように，工夫し
知識などの材料を集め，報告の目
て報告しようとしてい
的を考えて整理している。（ア）
る。
・伝えたいことを分かりやすく報告
するために，話をどのように組み
立てるかを考えている。（イ）
・話す速度や音量，言葉の調子や間
の取り方，相手に分かりやすい語
句の選択，相手や場に応じた言葉
遣いに注意して報告している。
（ウ）
・報告を聞いて質問し，相手が言い
たいことを確かめたり，足りない
情報を聞き出したりしている。
（エ）
・報告の内容について話し合い，自
分の考えをまとめている。（オ）
イ

言語についての知識・理解・技能

・音声の働きや仕組みについて注意
し，目的や場面に応じて適切な音
量や抑揚などで話している。（イ
(ｱ)）
・報告したい内容を適切に伝えるた
めに，語句を選んでいる。
（イ(ｲ)）
・分かりやすい報告をするために，
指示語や接続詞などを適切に使っ
ている。（イ(ｴ)）
・必要に応じて反復などの表現を用
いて重要な点を強調し，報告して
いる。（イ(ｵ)）

日常生活の話題について討論する言語活動を通した指導

・互いの考えの共通点や相 ・地域の人への取材を通して体験や ・相手の話の中に出てくる，事象や
違点を整理し，建設的に
知識などの材料を集め，自分の考
行為などを表す多様な語句につい
話し合おうとしている。
えや意見を明確にしている。
（ア） て関心をもち，意味を確かめなが
・意見を述べる上で，事実や意見を
ら聞いている。(イ(ｳ)）
どのように配列すると分かりやす ・指示語や接続詞などを適切に使
いかを考えて話を構成し，文末表
い，自分の考えを分かりやすく話
現などに注意するとともに根拠を
している。(イ(ｴ)）
明確にして話している。（イ）
・聞き手の受け止め方や理解の状況
に注意して話している。（イ）
・話す速度や音量，言葉の調子や間
の取り方，相手に分かりやすい語
句の選択，相手や場に応じた言葉
遣いに注意して話している。
（ウ）
・相手の考えを聞いて，自分の考え
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との共通点や相違点を整理してい
る。（エ）
・話合いの話題や方向をとらえ，自
分の考えと比較しながら相手の話
を聞き，自分の考えをまとめてい
る。（オ）
※

評価規準の設定例は，指導事項等に「２ 内容」（２）に示す言語活動例を組み合わせることを基本
として例示したものである。
※ 評価規準の設定例は，できるだけ多様な指導事項等を取り上げて例示している。各学校において単元
の評価規準を設定する際は，生徒の実態や年間指導計画等の見通しの基に重点化して取り上げることと
なる。
※ 上述の注記については，すべての「内容のまとまり」においても同様である。
（２）「Ｂ 書くこと」
【学習指導要領の内容】
(1) 書くことの能力を育成するため，次の事項について指導する。
ア 日常生活の中から課題を決め，材料を集めながら自分の考えをまとめること。
イ 集めた材料を分類するなどして整理するとともに，段落の役割を考えて文章を構成すること。
ウ 伝えたい事実や事柄について，自分の考えや気持ちを根拠を明確にして書くこと。
エ 書いた文章を読み返し，表記や語句の用法，叙述の仕方などを確かめて，読みやすく分かりや
すい文章にすること。
オ 書いた文章を互いに読み合い，題材のとらえ方や材料の用い方，根拠の明確さなどについて意
見を述べたり，自分の表現の参考にしたりすること。
・ 関連する〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕を含む。
(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。
ア 関心のある芸術的な作品などについて，鑑賞したことを文章に書くこと。
イ 図表などを用いた説明や記録の文章を書くこと。
ウ 行事等の案内や報告をする文章を書くこと。
【
「Ｂ

書くこと」の評価規準に盛り込むべき事項】

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，構成 ・日常生活の中から課題を決め，材 ・語句の辞書的な意味と文脈上の意
を考え，自分の考えや気
料を集めながら自分の考えをまと
味との関係に注意して書いてい
持ちを根拠を明確にして
めている。（ア）
る。（イ(ｲ)）
文 章 に 書 こ う と し て い ・集めた材料を分類するなどして整 ・文章を書いて，事象や行為などを
る。
理するとともに，段落の役割を考
表す多様な語句について理解を深
えて文章を構成している。（イ）
めるとともに，文章の中の語彙に
・伝えたい事実や事柄について，自
ついて関心をもっている。
（イ(ｳ)）
分の考えや気持ちを根拠を明確に ・単語の類別について理解し，指示
して書いている。（ウ）
語や接続詞及びこれらと同じよう
・書いた文章を読み返し，表記や語
な働きをもつ語句などに注意して
句の用法，叙述の仕方などを確か
書いている。（イ(ｴ)）
めて，読みやすく分かりやすい文 ・比喩や反復などの表現の技法につ
章にしている。（エ）
いて理解して書いている。
（イ(ｵ)）
・書いた文章を互いに読み合い，題 ・小学校学年別漢字配当表の漢字の
材のとらえ方や材料の用い方，根
うち９００字程度の漢字を書き，
拠の明確さなどについて意見を述
文や文章の中で使っている。（ウ
べたり，自分の表現の参考にした
(ｲ)）
りしている。（オ）
［書写］
・字形を整え，文字の大きさ，配列
などについて理解して，楷書で書
いている。（ア）
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・漢字の行書の基礎的な書き方を理
解して書いている。（イ）

【
「Ｂ

書くこと」の評価規準の設定例】

国語への関心・意欲・態度
ア

書く能力

言語についての知識・理解・技能

関心のある芸術作品について，鑑賞したことを文章に書く言語活動を通した指導

・関心のある芸術作品につ ・これまでに親しんだ芸術作品の中 ・作品のよさを表す語句を集め，文
いて，自分の印象や感動
から対象を決め，様々な角度から
脈に応じて使い分けている。（イ
を分かりやすく文章に書
そのよさについて考えている。
(ｳ)）
こうとしている。
（ア）
・作品のよさを書き表すのに，比喩
・作品のよさを挙げて要素ごとに整
や反復などの表現の技法を，必要
理し，段落の役割を考えて文章を
に応じて適切に用いている。（イ
構成している。（イ）
(ｵ)）
・作品のよさについて，表現の仕方，
作り手の思いや見方，受けた印象
や感動などを明確にして書いてい
る。（ウ）
・自分の考えた作品のよさやその根
拠が相手に伝わるかどうかを確か
めて，読みやすく分かりやすい文
章にしている。（エ）
・書いた文章を互いに読み合い，作
品のとらえ方や根拠の明確さなど
について意見を述べたり，自分の
表現の参考にしたりしている。
（オ）
イ

図表を用いた説明の文章を書く言語活動を通した指導

・図表を用いた説明の効果 ・日常生活の経験等の中から，図表 ・図表を説明するときに指示語や接
などを考え，分かりやす
を用いて説明するのにふさわしい
続詞を工夫して使っている。（イ
い文章を書こうとしてい
事柄を見付け，その内容を簡単に
(ｴ)）
る。
まとめている。（ア）
・学年別漢字配当表に示されている
・図表を示して説明する部分を意識
漢字を適切に使って文章を書いて
しながら，段落を組み立てている。 いる。（ウ(ｲ)）
（イ）
［書写］
・説明の必要な理由や目的，説明す ・メモをとる際に，漢字の行書の基
るものの概要を明確にして書いて
礎的な書き方を生かしている。
いる。（ウ）
（イ）
・説明と図表とが対応しているか，
図表が説明の助けとなっているか
を確かめ，読みやすく分かりやす
い文章にしている。（エ）
・書いた文章を互いに読み合い，図
表の効果や説明の分かりやすさな
どについて意見を述べたり，自分
の表現の参考にしたりしている。
（オ）
ウ

行事等の案内をする文章を書く言語活動を通した指導
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・行事等の案内をする文章 ・日常生活の中から案内をするのに ・案内をする文章に特有の語句や慣
の形式や役割を意識し
ふさわしい行事等を決め，案内す
用的な表現について，辞書でその
て，簡潔に文章を書こう
べき内容を簡単にまとめている。
意味を調べて使っている。
（イ(ｲ)）
としている。
（ア）
[書写]
・相手に案内すべき内容を，相手を ・件名と本文との字の大きさを変え
誘う言葉と行事等の概要とに分け
るなど，漢字，仮名，数字のバラ
ている。（イ）
ンスを考えて読みやすく整った楷
・行事等を案内する相手や目的，行
書で書いている。（ア）
事等の概要を明確にして書いてい
る。（ウ）
・相手が来たくなるか，また相手に
行事等の概要が伝わるかどうかを
確かめ，読みやすく分かりやすい
文章にしている。（エ）
・書いた文章を互いに読み合い，相
手を誘う言葉の効果，行事等の概
要の分かりやすさなどについて意
見を述べたり，自分の表現の参考
にしたりしている。（オ）

（３）「Ｃ 読むこと」
【学習指導要領の内容】
(1) 読むことの能力を育成するため，次の事項について指導する。
ア 文脈の中における語句の意味を的確にとらえ，理解すること。
イ 文章の中心的な部分と付加的な部分，事実と意見などとを読み分け，目的や必要に応じて要約
したり要旨をとらえたりすること。
ウ 場面の展開や登場人物などの描写に注意して読み，内容の理解に役立てること。
エ 文章の構成や展開，表現の特徴について，自分の考えをもつこと。
オ 文章に表れているものの見方や考え方をとらえ，自分のものの見方や考え方を広くすること。
カ 本や文章などから必要な情報を集めるための方法を身に付け，目的に応じて必要な情報を読み
取ること。
・ 関連する〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕を含む。
(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。
ア 様々な種類の文章を音読したり朗読したりすること。
イ 文章と図表などとの関連を考えながら，説明や記録の文章を読むこと。
ウ 課題に沿って本を読み，必要に応じて引用して紹介すること。
【
「Ｃ

読むこと」の評価規準に盛り込むべき事項】

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

・目的や意図に応じ，様々 ・文脈の中における語句の意味を的 ・文語のきまりや訓読の仕方を知
な本や文章などを読み，
確にとらえ，理解している。
（ア） り，古文や漢文を音読して，古典
内容や要旨を的確にとら ・文章の中心的な部分と付加的な部
特有のリズムを味わいながら，古
えて，自分のものの見方
分，事実と意見などとを読み分け， 典の世界に触れている。（ア(ｱ)）
や考え方を広くしようと
目的や必要に応じて要約したり要 ・古典には様々な種類の作品がある
している。
旨をとらえたりしている。（イ）
ことを知っている。（ア(ｲ)）
・場面の展開や登場人物などの描写 ・語句の辞書的な意味と文脈上の意
に注意して読み，内容の理解に役
味との関係に注意して読んでい
立てている。（ウ）
る。（イ(ｲ)）
・文章の構成や展開，表現の特徴に ・文章を読んで，事象や行為などを
ついて，自分の考えをもっている。 表す多様な語句について理解を深
（エ）
めるとともに，文章の中の語彙に
・文章に表れているものの見方や考
ついて関心をもっている。
（イ(ｳ)）
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え方をとらえ，自分のものの見方 ・単語の類別について理解し，指示
や考え方を広くしている。（オ）
語や接続詞及びこれらと同じよう
・本や文章などから必要な情報を集
な働きをもつ語句などに注意して
めるための方法を身に付け，目的
読んでいる。（イ(ｴ)）
に応じて必要な情報を読み取って ・比喩や反復などの表現の技法につ
いる。（カ）
いて理解して読んでいる。
（イ(ｵ)）
・小学校学年別漢字配当表に示され
ている漢字に加え，その他の常用
漢字のうち２５０字程度から３０
０字程度までの漢字を読んでい
る。（ウ(ｱ)）

【
「Ｃ

読むこと」の評価規準の設定例】

国語への関心・意欲・態度
ア－１

読む能力

言語についての知識・理解・技能

様々な文章を音読したり朗読したりする言語活動を通した指導

・音読や朗読をする文章の ・語句の意味を理解し想像力を働か ・語句の文脈上の意味をとらえ，そ
内容や表現に関心をも
せて文章を読み，朗読するときに
れが文章の中で果たしている役割
ち，工夫して読もうとし
注意する語句を選んでいる。
（ア） を考えながら読んでいる。
（イ(ｲ)）
ている。
・文章を朗読するために，登場人物 ・多様な語句について理解し，朗読
の心情や行動，情景描写に注意し
するときにどのように読んだらよ
て読み，内容の理解を深めている。 いかを考えている。（イ(ｳ)）
（ウ）
・表現技法の効果を理解し，朗読に
・文章の表現の特徴や効果をとら
役立てている。（イ(ｵ)）
え，朗読の仕方を考えている。
（エ）
・書き手のものの見方や考え方をと
らえ，自分のものの見方や考え方
を広げて朗読の仕方を考えてい
る。（オ）
ア－２

古文や漢文を音読したり朗読したりする言語活動を通した指導

・音読や朗読をする古文や ・古文や漢文を朗読するために，登 ・文語のきまりや訓読の仕方を知
漢文の内容や表現に関心
場人物の心情や行動，情景描写に
り，古文や漢文を音読して，古典
をもち，工夫して読もう
注意して読み，内容の理解を深め
特有のリズムを味わいながら，古
としている。
ている。（ウ）
典の世界に触れている。（ア(ｱ)）
・古文や漢文の表現の特徴や効果を
とらえ，朗読の仕方を考えている。
（エ）
イ

文章と図表との関係を考えながら説明の文章を読む言語活動を通した指導

・文章と図表との関連をと ・説明の文章を読み，文脈に即して
らえながら，説明の文章
語句の意味を的確にとらえ，キー
を読もうとしている。
ワードを考えている。（ア）
・説明されている事実と図表との関
係を整理し，文章の要旨をとらえ
ている。（イ）
・説明の文章を展開する上で図表が
果たしている役割をとらえ，その
効果について自分の考えをもって
- 21 -

・文章を読んで意味の分からない語
句を辞書で調べ，文脈上の意味を
考えている。（イ(ｲ)）
・説明の文章を読んで自分の考えを
書いたり述べたりする際に，より
適切な語句を選んでいる。
（イ(ｳ)）
・説明の文章を読む上で大切な指示
語に注意している。（イ(ｴ)）
・文章に用いられている漢字を正し

いる。（エ）
・説明されている内容についての書
き手のものの見方や考え方をとら
え，自分の考えをもっている。
（オ）
・関連する説明の文章を読み，文章
と図表から必要な情報を得てい
る。（カ）
ウ－１

く読んでいる。（ウ(ｱ)）

課題に沿って本を読み，必要に応じて引用して紹介する言語活動を通した指導

・課題に沿って本を選び， ・表題や目次などを参考にして課題 ・文章を読んで意味の分からない語
その内容を進んで紹介し
に沿った本を選び，必要な情報を
句を辞書で調べ，文脈上の意味を
ようとしている。
読み取っている。（カ）
考えている。（イ(ｲ)）
・本を紹介するために，文脈に即し ・文章に用いられている漢字を正し
て語句の意味を的確にとらえてい
く読んでいる。（ウ(ｱ)）
る。（ア）
・本の紹介の仕方に応じて，文章を
要約している。（イ）
・場面の展開や登場人物などの描写
に注意して文章を読み，紹介した
い部分を決めている。（ウ）
・文章の構成や展開，表現の特徴な
どを分析的にとらえ，自分の考え
をもって，本を紹介している。
（エ）
・選んだ本の文章に表れているもの
の見方や考え方について，共感し
たり疑問をもったりして自分の考
えを広げ，本を紹介している。
（オ）
ウ－２

古典の文章を読み紹介する言語活動を通した指導

・ 古 典 の 文 章 に関 心 を も ・古典の文章を紹介するために，文 ・古典には様々な種類の文章がある
ち，その内容を進んで紹
脈に即して語句の意味をとらえて
ことを理解している。（ア(ｲ)）
介しようとしている。
いる。（ア）
・紹介の仕方に応じて，文章を要約
している。（イ）
・場面の展開や登場人物などの描写
に注意して古典の文章を読み，紹
介している。（ウ）

Ⅱ

第２学年
１

学年目標
(1) 目的や場面に応じ，社会生活にかかわることなどについて立場や考えの違いを踏まえて話す能力，
考えを比べながら聞く能力，相手の立場を尊重して話し合う能力を身に付けさせるとともに，話した
り聞いたりして考えを広げようとする態度を育てる。
(2) 目的や意図に応じ，社会生活にかかわることなどについて，構成を工夫して分かりやすく書く能力
を身に付けさせるとともに，文章を書いて考えを広げようとする態度を育てる。
(3) 目的や意図に応じ，文章の内容や表現の仕方に注意して読む能力，広い範囲から情報を集め効果的
に活用する能力を身に付けさせるとともに，読書を生活に役立てようとする態度を育てる。
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２

第２学年の評価の観点の趣旨
国語への
関心・意欲・態度
国語で伝え合う力を
進んで高めるととも
に，国語に対する認
識を深め，話したり
聞いたり書いたりし
て考えを広げ，読書
を生活に役立てよう
とする。

３

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・技能

目的や場面に応じ，目的や意図に応じ，目的や意図に応じ，伝統的な言語文化
立場や考えの違い 構成を工夫し，伝 内容や表現の仕方 を楽しんだり，言
を踏まえて話した えたいことが効果 に注意して文章を 葉の特徴やきまり，
り，考えを比べな 的に伝わるように 読み，知識や体験 漢字などについて
がら聞いたり，相 文章を書いている。と関連付けて自分 理解し使ったりす
手の立場を尊重し
の考えをもってい るとともに，漢字
て話し合ったりし
る。
の行書とそれに調
ている。
和した仮名を書き，
楷書又は行書を選
んで書いている。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ 話すこと・聞くこと」
【学習指導要領の内容】
(1) 話すこと・聞くことの能力を育成するため，次の事項について指導する。
ア 社会生活の中から話題を決め，話したり話し合ったりするための材料を多様な方法で集め整理
すること。
イ 異なる立場や考えを想定して自分の考えをまとめ，話の中心的な部分と付加的な部分などに注
意し，論理的な構成や展開を考えて話すこと。
ウ 目的や状況に応じて，資料や機器などを効果的に活用して話すこと。
エ 話の論理的な構成や展開などに注意して聞き，自分の考えと比較すること。
オ 相手の立場や考えを尊重し，目的に沿って話し合い，互いの発言を検討して自分の考えを広げ
ること。
・ 関連する〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕を含む。
(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。
ア 調べて分かったことや考えたことなどに基づいて説明や発表をしたり，それらを聞いて意見を
述べたりすること。
イ 社会生活の中の話題について，司会や提案者などを立てて討論を行うこと。
【
「Ａ

話すこと・聞くこと」の評価規準に盛り込むべき事項】

国語への関心・意欲・態度

話す・聞く能力

言語についての知識・理解・技能

・目的や場面に応じ，立場 ・社会生活の中から話題を決め，話 ・話し言葉と書き言葉との違い，共
や考えの違いを踏まえて
したり話し合ったりするための材
通語と方言の果たす役割，敬語の
話したり，考えを比べな
料を多様な方法で集め整理してい
働きなどについて理解して話した
がら聞いたり，相手の立
る。（ア）
り聞いたりしている。（イ(ｱ)）
場を尊重して話し合った ・異なる立場や考えを想定して自分 ・抽象的な概念を表す語句，類義語
りしようとしている。
の考えをまとめ，話の中心的な部
と対義語，同音異義語や多義的な
分と付加的な部分などに注意し，
意味を表す語句などについて理解
論理的な構成や展開を考えて話し
して話したり聞いたりし，語感を
ている。（イ）
磨き語彙を豊かにしている。（イ
・目的や状況に応じて，資料や機器
(ｲ)）
などを効果的に活用して話してい ・文の中の文の成分の順序や照応，
る。（ウ）
文の構成などについて考えて話し
・話の論理的な構成や展開などに注
たり聞いたりしている。（イ(ｳ)）
意して聞き，自分の考えと比較し ・単語の活用について理解し，助詞
ている。（エ）
や助動詞などの働きに注意して話
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・相手の立場や考えを尊重し，目的
したり聞いたりしている。
（イ(ｴ)）
に沿って話し合い，互いの発言を ・相手や目的に応じて，話の形態や
検討して自分の考えを広げてい
展開に違いがあることを理解して
る。（オ）
話したり聞いたりしている。（イ
(ｵ)）

【
「Ａ

話すこと・聞くこと」の評価規準の設定例】

国語への関心・意欲・態度
ア－１

話す・聞く能力

言語についての知識・理解・技能

調べて分かったことについて説明する言語活動を通した指導

・調べたり考えたりしたこ ・様々な情報手段を活用して材料を ・目的や場面に応じ，話し言葉と書
となどについて，聞き手
集め，説明の目的に応じて整理し
き言葉との違い，共通語と方言の
が理解しやすいように工
ている。（ア）
果たす役割，敬語の働きなどにつ
夫して説明しようとして ・説明に対する聞き手の意見や質問
いて注意して話している。
（イ(ｱ)）
いる。
を予想して，話の中心と付加的な ・相手に分かりやすい説明をするた
部分との関係に注意し，分かりや
めに，類義語，対義語などに注意
すい構成や展開を考えて話してい
して話している。（イ(ｲ)）
る。（イ）
・相手に分かりやすい説明をするた
・分かりやすく説明するために，機
めに，文の中の文の成分の順序
器を活用して要点を示したり，写
や照応，文の構成などについて
真や図などの資料を活用したりし
工夫している。（イ(ｳ)）
て話している。（ウ）
・分かりやすく説明するために，助
・説明を聞いて，話の要点や根拠と
詞や助動詞などの働きに注意して
なっている事実などをとらえ，自
いる。（イ(ｴ)）
分の考えと比較して納得できるか ・相手や目的に応じて，話の形態や
どうか判断している。（エ）
展開に違いがあることを理解して
・説明を聞いて，質疑応答や意見交
話している。（イ(ｵ)）
換をして，自分の考えを広げてい
る。（オ）
ア－２

古典を読んで気付いたことについて発表する言語活動を通した指導

・調べたり考えたりしたこ ・分かりやすく発表するために，機 ・古典に表れたものの見方や考え方
となどについて，聞き手
器を活用して話の中心を示した
に触れ，登場人物や作者の思いな
が理解しやすいように工
り，写真や図などの資料を活用し
どを想像している。（ア(ｲ)）
夫して説明しようとして
たりして話している。（ウ）
いる。
・発表を聞いて，質疑応答したり話
し合ったりして，古典についての
自分の考えを広げている。（オ）
イ

社会生活の話題について司会や提案者を立てて討論する言語活動を通した指導

・異なる立場の考えを想定 ・討論に向けて，様々な情報手段を ・目的や場面に応じ，話し言葉と書
して，目的に沿って討論
活用して材料を集め，自分の意見
き言葉との違い，共通語と方言の
しようとしている。
を明確にしている。（ア）
果たす役割，敬語の働きなどにつ
・相手の反論や意見を予想して自分
いて注意している。（イ(ｱ)）
の考えをまとめ，自分の意見と根 ・説得力のある話をするために，文
拠，予想される相手の意見への反
の中の文の成分の順序や照応，
論などを組み合わせて話を構成し
文の構成などについて工夫して
ている。（イ）
いる。（イ(ｳ)）
・討論の際に説得力を高めるため ・相手や目的に応じて，話の形態や
に，機器を活用して自分の意見の
展開に違いがあることを理解して
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要点を示したり，グラフや表など
の資料を活用して根拠を示したり
している。（ウ）
・話の論理的な構成や展開などに注
意して要点や根拠などを確かめな
がら聞き，自分の考えと比較して，
賛成や反対などの判断をしてい
る。（エ）
・目的に沿って提案や発言の内容を
整理して話合いを進行したり，理
由や趣旨を明確にして提案したり
するなど，討論の進め方を工夫し
ている。（オ）

いる。（イ(ｵ)）

（２）「Ｂ 書くこと」
【学習指導要領の内容】
(1) 書くことの能力を育成するため，次の事項について指導する。
ア 社会生活の中から課題を決め，多様な方法で材料を集めながら自分の考えをまとめること。
イ 自分の立場及び伝えたい事実や事柄を明確にして，文章の構成を工夫すること。
ウ 事実や事柄，意見や心情が相手に効果的に伝わるように，説明や具体例を加えたり，描写を工
夫したりして書くこと。
エ 書いた文章を読み返し，語句や文の使い方，段落相互の関係などに注意して，読みやすく分か
りやすい文章にすること。
オ 書いた文章を互いに読み合い，文章の構成や材料の活用の仕方などについて意見を述べたり助
言をしたりして，自分の考えを広げること。
・ 関連する〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕を含む。
(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。
ア 表現の仕方を工夫して，詩歌をつくったり物語などを書いたりすること。
イ 多様な考えができる事柄について，立場を決めて意見を述べる文章を書くこと。
ウ 社会生活に必要な手紙を書くこと。
【
「Ｂ

書くこと」の評価規準に盛り込むべき事項】

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，構成 ・社会生活の中から課題を決め，多 ・話し言葉と書き言葉との違い，共
を工夫し，伝えたいこと
様な方法で材料を集めながら自分
通語と方言の果たす役割，敬語の
が効果的に伝わるように
の考えをまとめている。（ア）
働きなどについて理解して書いて
文 章 を 書 こ う と し て い ・自分の立場及び伝えたい事実や事
いる。（イ(ｱ)）
る。
柄を明確にして，文章の構成を工 ・抽象的な概念を表す語句，類義語
夫している。（イ）
と対義語，同音異義語や多義的な
・事実や事柄，意見や心情が相手に
意味を表す語句などについて理解
効果的に伝わるように，説明や具
して書き，語感を磨き語彙を豊か
体例を加えたり，描写を工夫した
にしている。（イ(ｲ)）
りして書いている。（ウ）
・文の中の文の成分の順序や照応，
・書いた文章を読み返し，語句や文
文の構成などについて考えて書い
の使い方，段落相互の関係などに
ている。（イ(ｳ)）
注意して，読みやすく分かりやす ・単語の活用について理解し，助詞
い文章にしている。（エ）
や助動詞などの働きに注意して書
・書いた文章を互いに読み合い，文
いている。（イ(ｴ)）
章の構成や材料の活用の仕方など ・相手や目的に応じて，文章の形態
について意見を述べたり助言をし
や展開に違いがあることを理解し
たりして，自分の考えを広げてい
て書いている。（イ(ｵ)）
る。（オ）
・学年別漢字配当表に示されている
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漢字を書き，文や文章の中で使っ
ている。（ウ(ｲ)）
［書写］
・漢字の行書とそれに調和した仮名
の書き方を理解して，読みやすく
速く書いている。（ア）
・目的や必要に応じて，楷書又は行
書を選んで書いている。（イ）

【
「Ｂ

書くこと」の評価規準の設定例】

国語への関心・意欲・態度
ア

書く能力

表現の仕方を工夫して詩をつくる言語活動を通した指導

・自分の感動が読み手に伝 ・詩をつくるために，身近な体験の
わるように，言葉の使い
中での自分の心の動きをまとめて
方や構成を工夫して詩を
いる。（ア）
つくろうとしている。
・感動の中心を明らかにして，詩の
構成を工夫している。（イ）
・感動の中心が読み手に伝わるよう
に，描写を工夫して詩をつくって
いる。（ウ）
・つくった詩を読み返し，描写や全
体の構成などに注意して，読み手
に感動が伝わりやすい詩にしてい
る。（エ）
・つくった詩を互いに読み合い，書
き手の感動，描写や構成の効果な
どを観点とした感想を交流し，自
分の考えを広げている。（オ）
イ

言語についての知識・理解・技能

・自分の感動を効果的に表現するた
めに，助詞や助動詞の働きに注意
して，詩に使う言葉を決めている。
（イ(ｴ)）
・学年別漢字配当表に示されている
漢字を適切に使うとともに，仮名
で表現する効果についても考えて
詩をつくっている。（ウ(ｲ)）
[書写]
・詩を清書する際に，楷書または行
書を選んで書いている。（イ）

多様な考えができる事柄について立場を決めて意見を述べる文章を書く言語活動を通した指導

・自分の立場や意見が読み ・社会生活の中から課題を決め，学
手に伝わるように，根拠
校図書館等を活用して材料を集
を明らかにして文章を書
め，自分の意見をまとめている。
こうとしている。
（ア）
・自分の立場や意見を明らかにし
て，それを表明する部分を文章の
どこに置くかについて考えてい
る。（イ）
・自分の立場や意見が効果的に伝わ
るように，根拠を説明したり具体
例を用いたりして文章を書いてい
る。（ウ）
・意見と根拠との関係，文や段落の
つながりなどに注意して，読み手
に伝わりやすい文章にしている。
（エ）
・書いた文章を互いに読み合い，課
題に対する立場や意見の根拠の妥
当性，文や段落のつながりなどを
観点とした意見を述べ，自分の考
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・自分の考えを明確に表現するため
に，辞書を活用するなどして，言
葉の意味を吟味しながら文章を書
いている。（イ(ｲ)）
・主語と述語や修飾語と被修飾語の
照応に注意し，書き手の意図が明
確に伝わるように文章を書いてい
る。（イ(ｳ)）
・読み手に自分の考えやその根拠な
どが効果的に伝わるように文章の
展開を工夫している。（イ(ｵ)）
・学年別漢字配当表に示されている
漢字を適切に使って文章を書いて
いる。（ウ(ｲ)）

えを広げている。（オ）
ウ

社会生活に必要なお礼の手紙を書く言語活動を通した指導

・手紙の形式を整えて，お ・お礼の手紙を書くために，相手に
世話になった相手への感
伝えたいことを具体的に挙げてい
謝の気持ちを表す手紙を
る。（ア）
書こうとしている。
・相手に伝えたいお礼の内容の中心
を明確にし，手紙の形式に沿って
構成を考えている。（イ）
・相手に対する感謝の気持ちが伝わ
るように，印象に残る出来事やそ
の時の思いを具体的に書いてい
る。（ウ）
・相手への配慮，言葉の使い方，手
紙の形式などに注意して，感謝の
気持ちが相手に伝わりやすい手紙
にしている。（エ）
・書いた手紙を互いに読み合い，書
き手の気持ちの表現，言葉の使い
方などについて意見を述べたり，
助言し合ったりしている。（オ）

・相手に対する自分の気持ちが適切
に伝わるように，書き言葉におけ
る敬語の使い方に注意して文章を
書いている。（イ(ｱ)）
・目上の人に対する手紙を書くため
に，書式を整えて文章を書いてい
る。（イ(ｵ)）
・学年別漢字配当表に示されている
漢字を適切に使って手紙を書いて
いる。（ウ(ｲ)）
［書写］
・漢字の行書とそれに調和した仮名
の書き方を理解して手紙を書いて
いる。（ア）

（３）「Ｃ 読むこと」
【学習指導要領の内容】
(1) 読むことの能力を育成するため，次の事項について指導する。
ア 抽象的な概念を表す語句や心情を表す語句などに注意して読むこと。
イ 文章全体と部分との関係，例示や描写の効果，登場人物の言動の意味などを考え，内容の理解
に役立てること。
ウ 文章の構成や展開，表現の仕方について，根拠を明確にして自分の考えをまとめること。
エ 文章に表れているものの見方や考え方について，知識や体験と関連付けて自分の考えをもつこ
と。
オ 多様な方法で選んだ本や文章などから適切な情報を得て，自分の考えをまとめること。
・ 関連する〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕を含む。
(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。
ア 詩歌や物語などを読み，内容や表現の仕方について感想を交流すること。
イ 説明や評論などの文章を読み，内容や表現の仕方について自分の考えを述べること。
ウ 新聞やインターネット，学校図書館等の施設などを活用して得た情報を比較すること。
【
「Ｃ

読むこと」の評価規準に盛り込むべき事項】

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

・目的や意図に応じ，内容 ・抽象的な概念を表す語句や心情を ・作品の特徴を生かして朗読するな
や表現の仕方に注意して
表す語句などに注意して読んでい
どして，古典の世界を楽しんでい
文章を読み，知識や体験
る。（ア）
る。（ア(ｱ)）
と関連付けて自分の考え ・文章全体と部分との関係，例示や ・古典に表れたものの見方や考え方
をもとうとしている。
描写の効果，登場人物の言動の意
に触れ，登場人物や作者の思いな
味などを考え，内容の理解に役立
どを想像している。（ア(ｲ)）
てている。（イ）
・話し言葉と書き言葉との違い，共
・文章の構成や展開，表現の仕方に
通語と方言の果たす役割，敬語の
ついて，根拠を明確にして自分の
働きなどについて理解して読んで
考えをまとめている。（ウ）
いる。（イ(ｱ)）
・文章に表れているものの見方や考 ・抽象的な概念を表す語句，類義語
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え方について，知識や体験と関連
と対義語，同音異義語や多義的な
付けて自分の考えをもっている。
意味を表す語句などについて理解
（エ）
して読み，語感を磨き語彙を豊か
・多様な方法で選んだ本や文章など
にしている。（イ(ｲ)）
から適切な情報を得て，自分の考 ・文の中の文の成分の順序や照応，
えをまとめている。（オ）
文の構成などについて考えて読ん
でいる。（イ(ｳ)）
・単語の活用について理解し，助詞
や助動詞などの働きに注意して読
んでいる。（イ(ｴ)）
・相手や目的に応じて，文章の形態
や展開に違いがあることを理解し
て読んでいる。（イ(ｵ)）
・第１学年までに学習した常用漢字
に加え，その他の常用漢字のうち
３００字程度から３５０字程度ま
での漢字を読んでいる。（ウ(ｱ)）

【
「Ｃ

読むこと」の評価規準の設定例】

国語への関心・意欲・態度
ア－１

読む能力

物語を読み，内容や表現の仕方について感想を交流する言語活動を通した指導

・ 物 語 に つ い て感 想 を も ・心情や情景を表す語句について，
ち，交流して考えを深め
体験や読書経験を生かして理解
ようとしている。
し，自分の感想をもっている。
（ア）
・描写の効果や登場人物の言動の意
味などを考えて物語の内容を理解
し，自分の感想をもっている。
（イ）
・感想を交流するために，物語の構
成や展開，描写や比喩などの表現
について，具体的な部分を取り上
げて考えをまとめている。（ウ）
・物語に表れているものの見方や考
え方について，自分の知識や経験
と関連付けて感想をまとめ，交流
して深めている。（エ）
・図書館などを利用して関連する資
料などを読み，自分の感想をまと
めるのに役立てている。（オ）
ア－２

言語についての知識・理解・技能

・話し言葉と書き言葉との違い，共
通語と方言の果たす役割，敬語の
働きなどについての理解を，文章
を読むことに役立てている。（イ
(ｱ)）
・文章を読む際に，抽象的な概念を
表す語句，類義語と対義語，同音
異義語や多義的な意味を表す語句
などに注意している。（イ(ｲ)）
・物語によって文章の形態や展開に
違いがあることを意識しながら読
んでいる。（イ(ｵ)）
・文章に用いられている漢字を正し
く読んでいる。（ウ(ｱ)）

古文や漢文を読み感想を交流する言語活動を通した指導

・古文や漢文について感想 ・描写の効果や登場人物の言動の意 ・作品の特徴を生かして朗読するな
をもち，交流して考えを
味などを考えて古文や漢文の内容
どして，古典の世界を楽しんでい
深めようとしている。
を理解し，自分の感想をもってい
る。（ア(ｱ)）
る。（イ）
・感想を交流するために，古文や漢
文の構成や展開，描写や比喩など
の表現について，具体的な部分を
取り上げて考えをまとめている。
- 28 -

（ウ）
・古文や漢文に表れているものの見
方や考え方について，自分の知識
や経験と関連付けて感想をまと
め，交流して深めている。（エ）
イ

評論の文章を読み，内容や表現の仕方について自分の考えを述べる言語活動を通した指導

・評論の文章を読んで内容 ・評論の文章を読んで自分の考えを ・評論の文章を読む際に，重要な役
や表現の仕方について考
述べるために，論の展開の上で重
割を果たしている抽象的な概念を
え，自分のものの見方や
要な役割を果たしている語句に注
表す語句に着目し，その語句が表
考え方を広げようとして
意しながら読んでいる。（ア）
す具体的な中身を考えている。
（イ
いる。
・評論の文章を読んで自分の考えを
(ｲ)）
述べるために，各段落が文章全体 ・評論の文章を読む際に，意味の取
の中で果たしている役割をとらえ
りにくい文について，主語と述語
たり，叙述の順序に注意して読ん
の照応，修飾語と被修飾語の照応
だりして，内容の理解に役立てて
を明らかにしながら理解してい
いる。（イ）
る。（イ(ｳ)）
・評論の文章を読んで，文章の構成 ・文章に用いられている漢字を正し
や展開の工夫について，根拠とな
く読んでいる。（ウ(ｱ)）
る部分をあげて自分の考えをもっ
ている。（ウ）
・評論の文章を読んで，物事の善し
悪しや価値等に関する書き手の考
え方について，自分の知識や体験
と関連付けながら考えをもってい
る。（エ）
・評論の文章のテーマについて，自
分の考えを補強したり修正したり
するために，図書館や情報通信ネ
ットワークなどを活用して情報を
探している。（オ）
ウ

新聞で得た情報とインターネットで得た情報とを比較する言語活動を通した指導

・新聞とインターネットで ・情報の特徴を考えるために，新聞
得た情報を読み，情報の
とインターネットの記事につい
特徴について考えを深め
て，抽象的な概念を表す語句や書
ようとしている。
き手の思いを表す語句に注意して
読んでいる。（ア）
・情報の特徴を考えるために，新聞
とインターネットの記事につい
て，見出しと本文との関係，例示
の効果等を比較して読んでいる。
（イ）
・新聞とインターネットの記事につ
いて，文章の構成や表現の仕方に
着目し，具体的な箇所を引用しな
がら情報の特徴の違いをまとめて
いる。（ウ）
・情報の特徴について，自分の知識
や体験と関連付けながら考えをま
とめている。（エ）
・自ら設定した課題について複数の
方法で得た情報を比較し，目的や
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・新聞とインターネットに出てくる
抽象的な概念を表す語句や多義的
な意味を表す語句について理解し
ている。（イ(ｲ)）
・見出しなどにおける助詞や助動詞
の効果について考えている。（イ
(ｴ)）
・新聞とインターネットにおける文
章の形態や展開の違いについて考
えている。（イ(ｵ)）
・文章に用いられている漢字を正し
く読んでいる。（ウ(ｱ)）

意図に応じて選択して自分の考え
をまとめている。（オ）

Ⅲ

第３学年
１

２

学年目標
(1) 目的や場面に応じ，社会生活にかかわることなどについて相手や場に応じて話す能力，表現の工夫
を評価して聞く能力，課題の解決に向けて話し合う能力を身に付けさせるとともに，話したり聞いた
りして考えを深めようとする態度を育てる。
(2) 目的や意図に応じ，社会生活にかかわることなどについて，論理の展開を工夫して書く能力を身に
付けさせるとともに，文章を書いて考えを深めようとする態度を育てる。
(3) 目的や意図に応じ，文章の展開や表現の仕方などを評価しながら読む能力を身に付けさせるととも
に，読書を通して自己を向上させようとする態度を育てる。
第３学年の評価の観点の趣旨
国語への
関心・意欲・態度
国語で伝え合う力を
進んで高めるととも
に，国語に対する認
識を深め，話したり
聞いたり書いたりし
て考えを深め，読書
を通して自己を向上
させようとする。

３

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・技能

目的や場面に応じ，目的や意図に応じ，目的や意図に応じ，伝統的な言語文化
相手の様子に合わ 文章の形態を選択 文章の展開や表現 に親しんだり，言
せて話したり，表 し，論理の展開を の仕方などを評価 葉の特徴やきまり，
現の工夫を評価し 工夫して説得力の しながら読み，人 漢字などについて
て聞いたり，課題 ある文章を書いて 間，社会，自然な 理解し使ったりす
の解決に向けて話 いる。
どについて自分の るとともに，身の
し合ったりしてい
意見をもっている。回りの文字に関心
る。
をもち，効果的に
文字を書いている。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ 話すこと・聞くこと」
【学習指導要領の内容】
(1) 話すこと・聞くことの能力を育成するため，次の事項について指導する。
ア 社会生活の中から話題を決め，自分の経験や知識を整理して考えをまとめ，語句や文を効果的
に使い，資料などを活用して説得力のある話をすること。
イ 場の状況や相手の様子に応じて話すとともに，敬語を適切に使うこと。
ウ 聞き取った内容や表現の仕方を評価して，自分のものの見方や考え方を深めたり，表現に生か
したりすること。
エ 話合いが効果的に展開するように進行の仕方を工夫し，課題の解決に向けて互いの考えを生か
し合うこと。
・ 関連する〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕を含む。
(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。
ア 時間や場の条件に合わせてスピーチをしたり，それを聞いて自分の表現の参考にしたりするこ
と。
イ 社会生活の中の話題について，相手を説得するために意見を述べ合うこと。
【
「Ａ

話すこと・聞くこと」の評価規準に盛り込むべき事項】

国語への関心・意欲・態度

話す・聞く能力

言語についての知識・理解・技能

・目的や場面に応じ，相手 ・社会生活の中から話題を決め，自 ・時間の経過による言葉の変化や世
の様子に合わせて話した
分の経験や知識を整理して考えを
代による言葉の違いを理解して話
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り，表現の工夫を評価し
まとめ，語句や文を効果的に使い， すとともに，敬語を社会生活の中
て聞いたり，課題の解決
資料などを活用して説得力のある
で適切に使っている。（イ(ｱ)）
に向けて話し合ったりし
話をしている。（ア）
・慣用句・四字熟語などに関する知
ようとしている。
・場の状況や相手の様子に応じて話
識を広げ，和語・漢語・外来語な
すとともに，敬語を適切に使って
どの使い分けに注意して話し，語
いる。（イ）
感を磨き語彙を豊かにしている。
・聞き取った内容や表現の仕方を評
（イ(ｲ)）
価して，自分のものの見方や考え
方を深めたり，表現に生かしたり
している。（ウ）
・話合いが効果的に展開するように
進行の仕方を工夫し，課題の解決
に向けて互いの考えを生かし合っ
ている。（エ）

【
「Ａ

話すこと・聞くこと」の評価規準の設定例】

国語への関心・意欲・態度

話す・聞く能力

言語についての知識・理解・技能

ア

時間や場の条件に合わせてスピーチをしたり，それを聞いて自分の表現の参考にしたりする言語
活動を通した指導

・社会生活の中の様々な話 ・社会生活にかかわる話題について ・社会生活における敬語の役割を理
題に関心をもち，スピー
スピーチをするために，これまで
解して話している。（イ(ｱ)）
チを通して，自分の意見
の学習や体験を踏まえて自分の意 ・目的に応じて，和語・漢語・外来
や感想を聞き手が納得で
見や感想をまとめている。（ア）
語などの使い分けに注意してスピ
きるように伝えようとし ・自分の考えについて説得力を増す
ーチをしている。（イ(ｲ)）
ている。
ために，話し方を工夫したり資料
などを活用したりしてスピーチを
している。（ア）
・聞き手の人数や立場，会場の様子
などの条件に応じて話し方や言葉
遣いを工夫したり，聞き手の反応
に応じて言い換えたりしながらス
ピーチをしている。（イ）
・スピーチを聞いて，話の内容につ
いての賛否や話し方についての適
否などを判断し，自分のものの見
方や考え方を深めたり，自分の話
し方の参考にしたりしている。
（ウ）
・スピーチを聞いて，質疑応答や意
見交換をして，話題についての考
えを深めている。（エ）
イ

社会生活の中の話題について，相手を説得するために意見を述べ合う言語活動を通した指導

・社会生活の中の話題に関 ・相手を説得するために，根拠を明 ・建設的に話し合えるよう，敬語な
心をもち，課題の解決に
確にしたり，聞き手の理解を助け
ど言葉遣いに注意している。（イ
向けて積極的に話し合
る工夫をしたりしている。（ア）
(ｱ)）
い，互いの意見や考えを ・他の人の意見や考えを踏まえると
生かそうとしている。
ともに，場に応じた言葉遣いで自
分の意見を述べている。（イ）
・他の人の意見のよいところを指摘
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したり，調整の仕方を提案したり
しながら，自分の意見を見直した
り深めたりしている。（ウ）
・課題の解決に向けて，より多くの
発言を求めたり，意見の調整の仕
方を提案したりするなど，話合い
の進め方を工夫して話し合ってい
る。（エ）

（２）「Ｂ 書くこと」
【学習指導要領の内容】
(1) 書くことの能力を育成するため，次の事項について指導する。
ア 社会生活の中から課題を決め，取材を繰り返しながら自分の考えを深めるとともに，文章の形
態を選択して適切な構成を工夫すること。
イ 論理の展開を工夫し，資料を適切に引用するなどして，説得力のある文章を書くこと。
ウ 書いた文章を読み返し，文章全体を整えること。
エ 書いた文章を互いに読み合い，論理の展開の仕方や表現の仕方などについて評価して自分の表
現に役立てるとともに，ものの見方や考え方を深めること。
・ 関連する〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕を含む。
(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。
ア 関心のある事柄について批評する文章を書くこと。
イ 目的に応じて様々な文章などを集め，工夫して編集すること。
【
「Ｂ

書くこと」の評価規準に盛り込むべき事項】

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，文章 ・社会生活の中から課題を決め，取 ・時間の経過による言葉の変化や世
の形態を選択し，論理の
材を繰り返しながら自分の考えを
代による言葉の違いを理解して書
展開を工夫して説得力の
深めるとともに，文章の形態を選
くとともに，敬語を社会生活の中
ある文章を書こうとして
択して適切な構成を工夫してい
で適切に使っている。（イ(ｱ)）
いる。
る。（ア）
・慣用句・四字熟語などに関する知
・論理の展開を工夫し，資料を適切
識を広げ，和語・漢語・外来語な
に引用するなどして，説得力のあ
どの使い分けに注意して書き，語
る文章を書いている。（イ）
感を磨き語彙を豊かにしている。
・書いた文章を読み返し，文章全体
（イ(ｲ)）
を整えている。（ウ）
・学年別漢字配当表に示されている
・書いた文章を互いに読み合い，論
漢字について，文や文章の中で使
理の展開の仕方や表現の仕方など
い慣れている。（ウ(ｲ)）
について評価して自分の表現に役 ［書写］
立てるとともに，ものの見方や考 ・身の回りの多様な文字に関心をも
え方を深めている。（エ）
ち，効果的に文字を書いている。
（ア）

【
「Ｂ

書くこと」の評価規準の設定例】

国語への関心・意欲・態度
ア

書く能力

言語についての知識・理解・技能

関心のある事柄について批評する文章を書く言語活動を通した指導

・社会生活の中の事柄につ ・複数の資料を集めたり取材を繰り ・和語・漢語・外来語の言葉のニュ
いて，自分の立場や意見
返したりして，批評にあたっての
アンスを知り，適切な語句を選択
を明確にして批評する文
自分の立場や意見の中心を明確に
している。（イ(ｲ)）
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章を書こうとしている。

イ－１

している。（ア）
・学年別漢字配当表に示されている
・判断や評価の理由や根拠となる適
漢字を適切に使って文章を書いて
切な資料を引用して，説得力のあ
いる。（ウ(ｲ)）
る批評の文章を書いている。
（イ）
・論理の展開が明確な批評の文章に
なるように，判断や評価の理由や
資料の引用が適切かどうかを考え
て，文章全体を整えている。
（ウ）
・書いた批評の文章を読み合い，結
論に導くための根拠の取り上げ方
や論理の展開の仕方について評価
し，自分のものの見方や考え方を
深めている。（エ）

様々な文章を集め，工夫して文集を編集する言語活動を通した指導

・テーマに即して様々な文 ・テーマに即した文集を作るため ・読み手を想定して，必要な箇所で
章を集め，進んで文集に
に，自分の課題を決め，今まで書
敬語を適切に使って書いている。
まとめようとしている。
いた文章や関連する資料などを集
（イ(ｱ)）
めている。（ア）
・自分の意見や考えを最も効果的に
・集めた文章や資料を整理しながら
表現するために，慣用句や四字熟
自分の考えを深め，文集の構成を
語を活用したり，和語・漢語・外
工夫している。（ア）
来語を使い分けたりして書いてい
・集めた文章や資料を適切に組み合
る。（イ(ｲ)）
わせながら全体の構成を工夫し， ・学年別漢字配当表に示されている
読み手を引きつける文集を編集し
漢字を適切に使って文章を書いて
ている。（イ）
いる。（ウ(ｲ)）
・編集した文集を読み返し，テーマ [書写]
に対する自分の考えが効果的に伝 ・文集の見出しや本文等に応じて，
わるよう，全体の構成を見直した
書体を使い分けたり筆記具を工夫
り，見出しや目次を付けたりして， したりして書いている。（ア）
文集の体裁を整えている。（ウ）
・文集を互いに読み合い，全体の構
成の仕方や表現の仕方などについ
て評価し，自分の表現に役立てて
いる。（エ）
イ－２

古典を含む様々な文章を集め，工夫して文集を編集する言語活動を通した指導

・テーマに即して様々な文 ・全体の構成を工夫し，古典の原文 ・文集のテーマに即して古典の一節
章を集め，進んで文集に
や現代語訳等を適切に引用するな
を引用し，それについての自分の
まとめようとしている。
どして，テーマに即した文集を編
考えや感想などを書いている。
（ア
集している。（イ）
(ｲ)）
・文集を互いに読み合い，全体の構
成の仕方や引用の仕方などについ
て評価し，自分の表現に役立てる
とともに，ものの見方や考え方を
深めている。（エ）

（３）「Ｃ 読むこと」
【学習指導要領の内容】
(1) 読むことの能力を育成するため，次の事項について指導する。
ア 文脈の中における語句の効果的な使い方など，表現上の工夫に注意して読むこと。
イ 文章の論理の展開の仕方，場面や登場人物の設定の仕方をとらえ，内容の理解に役立てること。
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ウ 文章を読み比べるなどして，構成や展開，表現の仕方について評価すること。
エ 文章を読んで人間，社会，自然などについて考え，自分の意見をもつこと。
オ 目的に応じて本や文章などを読み，知識を広げたり，自分の考えを深めたりすること。
・ 関連する〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕を含む。
(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。
ア 物語や小説などを読んで批評すること。
イ 論説や報道などに盛り込まれた情報を比較して読むこと。
ウ 自分の読書生活を振り返り，本の選び方や読み方について考えること。
【
「Ｃ

読むこと」の評価規準に盛り込むべき事項】

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

・目的や意図に応じ，文章 ・文脈の中における語句の効果的な ・歴史的背景などに注意して古典を
の展開や表現の仕方など
使い方など，表現上の工夫に注意
読み，その世界に親しんでいる。
を評価しながら読み，人
して読んでいる。（ア）
（ア(ｱ)）
間，社会，自然などにつ ・文章の論理の展開の仕方，場面や ・古典の一節を引用するなどして，
いて自分の意見をもとう
登場人物の設定の仕方をとらえ，
古典に関する簡単な文章を書いて
としている。
内容の理解に役立てている。
（イ） いる。（ア(ｲ)）
・文章を読み比べるなどして，構成 ・時間の経過による言葉の変化や世
や展開，表現の仕方について評価
代による言葉の違いを理解して読
している。（ウ）
んでいる。（イ(ｱ)）
・文章を読んで人間，社会，自然な ・慣用句・四字熟語などに関する知
どについて考え，自分の意見をも
識を広げ，和語・漢語・外来語な
っている。（エ）
どの使い分けに注意して読み，語
・目的に応じて本や文章などを読
感を磨き語彙を豊かにしている。
み，知識を広げたり，自分の考え
（イ(ｲ)）
を深めたりしている。（オ）
・第２学年までに学習した常用漢字
に加え，その他の常用漢字の大体
を読んでいる。（ウ(ｱ)）

【
「Ｃ

読むこと」の評価規準の設定例】

国語への関心・意欲・態度
ア－１

読む能力

言語についての知識・理解・技能

小説を読んで批評する言語活動を通した指導

・小説を読み，展開や表現 ・小説を読んで批評するために，語 ・小説が書かれた時代の言葉の意味
の仕方を評価して自分の
句の用い方の効果など，表現上の
や使われ方に着目し，時間の経過
考えを深めようとしてい
工夫に注意して読んでいる。
（ア） による言葉の変化に注意して読ん
る。
・小説を読んで批評するために，場
でいる。（イ(ｱ)）
面や登場人物の設定の仕方をとら ・文章に用いられている漢字を正し
えて，文章全体の理解を深めてい
く読んでいる。（ウ(ｱ)）
る。（イ）
・他の小説と読み比べて，構成や展
開，表現の仕方の違いに気付き，
文章の形式の特徴や効果について
評価している。（ウ）
・小説を読んで，文章に表れている
ものの見方や考え方の違いを整理
し，人間，社会，自然などについ
て自分の意見をもっている。
（エ）
・同じ作家の複数の小説，類似した
テーマの小説等を読み比べるなど
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して，新しい魅力を知ったり自分
の考えを深めたりしている。
（オ）
ア－２

古文や漢文などを様々な見方で読み味わう言語活動を通した指導

・古文や漢文を読み，様々 ・古文や漢文を様々な観点で読み味 ・歴史的背景などに注意して古典を
な見方で読み味わって自
わうために，場面や登場人物の設
読み，その世界に親しんでいる。
分の意見をもとうとして
定の仕方をとらえて，文章全体の
（ア(ｱ)）
いる。
理解を深めている。（イ）
・古文や漢文を読んで，文章に表れ
ているものの見方や考え方の違い
を整理し，人間，社会，自然など
について自分の意見をもってい
る。（エ）
・同じ作品の中の複数の文章，類似
したテーマの文章等を読み比べる
などして，新しい魅力を知ったり
自分の考えを深めたりしている。
（オ）
イ

報道された情報を比較して読む言語活動を通した指導

・報道された情報に関心を ・報道された情報を比較して自分の ・新聞や雑誌等に盛り込まれた情報
もち，進んで比較して読
考えをもつために，語句の用い方
を読む際に，和語・漢語・外来語
んで，自分の考えをもと
など書き手の工夫に注意して読ん
などの使い分けに注意している。
うとしている。
でいる。（ア）
（イ(ｲ)）
・報道された情報を比較して自分の ・新聞や雑誌等の文章に用いられて
考えをもつために，文章の論理の
いる漢字を正しく読んでいる。
（ウ
展開の仕方をとらえて内容を的確
(ｱ)）
に理解している。（イ）
・報道された情報について，構成や
展開，表現の仕方などの特徴や効
果をまとめ，評価している。
（ウ）
・報道された情報を比較し，述べら
れている内容について，立場を明
らかにして自分の意見をもってい
る。（エ）
・報道された情報に関連した本や文
章を図書館などで探して読み，知
識を広げたり自分の考えを深めた
りしている。（オ）
ウ

自分の読書生活を振り返り，本の選び方や読み方について考える言語活動を通した指導

・自分の読書生活に関心を ・自分の読書生活を振り返るため ・時間の経過による言葉の変化や世
もち，今まで読んでいな
に，今まで読んできた本の中の印
代による言葉の違いに注意して文
かった分野の本を進んで
象的な語句を挙げている。（ア）
章を読んでいる。（イ(ｱ)）
探 し て 読 も う と し て い ・自分の読書生活を振り返るため ・文章に用いられている漢字を正し
る。
に，今まで読んできた本の中の数
く読んでいる。（ウ(ｱ)）
冊について，内容を簡潔にまとめ
ている。（イ）
・自分の読書生活を振り返るため
に，今まで読んできた本の中の数
冊を取り上げ，構成や展開，表現
の仕方に着目しながら比較し，分
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析している。（ウ）
・自分の読書生活を振り返るため
に，今まで読んできた本の中の数
冊を取り上げ，本から受けた影響
や感動について，自分の考えをま
とめている。（エ）
・今まで読んでいなかった分野の本
を読み，今後の読書生活の方向性
について考えている。（オ）
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第２章
第１

社会

教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１

教科目標
広い視野に立って，社会に対する関心を高め，諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し，我が国の
国土と歴史に対する理解と愛情を深め，公民としての基礎的教養を培い，国際社会に生きる平和で民主
的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

２

評価の観点及びその趣旨
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

社会的事象に対する関
心を高め，それを意欲
的に追究し，よりよい
社会を考え自覚をもっ
て責任を果たそうとす
る。

社会的事象から課題を
見いだし，社会的事象
の意義や特色，相互の
関連を多面的・多角的
に考察し，社会の変化
を踏まえ公正に判断し
て，その過程や結果を
適切に表現している。

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

社会的事象に関する諸
資料から有用な情報を
適切に選択して，効果
的に活用している。

社会的事象の意義や特
色，相互の関連を理解
し，その知識を身に付
けている。

３

内容のまとまり
社会科においては，学習指導要領の内容の（１）ア，イや（２）ア，イなどのそれぞれを内容のまと
まりとした。ただし，歴史的分野については（１）～（６）のそれぞれを内容のまとまりとした。

第２
Ⅰ

内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例
地理的分野

１

地理的分野の目標
(1) 日本や世界の地理的事象に対する関心を高め，広い視野に立って我が国の国土及び世界の諸地域の
地域的特色を考察し理解させ，地理的な見方や考え方の基礎を培い，我が国の国土及び世界の諸地域
に関する地理的認識を養う。
(2) 日本や世界の地域の諸事象を位置や空間的な広がりとのかかわりでとらえ，それを地域の規模に応
じて環境条件や人間の営みなどと関連付けて考察し，地域的特色や地域の課題をとらえさせる。
(3) 大小様々な地域から成り立っている日本や世界の諸地域を比較し関連付けて考察し，それらの地域
は相互に関係し合っていることや各地域の特色には地方的特殊性と一般的共通性があること，また，
それらは諸条件の変化などに伴って変容していることを理解させる。
(4) 地域調査など具体的な活動を通して地理的事象に対する関心を高め，様々な資料を適切に選択，活
用して地理的事象を多面的・多角的に考察し公正に判断するとともに適切に表現する能力や態度を育
てる。

２

地理的分野の評価の観点の趣旨
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

地理的事象に対する関
心を高め，それを意欲
的に追究し，広い視野
に立って我が国の国土

地理的事象から課題を
見いだし，日本や世界
の地域的特色を地域の
規模に応じて環境条件

地図や統計，映像など
地域に関する様々な資
料を収集し，有用な情
報を適切に選択して，

日本や世界の諸地域に
ついて，その地域構成
や地域的特色，地域の
課題などを理解し，そ
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及び世界の諸地域の特
色について認識を養お
うとする。

３

や人々の営みなどと関
連付けて多面的・多角
的に考察し，公正に判
断して，その過程や結
果を適切に表現してい
る。

読み取ったり図表など
にまとめたりしてい
る。

の知識を身に付けてい
る。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例
（１）「
（１）ア 世界の地域構成」
【学習指導要領の内容】
ア 地球儀や世界地図を活用し，緯度と経度，大陸と海洋の分布，主な国々の名称と位置，地域区分
などを取り上げ，世界の地域構成を大観させる。
【
「（１）ア 世界の地域構成」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

世界の地域構成に対す
る関心を高め，それを
意欲的に追究し，とら
えようとしている。

世界の地域構成を，緯
度と経度，大陸と海洋
の分布，主な国々の名
称と位置，地域区分な
どを基に多面的・多角
的に考察し，その過程
や結果を適切に表現し
ている。

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

地球儀や世界地図な
ど世界の地域構成に
関する様々な資料か
ら，有用な情報を適
切に選択して，読み
取ったり図表などに
まとめたりしている。

世界の地域構成につい
て，緯度と経度，大陸
と海洋の分布，主な国
々の名称と位置，地域
区分などを理解し，そ
の知識を身に付けてい
る。

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

【
「（１）ア 世界の地域構成」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

・緯度と経度，大陸と ・世界の地域構成を， ・地球儀や世界地図な
海洋の分布，主な国
緯度と経度を基に考
ど世界の地域構成に
々の名称と位置，地
察し，その過程や結
関する様々な資料か
域区分などを基に，
果を適切に表現して
ら，世界の地域構成
世界の地域構成に対
いる。
について有用な情報
する関心を高め，そ ・世界の地域構成を，
を適切に選択してい
れを意欲的に追究し，
大陸と海洋の分布を
る。
とらえようとしてい
基に考察し，その過 ・適切に選択した情報
る。
程や結果を適切に表
を基に，世界の地域
現している。
構成について読み取
・世界の地域構成を，
ったり図表などにま
主な国々の名称と位
とめたりしている。
置を基に考察し，そ
の過程や結果を適切
に表現している。
・世界の地域構成を，
地域区分を基に考察
し，その過程や結果
を適切に表現してい
る。
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・世界の地域構成につ
いて，緯度と経度を
理解し，その知識を
身に付けている。
・世界の地域構成につ
いて，大陸と海洋の
分布を理解し，その
知識を身に付けてい
る。
・世界の地域構成につ
いて，主な国々の名
称と位置を理解し，
その知識を身に付け
ている。
・世界の地域構成につ
いて，地域区分を理
解し，その知識を身
に付けている。

※ 上記の各観点における評価規準の設定例については，これらは，あくまでも例示であり，各学校
においてそれぞれの観点について例示と異なる設定を行うことができるのは，当然である。
※ 上述の注記については，社会科各分野のすべての「内容のまとまり」においても同様である。
（２）「
（１）イ 世界各地の人々の生活と環境」
【学習指導要領の内容】
イ 世界各地における人々の生活の様子とその変容について，自然及び社会的条件と関連付けて考察
させ，世界の人々の生活や環境の多様性を理解させる。
【
「（１）イ 世界各地の人々の生活と環境」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

世界各地の人々の生活
と環境の多様性に対す
る関心を高め，それを
意欲的に追究し，とら
えようとしている。

世界各地の人々の生活
と環境の多様性を，自
然及び社会的条件と関
連付けた人々の生活の
様子とその変容を基に
多面的・多角的に考察
し，その過程や結果を
適切に表現している。

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

世界各地の人々の生活
と環境の多様性に関す
る様々な資料から，有
用な情報を適切に選択
して，読み取ったり図
表などにまとめたりし
ている。

世界各地の人々の生活
と環境の多様性につい
て，自然及び社会的条
件と関連付けた人々の
生活の様子とその変容
を理解し，その知識を
身に付けている。

【
「（１）イ 世界各地の人々の生活と環境」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

・自然及び社会的条件 ・世界各地の人々の生 ・世界各地の人々の生 ・世界各地の人々の生
と関連付けた人々の
活と環境の多様性を，
活と環境の多様性に
活と環境の多様性に
生活の様子とその変
自然的条件と関連付
関する様々な資料か
ついて，自然的条件
容を基に，世界各地
けた人々の生活の様
ら，世界各地の人々
と関連付けた人々の
の人々の生活と環境
子とその変容を基に
の生活と環境の多様
生活の様子とその変
の多様性に対する関
考察し，その過程や
性について有用な情
容を理解し，その知
心を高め，それを意
結果を適切に表現し
報を適切に選択して
識を身に付けてい
欲的に追究し，とら
ている。
いる。
る。
えようとしている。
・世界各地の人々の生 ・適切に選択した情報 ・世界各地の人々の生
活と環境の多様性を，
を基に，世界各地の
活と環境の多様性に
社会的条件と関連付
人々の生活と環境の
ついて，社会的条件
けた人々の生活の様
多様性について読み
と関連付けた人々の
子とその変容を基に
取ったり図表などに
生活の様子とその変
考察し，その過程や
まとめたりしている。
容を理解し，その知
結果を適切に表現し
識を身に付けてい
ている。
る。

（３）「
（１）ウ 世界の諸地域」
【学習指導要領の内容】
ウ 世界の諸地域について，以下の(ｱ)から(ｶ)の各州に暮らす人々の生活の様子を的確に把握できる
地理的事象を取り上げ，それを基に主題を設けて，それぞれの州の地域的特色を理解させる。
(ｱ) アジア
(ｲ) ヨーロッパ
(ｳ) アフリカ
(ｴ) 北アメリカ
(ｵ) 南アメリカ
(ｶ) オセアニア
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【
「（１）ウ 世界の諸地域」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

世界の諸地域の地域的
特色に対する関心を高
め，それを意欲的に追
究し，とらえようとし
ている。

世界の諸地域の地域的
特色を，アジア，ヨー
ロッパ，アフリカ，北
アメリカ，南アメリカ，
オセアニアの各州に暮
らす人々の生活の様子
を的確に把握できる主
題を基に多面的・多角
的に考察し，その過程
や結果を適切に表現し
ている。

資料活用の技能
世界の諸地域の地域的
特色に関する様々な資
料を収集し，有用な情
報を適切に選択して，
読み取ったり図表など
にまとめたりしてい
る。

社会的事象についての
知識・理解
世界の諸地域につい
て，アジア，ヨーロッ
パ，アフリカ，北アメ
リカ，南アメリカ，オ
セアニアの各州に暮ら
す人々の生活の様子を
的確に把握できる主題
を基に地域的特色を理
解し，その知識を身に
付けている。

【
「（１）ウ 世界の諸地域」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

・アジア，ヨーロッパ， ・アジア州の地域的特
アフリカ，北アメリ
色を，そこに暮らす
カ，南アメリカ，オ
人々の生活の様子を
セアニアの各州に暮
的確に把握できる主
らす人々の生活の様
題を基に多面的・多
子を的確に把握でき
角的に考察し，その
る主題を基に，世界
過程や結果を適切に
の諸地域の地域的特
表現している。
色に対する関心を高
め，それを意欲的に ※次の地域についても
追究し，とらえよう
同様
としている。
・ヨーロッパ州
・アフリカ州
・北アメリカ州
・南アメリカ州
・オセアニア州

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

・世界の諸地域の地域 ・アジア州について，
的特色に関する様々
そこに暮らす人々の
な資料を収集してい
生活の様子を的確に
る。
把握できる主題を基
・収集した資料から，
に地域的特色を理解
世界の諸地域の地域
し，その知識を身に
的特色について有用
付けている。
な情報を適切に選択
している。
※次の地域についても
・適切に選択した情報
同様
を基に，世界の諸地
・ヨーロッパ州
域の地域的特色につ
・アフリカ州
いて読み取ったり図
・北アメリカ州
表などにまとめたり
・南アメリカ州
している。
・オセアニア州

（４）「
（１）エ 世界の様々な地域の調査」
【学習指導要領の内容】
エ 世界の諸地域に暮らす人々の生活の様子を的確に把握できる地理的事象を取り上げ，様々な地域
又は国の地域的特色をとらえる適切な主題を設けて追究し，世界の地理的認識を深めさせるととも
に，世界の様々な地域又は国の調査を行う際の視点や方法を身に付けさせる。
【
「（１）エ 世界の様々な地域の調査」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

世界の様々な地域の調
査とその地域的特色に
対する関心を高め，そ

世界の様々な地域の地
域的特色をとらえる適
切な主題を設定し，世

世界の様々な地域の調
査とその地域的特色に
関する様々な資料を収

世界の様々な地域の調
査について，地域的特
色とともに，世界の様
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れを意欲的に追究し，
とらえようとしてい
る。

界の様々な地域の調査
を行う際の視点や方法
を基に多面的・多角的
に考察し，その過程や
結果を適切に表現して
いる。

集し，有用な情報を適
切に選択して，読み取
ったり図表などにまと
めたりしている。

々な地域の調査を行う
際の視点や方法を理解
し，その知識を身に付
けている。

【
「（１）エ 世界の様々な地域の調査」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

・世界の様々な地域の ・世界の様々な地域の ・世界の様々な地域の ・世界の様々な地域の
調査を行う際の視点
地域的特色をとらえ
調査とその地域的特
調査について，調査
や方法を基に，地域
る適切な主題を設定
色に関する様々な資
する地域の地域的特
の調査とその地域的
し，その過程や結果
料を収集している。
色を理解し，その知
特色に対する関心を
を適切に表現してい ・収集した資料から，
識を身に付けてい
高め，それを意欲的
る。
世界の様々な地域の
る。
に追究し，とらえよ ・世界の様々な地域の
調査とその地域的特 ・世界の様々な地域の
うとしている。
地域的特色を，地域
色について有用な情
調査について，地域
の調査を基に多面的
報を適切に選択して
の調査を行う際の視
・多角的に考察し，
いる。
点や方法を理解し，
その過程や結果を適 ・適切に選択した情報
その知識を身に付け
切に表現している。
を基に，世界の様々
ている。
・世界の様々な地域の
な地域の調査とその
調査を行う際の視点
地域的特色について
や方法を多面的・多
読み取ったり図表な
角的に考察し，その
どにまとめたりして
過程や結果を適切に
いる。
表現している。

（５）「
（２）ア 日本の地域構成」
【学習指導要領の内容】
ア 地球儀や地図を活用し，我が国の国土の位置，世界各地との時差，領域の特色と変化，地域区分
などを取り上げ，日本の地域構成を大観させる。
【
「（２）ア 日本の地域構成」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

日本の地域構成に対す
る関心を高め，それを
意欲的に追究し，とら
えようとしている。

日本の地域構成を，国
土の位置，世界各地と
の時差，領域の特色と
変化，地域区分などを
基に多面的・多角的に
考察し，その過程や結
果を適切に表現してい
る。
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資料活用の技能
地球儀や地図など日本
の地域構成に関する様
々な資料から，有用な
情報を適切に選択し
て，読み取ったり図表
などにまとめたりして
いる。

社会的事象についての
知識・理解
日本の地域構成につい
て，国土の位置，世界
各地との時差，領域の
特色と変化，地域区分
などを理解し，その知
識を身に付けている。

【
「（２）ア 日本の地域構成」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

・国土の位置，世界各 ・日本の地域構成を， ・地球儀や世界地図な
地との時差，領域の
国土の位置を基に考
ど日本の地域構成に
特色と変化，地域区
察し，その過程や結
関する様々な資料か
分などを基に，日本
果を適切に表現して
ら，日本の地域構成
の地域構成に対する
いる。
について有用な情報
関心を高め，それを ・日本の地域構成を，
を適切に選択してい
意欲的に追究し，と
世界各地との時差を
る。
らえようとしている。
基に考察し，その過 ・適切に選択した情報
程や結果を適切に表
を基に，日本の地域
現している。
構成について読み取
・日本の地域構成を，
ったり図表などにま
領域の特色と変化を
とめたりしている。
基に考察し，その過
程や結果を適切に表
現している。
・日本の地域構成を，
地域区分を基に考察
し，その過程や結果
を適切に表現してい
る。

社会的事象についての
知識・理解
・日本の地域構成につ
いて，国土の位置を
理解し，その知識を
身に付けている。
・日本の地域構成につ
いて，世界各地との
時差を理解し，その
知識を身に付けてい
る。
・日本の地域構成につ
いて，領域の特色と
変化を理解し，その
知識を身に付けてい
る。
・日本の地域構成につ
いて，地域区分を理
解し，その知識を身
に付けている。

（６）「
（２）イ 世界と比べた日本の地域的特色」
【学習指導要領の内容】
イ 世界的視野や日本全体の視野から見た日本の地域的特色を取り上げ，我が国の国土の特色を様々
な面から大観させる。
(ｱ) 自然環境
世界的視野から日本の地形や気候の特色，海洋に囲まれた日本の国土の特色を理解させるとと
もに，国内の地形や気候の特色，自然災害と防災への努力を取り上げ，日本の自然環境に関する
特色を大観させる。
(ｲ) 人口
世界的視野から日本の人口と人口密度，少子高齢化の課題を理解させるとともに，国内の人口
分布，過疎・過密問題を取り上げ，日本の人口に関する特色を大観させる。
(ｳ) 資源・エネルギーと産業
世界的視野から日本の資源・エネルギーの消費の現状を理解させるとともに，国内の産業の動
向，環境やエネルギーに関する課題を取り上げ，日本の資源・エネルギーと産業に関する特色を
大観させる。
(ｴ) 地域間の結び付き
世界的視野から日本と世界との交通・通信網の発達の様子や物流を理解させるとともに，国内
の交通・通信網の整備状況を取り上げ，日本と世界の結び付きや国内各地の結び付きの特色を大
観させる。
【
「（２）イ 世界と比べた日本の地域的特色」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

世界と比べた日本の地
域的特色に対する関心
を高め，それを意欲的

世界と比べた日本の地
域的特色を，世界的視
野や日本全体の視野か

世界と比べた日本の地
域的特色に関する様々
な資料から，有用な情

世界と比べた日本の地
域的特色について，世
界的視野や日本全体の
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に追究し，とらえよう
としている。

ら見た自然環境，人口，
資源・エネルギーと産
業，地域間の結び付き
を基に多面的・多角的
に考察し，その過程や
結果を適切に表現して
いる。

報を適切に選択して，
読み取ったり図表など
にまとめたりしてい
る。

視野から見た自然環
境，人口，資源・エネ
ルギーと産業，地域間
の結び付きを理解し，
その知識を身に付けて
いる。

【
「（２）イ 世界と比べた日本の地域的特色」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

・世界的視野や日本全 ・世界と比べた日本の ・世界と比べた日本の
体の視野から見た自
地域的特色を，世界
地域的特色に関する
然環境，人口，資源
的視野や日本全体の
様々な資料から，世
・エネルギーと産業，
視野から見た自然環
界と比べた日本の地
地域間の結び付きを
境を基に多面的・多
域的特色について有
基に，世界と比べた
角的に考察し，その
用な情報を適切に選
日本の地域的特色に
過程や結果を適切に
択している。
対する関心を高め，
表現している。
・適切に選択した情報
それを意欲的に追究 ・世界と比べた日本の
を基に，世界と比べ
し，とらえようとし
地域的特色を，世界
た日本の地域的特色
ている。
的視野や日本全体の
について読み取った
視野から見た人口を
り図表などにまとめ
基に多面的・多角的
たりしている。
に考察し，その過程
や結果を適切に表現
している。
・世界と比べた日本の
地域的特色を，世界
的視野や日本全体の
視野から見た資源・
エネルギーと産業を
基に多面的・多角的
に考察し，その過程
や結果を適切に表現
している。
・世界と比べた日本の
地域的特色を，世界
的視野や日本全体の
視野から見た地域間
の結び付きを基に多
面的・多角的に考察
し，その過程や結果
を適切に表現してい
る。

社会的事象についての
知識・理解
・世界と比べた日本の
地域的特色について，
世界的視野や日本全
体の視野から見た自
然環境を理解し，そ
の知識を身に付けて
いる。
・世界と比べた日本の
地域的特色について，
世界的視野や日本全
体の視野から見た人
口を理解し，その知
識を身に付けている。
・世界と比べた日本の
地域的特色について，
世界的視野や日本全
体の視野から見た資
源・エネルギーと産
業を理解し，その知
識を身に付けている。
・世界と比べた日本の
地域的特色について，
世界的視野や日本全
体の視野から見た地
域間の結び付きを理
解し，その知識を身
に付けている。

（７）「
（２）ウ 日本の諸地域」
【学習指導要領の内容】
ウ 日本を幾つかの地域に区分し，それぞれの地域について，以下の(ｱ)から(ｷ)で示した考察の仕方
を基にして，地域的特色をとらえさせる。
(ｱ) 自然環境を中核とした考察
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地域の地形や気候などの自然環境に関する特色ある事象を中核として，それを人々の生活や産
業などと関連付け，自然環境が地域の人々の生活や産業などと深い関係をもっていることや，地
域の自然災害に応じた防災対策が大切であることなどについて考える。
(ｲ) 歴史的背景を中核とした考察
地域の産業，文化の歴史的背景や開発の歴史に関する特色ある事柄を中核として，それを国内
外の他地域との結び付きや自然環境などと関連付け，地域の地理的事象の形成や特色に歴史的背
景がかかわっていることなどについて考える。
(ｳ) 産業を中核とした考察
地域の農業や工業などの産業に関する特色ある事象を中核として，それを成立させている地理
的諸条件と関連付け，地域に果たす産業の役割やその動向は他の事象との関連で変化するもので
あることなどについて考える。
(ｴ) 環境問題や環境保全を中核とした考察
地域の環境問題や環境保全の取組を中核として，それを産業や地域開発の動向，人々の生活な
どと関連付け，持続可能な社会の構築のためには地域における環境保全の取組が大切であること
などについて考える。
(ｵ) 人口や都市・村落を中核とした考察
地域の人口の分布や動態，都市・村落の立地や機能に関する特色ある事象を中核として，それ
を人々の生活や産業などと関連付け，過疎・過密問題の解決が地域の課題となっていることなど
について考える。
(ｶ) 生活・文化を中核とした考察
地域の伝統的な生活・文化に関する特色ある事象を中核として，それを自然環境や歴史的背景，
他地域との交流などと関連付け，近年の都市化や国際化によって地域の伝統的な生活・文化が変
容していることなどについて考える。
(ｷ) 他地域との結び付きを中核とした考察
地域の交通・通信網に関する特色ある事象を中核として，それを物資や人々の移動の特色や変
化などと関連付け，世界や日本の他の地域との結び付きの影響を受けながら地域は変容している
ことなどについて考える。
【
「（２）ウ 日本の諸地域」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

日本の諸地域の地域的
特色に対する関心を高
め，それを意欲的に追
究し，とらえようとし
ている。

日本の諸地域の地域的
特色を，自然環境，歴
史的背景，産業，環境
問題や環境保全，人口
や都市・村落，生活・
文化，他地域との結び
付きのいずれかを中核
とした考察の仕方を基
に多面的・多角的に考
察し，その過程や結果
を適切に表現してい
る。

資料活用の技能
日本の諸地域の地域的
特色に関する様々な資
料を収集し，有用な情
報を適切に選択して，
読み取ったり図表など
にまとめたりしてい
る。

社会的事象についての
知識・理解
日本の諸地域につい
て，自然環境，歴史的
背景，産業，環境問題
や環境保全，人口や都
市・村落，生活・文化，
他地域との結び付きの
いずれかを中核とした
考察の仕方を基に地域
的特色を理解し，その
知識を身に付けてい
る。

【
「（２）ウ 日本の諸地域」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

・自然環境，歴史的背 ・日本のいずれかの地
景，産業，環境問題
域の地域的特色を，
や環境保全，人口や
自然環境を中核とし
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資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

・日本の諸地域の地域 ・日本のいずれかの地
的特色に関する様々
域について，自然環
な資料を収集してい
境を中核とした考察

都市・村落，生活・
た考察の仕方を基に
る。
の仕方を基に地域的
文化，他地域との結
多面的・多角的に考 ・収集した資料から，
特色を理解し，その
び付きのいずれかを
察し，その過程や結
日本の諸地域の地域
知識を身に付けてい
中核とした考察の仕
果を適切に表現して
的特色について有用
る。
方を基に，日本の諸
いる。
な情報を適切に選択
地域の地域的特色に
している。
※次の事象を中核とし
対する関心を高め， ※次の事象を中核とし ・適切に選択した情報
た考察の仕方でとら
それを意欲的に追究
た考察の仕方でとら
を基に，日本の諸地
えようとする地域に
し，とらえようとし
えようとする地域に
域の地域的特色につ
ついても同様
ている。
ついても同様
いて読み取ったり図
・歴史的背景
・歴史的背景
表などにまとめたり
・産業
・産業
している。
・環境問題や環境保
・環境問題や環境保
全
全
・人口や都市・村落
・人口や都市・村落
・生活・文化
・生活・文化
・他地域との結び付
・他地域との結び付
き
き

（８）「
（２）エ 身近な地域の調査」
【学習指導要領の内容】
エ 身近な地域における諸事象を取り上げ，観察や調査などの活動を行い，生徒が生活している土地
に対する理解と関心を深めて地域の課題を見いだし，地域社会の形成に参画しその発展に努力しよ
うとする態度を養うとともに，市町村規模の地域の調査を行う際の視点や方法，地理的なまとめ方
や発表の方法の基礎を身に付けさせる。
【
「（２）エ 身近な地域の調査」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

身近な地域の調査とそ
の地域的特色や地域の
課題に対する関心を高
め，それを意欲的に追
究し，とらえようとし
ている。

身近な地域の地理的事
象から課題を見いだ
し，身近な地域の調査
を行う際の視点や方法
を基に多面的・多角的
に考察し，公正に判断
して，その過程や結果
を地理的なまとめ方や
発表の方法により適切
に表現している。

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

身近な地域の調査とそ
の地域的特色や地域の
課題に関する様々な資
料を収集し，有用な情
報を適切に選択して，
読み取ったり図表など
にまとめたりしてい
る。

身近な地域の調査につ
いて，地域的特色や地
域の課題とともに，身
近な地域の調査を行う
際の視点や方法，地理
的なまとめ方や発表の
方法を理解し，その知
識を身に付けている。

【
「（２）エ 身近な地域の調査」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

・身近な地域の調査を ・身近な地域の地理的
行う際の視点や方法
事象から課題を見い
を基に，地域の調査
だし，その過程や結
とその地域的特色や
果を適切に表現して
地域の課題に対する
いる。
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資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

・身近な地域の調査と ・身近な地域の調査に
その地域的特色や地
ついて，調査する地
域の課題に関する様
域の地域的特色や地
々な資料を収集して
域の課題を理解し，
いる。
その知識を身に付け

関心を高め，それを ・身近な地域の地域的 ・収集した資料から，
ている。
意欲的に追究し，と
特色や地域の課題を，
身近な地域の調査と ・身近な地域の調査に
らえようとしている。
地域の調査を基に多
その地域的特色や地
ついて，地域の調査
面的・多角的に考察
域の課題について有
を行う際の視点や方
し，その過程や結果
用な情報を適切に選
法，地理的なまとめ
を地理的なまとめ方
択している。
方や発表の方法を理
や発表の方法により ・適切に選択した情報
解し，その知識を身
適切に表現している。
を基に，身近な地域
に付けている。
・身近な地域の調査を
の調査とその地域的
行う際の視点や方法
特色や地域の課題に
を多面的・多角的に
ついて読み取ったり
考察し，その過程や
図表などにまとめた
結果を適切に表現し
りしている。
ている。
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Ⅱ

歴史的分野
１

２

歴史的分野の目標
(1) 歴史的事象に対する関心を高め，我が国の歴史の大きな流れを，世界の歴史を背景に，各時代の特色
を踏まえて理解させ，それを通して我が国の伝統と文化の特色を広い視野に立って考えさせるとともに，
我が国の歴史に対する愛情を深め，国民としての自覚を育てる。
(2) 国家・社会及び文化の発展や人々の生活の向上に尽くした歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を，
その時代や地域との関連において理解させ，尊重する態度を育てる。
(3) 歴史に見られる国際関係や文化交流のあらましを理解させ，我が国と諸外国の歴史や文化が相互に深
くかかわっていることを考えさせるとともに，他民族の文化，生活などに関心をもたせ，国際協調の精
神を養う。
(4) 身近な地域の歴史や具体的な事象の学習を通して歴史に対する興味・関心を高め，様々な資料を活用
して歴史的事象を多面的・多角的に考察し公正に判断するとともに適切に表現する能力と態度を育て
る。
歴史的分野の評価の観点の趣旨
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

歴史的事象に対する関
心を高め，それを意欲
的に追究し，広い視野
に立って我が国の伝統
と文化について考え国
民としての自覚をもと
うとする。

歴史的事象から課題を
見いだし，我が国の歴
史の大きな流れや各時
代の特色などを多面的
・多角的に考察し，公
正に判断して，その過
程や結果を適切に表現
している。

資料活用の技能
年表や歴史地図，映像
など歴史に関する様々
な資料を収集し，有用
な情報を適切に選択し
て，読み取ったり図表
などにまとめたりして
いる。

社会的事象についての
知識・理解
我が国の歴史の大きな
流れを，世界の歴史を
背景に，各時代の特色
を踏まえて理解し，そ
の知識を身に付けてい
る。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

３

（１）「
（１）歴史のとらえ方」
【学習指導要領の内容】
ア 我が国の歴史上の人物や出来事などについて調べたり考えたりするなどの活動を通して，時代の区
分やその移り変わりに気付かせ，歴史を学ぶ意欲を高めるとともに，年代の表し方や時代区分につい
ての基本的な内容を理解させる。
イ 身近な地域の歴史を調べる活動を通して，地域への関心を高め，地域の具体的な事柄とのかかわり
の中で我が国の歴史を理解させるとともに，受け継がれてきた伝統や文化への関心を高め，歴史の学
び方を身に付けさせる。
ウ 学習した内容を活用してその時代を大観し表現する活動を通して，各時代の特色をとらえさせる。
【
「
（１）歴史のとらえ方」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

我が国の歴史の大きな
流れや各時代の特色，
地域の歴史に対する関
心を高め，意欲的に追
究しようとしている。

我が国の歴史の大きな
流れや各時代の特色，
地域の歴史について考
察し，その過程や結果
を適切に表現している。
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資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

我が国の歴史の大きな
流れや各時代の特色，
地域の歴史に関する様
々な資料を収集し，有
用な情報を適切に選択
して，読み取ったり図
表などにまとめたりし
ている。

我が国の歴史における
時代の移り変わりに気
付くとともに，年代の
表し方や時代区分につ
いての基本的な内容，
身近な地域の歴史との
かかわりの中での我が
国の歴史，各時代の特

色などを理解し，その
知識を身に付けている。

【
「
（１）歴史のとらえ方」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

・我が国の歴史上の人
物や出来事などに関
心をもち，歴史を意
欲的に学ぼうとして
いる。

・我が国の歴史上の人
物や出来事などにつ
いて調べたり考えた
りし，その過程や結
果を適切に表現して
いる。

・我が国の歴史上の人
物や出来事などにつ
いての様々な資料か
ら，時代の区分やそ
の移り変わりに関す
る情報を読み取った
り図表などにまとめ
たりしている。

・我が国の歴史におけ
る時代の移り変わり
に気付くとともに，
年代の表し方や時代
区分についての基本
的な内容を理解して
いる。

・身近な地域の歴史や
受け継がれてきた伝
統や文化に対する関
心を高め，意欲的に
調べようとしてい
る。

・身近な地域の歴史を
調べる活動を通し
て，地域の具体的な
事柄と我が国の歴史
とのかかわりを考察
し，適切に表現して
いる。

・身近な地域の歴史に
関する様々な資料を
収集し，読み取った
り年表や報告書など
にまとめたりしてい
る。

・身近な地域の具体的
な事柄とのかかわり
の中で，我が国の歴
史を理解している。

・各時代の特色に対す
る関心を高め，各時
代の特色をとらえる
活動に意欲的に取り
組もうとしている。

・学習した内容を活用
し，その比較や関連
付け，総合などを通
して，各時代の特色
を多面的・多角的に
考察し，公正に判断
して，その過程や結
果を適切に表現して
いる。

・学習した内容を活用
し，各時代の特色に
関する有用な情報を
適切に選択して，読
み取ったり図表など
にまとめたりしてい
る。

・他の時代との共通点
や相違点に着目し
て，各時代の特色を
理解している。

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

（２）「
（２）古代までの日本」
【学習指導要領の内容】
ア 世界の古代文明や宗教のおこり，日本列島における農耕の広まりと生活の変化や当時の人々の信仰，
大和朝廷による統一と東アジアとのかかわりなどを通して，世界の各地で文明が築かれ，東アジアの
文明の影響を受けながら我が国で国家が形成されていったことを理解させる。
イ 律令国家の確立に至るまでの過程，摂関政治などを通して，大陸の文物や制度を積極的に取り入れ
ながら国家の仕組みが整えられ，その後，天皇や貴族の政治が展開したことを理解させる。
ウ 仏教の伝来とその影響，仮名文字の成立などを通して，国際的な要素をもった文化が栄え，後に文
化の国風化が進んだことを理解させる。
【
「
（２）古代までの日本」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

古代までの歴史的事象
に対する関心を高め，
意欲的に追究し，古代

古代までの歴史的事象
から課題を見いだし，
古代までの特色などを

年表や歴史地図，映像
など古代までに関する
様々な資料を収集し，

古代までの特色などを，
世界の歴史を背景に理
解し，その知識を身に

- 48 -

までの文化遺産を尊重
しようとする。

多面的・多角的に考察
し，公正に判断して，
その過程や結果を適切
に表現している。

有用な情報を適切に選
択して，読み取ったり
図表などにまとめたり
している。

付けている。

【「（２）古代までの日本」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

・世界各地の文明のお
こりと我が国におけ
る国家の形成，律令
国家の確立と天皇や
貴族の政治の展開，
国際的な要素をもっ
た文化と文化の国風
化など，古代までの
歴史的事象に対する
関心を高め，意欲的
に追究し，古代まで
の特色をとらえよう
とするとともに，古
代までの文化遺産を
尊重しようとする。

・世界の古代文明や宗
教のおこり，日本列
島における農耕の広
まりと生活の変化や
当時の人々の信仰，
大和朝廷による統一
と東アジアとのかか
わりなどについて多
面的・多角的に考察
し，その過程や結果
を適切に表現してい
る。

・世界の古代文明や宗
教のおこり，日本列
島における農耕の広
まりと生活の変化や
当時の人々の信仰，
大和朝廷による統一
と東アジアとのかか
わりなどに関する様
々な資料を収集し，
有用な情報を適切に
選択して，読み取っ
たり図表などにまと
めたりしている。

・世界の各地で文明が
築かれ，東アジアの
文明の影響を受けな
がら我が国で国家が
形成されていったこ
とを理解し，その知
識を身に付けてい
る。

・律令国家の確立に至
るまでの過程，摂関
政治などについて多
面的・多角的に考察
し，その過程や結果
を適切に表現してい
る。

・律令国家の確立に至
るまでの過程，摂関
政治などに関する様
々な資料を収集し，
有用な情報を適切に
選択して，読み取っ
たり図表などにまと
めたりしている。

・大陸の文物や制度を
積極的に取り入れな
がら国家の仕組みが
整えられ，その後，
天皇や貴族の政治が
展開したことを理解
し，その知識を身に
付けている。

・仏教の伝来とその影
響，仮名文字の成立
などについて多面的
・多角的に考察し，
その過程や結果を適
切に表現している。

・仏教の伝来とその影
響，仮名文字の成立
などに関する様々な
資料を収集し，有用
な情報を適切に選択
して，読み取ったり
図表などにまとめた
りしている。

・国際的な要素をもっ
た文化が栄え，後に
文化の国風化が進ん
だことを理解し，そ
の知識を身に付けて
いる。

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

（３）「
（３）中世の日本」
【学習指導要領の内容】
ア 鎌倉幕府の成立，南北朝の争乱と室町幕府，東アジアの国際関係，応仁の乱後の社会的な変動など
を通して，武家政治の特色を考えさせ，武士が台頭して武家政権が成立し，その支配が次第に全国に
広まるとともに，東アジア世界との密接なかかわりがみられたことを理解させる。
イ 農業など諸産業の発達，畿内を中心とした都市や農村における自治的な仕組みの成立，禅宗の文化
的な影響などを通して，武家政治の展開や民衆の成長を背景とした社会や文化が生まれたことを理解
させる。
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【
「(３) 中世の日本」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

中世の歴史的事象に対
する関心を高め，意欲
的に追究し，中世の文
化遺産を尊重しようと
する。

中世の歴史的事象から
課題を見いだし，中世
の特色などを多面的・
多角的に考察し，公正
に判断して，その過程
や結果を適切に表現し
ている。

年表や歴史地図，映像
など中世に関する様々
な資料を収集し，有用
な情報を適切に選択し
て，読み取ったり図表
などにまとめたりして
いる。

社会的事象についての
知識・理解
中世の特色などを，世
界の歴史を背景に理解
し，その知識を身に付
けている。

【「(３) 中世の日本」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

・武家政権の成立とそ
の支配の広まり，東
アジア世界との密接
なかかわり，武家政
治の展開や民衆の成
長を背景とした社会
や文化など，中世の
歴史的事象に対する
関心を高め，意欲的
に追究し，中世の特
色をとらえようとす
るとともに，中世の
文化遺産を尊重しよ
うとする。

・鎌倉幕府の成立，南
北朝の争乱と室町幕
府，東アジアの国際
関係，応仁の乱後の
社会的な変動や武家
政治の特色について
多面的・多角的に考
察し，公正に判断し
て，その過程や結果
を適切に表現してい
る。

・鎌倉幕府の成立，南
北朝の争乱と室町幕
府，東アジアの国際
関係，応仁の乱後の
社会的な変動などに
関 す る 様々な資料を
収集し，有用な情報
を適切に選択して，
読み取ったり図表な
どにまとめたりして
いる。

・武士が台頭して武家
政権が成立し，その
支配が次第に全国に
広まるとともに，東
アジア世界との密接
なかかわりがみられ
たことを理解し，そ
の知識を身に付けて
いる。

・農業など諸産業の発
達，畿内を中心とし
た都市や農村におけ
る自治的な仕組みの
成立，禅宗の文化的
な影響などについて
多面的・多角的に考
察し，その過程や結
果を適切に表現して
いる。

・農業など諸産業の発
達，畿内を中心とし
た都市や農村におけ
る自治的な仕組みの
成立，禅宗の文化的
な影響などに関する
様々な資料を収集
し，有用な情報を適
切に選択して，読み
取ったり図表などに
まとめたりしてい
る。

・武家政治の展開や民
衆の成長を背景とし
た社会や文化が生ま
れたことを理解し，
その知識を身に付け
ている。

（４）「(４) 近世の日本」
【学習指導要領の内容】
ア 戦国の動乱，ヨーロッパ人来航の背景とその影響，織田・豊臣による統一事業とその当時の対外関
係，武将や豪商などの生活文化の展開などを通して，近世社会の基礎がつくられていったことを理解
させる。
イ 江戸幕府の成立と大名統制，鎖国政策，身分制度の確立及び農村の様子，鎖国下の対外関係などを
通して，江戸幕府の政治の特色を考えさせ，幕府と藩による支配が確立したことを理解させる。
ウ 産業や交通の発達，教育の普及と文化の広がりなどを通して，町人文化が都市を中心に形成された
ことや，各地方の生活文化が生まれたことを理解させる。
エ 社会の変動や欧米諸国の接近，幕府の政治改革，新しい学問・思想の動きなどを通して，幕府の政
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治が次第に行き詰まりをみせたことを理解させる。
【
「(４) 近世の日本」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

近世の歴史的事象に対
する関心を高め，意欲
的に追究し，近世の文
化遺産を尊重しようと
する。

近世の歴史的事象から
課題を見いだし，近世
の特色などを多面的・
多角的に考察し，公正
に判断して，その過程
や結果を適切に表現し
ている。

年表や歴史地図，映像
など近世に関する様々
な資料を収集し，有用
な情報を適切に選択し
て，読み取ったり図表
などにまとめたりして
いる。

社会的事象についての
知識・理解
近世の特色などを，世
界の歴史を背景に理解
し，その知識を身に付
けている。

【
「(４) 近世の日本」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

・近世社会の基礎や幕
府と藩による支配の
確立，町人文化や各
地方の生活文化，幕
府政治の行き詰まり
など，近世の歴史的
事象に対する関心を
高め，意欲的に追究
し，近世の特色をと
らえようとするとと
もに，近世の文化遺
産を尊重しようとす
る。

・戦国の動乱，ヨーロ
ッパ人来航の背景と
その影響，織田・豊
臣による統一事業と
その当時の対外関
係，武将や豪商など
の生活文化の展開な
どについて多面的・
多角的に考察し，そ
の過程や結果を適切
に表現している。

・戦国の動乱，ヨーロ
ッパ人来航の背景と
その影響，織田・豊
臣による統一事業と
その当時の対外関
係，武将や豪商など
の生活文化の展開な
どに関する様々な資
料を収集し，有用な
情報を適切に選択し
て，読み取ったり図
表などにまとめたり
している。

・近世社会の基礎がつ
くられていったこと
を理解し，その知識
を身に付けている。

・江戸幕府の成立と大
名統制，鎖国政策，
身分制度の確立及び
農村の様子，鎖国下
の対外関係や江戸幕
府の政治の特色につ
いて多面的・多角的
に考察し，公正に判
断して，その過程や
結果を適切に表現し
ている。

・江戸幕府の成立と大
名統制，鎖国政策，
身分制度の確立及び
農村の様子，鎖国下
の対外関係などに関
する様々な資料を収
集し，有用な情報を
適切に選択して，読
み取ったり図表など
にまとめたりしてい
る。

・幕府と藩による支配
が確立したことを理
解し，その知識を身
に付けている。

・産業や交通の発達，
教育の普及と文化の
広がりなどについて
多面的・多角的に考
察し，その過程や結
果を適切に表現して
いる。

・産業や交通の発達，
教育の普及と文化の
広がりなどに関する
様々な資料を収集
し，有用な情報を適
切に選択して，読み
取ったり図表などに
まとめたりしてい

・町人文化が都市を中
心に形成されたこと
や，各地方の生活文
化が生まれたことを
理解し，その知識を
身に付けている。
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資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

る。
・社会の変動や欧米諸
国の接近，幕府の政
治改革，新しい学問
・思想の動きなどに
ついて多面的・多角
的に考察し，その過
程や結果を適切に表
現している。

・社会の変動や欧米諸
国の接近，幕府の政
治改革，新しい学問
・思想の動きなどに
関する様々な資料を
収集し，有用な情報
を適切に選択して，
読み取ったり図表な
どにまとめたりして
いる。

・幕府の政治が次第に
行き詰まりをみせた
ことを理解し，その
知識を身に付けてい
る。

（５）「(５) 近代の日本と世界」
【学習指導要領の内容】
ア 欧米諸国における市民革命や産業革命，アジア諸国の動きなどを通して，欧米諸国が近代社会を成
立させてアジアへ進出したことを理解させる。
イ 開国とその影響，富国強兵・殖産興業政策，文明開化などを通して，新政府による改革の特色を考
えさせ，明治維新によって近代国家の基礎が整えられて，人々の生活が大きく変化したことを理解さ
せる。
ウ 自由民権運動，大日本帝国憲法の制定，日清・日露戦争，条約改正などを通して，立憲制の国家が
成立して議会政治が始まるとともに，我が国の国際的地位が向上したことを理解させる。
エ 我が国の産業革命，この時期の国民生活の変化，学問・教育・科学・芸術の発展などを通して，我
が国で近代産業が発展し，近代文化が形成されたことを理解させる。
オ 第一次世界大戦の背景とその影響，民族運動の高まりと国際協調の動き，我が国の国民の政治的自
覚の高まりと文化の大衆化などを通して，第一次世界大戦前後の国際情勢及び我が国の動きと，大戦
後に国際平和への努力がなされたことを理解させる。
カ 経済の世界的な混乱と社会問題の発生，昭和初期から第二次世界大戦の終結までの我が国の政治・
外交の動き，中国などアジア諸国との関係，欧米諸国の動き，戦時下の国民の生活などを通して，軍
部の台頭から戦争までの経過と，大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたことを理解させる。
【
「(５) 近代の日本と世界」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度
近代の歴史的事象に対
する関心を高め，意欲
的に追究し，国際協調
の大切さを考えようと
する。

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

近代の歴史的事象から
課題を見いだし，近代
の特色などを多面的・
多角的に考察し，公正
に判断して，その過程
や結果を適切に表現し
ている。

年表や歴史地図，映像
など近代に関する様々
な資料を収集し，有用
な情報を適切に選択し
て，読み取ったり図表
などにまとめたりして
いる。

社会的事象についての
知識・理解
近代の特色などを，世
界の歴史を背景に理解
し，その知識を身に付
けている。

【
「(５) 近代の日本と世界」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

・欧米諸国における近
代社会の成立とアジ
アへの進出，明治維
新による近代国家の

・欧米諸国における市
民革命や産業革命，
アジア諸国の動きな
どについて多面的・

・欧米諸国における市
民革命や産業革命，
アジア諸国の動きな
どに関する様々な資

・欧米諸国が近代社会
を成立させてアジア
へ進出したことを理
解し，その知識を身
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形成と我が国の国際
的地位の向上，近代
産業の発展と近代文
化の形成，国際平和
への努力と二度の世
界大戦による惨禍な
ど，近代の歴史的事
象に対する関心を高
め，意欲的に追究し
て近代の特色をとら
えようとし，国際協
調の大切さを考えよ
うとする。

多角的に考察し，そ
の過程や結果を適切
に表現している。

料を収集し，有用な
情報を適切に選択し
て，読み取ったり図
表などにまとめたり
している。

・開国とその影響，富
国強兵・殖産興業政
策，文明開化や新政
府による改革の特色
について多面的・多
角的に考察し，公正
に判断して，その過
程や結果を適切に表
現している。

・開国とその影響，富
国強兵・殖産興業政
策，文明開化などに
関する様々な資料を
収集し，有用な情報
を適切に選択して，
読み取ったり図表な
どにまとめたりして
いる。

・明治維新によって近
代国家の基礎が整え
られて，人々の生活
が大きく変化したこ
とを理解し，その知
識を身に付けてい
る。

・自由民権運動，大日
本帝国憲法の制定，
日清・日露戦争，条
約改正などについて
多面的・多角的に考
察し，その過程や結
果を適切に表現して
いる。

・自由民権運動，大日
本帝国憲法の制定，
日清・日露戦争，条
約改正などに関する
様々な資料を収集
し，有用な情報を適
切に選択して，読み
取ったり図表などに
まとめたりしてい
る。

・立憲制の国家が成立
して議会政治が始ま
るとともに，我が国
の国際的地位が向上
したことを理解し，
その知識を身に付け
ている。

・我が国の産業革命，
この時期の国民生活
の変化，学問・教育
・科学・芸術の発展
などについて多面的
・多角的に考察し，
その過程や結果を適
切に表現している。

・我が国の産業革命，
この時期の国民生活
の変化，学問・教育
・科学・芸術の発展
などに関する様々な
資料を収集し，有用
な情報を適切に選択
して，読み取ったり
図表などにまとめた
りしている。

・我が国で近代産業が
発展し，近代文化が
形成されたことを理
解し，その知識を身
に付けている。

・第一次世界大戦の背
景とその影響，民族
運動の高まりと国際
協調の動き，我が国
の国民の政治的自覚
の高まりと文化の大
衆化などについて多
面的・多角的に考察
し，その過程や結果
を適切に表現してい
る。

・第一次世界大戦の背
景とその影響，民族
運動の高まりと国際
協調の動き，我が国
の国民の政治的自覚
の高まりと文化の大
衆化などに関する様
々な資料を収集し，
有用な情報を適切に
選択して，読み取っ
たり図表などにまと
めたりしている。

・第一次世界大戦前後
の国際情勢及び我が
国の動きと，大戦後
に国際平和への努力
がなされたことを理
解し，その知識を身
に付けている。

・経済の世界的な混乱
と社会問題の発生，
昭和初期から第二次
世界大戦の終結まで

・経済の世界的な混乱
と社会問題の発生，
昭和初期から第二次
世界大戦の終結まで

・軍部の台頭から戦争
までの経過と，大戦
が人類全体に惨禍を
及ぼしたことを理解
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に付けている。

の我が国の政治・外
交の動き，中国など
アジア諸国との関
係，欧米諸国の動き，
戦時下の国民の生活
などについて多面的
・多角的に考察し，
その過程や結果を適
切に表現している。

の我が国の政治・外
交の動き，中国など
アジア諸国との関
係，欧米諸国の動き，
戦時下の国民の生活
などに関する様々な
資料を収集し，有用
な情報を適切に選択
して，読み取ったり
図表などにまとめた
りしている。

し，その知識を身に
付けている。

（６）「(６) 現代の日本と世界」
【学習指導要領の内容】
ア 冷戦，我が国の民主化と再建の過程，国際社会への復帰などを通して，第二次世界大戦後の諸改革
の特色を考えさせ，世界の動きの中で新しい日本の建設が進められたことを理解させる。
イ 高度経済成長，国際社会とのかかわり，冷戦の終結などを通して，我が国の経済や科学技術が急速
に発展して国民の生活が向上し，国際社会において我が国の役割が大きくなってきたことを理解させ
る。
【
「(６) 現代の日本と世界」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

現代の歴史的事象に対
する関心を高め，意欲
的に追究し，国際協調
の大切さを考えようと
する。

現代の歴史的事象から
課題を見いだし，現代
の特色などを多面的・
多角的に考察し，公正
に判断して，その過程
や結果を適切に表現し
ている。

年表や歴史地図，映像
など現代に関する様々
な資料を収集し，有用
な情報を適切に選択し
て，読み取ったり図表
などにまとめたりして
いる。

社会的事象についての
知識・理解
現代の特色などを，世
界の歴史を背景に理解
し，その知識を身に付
けている。

【
「(６) 現代の日本と世界」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

・新しい日本の建設， ・冷戦，我が国の民主 ・冷戦，我が国の民主 ・世界の動きの中で新
経済や科学技術の急
化と再建の過程，国
化と再建の過程，国
しい日本の建設が進
速な発展と国民生活
際社会への復帰や第
際社会への復帰など
められたことを理解
の向上，国際社会に
二次世界大戦後の諸
に関する様々な資料
し，その知識を身に
おける我が国の役割
改革の特色について
を収集し，有用な情
付けている。
の増大など，現代の
多面的・多角的に考
報を適切に選択し
歴史的事象に対する
察し，公正に判断し
て，読み取ったり図
関心を高め，意欲的
て，その過程や結果
表などにまとめたり
に追究して現代の特
を適切に表現してい
している。
色をとらえようと
る。
し，国際協調の大切
さ を 考 え よ う と す ・高度経済成長，国際 ・高度経済成長，国際 ・我が国の経済や科学
る。
社会とのかかわり，
社会とのかかわり，
技術が急速に発展し
冷戦の終結などにつ
冷戦の終結などに関
て国民の生活が向上
いて多面的・多角的
する様々な資料を収
し，国際社会におい
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に考察し，その過程
や結果を適切に表現
している。
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集し，有用な情報を
適切に選択して，読
み取ったり図表など
にまとめたりしてい
る。

て我が国の役割が大
きくなってきたこと
を理解し，その知識
を身に付けている。

Ⅲ

公民的分野
１

公民的分野の目標
(1) 個人の尊厳と人権の尊重の意義，特に自由・権利と責任・義務の関係を広い視野から正しく認識さ
せ，民主主義に関する理解を深めるとともに，国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培う。
(2) 民主政治の意義，国民の生活の向上と経済活動とのかかわり及び現代の社会生活などについて，個
人と社会とのかかわりを中心に理解を深め，現代社会についての見方や考え方の基礎を養うとともに，
社会の諸問題に着目させ，自ら考えようとする態度を育てる。
(3) 国際的な相互依存関係の深まりの中で，世界平和の実現と人類の福祉の増大のために，各国が相互
に主権を尊重し，各国民が協力し合うことが重要であることを認識させるとともに，自国を愛し，そ
の平和と繁栄を図ることが大切であることを自覚させる。
(4) 現代の社会的事象に対する関心を高め，様々な資料を適切に収集，選択して多面的・多角的に考察
し，事実を正確にとらえ，公正に判断するとともに適切に表現する能力と態度を育てる。

２

公民的分野の評価の観点の趣旨
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

現代の社会的事象に対 現代の社会的事象から
する関心を高め，それ 課題を見いだし，社会
を意欲的に追究し，広 的事象の意義や役割，
い視野に立ってよりよ 相互の関連などを多面
い社会を考え公民とし 的・多角的に考察し，
ての自覚をもって責任 様々な考え方を踏まえ
を果たそうとする。
公正に判断して，その
過程や結果を適切に表
現している。

３

資料活用の技能
統計や新聞，映像など
現代の社会的事象に関
する様々な資料を収集
し，有用な情報を適切
に選択して，読み取っ
たり図表などにまとめ
たりしている。

社会的事象についての
知識・理解
現代社会についての見
方や考え方の基礎，現
代の社会生活及び政治
や経済の基本的な考え
方，社会的事象の意義
や役割，相互の関連な
どを理解し，その知識
を身に付けている。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「
（１）ア 私たちが生きる現代社会と文化」
【学習指導要領の内容】
現代日本の特色として少子高齢化，情報化，グローバル化などがみられることを理解させるととも
に，それらが政治，経済，国際関係に影響を与えていることに気付かせる。また，現代社会における
文化の意義や影響を理解させるとともに，我が国の伝統と文化に関心をもたせ，文化の継承と創造の
意義に気付かせる。
【
「（１）ア 私たちが生きる現代社会と文化」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

現代日本の社会や我が 現代日本の特色や現代
国の伝統と文化に対す 社会における文化の意
る関心を高め，それら 義や影響，文化の継承
を意欲的に追究してい と創造の意義について
る。
多面的・多角的に考察
し，その過程や結果を
適切に表現している。

資料活用の技能
現代日本の社会や我が
国の伝統と文化に関す
る様々な資料を収集
し，有用な情報を適切
に選択して，読み取っ
たり図表などにまとめ
たりしている。
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社会的事象についての
知識・理解
現代日本の特色や現代
社会における文化の意
義や影響を理解し，そ
の知識を身に付けてい
る。

【
「（１）ア 私たちが生きる現代社会と文化」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

・少子高齢化，情報化， ・少子高齢化，情報化， ・現代日本の特色や現
グローバル化などの
グローバル化などが
代社会における文化
現代社会の特色や，
政治，経済，国際関
の意義や影響，我が
我が国の伝統と文化
係に影響を与えてい
国の伝統と文化に関
に対する関心が高ま
ることについて多面
する資料を様々な情
っている。
的・多角的に考察
報手段を活用して収
・現代日本の特色や，
し，その過程や結果
集している。
我が国の伝統と文化
を適切に表現してい ・収集した資料の中か
が自然や社会とのか
る。
ら，少子高齢化，情
かわりの中でどのよ ・我が国の伝統と文化
報化，グローバル化
うに受け継がれてき
の意義や，それらが
などや文化について
たのかについて意欲
現代社会に与えてい
の学習に役立つ情報
的に追究している。
る影響などについて
を適切に選択して，
多面的・多角的に考
読み取ったり図表な
察し，その過程や結
どにまとめたりして
果を適切に表現して
いる。
いる。
・新しい文化の創造に
努めることによって
初めて普遍的で個性
的な文化が育ち得る
ことについて多面的
・多角的に考察し，
その過程や結果を適
切に表現している。

社会的事象についての
知識・理解
・現代日本の特色とし
て少子高齢化，情報
化，グローバル化な
どがあることを理解
し，その知識を身に
付けている。
・文化によって初めて
豊かな生活を享受で
きること，ものの見
方や考え方，判断，
価値観などが文化に
よって影響を受けて
いること，文化が現
代社会を規定する大
きな要因の一つであ
ることを理解し，そ
の知識を身に付けて
いる。

（２）「
（１）イ 現代社会をとらえる見方や考え方」
【学習指導要領の内容】
人間は本来社会的存在であることに着目させ，社会生活における物事の決定の仕方，きまりの意義
について考えさせ，現代社会をとらえる見方や考え方の基礎として，対立と合意，効率と公正などに
ついて理解させる。その際，個人の尊厳と両性の本質的平等，契約の重要性やそれを守ることの意義
及び個人の責任などに気付かせる。
【
「（１）イ 現代社会をとらえる見方や考え方」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

社会生活における物事 社会生活における物事
の決定の仕方，きまり の決定の仕方，きまり
の意義に対する関心を の意義について多面的
高め，それらを意欲的 ・多角的に考察し，そ
に追究している。
の過程や結果を適切に
表現している。

資料活用の技能
社会生活における物事
の決定の仕方，きまり
の意義に関する様々な
資料を収集し，有用な
情報を適切に選択し
て，読み取ったり図表
などにまとめたりして
いる。
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社会的事象についての
知識・理解
社会生活における物事
の決定の仕方，きまり
の意義と，現代社会を
とらえる見方や考え方
の基礎としての対立と
合意，効率と公正など
について理解し，その
知識を身に付けてい
る。

【
「（１）イ 現代社会をとらえる見方や考え方」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度
・家族，学校，地域の
自治会，職場など様
々な集団における物
事の決定の仕方，き
まりを守ることの意
味に対する関心が高
まっている。
・家族，学校，地域の
自治会，職場など様
々な集団における物
事の決定の仕方，き
まりを守ることの意
味を意欲的に追究し
ている。

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

・決定の仕方や，決定 ・社会生活における物
したことを
「きまり」
事の決定の仕方，き
として守ることにど
まりの意義に関する
のような意味がある
資料を様々な情報手
のかについて多面的
段を活用して収集し
・多角的に考察し，
ている。
その過程や結果を適 ・収集した資料の中か
切に表現している。
ら，現代社会をとら
・社会集団を形成し，
える見方や考え方の
その一員として所属
基礎としての対立と
する集団や所属員に
合意，効率と公正な
かかわる問題を解決
どを理解するために
する際，どのような
役立つ情報を適切に
決定が望ましいのか
選択して，読み取っ
について，現代社会
たり図表などにまと
をとらえる見方や考
めたりしている。
え方の基礎としての
対立と合意，効率と
公正などの視点から
多面的・多角的に考
察し，その過程や結
果を適切に表現して
いる。

社会的事象についての
知識・理解
・人間は社会的な存在
であり，よりよい社
会生活を営んでいく
ためにはきまりや取
り決めが必要である
ことを理解し，その
知識を身に付けてい
る。
・社会生活において
「対立」が生じた場
合，多様な考え方を
持つ人が社会集団の
中で共に成り立ち，
互いの利益が得られ
るよう，何らかの決
定を行い，「合意」
に至る努力がなされ
ていることを理解
し，その知識を身に
付けている。
・合意の妥当性を判断
する際に，無駄を省
く「効率」と決定の
手続きや内容につい
ての「公正」が必要
であることを理解
し，その知識を身に
付けている。

（３）「
（２）ア 市場の働きと経済」
【学習指導要領の内容】
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，現代の生産や金融などの仕組みや働きを理解させると
ともに，社会における企業の役割と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。
【
「（２）ア 市場の働きと経済」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

個人や企業の経済活動 社会における企業の役
に対する関心を高め， 割と責任，社会生活に
そ れ を 意 欲 的 に 追 究 おける職業の意義と役
し，個人や企業の経済 割及び雇用と労働条件
活動について考えよう の改善について，個人
としている。
や企業の経済活動にか
かわる様々な事象から

資料活用の技能
個人や企業の経済活動
に関する様々な資料を
収集し，有用な情報を
適切に選択して，読み
取ったり図表などにま
とめたりしている。
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社会的事象についての
知識・理解
経済活動の意義，市場
経済の基本的な考え
方，生産や金融などの
仕組みや働き，企業の
役割と責任について理
解し，その知識を身に
付けている。

課題を見いだし，対立
と合意，効率と公正な
どの視点から多面的・
多角的に考察し，その
過程や結果を適切に表
現している。

【
「（２）ア 市場の働きと経済」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

・個人の消費生活や企 ・企業には，市場にお ・個人の消費生活や企
業の生産活動，金融
いて公正な経済活動
業の生産活動，金融
などに対する関心が
を行い，消費者，株
などに関する資料を
高まっている。
主や従業員の利益を
様々な情報手段を活
・個人や企業の経済活
増進させる役割があ
用して収集してい
動，金融について意
ることについて多面
る。
欲的に追究してい
的 ・ 多 角 的 に 考 察 ・収集した資料の中か
る。
し，その過程や結果
ら，経済活動の意義
・今日の経済活動に関
を適切に表現してい
や市場経済の基本的
する諸問題に着目
る。
な考え方，現代の生
し，個人や企業の経 ・金融の機能，意義に
産や金融などについ
済活動，金融につい
ついて多面的・多角
ての学習に役立つ情
て考えようとしてい
的に考察し，その過
報を適切に選択し
る。
程や結果を適切に表
て，読み取ったり図
現している。
表などにまとめたり
・社会における企業の
している。
役割と責任について
多面的・多角的に考
察し，その過程や結
果を適切に表現して
いる。
・職業には，個人の個
性を生かすととも
に，社会的分業の一
部を担うことによっ
て社会に貢献し，社
会生活を支える意義
があることについて
多面的・多角的に考
察し，その過程や結
果を適切に表現して
いる。
・雇用と労働条件の改
善が家計の維持・向
上につながることに
ついて多面的・多角
的に考察し，その過
程や結果を適切に表
現している。
・市場経済や金融にか
かわる課題を見いだ
し，対立と合意，効
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社会的事象についての
知識・理解
・経済活動の意義が人
間の生活の維持・向
上にあり，経済は生
活のための手段にほ
かならないことを理
解し，その知識を身
に付けている。
・市場経済において
は，企業や個人は価
格を考慮しつつ，何
をどれだけ生産・消
費するか選択してい
ることを理解し，そ
の知識を身に付けて
いる。
・市場経済において
は，価格には人的・
物的資源を効率よく
配分する働きがある
ことを理解し，その
知識を身に付けてい
る。
・人々が求める財やサ
ービスを作り出す生
産が，企業を中心に
行われていることを
理解し，その知識を
身に付けている。
・金融には，家計の貯
蓄などを企業の生産
活動や人々の生活の
資金などとして円滑
に循環させる働きが
あることを理解し，
その知識を身に付け
ている。
・企業は，市場におい
て生産活動以外に社
会的に貢献している
ことを理解し，その
知識を身に付けてい
る。

率と公正などの視点
から多面的・多角的
に考察し，その過程
や結果を適切に表現
している。

（４）「
（２）イ 国民の生活と政府の役割」
【学習指導要領の内容】
国民の生活と福祉の向上を図るために，社会資本の整備，公害の防止など環境の保全，社会保障の
充実，消費者の保護など，市場の働きにゆだねることが難しい諸問題に関して，国や地方公共団体が
果たしている役割について考えさせる。また，財源の確保と配分という観点から財政の役割について
考えさせる。その際，租税の意義と役割について考えさせるとともに，国民の納税の義務について理
解させる。
【
「（２）イ 国民の生活と政府の役割」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

国や地方公共団体の経 国や地方公共団体が果 国や地方公共団体の経
済活動に対する関心を たしている役割や財政 済活動に関する様々な
高め，それを意欲的に の役割について，国や 資料を収集し，有用な
追究し，経済活動につ 地方公共団体の経済活 情 報 を 適 切 に 選 択 し
いて考えようとしてい 動にかかわる様々な事 て，読み取ったり図表
る。
象 か ら 課 題 を 見 い だ などにまとめたりして
し，対立と合意，効率 いる。
と公正などの視点から
多面的・多角的に考察
し，その過程や結果を
適切に表現している。

社会的事象についての
知識・理解
社会資本の整備，公害
の防止など環境の保
全，社会保障の充実，
消費者の保護，租税の
意義と役割及び国民の
納税の義務について理
解し，その知識を身に
付けている。

【
「（２）イ 国民の生活と政府の役割」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

・国や地方公共団体の
経済活動に対する関
心が高まっている。
・市場の働きにゆだね
ることが難しい諸問
題に対する国や地方
公共団体の経済活動
を意欲的に追究して
いる。
・市場の働きにゆだね
ることが難しい諸問
題に着目して，国や
地方公共団体の経済
活動や財政について
考えようとしてい
る。

・市場の働きにゆだね
ることが難しい諸問
題に対して国や地方
公共団体が果たして
いる役割について多
面的・多角的に考察
し，その過程や結果
を適切に表現してい
る。
・財政に関して，少子
高齢社会など現代社
会の特色を踏まえ，
財源の確保と望まし
い配分について，多
面的・多角的に考察
し，その過程や結果
を適切に説明するな

資料活用の技能
・国や地方公共団体の
経済活動に関する資
料を様々な情報手段
を活用して収集して
いる。
・収集した資料の中か
ら，市場の働きにゆ
だねることが難しい
諸問題に対して国や
地方公共団体が果た
している役割につい
ての学習に役立つ情
報を適切に選択し
て，読み取ったり図
表などにまとめたり
している。
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社会的事象についての
知識・理解
・社会資本が多くの経
済活動を円滑に進め
るために必要な基礎
的施設として間接的
に経済の発展に役立
つことについて理解
し，その知識を身に
付けている。
・個人の生活や産業の
発展に伴う公害など
環境汚染や自然破壊
の問題について理解
するとともに，環境
を保全し，積極的に
人間環境の改善を図
るようにすることの
重要性を理解し，そ

どしている。
・国や地方公共団体の
経済活動にかかわる
課題を見いだし，対
立と合意，効率と公
正などの視点から多
面的・多角的に考察
し，その過程や結果
を適切に表現してい
る。

の知識を身に付けて
いる。
・日本国憲法第２５条
の精神に基づく社会
保障制度の基本的な
内容を理解するとと
もに，一層の充実を
図る必要があること
を理解し，その知識
を身に付けている。
・国や地方公共団体
は，消費者の権利の
尊重及びその自立の
支援のために消費者
政策を推進する役割
を担っていることを
理解し，その知識を
身に付けている。
・国民が納税の義務を
果たすことの大切さ
を，租税の意義と役
割の学習を通して理
解し，その知識を身
に付けている。

（５）「
（３）ア 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則」
【学習指導要領の内容】
人間の尊重についての考え方を，基本的人権を中心に深めさせ，法の意義を理解させるとともに，
民主的な社会生活を営むためには，法に基づく政治が大切であることを理解させ，我が国の政治が日
本国憲法に基づいて行われていることの意義について考えさせる。また，日本国憲法が基本的人権の
尊重，国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについての理解を深め，日本国及び日本国
民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解させる。
【
「（３）ア 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への

社会的な

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

資料活用の技能

人間の尊重についての 我が国の政治が日本国 人間の尊重についての
考え方と法に対する関 憲法に基づいて行われ 考え方と法に関する様
心を高め，それらを意 ていることの意義につ 々な資料を収集し，有
欲的に追究し，民主的 いて，民主的な社会生 用な情報を適切に選択
な社会生活について考 活にかかわる様々な事 して，読み取ったり図
えようとしている。
象 か ら 課 題 を 見 い だ 表などにまとめたりし
し，対立と合意，効率 ている。
と公正などの視点から
多面的・多角的に考察
し，その過程や結果を
適切に表現している。
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社会的事象についての
知識・理解
人間の尊重の考え方，
法の意義と法に基づく
政治の大切さ，日本国
憲法が基本的人権の尊
重，国民主権及び平和
主義を基本的原則とし
ていること，天皇の地
位と天皇の国事に関す
る行為について理解
し，その知識を身に付
けている。

【
「（３）ア 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

・基本的人権を中心と
した人間の尊重につ
いての考え方と，日
本国憲法をはじめと
した法に対する関心
が高まっている。
・人間の尊重というこ
とと，法の意義及び
法に基づく政治の大
切さについて意欲的
に追究している。
・人間の尊重について
の考え方から，民主
的な社会生活につい
て考えようとしてい
る。

・日本国憲法に基づく
政治により，国民の
自由と権利が守られ
民主政治が行われる
ということについて
多面的・多角的に考
察し，その過程や結
果を適切に表現して
いる。
・基本的人権の尊重を
中心とした人間の尊
重についての考え方
と，日本国憲法をは
じめとした法との関
連から課題を見いだ
し，対立と合意，効
率と公正などの視点
から多面的・多角的
に考察し，その過程
や結果を適切に表現
している。

資料活用の技能
・人間の尊重について
の考え方と日本国憲
法をはじめとした法
に関する資料を様々
な情報手段を活用し
て収集している。
・収集した資料の中か
ら，法の意義や我が
国の政治が日本国憲
法に基づいて行われ
ていることなどにつ
いての学習に役立つ
情報を適切に選択し
て，読み取ったり図
表などにまとめたり
している。
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社会的事象についての
知識・理解
・すべての人間に保障
されるべき基本的人
権を中心にして，人
間の尊重の考え方を
理解し，その知識を
身に付けている。
・人間の尊重の考え方
は法によって保障さ
れていることを理解
し，その知識を身に
付けている。
・法に基づく政治が民
主政治の原理となっ
ていることを理解
し，その知識を身に
付けている。
・我が国では日本国憲
法が最高法規であ
り，日本国憲法に基
づく政治によって，
国民の自由と権利が
守られていることを
理解し，その知識を
身に付けている。
・基本的人権の理念
は，人類の多年にわ
たる自由獲得の努力
の成果であり，価値
あるものであること
を理解し，その知識
を身に付けている。
・基本的人権の理念
は，現代の社会生活
における人間の生き
方の指針となると考
えられることについ
て理解し，その知識
を身に付けている。
・国民主権とは，国の
政治を最終的に決定
する権限が国民にあ
ることを意味してい
ることについて理解
し，その知識を身に
付けている。
・代表民主制において
は，その権力が国民
の代表者によって行
使されることを理解
し，その知識を身に

付けている。
・平和主義について
は，平和を愛する諸
国民の公正と信義に
信頼して，国の安全
と生存を保持しよう
と願い，国際紛争解
決の手段としての戦
争を放棄し，陸海空
軍その他の戦力を保
持しないことを決意
したことについて理
解し，その知識を身
に付けている。
・天皇が日本国及び日
本国民統合の象徴で
あること及び天皇の
行う国事行為の特色
について理解し，そ
の知識を身に付けて
いる。

（６）「
（３）イ 民主政治と政治参加」
【学習指導要領の内容】
地方自治の基本的な考え方について理解させる。その際，地方公共団体の政治の仕組みについて理
解させるとともに，住民の権利や義務に関連させて，地方自治の発展に寄与しようとする住民として
の自治意識の基礎を育てる。また，国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党の
役割を理解させ，議会制民主主義の意義について考えさせるとともに，多数決の原理とその運用の在
り方について理解を深めさせる。さらに，国民の権利を守り，社会の秩序を維持するために，法に基
づく公正な裁判の保障があることについて理解させるとともに，民主政治の推進と，公正な世論の形
成や国民の政治参加との関連について考えさせる。その際，選挙の意義について考えさせる。
【
「（３）イ 民主政治と政治参加」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

国や地方公共団体の政 議会制民主主義や選挙
治 に 対 す る 関 心 を 高 の意義，民主政治の推
め，それを意欲的に追 進と公正な世論の形成
究し，民主的な政治に や国民の政治参加との
ついて考えようとして 関連について，国や地
いる。
方公共団体の政治にか
かわる様々な事象から
課題を見いだし，対立
と合意，効率と公正な
どの視点から多面的・
多角的に考察し，その
過程や結果を適切に表
現している。

資料活用の技能
国や地方公共団体の政
治に関する様々な資料
を収集し，有用な情報
を適切に選択して，読
み取ったり図表などに
まとめたりしている。
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社会的事象についての
知識・理解
地方自治の基本的な考
え方，地方公共団体の
政治の仕組み，国会を
中心とする我が国の民
主政治の仕組みのあら
まし，政党の役割，多
数決の原理とその運用
の在り方，法に基づく
公正な裁判の保障につ
いて理解し，その知識
を身に付けている。

【
「（３）イ 民主政治と政治参加」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

・国や地方公共団体に
おける現実の政治に
対する関心が高まっ
ている。
・自らが自らを治める
という民主政治の基
本的な考え方と，そ
の考え方に基づく国
や地方公共団体の政
治の仕組みについて
意欲的に追究してい
る。
・将来国政に参加する
公民として，民主的
な政治と政治参加の
方法について考えよ
うとしている。

・国民の代表者によっ
て構成される議会で
国民の意思を決定す
る議会制民主主義が
我が国の政治の原則
となっていることに
ついて多面的・多角
的に考察し，その過
程や結果を適切に表
現している。
・選挙は，主権をもつ
国民の意思を政治に
反映させるための主
要な方法であって，
議会制民主主義を支
えるものであること
を踏まえ，良識ある
主権者として主体的
に政治に参加するこ
との意義について多
面的・多角的に考察
し，その過程や結果
を適切に表現してい
る。
・民主的な政治と政治
参加にかかわる課題
を見いだし，対立と
合意，効率と公正な
どの視点から多面的
・多角的に考察し，
その過程や結果を適
切に表現している。

資料活用の技能
・国や地方公共団体の
政治の仕組みに関す
る資料を様々な情報
手段を活用して収集
している。
・収集した資料の中か
ら，自らが自らを治
めるという民主政治
の基本的な考え方
と，その考え方に基
づく国や地方公共団
体の政治の仕組みに
ついての学習に役立
つ情報を適切に選択
して，読み取ったり
図表などにまとめた
りしている。
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社会的事象についての
知識・理解
・地方自治は，住民参
加による住民自治が
基本であることを理
解し，その知識を身
に付けている。
・地方公共団体の政治
は，首長と議会の二
つの機関を中心に行
われていることを理
解し，その知識を身
に付けている。
・国会は，主権者であ
る国民の代表者で構
成されていること，
また国権の最高機関
であり，国の唯一の
立法機関であること
を理解し，その知識
を身に付けている。
・内閣については，我
が国が議院内閣制を
採用していることを
理解し，その知識を
身に付けている。
・政党は，同じ政治上
の主義・主張をもつ
者により組織され，
政策を示し多数の合
意を得て政権を獲得
しようとする団体で
あり，議会制民主主
義の運営上欠くこと
のできないものであ
ることを理解し，そ
の知識を身に付けて
いる。
・多数決が民主的な議
決方法として用いら
れるには十分な説得
と討論が必要であ
り，そのため言論の
自由が保障されなけ
ればならないことを
理解し，その知識を
身に付けている。
・多数決が公正に運用
されるためには，反
対意見や少数意見が
十分に尊重される必
要があることを理解

し，その知識を身に
付けている。
・法に基づく公正な裁
判によって国民の権
利が守られ，社会の
秩序が維持されてい
ることを理解し，そ
の知識を身に付けて
いる。
・司法権の独立と法に
よる裁判が憲法で保
障されていることを
理解し，その知識を
身に付けている。

（７）「
（４）ア 世界平和と人類の福祉の増大」
【学習指導要領の内容】
世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには，国際協調の観点から，国家間の相互の主権の尊重
と協力，各国民の相互理解と協力及び国際連合をはじめとする国際機構などの役割が大切であること
を認識させ，国際社会における我が国の役割について考えさせる。その際，日本国憲法の平和主義に
ついて理解を深め，我が国の安全と防衛及び国際貢献について考えさせるとともに，核兵器などの脅
威に着目させ，戦争を防止し，世界平和を確立するための熱意と協力の態度を育てる。また，地球環
境，資源・エネルギー，貧困などの課題の解決のために経済的，技術的な協力などが大切であること
を理解させる。
【
「（４）ア 世界平和と人類の福祉の増大」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

国際社会の活動に対す 国際社会及び我が国の
る関心を高め，それを 果たす役割について，
意欲的に追究し，世界 国際社会の活動にかか
平和の実現と人類の福 わる様々な事象から課
祉の増大について考え 題を見いだし，対立と
ようとしている。
合意，効率と公正など
の視点から多面的・多
角的に考察し，その過
程や結果を適切に表現
している。

資料活用の技能
国際社会の活動に関す
る様々な資料を収集
し，有用な情報を適切
に選択して，読み取っ
たり図表などにまとめ
たりしている。

社会的事象についての
知識・理解
国家間の相互の主権の
尊重と協力，各国民の
相互理解と協力及び国
際機構などの役割の大
切さについて認識し，
日本国憲法の平和主義
について理解を深める
とともに，国際社会に
おける課題の解決のた
めに経済的，技術的な
協力などが大切である
ことについて理解し，
その知識を身に付けて
いる。

【
「（４）ア 世界平和と人類の福祉の増大」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解

・世界平和の実現と人
類の福祉の増大にか

・グローバル化してき
た国際社会及び我が

・世界平和の実現と人
類の福祉の増大にか

・国際政治は，国際協
調の観点に基づいて
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かわる国際社会の活
国は世界の平和をい
かわる国際社会の活
動に対する関心が高
かにして実現すべき
動に関する資料を様
まっている。
かということについ
々な情報手段を活用
・我が国の安全とアジ
て多面的・多角的に
して収集している。
アひいては世界の平
考察し，その過程や ・収集した資料の中か
和の実現や，我が国
結果を適切に表現し
ら，世界平和や地球
が行っている国際貢
ている。
環境，資源・エネル
献について意欲的に ・我が国が行っている
ギー，貧困などの課
追究している。
世界の平和と人類の
題についての学習に
・戦争を防止し，世界
福祉に貢献している
役立つ情報を適切に
平和を確立するため
様々な国際貢献につ
選択して，読み取っ
の熱意と協力の態度
いて多面的・多角的
たり図表などにまと
が育ち，人間の生命
に考察し，その過程
めたりしている。
の尊さ，平和の尊さ
や結果を適切に表現
を考えようとしてい
している。
る。
・世界平和や地球環
境，資源・エネルギ
ー，貧困などにかか
わる課題を見いだ
し，対立と合意，効
率と公正などの視点
から多面的・多角的
に考察し，その過程
や結果を適切に表現
している。

国家間の対立の克服
を試みるものである
ことを理解し，その
知識を身に付けてい
る。
・国際社会において国
家は，原則的に平等
の地位を与えられて
おり，すべての国家
の主権が相互に尊重
されなければならな
いことを理解し，そ
の知識を身に付けて
いる。
・日本国憲法の平和主
義に関する理解を基
に，人類が，ひとし
く恐怖と欠乏から免
れ，平和のうちに生
存することを心より
願っていることにつ
いて理解を深め，そ
の知識を身に付けて
いる。
・地球環境，資源・エ
ネルギー，貧困など
の課題に対しては，
経済的，技術的な協
力などが大切である
ことを理解し，その
知識を身に付けてい
る。

（８）「
（４）イ よりよい社会を目指して」
【学習指導要領の内容】
持続可能な社会を形成するという観点から，私たちがよりよい社会を築いていくために解決すべき
課題を探究させ，自分の考えをまとめさせる。
【
「（４）イ よりよい社会を目指して」の評価規準に盛り込むべき事項】
社会的事象への
関心・意欲・態度
持続可能な社会に対す
る関心を高め，それを
形成するために解決す
べき課題を意欲的に探
究し，自分の考えをま
とめようとしている。

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

持続可能な社会を形成 持続可能な社会を形成
するために解決すべき するために解決すべき
課題を見いだし，対立 課題に関する様々な資
と合意，効率と公正な 料を収集し，有用な情
どの視点から多面的・ 報を適切に選択して，
多角的に考察し，判断 読み取ったり図表など
して，その過程や結果 に ま と め た り し て い
を 適 切 に 表 現 し て い る。
る。
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社会的事象についての
知識・理解
持続可能な社会を形成
するために解決すべき
課題を探究するための
方法について理解し，
その知識を身に付けて
いる。

【
「（４）イ よりよい社会を目指して」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度
・持続可能な社会の形
成に対する関心が高
まっている。
・よりよい社会を築い
ていくために解決す
べき課題を意欲的に
探究している。
・よりよい社会を築い
ていくために解決す
べき課題に関する自
分の考えをまとめよ
うとしている。

社会的な
思考・判断・表現

資料活用の技能

・身近な地域の生活や ・持続可能な社会を形
我が国の取組との関
成するために解決す
連性に着目し，持続
べき課題に関する資
可能な社会を形成す
料を様々な情報手段
るために解決すべき
を活用して収集して
課題を見いだしてい
いる。
る。
・収集した資料の中か
・社会科で習得した知
ら，課題の探究に役
識や技能に基づい
立つ情報を適切に選
て，解決すべき課題
択して，読み取った
について，対立と合
り図表などにまとめ
意，効率と公正など
たりしている。
の視点から多面的・
多角的に考察し，判
断して，課題の探究
の過程，思考の過程
及び結果を適切に説
明したり論述したり
している。
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社会的事象についての
知識・理解
・世代間の公平，地域
間の公平，男女間の
平等，社会的寛容，
貧困削減，環境の保
全と回復，天然資源
の保全，公正で平和
な社会などが，持続
可能な社会の形成の
基礎となることを理
解し，その知識を身
に付けている。
・課題の探究について
は，課題の設定，資
料の収集と読取り，
考察とまとめ，とい
った方法があること
を理解し，その知識
を身に付けている。
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第３章
第１

数学

教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１

教科目標
数学的活動を通して，数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則についての理解を深め，数
学的な表現や処理の仕方を習得し，事象を数理的に考察し表現する能力を高めるとともに，数学的活動
の楽しさや数学のよさを実感し，それらを活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる。

２

評価の観点及びその趣旨
数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

数学的な技能

数学的な事象に関心を
もつとともに，数学的
活動の楽しさや数学の
よさを実感し，数学を
活用して考えたり判断
したりしようとする。

事象を数学的にとらえて
論理的に考察し表現した
り，その過程を振り返っ
て考えを深めたりするな
ど，数学的な見方や考え
方を身に付けている。

事象を数量や図形など
で数学的に表現し処理
する技能を身に付けて
いる。

内容のまとまり
数学科においては，学習指導要領の内容の「Ａ
を内容のまとまりとした。

数量や図形など
についての知識・理解
数量や図形などに関す
る基礎的な概念や原理
・法則などについて理
解し，知識を身に付け
ている。

３

第２

数と式」
「Ｂ

図形」
「Ｃ

関数」
「Ｄ

資料の活用」

Ⅰ

内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例
第１学年

１

学年目標
(1) 数を正の数と負の数まで拡張し，数の概念についての理解を深める。また，文字を用いることや方
程式の必要性と意味を理解するとともに，数量の関係や法則などを一般的にかつ簡潔に表現して処理
したり，一元一次方程式を用いたりする能力を培う。
(2) 平面図形や空間図形についての観察，操作や実験などの活動を通して，図形に対する直観的な見方
や考え方を深めるとともに，論理的に考察し表現する能力を培う。
(3) 具体的な事象を調べることを通して，比例，反比例についての理解を深めるとともに，関数関係を
見いだし表現し考察する能力を培う。
(4) 目的に応じて資料を収集して整理し，その資料の傾向を読み取る能力を培う。

２

第１学年の評価の観点の趣旨
数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

数学的な技能

様々な事象を数量や図 数量や図形などについて 正の数と負の数の四則
形などでとらえたり， の基礎的・基本的な知識 計算ができ，数量の関
それらの性質や関係を 及 び 技 能 を 活 用 し な が 係や法則を方程式など
見 い だ し た り す る な ら，事象を見通しをもっ を用いて表現し処理し
ど，数学的に考え表現 て論理的に考察し表現し たり，基本的な図形の
す る こ と に 関 心 を も たり，その過程を振り返 作図や図形の計量をし
ち，意欲的に数学を問 って考えを深めたりする たり，関数関係を的確
題の解決に活用して考 など，数学的な見方や考 に表現したり，資料を
えたり判断したりしよ え方を身に付けている。 整理したりするなど，
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数量や図形など
についての知識・理解
正の数と負の数，文字
を用いることの必要性
と意味，一元一次方程
式，平面図形について
の性質や関係，空間に
おける図形の位置関
係，関数関係や比例・
反比例，ヒストグラム
や代表値などを理解

うとする。

３

技 能 を 身 に 付 け て い し，知識を身に付けて
る。
いる。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ 数と式」
【学習指導要領の内容】
(1) 具体的な場面を通して正の数と負の数について理解し，その四則計算ができるようにするととも
に，正の数と負の数を用いて表現し考察することができるようにする。
ア 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。
イ 小学校で学習した数の四則計算と関連付けて，正の数と負の数の四則計算の意味を理解するこ
と。
ウ 正の数と負の数の四則計算をすること。
エ 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表したり処理したりすること。
(2) 文字を用いて数量の関係や法則などを式に表現したり式の意味を読み取ったりする能力を培うと
ともに，文字を用いた式の計算ができるようにする。
ア 文字を用いることの必要性と意味を理解すること。
イ 文字を用いた式における乗法と除法の表し方を知ること。
ウ 簡単な一次式の加法と減法の計算をすること。
エ 数量の関係や法則などを文字を用いた式に表すことができることを理解し，式を用いて表した
り読み取ったりすること。
(3) 方程式について理解し，一元一次方程式を用いて考察することができるようにする。
ア 方程式の必要性と意味及び方程式の中の文字や解の意味を理解すること。
イ 等式の性質を基にして，方程式が解けることを知ること。
ウ 簡単な一元一次方程式を解くこと及びそれを具体的な場面で活用すること。
〔用語・記号〕自然数 符号 絶対値 項 係数 移項 ≦ ≧
【
「Ａ

数と式」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への
関心・意欲・態度
様々な事象を正の数と
負の数，文字や文字を
用いた式及び方程式な
どでとらえたり，それ
らの性質や関係を見い
だしたりするなど，数
学的に考え表現するこ
とに関心をもち，意欲
的に数学を問題の解決
に活用して考えたり判
断したりしようとして
いる。

【
「Ａ

数学的な見方や考え方

数学的な技能

正の数と負の数，文字や
文字を用いた式及び方程
式などについての基礎的
・基本的な知識及び技能
を活用しながら，事象を
見通しをもって論理的に
考察し表現したり，その
過程を振り返って考えを
深めたりするなど，数学
的な見方や考え方を身に
付けている。

正の数と負の数の四則
計算をしたり，正の数
と負の数や文字を用い
た式で表現したり，そ
の意味を読み取った
り，文字を用いた式で
乗法や除法を表した
り，簡単な一次式の加
法と減法の計算をした
り，簡単な一元一次方
程式を解いたりするな
ど，技能を身に付けて
いる。

数量や図形など
についての知識・理解
正の数と負の数の必要
性と意味及びその四則
計算の意味，文字を用
いることの必要性と意
味，方程式の必要性と
意味及びその解の意味
などを理解し，知識を
身に付けている。

数と式」の評価規準の設定例】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

【正の数と負の数の必要性と意味】
・正の数と負の数に関 ・最高気温の前日との差
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数学的な技能

数量や図形など
についての知識・理解

・正の数と負の数を用

・正の数と負の数の必

心をもち，その必要
性と意味を考えた
り，正の数と負の数
を用いて，身の回り
の様々な事象を表し
たりしようとしてい
る。

など正の数と負の数が
使われている具体的な
場面を見いだし，正の
数と負の数がどのよう
に用いられているのか
を考えることができ
る。

いて，身の回りの様
々な事象を表すこと
ができる。
・正の数と負の数を用
いて反対の方向や性
質を表すことができ
る。
・正の数と負の数を数
直線上に表したり，
大小関係を不等号を
用いて表したりする
ことができる。

【正の数と負の数の四則計算とその意味】
・正の数と負の数の四 ・ 既 習 の 計 算 を 基 に し ・正の数と負の数の四
則計算に関心をも
て，正の数と負の数の
則計算ができる。
ち，その意味や計算
計算の仕方を見いだす ・加法と減法の混じっ
の仕方を考えたり，
ことができる。
た式を，正の項や負
計算したりしようと ・数を正の数と負の数に
の項の和として表す
している。
まで拡張し，加法と減
ことができる。
法を統一的にみること
で，加法と減法の混じ
った式を正の項や負の
項の和としてとらえる
ことができる。
・数の集合と四則計算の
可能性についてとらえ
直すことができる。

要性と意味を理解し
ている。
・自然数や整数，正の
数と負の数の大小関
係，符号，絶対値の
意味を理解してい
る。

・正の数と負の数の四
則計算の仕方を理解
している。
・数を正の数と負の数
にまで拡張すること
によって，加法と減
法を統一的にみるこ
とができることを理
解している。

【正の数と負の数を用いて表したり処理したりすること】
・正の数と負の数を用 ・設定した目標値からの ・仮平均を定め，平均 ・正の数と負の数を用
いることに関心をも
増減を調べ目標の達成
を求めるなど，正の
いると，変化や状況
ち，様々な事象にお
状況を把握するなど，
数と負の数を用い
を分かりやすく表し
ける変化や状況を表
正の数と負の数を用い
て，身の回りの様々
たり，能率的に処理
したり処理したりし
て様々な事象における
な事象を表したり処
したりできることを
ようとしている。
変化や状況をとらえる
理したりすることが
理解している。
ことができる。
できる。
【文字を用いることの必要性と意味】
・文字を用いることに ・数量の関係や法則など
関心をもち，その必
を，文字を用いた式で
要性と意味を考えた
どのように表すのか
り，文字を用いて式
や，式が何を意味して
に表したり，式の意
いるのかを考えること
味を読み取ったりし
ができる。
ようとしている。
【文字を用いた式の計算】
・文字を用いた式の計 ・一次式の加法と減法の
算に関心をもち，そ
計算の方法を，具体的
の計算の方法を考え
な数の計算や日常生活
たり，計算したりし
の場面と関連付けて考
ようとしている。
えることができる。
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・数量の関係や法則な
どを，文字を用いて
式に表したり，式の
意味を読み取ったり
することができる。

・文字を用いることの
必要性や意味を理解
している。

・文字を用いた式の乗
法と除法を，その表
し方に従って表すこ
とができる。
・簡単な一次式の加法
と減法の計算ができ
る。

・項や係数の意味を理
解している。
・文字を用いた式にお
ける乗法と除法の表
し方や，一次式の加
法と減法における項
のまとめ方を理解し

ている。
・ab や a＋b などの表
現は，操作の方法を
表しているととも
に，操作の結果も表
していることを理解
している。
【式を用いて表したり読み取ったりすること】
・文字を用いた式を活 ・数量の関係や法則など ・数量の関係や法則な
用することに関心を
を等式や不等式などで
どを等式や不等式で
もち，数量の関係や
表すために，具体的な
表すことができる。
法則などを表した
場面で情報の選択や演 ・等式や不等式の意味
り，その意味を読み
算決定などをし，数量
を読み取ることがで
取ったり，式の値を
とその関係をとらえる
きる。
求めたりしようとし
ことができる。
・文字を用いた式に正
ている。
・等式や不等式などの意
の数や負の数を代入
味を読み取るために，
して，式の値を求め
等号や不等号を相等関
ることができる。
係や大小関係を表す記
号として，文字が表す
数量とその関係をとら
えることができる。
【方程式の必要性と意味及びその解の意味】
・方程式とその解に関 ・方程式を変数が満たす
心をもち，その必要
べき条件ととらえ，条
性と意味を考えた
件が成り立つ変数の値
り，様々な数を代入
を求める方法を考える
するなどして自分な
ことができる。
りの方法で解を求め
たりしようとしてい
る。

・簡単な一元一次方程
式をつくることがで
きる。
・一元一次方程式に数
を代入して，その数
が解であるかどうか
を確かめることがで
きる。

【等式の性質と一元一次方程式を解くこと】
・等式の性質と移項及 ・ 等 式 の 性 質 を 基 に し ・簡単な一元一次方程
びその関係に関心を
て，一元一次方程式の
式を解くことができ
もち，一元一次方程
解き方を考えることが
る。
式を解こうとしてい
できる。
る。
・移項してよい理由を，
等式の性質を基にして
考えることができる。
・方程式の解法における
変形の過程と，文字を
用いた式の計算におけ
る変形の過程を振り返
り，その違いについて
考えることができる。
【一元一次方程式の活用】
・一元一次方程式を活 ・具体的な事象の中の数
用することに関心を
量の関係をとらえ，一
もち，問題の解決に
元一次方程式をつくる
生かそうとしてい
ことができる。
る。
・求めた解や解決の方法
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・問題の中の数量やそ
の関係を文字を用い
た式で表し，それを
基にしてつくった一
元一次方程式を解く

・等号は計算の過程を
表す記号としてだけ
ではなく，相等関係
を表す記号としても
用いられることを理
解している。

・方程式の必要性と意
味及びその解の意味
を理解している。

・等式の性質と移項の
意味を理解してい
る。
・一元一次方程式の解
き方を理解してい
る。

・一元一次方程式を活
用して問題を解決す
る手順を理解してい
る。

が適切であるかどうか
を振り返って考えるこ
とができる。

ことができる。
・簡単な比例式を解く
ことができる。

（２）「Ｂ 図形」
【学習指導要領の内容】
(1) 観察，操作や実験などの活動を通して，見通しをもって作図したり図形の関係について調べたり
して平面図形についての理解を深めるとともに，論理的に考察し表現する能力を培う。
ア 角の二等分線，線分の垂直二等分線，垂線などの基本的な作図の方法を理解し，それを具体的
な場面で活用すること。
イ 平行移動，対称移動及び回転移動について理解し，二つの図形の関係について調べること。
(2) 観察，操作や実験などの活動を通して，空間図形についての理解を深めるとともに，図形の計量
についての能力を伸ばす。
ア 空間における直線や平面の位置関係を知ること。
イ 空間図形を直線や平面図形の運動によって構成されるものととらえたり，空間図形を平面上に
表現して平面上の表現から空間図形の性質を読み取ったりすること。
すい
ウ 扇形の弧の長さと面積並びに基本的な柱体，錐体及び球の表面積と体積を求めること。
〔用語・記号〕弧 弦 回転体 ねじれの位置 π // ⊥ ∠ △
【
「Ｂ

図形」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

様々な事象を平面図形 平面図形や空間図形など
や空間図形などでとら についての基礎的・基本
えたり，それらの性質 的な知識及び技能を活用
や関係を見いだしたり しながら，事象を見通し
するなど，数学的に考 をもって論理的に考察し
え表現することに関心 表現したり，その過程を
をもち，意欲的に数学 振り返って考えを深めた
を問題の解決に活用し りするなど，数学的な見
て考えたり判断したり 方や考え方を身に付けて
しようとしている。
いる。

【
「Ｂ

数学的な技能
基本的な作図をした
り，空間図形を見取図，
展開図，投影図によっ
て適切に表現したり，
図形の計量をしたりす
るなど，技能を身に付
けている。

数量や図形など
についての知識・理解
平面図形や空間図形に
ついての性質や関係，
基本的な作図の方法，
平行移動や対称移動及
び回転移動，空間にお
ける図形の位置関係，
図形の計量の仕方など
を理解し，知識を身に
付けている。

図形」の評価規準の設定例】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

数学的な技能

【基本的な作図とその活用】
・基本的な作図に関心 ・角の二等分線などの基 ・定規やコンパスを，
をもち，その方法を
本的な作図の方法を，
作図の道具として正
考えたり，問題の解
図形の対称性に着目し
しく使うことができ
決に生かしたりしよ
たり，図形を決定する
る。
うとしている。
要 素 に 着 目 し た り し ・角の二等分線，線分
て，見通しをもって考
の垂直二等分線，垂
えることができる。
線などの基本的な作
・作図した図形が条件に
図ができる。
適するものであるかど
うかを振り返って考え
ることができる。
・基本的な作図を活用
- 73 -

数量や図形など
についての知識・理解

・作図の意味を理解し
ている。
・角の二等分線などの
作図の方法を理解し
ている。
・円の半径と接線との
関係，弧や弦の意味
を理解している。

し，30°や45°の角を
作図する方法を見いだ
すことができる。
【平行移動，対称移動及び回転移動】
・平行移動，対称移動 ・移動前と移動後の二つ
及び回転移動に関心
の図形の関係を調べ，
をもち，図形を移動
図形の性質を見いだす
したり，移動の前後
ことができる。
の二つの図形の関係 ・基本的な作図の方法や
を考えたりしようと
作図した結果が正しい
している。
ことを，図形の移動の
見方から確かめること
ができる。
【空間における直線や平面の位置関係】
・空間における直線や ・空間における直線と直
平面に関心をもち，
線，直線と平面，平面
それらの位置関係に
と平面の位置関係には
ついて考えようとし
どのような場合がある
ている。
のかを考えることがで
きる。
・空間における直線と平
面，平面と平面の位置
関係について，平行や
垂直であるかどうかを
確かめることができ
る。
【平面図形の運動による空間図形の構成】
・空間図形の構成に関 ・柱体，錐体，球などの
心をもち，直線や平
空間図形を，直線や平
面図形の運動によっ
面図形の運動によって
て，どの空間図形が
構成されているとみる
構成されるかを考え
ことができる。
ようとしている。

【空間図形の平面上への表現と読み取り】
・見取図，展開図，投 ・見取図，展開図，投影
影図に関心をもち，
図を用いて，空間図形
それらを用いて空間
の性質を見いだすこと
図形を表したり，読
ができる。
み取ったりしようと
している。

【図形の計量】
・扇形の弧の長さと面
積や，柱体，錐体，
球の表面積と体積に
関心をもち，その求
め方を考えようとし

・扇形について，弧の長
さがその中心角の大き
さに比例することに着
目し，おうぎ形の弧の
長さと面積の求め方を
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・定規やコンパスなど
を使って，図形を平
行移動したり，対称
移動したり，回転移
動したりすることが
できる。

・平行移動，対称移動
及び回転移動の意味
を理解している。
・図形を移動したり，
移動した図形をかい
たりする方法を理解
している。

・空間における直線や ・空間における直線や
平面の位置関係を記
平面の位置関係には
号を用いて表した
どのような場合があ
り，記号を用いた表
るのかを理解してい
現から，その位置関
る。
係を読み取ったりす
ることができる。

・直線や平面図形の運
動によって構成され
ている空間図形を見
取図などで表すこと
ができる。

・直線や平面図形の運
動によって，どのよ
うな空間図形が構成
されるかを理解して
いる。
・回転体の意味を理解
している。

・空間図形を見取図，
展開図，投影図を用
いて平面上に表すこ
とができる。
・見取図，展開図，投
影図がどのような空
間図形を表している
のかを読み取ること
ができる。

・見取図，展開図，投
影図の意味を理解し
ている。
・見取図，展開図，投
影図に表す方法を理
解している。

・扇形の弧の長さと面
積を求めることがで
きる。
・柱体，錐体，球の表
面積と体積を求める

・扇形の弧の長さと面
積の求め方を理解し
ている。
・柱体，錐体，球の表
面積と体積の求め方

ている。

考えることができる。
・実験などを基にして，
柱体，錐体，球の表面
積と体積の求め方を考
えることができる。

ことができる。

を理解している。

（３）「Ｃ 関数」
【学習指導要領の内容】
(1) 具体的な事象の中から二つの数量を取り出し，それらの変化や対応を調べることを通して，比例，
反比例の関係についての理解を深めるとともに，関数関係を見いだし表現し考察する能力を培う。
ア 関数関係の意味を理解すること。
イ 比例，反比例の意味を理解すること。
ウ 座標の意味を理解すること。
エ 比例，反比例を表，式，グラフなどで表し，それらの特徴を理解すること。
オ 比例，反比例を用いて具体的な事象をとらえ説明すること。
〔用語・記号〕関数 変数 変域
【
「Ｃ

関数」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

数学的な技能

様々な事象を比例，反 比例，反比例などについ 比例，反比例などの関
比 例 な ど で と ら え た ての基礎的・基本的な知 数関係を，表，式，グ
り，表，式，グラフな 識及び技能を活用しなが ラフなどを用いて的確
ど で 表 し た り す る な ら，事象を見通しをもっ に表現したり，数学的
ど，数学的に考え表現 て論理的に考察し表現し に 処 理 し た り す る な
す る こ と に 関 心 を も たり，その過程を振り返 ど，技能を身に付けて
ち，意欲的に数学を問 って考えを深めたりする いる。
題の解決に活用して考 など，数学的な見方や考
えたり判断したりしよ え方を身に付けている。
うとしている。

【
「Ｃ

数量や図形など
についての知識・理解
関数関係の意味，比例
や反比例の意味，比例
や反比例の関係を表す
表，式，グラフの特徴
などを理解し，知識を
身に付けている。

関数」の評価規準の設定例】

数学への
関心・意欲・態度
【関数関係の意味】
・関数関係に関心をも
ち，その関係を表や
グラフなどで表した
り，変化や対応の様
子をとらえたりしよ
うとしている。

数学的な見方や考え方

数学的な技能

・具体的な事象の中にあ
る二つの数量の関係を
表した表やグラフなど
を基にして，変化や対
応の様子をとらえるこ
とができる。

・関数関係を，表やグ
ラフなどで表すこと
ができる。

【比例，反比例の関係】
・比例，反比例の関係 ・具体的な事象の中にあ ・比例，反比例の関係
に関心をもち，具体
る二つの数量の関係
を式で表すことがで
的な事象の中から比
を，変化や対応の様子
きる。
例，反比例の関係と
に着目して調べ，比例， ・比例，反比例の関係
してとらえられる二
反比例の関係としてと
を表す式に数を代入
つの数量を見いだし
らえられる二つの数量
し，対応する値を求
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数量や図形など
についての知識・理解

・関数関係の意味を理
解している。
・変数と変域の意味を
理解している。

・比例，反比例の意味
を理解している。

たり，その関係を式
で表したりしようと
している。

を見いだすことができ
る。

【比例，反比例の特徴】
・比例，反比例の特徴 ・比例，反比例の関係を
に関心をもち，表，
表，式，グラフなどを
式，グラフなどを用
用いて調べ，その特徴
いて考えようとして
を見いだすことができ
いる。
る。

めることができる。

・比例，反比例の関係
を表，式，グラフな
どで表すことができ
る。
・平面上の点を座標を
用いて表したり，座
標を基にして平面上
に点をとったりする
ことができる。

【比例，反比例を用いて事象をとらえ説明すること】
・比例，反比例を用い ・具体的な事象から取り ・比例，反比例の関係
て具体的な事象をと
出した二つの数量の関
を表，式，グラフを
らえ説明することに
係が比例，反比例であ
用いて表現したり，
関心をもち，問題の
るかどうかを判断し，
処理したりすること
解決に生かそうとし
その変化や対応の特徴
ができる。
ている。
をとらえ，自分なりに
説明することができ
る。
・具体的な事象から取り
出した二つの数量の関
係を，理想化したり単
純化したりして比例，
反比例とみなし，変化
や対応の様子を調べた
り，予測したりするこ
とができる。
・比例，反比例を用いて
調べたり，予測したり
した結果が適切である
かどうかを振り返って
考えることができる。

・比例，反比例の特徴
を理解している。
・座標の意味を理解し
ている。

・具体的な事象の中に
は，比例，反比例と
みなすことで変化や
対応の様子について
調べたり，予測した
りできるものがある
ことを理解してい
る。

（４）「Ｄ 資料の活用」
【学習指導要領の内容】
(1) 目的に応じて資料を収集し，コンピュータを用いたりするなどして表やグラフに整理し，代表値
や資料の散らばりに着目してその資料の傾向を読み取ることができるようにする。
ア ヒストグラムや代表値の必要性と意味を理解すること。
イ ヒストグラムや代表値を用いて資料の傾向をとらえ説明すること。
〔用語・記号〕 平均値 中央値 最頻値 相対度数 範囲 階級
【
「Ｄ

資料の活用」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

数学的な技能

数量や図形など
についての知識・理解

様々な事象についての
資料を収集して整理し
たり，ヒストグラムや

ヒストグラムや代表値な
どについての基礎的・基
本的な知識及び技能を活

資料を表やグラフに整
理したり，代表値を求
めたりするなど，技能

ヒストグラムや代表値
の必要性と意味，相対
度数の必要性と意味，
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代表値などを用いてそ
の傾向を読み取ったり
するなど，数学的に考
え表現することに関心
をもち，意欲的に数学
を問題の解決に活用し
て考えたり判断したり
しようとしている。

【
「Ｄ

用しながら，事象を見通
しをもって論理的に考察
し表現したり，その過程
を振り返って考えを深め
たりするなど，数学的な
見方や考え方を身に付け
ている。

を身に付けている。

誤差や近似値の意味な
どを理解し，知識を身
に付けている。

資料の活用」の評価規準の設定例】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

【ヒストグラムや代表値の必要性と意味】
・ヒストグラムや代表 ・ヒストグラムなどを基
値，相対度数などに
にして，資料の傾向を
関心をもち，その必
読み取ることができ
要性と意味を考えた
る。
り，資料を収集して ・代表値を基にして，資
整理したり，その傾
料の傾向を読み取るこ
向を読み取ったりし
とができる。
ようとしている。
・相対度数を基にして，
資料の傾向を読み取る
ことができる。

数学的な技能

・資料をヒストグラム
などを用いて整理す
ることができる。
・資料の代表値を求め
ることができる。
・資料を相対度数を用
いて整理することが
できる。

数量や図形など
についての知識・理解

・ヒストグラムや代表
値，相対度数の必要
性と意味を理解して
いる。
・階級と範囲の意味を
理解している。

【資料の傾向をとらえ説明すること】
・ヒストグラムや代表 ・ 問 題 を 解 決 す る た め ・問題を解決するため ・ヒストグラムや代表
値，相対度数などを
に，ヒストグラムや代
に，ヒストグラムや
値，相対度数などを
用いて資料の傾向を
表値，相対度数などを
代表値，相対度数な
用いて，問題を解決
とらえ説明すること
用いて，資料の傾向を
どを用いて資料を整
する手順を理解して
に関心をもち，問題
とらえ説明することが
理することができ
いる。
の解決に生かそうと
できる。
る。
・近似値と誤差の意味
している。
や有効数字の意味を
理解している。
・数を a×10n の形に
表すことを理解して
いる。
※

生徒がコンピュータを利用する場面で評価を行う場合，評価するのは評価規準の実現状況であり，
コンピュータの操作や情報通信ネットワークにおける検索についての技能や知識等ではないことに
注意する必要がある。

Ⅱ

第２学年
１

学年目標
(1) 文字を用いた式について，目的に応じて計算したり変形したりする能力を養うとともに，連立二元
一次方程式について理解し用いる能力を培う。
(2) 基本的な平面図形の性質について，観察，操作や実験などの活動を通して理解を深めるとともに，
図形の性質の考察における数学的な推論の必要性と意味及びその方法を理解し，論理的に考察し表現
する能力を養う。
(3) 具体的な事象を調べることを通して，一次関数について理解するとともに，関数関係を見いだし表
現し考察する能力を養う。
(4) 不確定な事象を調べることを通して，確率について理解し用いる能力を培う。
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２

第２学年の評価の観点の趣旨
数学への
関心・意欲・態度
様々な事象を数量や図
形などでとらえたり，
それらの性質や関係を
見いだしたりするな
ど，数学的に考え表現
することに関心をも
ち，意欲的に数学を問
題の解決に活用して考
えたり判断したりしよ
うとする。

３

数学的な見方や考え方

数学的な技能

数量や図形などについて 文字を用いた四則計算
の基礎的・基本的な知識 ができ，数量の関係や
及 び 技 能 を 活 用 し な が 法則を方程式などを用
ら，事象を数学的な推論 い て 表 現 し 処 理 し た
の方法を用いて論理的に り，図形の性質につい
考察し表現したり，その て簡潔に表現したり，
過程を振り返って考えを 関数関係を的確に表現
深めたりするなど，数学 したり，確率を求めた
的な見方や考え方を身に りするなど，技能を身
付けている。
に付けている。

数量や図形など
についての知識・理解
文字式のはたらき，連
立二元一次方程式，平
面図形の性質，図形の
証明の必要性と意味及
びその方法，一次関数
の特徴，確率の必要性
と意味などを理解し，
知識を身に付けてい
る。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ 数と式」
【学習指導要領の内容】
(1) 具体的な事象の中に数量の関係を見いだし，それを文字を用いて式に表現したり式の意味を読み
取ったりする能力を養うとともに，文字を用いた式の四則計算ができるようにする。
ア 簡単な整式の加法，減法及び単項式の乗法，除法の計算をすること。
イ 文字を用いた式で数量及び数量の関係をとらえ説明できることを理解すること。
ウ 目的に応じて，簡単な式を変形すること。
(2) 連立二元一次方程式について理解し，それを用いて考察することができるようにする。
ア 二元一次方程式とその解の意味を理解すること。
イ 連立二元一次方程式の必要性と意味及びその解の意味を理解すること。
ウ 簡単な連立二元一次方程式を解くこと及びそれを具体的な場面で活用すること。
〔用語・記号〕 同類項
【
「Ａ

数と式」の評価規準に盛り込むべき事項】
数学への

関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

様々な事象を文字を用 文字を用いた式や連立二
いた式や連立二元一次 元一次方程式などについ
方程式などでとらえた ての基礎的・基本的な知
り，それらの性質や関 識及び技能を活用しなが
係を見いだしたりする ら，事象を数学的な推論
など，数学的に考え表 の方法を用いて論理的に
現することに関心をも 考察し表現したり，その
ち，意欲的に数学を問 過程を振り返って考えを
題の解決に活用して考 深めたりするなど，数学
えたり判断したりしよ 的な見方や考え方を身に
うとしている。
付けている。
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数学的な技能
文字を用いた式で表現
したり，その意味を読
み取ったり，簡単な整
式の加法や減法の計算
をしたり，単項式の乗
法や除法の計算をした
り，簡単な式の変形を
したり，簡単な連立二
元一次方程式を解いた
りするなど，技能を身
に付けている。

数量や図形など
についての知識・理解
文字を用いた式で数量
及び数量の関係をとら
え説明できること，連
立二元一次方程式の必
要性と意味及びその解
の意味などを理解し，
知識を身に付けてい
る。

【
「Ａ

数と式」の評価規準の設定例】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

【整式の加法・減法，単項式の乗法・除法】
・整式の加法・減法及 ・整式の加法・減法や単
び単項式の乗法・除
項式の乗法・除法の計
法に関心をもち，そ
算の方法を，具体的な
れらの計算をしよう
数の計算や第１学年で
としている。
学習した文字を用いた
式の計算と関連付けて
考えることができる。

数学的な技能

数量や図形など
についての知識・理解

・簡単な整式の加法・ ・単項式や多項式，同
減法の計算ができ
類項の意味を理解し
る。
ている。
・単項式の乗法・除法
の計算ができる。

【文字を用いた式でとらえ説明すること及び目的に応じた式の変形】
・文字を用いて表現し ・文字を用いて表現した ・数量及び数量の関係 ・数量及び数量の関係
たり，目的に応じて
り，目的に応じて式を
を，文字を用いた式
を帰納や類推によっ
式を変形したり，そ
変形したり，その意味
で表すことができ
てとらえ，それを文
の意味を読み取った
を読み取ったりして，
る。
字を用いた式を使っ
り，計算したりする
命題が成り立つことな ・具体的な場面で，数
て一般的に説明する
ことに関心をもち，
どを説明することがで
量を表す式や関係を
ことの必要性と意味
命題が成り立つこと
きる。
表す式を，目的に応
を理解している。
などを説明しようと
じて変形することが
している。
できる。
・文字を用いた式の意
味を読み取ることが
できる。
【連立二元一次方程式の必要性と意味及びその解の意味】
・二元一次方程式とそ ・連立二元一次方程式を ・連立二元一次方程式
の解及び連立二元一
変数が満たすべき条件
をつくることができ
次方程式とその解に
ととらえ，二つの条件
る。
関心をもち，その必
が成り立つ変数の値の ・二つの二元一次方程
要性と意味を考えた
組を求める方法を考え
式に数を代入して，
り，様々な数を代入
ることができる。
連立二元一次方程式
するなどして自分な
の解であるかどうか
りの方法で解を求め
を確かめることがで
たりしようとしてい
きる。
る。
【連立二元―次方程式を解くこと】
・加減法や代入法と， ・加減法や代入法で連立
その基になっている
二元一次方程式を解く
考え方に関心をも
過程を振り返り，その
ち，連立二元一次方
共通点や相違点につい
程式を解こうとして
て考えることができ
いる。
る。
【連立二元一次方程式の活用】
・連立二元一次方程式 ・具体的な事象の中の数
を活用することに関
量の関係をとらえ，連
心をもち，問題の解
立二元一次方程式をつ
決に生かそうとして
くることができる。
いる。
・求めた解や解決の方法
が適切であるかどうか
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・二元一次方程式とそ
の解の意味を理解し
ている。
・連立二元一次方程式
の必要性と意味及び
その解の意味を理解
している。

・加減法や代入法を用
いて，連立二元一次
方程式を解くことが
できる。

・加減法や代入法によ
る連立二元一次方程
式の解き方を理解し
ている。

・問題の中の数量やそ
の関係を文字を用い
た式で表し，それを
基にしてつくった連
立二元一次方程式を
解くことができる。

・連立二元一次方程式
を活用して問題を解
決する手順を理解し
ている。

を振り返って考えるこ
とができる。

（２）「Ｂ 図形」
【学習指導要領の内容】
(1) 観察，操作や実験などの活動を通して，基本的な平面図形の性質を見いだし，平行線の性質を基
にしてそれらを確かめることができるようにする。
ア 平行線や角の性質を理解し，それに基づいて図形の性質を確かめ説明すること。
イ 平行線の性質や三角形の角についての性質を基にして，多角形の角についての性質が見いだせ
ることを知ること。
(2) 図形の合同について理解し図形についての見方を深めるとともに，図形の性質を三角形の合同条
件などを基にして確かめ，論理的に考察し表現する能力を養う。
ア 平面図形の合同の意味及び三角形の合同条件について理解すること。
イ 証明の必要性と意味及びその方法について理解すること。
ウ 三角形の合同条件などを基にして三角形や平行四辺形の基本的な性質を論理的に確かめたり，
図形の性質の証明を読んで新たな性質を見いだしたりすること。
〔用語・記号〕対頂角 内角 外角 定義 証明 逆 ≡
【
「Ｂ

図形」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への
関心・意欲・態度
様々な事象を平行線の
性質，三角形の角につ
いての性質，三角形の
合同条件などでとらえ
たり，平面図形の基本
的な性質や関係を見い
だしたりするなど，数
学的に考え表現するこ
とに関心をもち，意欲
的に数学を問題の解決
に活用して考えたり判
断したりしようとして
いる。

【
「Ｂ

数学的な見方や考え方

数学的な技能

数量や図形など
についての知識・理解

平行線の性質，三角形の
角についての性質，三角
形の合同条件などについ
ての基礎的・基本的な知
識及び技能を活用しなが
ら，事象を数学的な推論
の方法を用いて論理的に
考察し表現したり，その
過程を振り返って考えを
深めたりするなど，数学
的な見方や考え方を身に
付けている。

平行線の性質，三角形
の角についての性質，
三角形の合同条件など
を，数学の用語や記号
を用いて簡潔に表現す
るなど，技能を身に付
けている。

平行線の性質，三角形
の角についての性質，
三角形の合同条件，図
形の証明の必要性と意
味及びその方法などを
理解し，知識を身に付
けている。

数学的な技能

数量や図形など
についての知識・理解

図形」の評価規準の設定例】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

【平行線や角の性質】
・平行線や角の性質に ・対頂角や平行線の性質 ・対頂角や平行線の性
関心をもち，その性
を見いだし，根拠を明
質を用いて，角の大
質を帰納的に確かめ
らかにして自分の言葉
きさを求めたり，直
て演繹的に導いた
で筋道を立てて説明す
線の位置関係などを
り，それを用いて角
ることができる。
表したりすることが
の大きさを求めた ・
「三角形の内角の和は
できる。
り，直線の位置関係
180°である」ことな
を表したりしようと
どを，平行線の性質を
している。
用いて説明することが
できる。
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・対頂角，同位角，錯
角の意味を理解して
いる。
・平行線の性質を理解
している。
・「三角形の内角の和
は180°である」こ
となどを，帰納的な
方法で示すことと，
演繹的な方法で示す

ことの違いを理解し
ている。
【多角形の角についての性質】
・多角形の角について ・多角形の内角の和や外
の性質に関心をも
角の和などを予想し，
ち，既習のことに帰
それが正しいことを既
着させるなどして，
習のことに帰着させて
多角形の内角の和や
考えることができる。
外角の和などを考え
ようとしている。

・多角形の内角の和や
外角の和などを求め
ることができる。

【合同の意味と三角形の合同条件】
・合同な図形の性質や ・三角形の決定条件を基 ・二つの三角形が合同
三角形の合同条件に
にして，二つの三角形
であることや，辺や
関心をもち，それら
が合同になるための条
角の関係などを記号
を見いだしたり，三
件を見いだすことがで
を用いて表したり，
角形の合同条件を用
きる。
その意味を読み取っ
いて図形の性質など ・三角形の合同条件を用
たりすることができ
を考えたりしようと
いて，二つの三角形が
る。
している。
合同であるかどうかを ・合同な三角形の対応
考えることができる。
する辺の長さや角の
・三角形の合同条件を用
大きさを求めること
いて，角を移す作図，
ができる。
角を二等分する作図な
どが正しいかどうかを
考えることができる。
【証明の必要性と意味及び方法】
・図形の性質などを証 ・図形の性質などを証明
明することに関心を
するために，構想や方
もち，その必要性と
針を立てることができ
意味を考えたり，証
る。
明の方法について考 ・ 構 想 や 方 針 を 基 に し
えたりしようとして
て，仮定など根拠とな
いる。
る事柄を明らかにし，
筋道立てて結論を導く
にはどうすればよいか
を考えることができ
る。
・命題が正しくないこと
を証明するために，反
例をあげることができ
る。

・命題の仮定や結論な
どを記号を用いて表
したり，その意味を
読み取ったりするこ
とができる。

・多角形の内角と外角
及び内角の和と外角
の和の意味を理解し
ている。
・多角形の内角の和と
外角の和の求め方を
理解している。

・図形の合同と三角形
の合同条件の意味を
理解している。

・定義や命題の仮定と
結論，逆の意味を理
解している。
・証明の必要性と意味
を理解している。
・証明のための構想や
方針の必要性と意味
を理解している。
・反例の意味を理解し
ている。

【三角形や平行四辺形の性質及び証明を読んで新たな性質を見いだすこと】
・三角形や平行四辺形 ・二等辺三角形の性質を ・二等辺三角形の性質 ・二等辺三角形の性質
の性質などに関心を
調べ，証明することが
や平行四辺形の性
を理解している。
もち，それらについ
できる。
質，平行四辺形にな ・直角三角形の合同条
て調べ，証明しよう ・平行四辺形の性質や平
るための条件などを
件とその必要性を理
としている。
行四辺形になるための
記号を用いて表した
解している。
・図形の性質の証明を
条件を調べ，証明する
り，その意味を読み ・平行四辺形の性質や
読むことに関心をも
ことができる。
取ったりすることが
平行四辺形になるた
ち，新たな性質を見 ・図形の性質の証明を読
できる。
めの条件を理解して
いだそうとしてい
み，新たな性質を見い ・三角形や平行四辺形
いる。
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る。

だすことができる。

の性質の証明から，
辺や角の関係などを
読み取ることができ
る。
・証明を読んで見いだ
した図形の性質を，
記号を用いて表すこ
とができる。

・長方形，ひし形，正
方形，平行四辺形の
関係などを理解して
いる。

（３）「Ｃ 関数」
【学習指導要領の内容】
(1) 具体的な事象の中から二つの数量を取り出し，それらの変化や対応を調べることを通して，一次
関数について理解するとともに，関数関係を見いだし表現し考察する能力を養う。
ア 事象の中には一次関数としてとらえられるものがあることを知ること。
イ 一次関数について，表，式，グラフを相互に関連付けて理解すること。
ウ 二元一次方程式を関数を表す式とみること。
エ 一次関数を用いて具体的な事象をとらえ説明すること。
〔用語・記号〕変化の割合 傾き
【
「Ｃ

関数」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への
関心・意欲・態度
様々な事象を一次関数
としてとらえたり，表，
式，グラフなどで表し
たりするなど，数学的
に考え表現することに
関心をもち，意欲的に
数学を問題の解決に活
用して考えたり判断し
たりしようとしてい
る。

【
「Ｃ

数学的な見方や考え方

数学的な技能

一次関数についての基礎 一次関数の関係を，表，
的・基本的な知識及び技 式，グラフを用いて的
能を活用しながら，事象 確に表現したり，数学
を数学的な推論の方法を 的に処理したり，二元
用いて論理的に考察し表 一次方程式を関数関係
現したり，その過程を振 を表す式とみてグラフ
り返って考えを深めたり に表したりするなど，
するなど，数学的な見方 技 能 を 身 に 付 け て い
や考え方を身に付けてい る。
る。

数量や図形など
についての知識・理解
事象の中には一次関数
としてとらえられるも
のがあることや一次関
数の表，式，グラフの
関連などを理解し，知
識を身に付けている。

関数」の評価規準の設定例】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

数学的な技能

【一次関数の関係】
・一次関数に関心をも
ち，具体的な事象の
中から一次関数とし
てとらえられる二つ
の数量を見いだした
り，その関係を式で
表したりしようとし
ている。

・具体的な事象の中にあ
る二つの数量の関係
を，変化や対応の様子
に着目して調べ，一次
関数としてとらえられ
る二つの数量を見いだ
すことができる。

・一次関数の関係を式
で表すことができ
る。
・一次関数の関係を表
す式に数を代入し，
対応する値を求める
ことができる。

・一次関数の意味を理
解している。

・一次関数の特徴を，表， ・ 一 次 関 数 の 関 係 を
式，グラフを相互に関
表，式，グラフで表

・一次関数の特徴を理
解している。

【一次関数の特徴】
・一次関数の特徴に関
心をもち，表，式，
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数量や図形など
についての知識・理解

グラフを用いて考え
ようとしている。

連付けるなどして見い
だすことができる。

【二元一次方程式と一次関数】
・二元一次方程式と一 ・二元一次方程式を関数
次関数の関係に関心
関係を表す式とみるこ
をもち，二元一次方
とで，二元一次方程式
程式の解と一次関数
の解と一次関数のグラ
のグラフの関係につ
フの関係を見いだすこ
いて考えようとして
とができる。
いる。

【一次関数を用いて事象をとらえ説明すること】
・一次関数を用いて具 ・具体的な事象から取り
体的な事象をとらえ
出した二つの数量の関
説明することに関心
係が一次関数であるか
をもち，問題の解決
どうかを判断し，その
に生かそうとしてい
変化や対応の特徴をと
る。
らえ，説明することが
できる。
・具体的な事象の中から
取り出した二つの数量
の関係を，理想化した
り単純化したりして一
次関数とみなし，変化
や対応の様子を調べた
り，予測したりするこ
とができる。
・一次関数を用いて調べ
たり，予測したりした
結果が適切であるかど
うか振り返って考える
ことができる。

すことができる。
・一次関数の変化の割
合を求めることがで
きる。

・変化の割合やグラフ
の傾きの意味を理解
している。

・二元一次方程式の解
を座標とみて，座標
平面上に表すことが
できる。
・座標平面上の２直線
の交点の座標を連立
二元一次方程式を解
いて求めたり，連立
二元一次方程式の解
を２直線の交点の座
標から求めたりする
ことができる。

・b≠０のとき，二元
一 次 方 程 式 ax＋by
＋c＝０ は ， x と y
の間の関数関係を表
す式とみることがで
きることを理解して
いる。
・連立二元一次方程式
の解は座標平面上の
２直線の交点の座標
であることを理解し
ている。

・一次関数の関係を
表，式，グラフを用
いて表現したり，処
理したりすることが
できる。

・具体的な事象の中に
は，一次関数とみな
すことで変化や対応
の様子について調べ
たり，予測したりで
きるものがあること
を理解している。

（４）「Ｄ 資料の活用」
【学習指導要領の内容】
(1) 不確定な事象についての観察や実験などの活動を通して，確率について理解し，それを用いて考
察し表現することができるようにする。
ア 確率の必要性と意味を理解し，簡単な場合について確率を求めること。
イ 確率を用いて不確定な事象をとらえ説明すること。
【
「Ｄ

資料の活用」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

不 確 定 な 事 象 に つ い 確率などについての基礎
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数学的な技能

数量や図形など
についての知識・理解

起こり得る場合を順序

不確定な事象の起こる

て，その起こる程度を 的・基本的な知識及び技 よく整理して，簡単な
調べたり，確率を用い 能を活用しながら，事象 場合について確率を求
て不確定な事象をとら を数学的な推論の方法を めるなど，技能を身に
え 説 明 し た り す る な 用いて論理的に考察し表 付けている。
ど，数学的に考え表現 現したり，その過程を振
す る こ と に 関 心 を も り返って考えを深めたり
ち，意欲的に数学を問 するなど，数学的な見方
題の解決に活用して考 や考え方を身に付けてい
えたり判断したりしよ る。
うとしている。

【
「Ｄ

程度を数を用いて表す
ことができること，確
率の必要性と意味など
を理解し，知識を身に
付けている。

資料の活用」の評価規準の設定例】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

【確率の必要性と意味及び確率を求めること】
・確率に関心をもち， ・多数回の試行を行うな
その必要性と意味を
どして，不確定な事象
考えたり，不確定な
の起こりやすさの傾向
事象の起こりやすさ
を読み取ることができ
について調べたり，
る。
確率を求めたりしよ ・同様に確からしいこと
うとしている。
を基にして，確率の求
め方を考えることがで
きる。
・多数回の試行から求め
た確率と，同様に確か
らしいことを基にして
求めた確率を比較し，
その関係を考えること
ができる。

数学的な技能

・多数回の試行の結果
から，相対度数を計
算し確率を求めるこ
とができる。
・樹形図や二次元の表
などを利用して，起
こり得るすべての場
合を求め，同様に確
からしいことを基に
して，簡単な場合に
ついて確率を求める
ことができる。

数量や図形など
についての知識・理解

・確率の必要性と意味
を理解している。

【確率を用いて不確定な事象をとらえ説明すること】
・確率を用いて不確定 ・ 問 題 を 解 決 す る た め ・問題を解決するため ・確率を用いて問題を
な事象をとらえ説明
に，確率を用いて，不
に，起こり得るすべ
解決する手順を理解
することに関心をも
確定な事象の起こりや
ての場合を求めた
している。
ち，問題の解決に生
すさの傾向をとらえ説
り，確率を求めたり
かそうとしている。
明することができる。
することができる。

Ⅲ

第３学年
１

学年目標
(1) 数の平方根について理解し，数の概念についての理解を深める。また，目的に応じて計算したり式
を変形したりする能力を伸ばすとともに，二次方程式について理解し用いる能力を培う。
(2) 図形の相似，円周角と中心角の関係や三平方の定理について，観察，操作や実験などの活動を通し
て理解し，それらを図形の性質の考察や計量に用いる能力を伸ばすとともに，図形について見通しを
もって論理的に考察し表現する能力を伸ばす。
(3) 具体的な事象を調べることを通して，関数 y＝ax２ について理解するとともに，関数関係を見いだ
し表現し考察する能力を伸ばす。
(4) 母集団から標本を取り出し，その傾向を調べることで，母集団の傾向を読み取る能力を培う。
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２

第３学年の評価の観点の趣旨
数学への
関心・意欲・態度
様々な事象を数量や図
形などでとらえたり，
それらの性質や関係を
見いだしたりするな
ど，数学的に考え表現
することに関心をも
ち，意欲的に数学を問
題の解決に活用して考
えたり判断したりしよ
うとする。

３

数学的な見方や考え方

数学的な技能

数量や図形などについて
の基礎的・基本的な知識
及び技能を活用しなが
ら，事象に潜む関係や法
則を見いだしたり，数学
的な推論の方法を用いて
論理的に考察し表現した
り，その過程を振り返っ
て考えを深めたりするな
ど，数学的な見方や考え
方を身に付けている。

平方根を含む式の計算
ができ，数量の関係や
法則を方程式などを用
いて表現し処理した
り，図形の性質につい
て簡潔に表現したり，
関数関係を的確に表現
したり，標本を抽出し
たりするなど，技能を
身に付けている。

数量や図形など
についての知識・理解
数の平方根の必要性と
意味，式の変形の意味
とはたらき，二次方程
式，図形の相似の意味
や円周角と中心角の関
係の意味，三平方の定
理の意味，関数 y＝ax2
の特徴，標本調査の必
要性と意味などを理解
し，知識を身に付けて
いる。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ 数と式」
【学習指導要領の内容】
(1) 正の数の平方根について理解し，それを用いて表現し考察することができるようにする。
ア 数の平方根の必要性と意味を理解すること。
イ 数の平方根を含む簡単な式の計算をすること。
ウ 具体的な場面で数の平方根を用いて表したり処理したりすること。
(2) 文字を用いた簡単な多項式について，式の展開や因数分解ができるようにするとともに，目的に
応じて式を変形したりその意味を読み取ったりする能力を伸ばす。
ア 単項式と多項式の乗法及び多項式を単項式で割る除法の計算をすること。
イ 簡単な一次式の乗法の計算及び次の公式を用いる簡単な式の展開や因数分解をすること。
(a＋b)２＝ a２＋２ab＋b２
(a－b)２＝ a２－２ab＋b２
(a＋b)(a－b)＝ a２－b２
(x＋a)(x＋b)＝ x２＋(a＋b)x＋ab
ウ 文字を用いた式で数量及び数量の関係をとらえ説明すること。
(3) 二次方程式について理解し，それを用いて考察することができるようにする。
ア 二次方程式の必要性と意味及びその解の意味を理解すること。
イ 因数分解したり平方の形に変形したりして二次方程式を解くこと。
ウ 解の公式を知り，それを用いて二次方程式を解くこと。
エ 二次方程式を具体的な場面で活用すること。
〔用語・記号〕根号 有理数 無理数 √ 因数
【
「Ａ

数と式」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

数学的な技能

様々な事象を数の平方
根，簡単な多項式，二
次方程式などでとらえ
たり，それらの性質や
関係を見いだしたりす
るなど，数学的に考え
表現することに関心を
もち，意欲的に数学を

数の平方根，簡単な多項
式，二次方程式などにつ
いての基礎的・基本的な
知識及び技能を活用しな
がら，事象に潜む関係や
法則を見いだしたり，数
学的な推論の方法を用い
て論理的に考察し表現し

数の平方根を含む簡単
な式の計算をしたり，
数の平方根で表現した
り処理したり，目的に
応じて式を変形したり
その意味を読み取った
り，文字を用いた簡単
な多項式について，式
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数量や図形など
についての知識・理解
数の平方根の必要性と
意味，式の展開の公式，
二次方程式の必要性と
意味及びその解の意味
などを理解し，知識を
身に付けている。

問題の解決に活用して たり，その過程を振り返 の展開や因数分解をし
考えたり判断したりし って考えを深めたりする たり，二次方程式を解
ようとしている。
など，数学的な見方や考 いたりするなど，技能
え方を身に付けている。 を身に付けている。

【
「Ａ

数と式」の評価規準の設定例】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

数学的な技能

数量や図形など
についての知識・理解

【正の数の平方根の必要性と意味】
・数の平方根に関心を ・１辺の長さが１ｍであ
もち，その必要性と
る正方形の対角線の長
意味を考えたり，数
さなどが，どのような
の平方根を用いて，
数で表されるのかを考
身の回りの様々な事
えることができる。
象を表したり，その ・逐次近似的に求めるな
近似値を求めたりし
ど，平方根の近似値を
ようとしている。
求める方法を考えるこ
とができる。

・ 数 の 平 方 根 を 用 い ・数の平方根の必要性
て，身の回りの様々
と意味を理解してい
な事象を表すことが
る。
できる。
・有理数と無理数の意
・数の平方根を数直線
味を理解している。
上に表したり，大小
関係を不等号を用い
て表したりすること
ができる。

【数の平方根を含む式の計算】
・数の平方根を含む式 ・数の平方根を含む式の
の四則計算に関心を
計算を，既習の計算と
もち，その意味や計
関連付けて考えること

・数の平方根を含む式 ・平方根を含む式の四
の四則計算ができ
則計算の仕方を理解
る。
している。

算の仕方を考えた
り，計算したりしよ

ができる。

・

2 ＋１や 2 ＋ 3

b ＝ a× b
a
＝
（a ＞
b
b

などは，これ以上簡

０，b ＞０）が成り立
つことを確かめること
ができる。

あり，それぞれ一つ
の無理数を表してい
ることを理解してい

・

うとしている。

や

a×
a

単には表せない数で

a ＋ b ＝ a＋b

・

る。

が成り立たないことを
示すために，反例をあ
げることができる。
【平方根を用いて表したり処理したりすること】
・平方根を用いること ・正の数の平方根を用い
に関心をもち，具体
て表したり処理したり
的な場面で数量を表
した結果を基にして，
したり処理したりし
具体的な場面で数量や
ようとしている。
その関係について考え
ることができる。

・正の数の平方根を用
いて表したり処理し
たりすることができ
る。

【単項式と多項式の乗法・除法及び式の展開と因数分解】
・単項式と多項式の乗 ・単項式と多項式の乗法 ・単項式と多項式の乗
法及び多項式を単項
・除法の計算の方法
法及び多項式を単項
式で割る除法に関心
を，具体的な数の計算
式で割る除法の計算
をもち，それらの計
や既習の文字を用いた
ができる。
算をしようとしてい
式の計算と関連付けて ・簡単な一次式の乗法
る。
考えることができる。
の計算及び乗法公式
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・正の数の平方根を用
いると，具体的な場
面で数を用いて表し
たり処理したりする
範囲が広がることを
理解している。

・展開と因数分解及び
因数の意味を理解し
ている。

・一次式の乗法，式の
展開と因数分解に関
心をもち，それらの
計算をしようとして
いる。

・式の展開や因数分解の
仕方を，式を一つの文
字に置き換えたり，交
換，結合や分配法則な
どを用いたりして，既
習の計算に帰着させて
考えることができる。

や因数分解の公式を
用いる簡単な式の展
開や因数分解ができ
る。

【文字を用いた式でとらえ説明すること】
・文字を用いた式で数 ・数や図形の性質などが ・数量及び数量の関係 ・数量及び数量の関係
量及び数量の関係を
成り立つことを，数量
を，文字を用いた式
を帰納や類推によっ
とらえ説明すること
及び数量の関係をとら
で表すことができ
てとらえ，それを文
に関心をもち，問題
え，方針を明らかにし
る。
字を用いた式を使っ
の解決に生かそうと
て，文字を用いた式で ・乗法公式や因数分解
て一般的に説明する
している。
説明することができ
の公式を活用し，目
ことの必要性と意味
る。
的に応じて式を変形
を理解している。
・説明に用いた式の変形
することができる。
を振り返り，数や図形 ・文字を用いた式の意
についての新たな性質
味を読み取ることが
などを読み取ることが
できる。
できる。
【自然数と素因数分解】
・素因数分解に関心を ・素因数分解するとき，
もち，素因数分解し
分解の順序を変えて
たり，素数を見つけ
も，整理すると結果は
たりしようとしてい
同じ素数の積になるこ
る。
とを具体的・経験的に
確かめることができ
る。
【二次方程式の必要性と意味及びその解の意味】
・二次方程式とその解 ・二次方程式を変数が満
に関心をもち，その
たすべき条件ととら
必要性と意味を考え
え，条件が成り立つ変
たり，様々な数を代
数の値を求める方法を
入するなどして自分
考えることができる。
なりの方法で解を求
めたりしようとして
いる。

・１より大きい自然数
を素因数分解でき
る。

・二次方程式をつくる ・二次方程式の必要性
ことができる。
と意味及びその解の
・二次方程式に数を代
意味を理解してい
入して，その数が解
る。
であるかどうかを確
かめることができ
る。

【因数分解したり平方の形に変形したりして解くこと】
・二次方程式を解くこ ・因数分解や平方の形に ・因数分解したり平方
とに関心をもち，因
変形することを基にし
の形に変形したりし
数分解したり平方の
て，二次方程式の解き
て二次方程式を解く
形に変形したりして
方を考えることができ
ことができる。
二次方程式を解こう
る。
としている。
【解の公式を知り，二次方程式を解くこと】
・二次方程式の解の公 ・係数が数で表されてい
式に関心をもち，そ
る具体的な二次方程式
の導き方を考えた
を平方の形に変形する
り，それを用いて二
過程と比較しながら，
次方程式を解いたり
二次方程式 ax２＋bx＋
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・素因数分解や素数，
因数の意味を理解し
ている。

・解の公式を用いて二
次方程式を解くこと
ができる。

・因数分解や平方の形
に変形することを基
にした二次方程式の
解き方を理解してい
る。

・二次方程式の解の公
式について理解して
いる。
・解の公式を用いた二
次方程式の解き方を

しようとしている。

【二次方程式の活用】
・二次方程式を活用す
ることに関心をも
ち，問題の解決に生
かそうとしている。

理解している。

c＝０の解の公式の導
き方を考えることがで
きる。

・具体的な事象の中の数
量の関係をとらえ，二
次方程式をつくること
ができる。
・求めた解や解決の方法
が適切であるかどうか
を振り返って考えるこ
とができる。

・問題の中の数量やそ
の関係を文字を用い
た式で表し，それを
基にしてつくった二
次方程式を解くこと
ができる。

・二次方程式を活用し
て問題を解決する手
順を理解している。

（２）「Ｂ 図形」
【学習指導要領の内容】
(1) 図形の性質を三角形の相似条件などを基にして確かめ，論理的に考察し表現する能力を伸ばし，
相似な図形の性質を用いて考察することができるようにする。
ア 平面図形の相似の意味及び三角形の相似条件について理解すること。
イ 三角形の相似条件などを基にして図形の基本的な性質を論理的に確かめること。
ウ 平行線と線分の比についての性質を見いだし，それらを確かめること。
エ 基本的な立体の相似の意味と，相似な図形の相似比と面積比及び体積比の関係について理解す
ること。
オ 相似な図形の性質を具体的な場面で活用すること。
(2) 観察，操作や実験などの活動を通して，円周角と中心角の関係を見いだして理解し，それを用い
て考察することができるようにする。
ア 円周角と中心角の関係の意味を理解し，それが証明できることを知ること。
イ 円周角と中心角の関係を具体的な場面で活用すること。
(3) 観察，操作や実験などの活動を通して，三平方の定理を見いだして理解し，それを用いて考察す
ることができるようにする。
ア 三平方の定理の意味を理解し，それが証明できることを知ること。
イ 三平方の定理を具体的な場面で活用すること。
〔用語・記号〕 ∽
【
「Ｂ

図形」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

数学的な技能

様々な事象を相似な図 相似な図形の性質，円周 相似な図形の性質，三
形の性質，円周角と中 角と中心角の関係，三平 角 形 の 相 似 条 件 な ど
心角に関係，三平方の 方の定理などについての を，数学の用語や記号
定 理 な ど で と ら え た 基礎的・基本的な知識及 を用いて簡潔に表現し
り，平面図形の基本的 び技能を活用しながら， たり，円周角や中心角
な性質や関係を見いだ 事象に潜む関係や法則を の大きさを求めたり，
したりするなど，数学 見いだしたり，数学的な 直角三角形の辺の長さ
的に考え表現すること 推論の方法を用いて論理 を求めたりするなど，
に関心をもち，意欲的 的に考察し表現したり， 技 能 を 身 に 付 け て い
に数学を問題の解決に その過程を振り返って考 る。
活用して考えたり，判 えを深めたりするなど，
断したりしようとして 数学的な見方や考え方を
いる。
身に付けている。
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数量や図形など
についての知識・理解
相似の意味，三角形の
相似条件，平行線と線
分の比についての性
質，相似比と面積比及
び体積比の関係，円周
角と中心角の関係の意
味，三平方の定理の意
味などを理解し，知識
を身に付けている。

【
「Ｂ

図形」の評価規準の設定例】

数学への
関心・意欲・態度
【相似の意味】
・相似な図形の性質に
関心をもち，それに
ついて考えようとし
ている。

数学的な見方や考え方

数学的な技能

・相似な図形の性質を見
いだすことができる。

・相似な二つの図形の
辺や角の関係を記号
を用いて表したり，
その意味を読み取っ
たりすることができ
る。
・１点を中心として図
形を拡大または縮小
し，相似な図形をか
くことができる。

【三角形の相似条件】
・三角形の相似条件に ・三角形の合同条件を基 ・二つの三角形が相似
関心をもち，それに
にして，二つの三角形
であることや，辺や
ついて考えたり，そ
が相似になるための条
角の関係などを記号
れを用いて証明した
件を見いだすことがで
を用いて表したり，
りしようとしてい
きる。
その意味を読み取っ
る。
・三角形の相似条件を用
たりすることができ
いて，二つの三角形が
る。
相似であるかどうかを ・相似な三角形の対応
考えることができる。
する辺の長さや角の
・見いだした図形の性質
大きさを求めること
などを，三角形の相似
ができる。
条件を用いて証明する
ことができる。
【平行線と線分の比についての性質】
・平行線と線分の比に ・平行線と線分の比につ
ついての性質に関心
いての性質を，平行線
をもち，平行線の性
の性質や三角形の相似
質や三角形の相似条
条件を用いて証明する
件を用いて証明しよ
ことができる。
うとしている。

【相似比と面積比及び体積比の関係】
・相似な図形の相似比 ・相似な図形の相似比と
と面積比及び体積比
面積比及び体積比を調
に関心をもち，それ
べ，文字式を用いるな
らの関係について考
どしてそれらの関係に
えようとしている。
ついて考えることがで
きる。
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数量や図形など
についての知識・理解

・図形の相似の意味を
理解している。

・三角形の相似条件の
意味を理解してい
る。

・平行線と線分の比に
ついての性質を記号
を用いて表したり，
その意味を読み取っ
たりすることができ
る。
・平行線と線分の比に
ついての性質を用い
て，線分の長さなど
を求めることができ
る。

・平行線と線分の比に
ついての性質や中点
連結定理を理解して
いる。

・ある図形の面積や体
積が分かっていると
き，その図形と相似
な図形の面積や体積
を相似比を基にして
求めることができ
る。

・相似な図形の相似比
と面積比及び体積比
や，それらの関係に
ついて理解してい
る。

【相似な図形の性質の活用】
・相似な図形の性質を ・与えられた図形の中に
用いて具体的な事象
相似な図形を見いだし
をとらえることに関
たり，日常生活の場面
心をもち，問題の解
で対象を理想化や単純
決に生かそうとして
化することで相似な図
いる。
形とみなしたりして，
相似な図形の性質を用
いることで図形の性質
などを考えることがで
きる。
・相似な図形の性質を用
いて考えた結果が適切
であるかどうかを振り
返って確かめることが
できる。

・図形の辺の比の関係
を求めたり，直接測
定できない高さや距
離などを縮図をかい
て求めたりすること
ができる。

【円周角と中心角の関係の意味とその証明】
・円周角と中心角に関 ・円周角と中心角の関係 ・円周角と中心角の関
心をもち，それらの
や，同じ弧に対する円
係や，同じ弧に対す
関係や性質を見いだ
周角の性質を見いだす
る円周角の性質など
したり，その証明に
ことができる。
を記号を用いて表し
どのような図形の性 ・円周角と中心角の関係
たり，その意味を読
質が用いられている
の証明を読み，どのよ
み取ったりすること
のかを考えたりしよ
うな図形の性質が用い
ができる。
うとしている。
られているのかを考え ・円周角と中心角の関
ることができる。
係を用いて，角の大
きさを求めることが
できる。
【円周角と中心角の関係の活用】
・円周角と中心角の関 ・与えられた図形の中に
係を用いて具体的な
円を見いだしたり，日
事象をとらえること
常生活の場面で対象を
に関心をもち，問題
理想化や単純化するこ
の解決に生かそうと
とで円とみなしたりし
している。
て，円周角と中心角の
関係を用いることで図
形の性質などを考える
ことができる。
・円周角と中心角の関係
を用いて考えた結果が
適切であるかどうかを
振り返って確かめるこ
とができる。
【三平方の定理の意味とその証明】
・直角三角形の３辺の ・直角三角形の３辺の長
長さに関心をもち，
さの間に成り立つ関係
それらの間に成り立
に着目し，三平方の定
つ関係を見いだした
理を見いだすことがで
り，その証明にどの
きる。
ような図形の性質や ・三平方の定理の証明を
面積の関係が用いら
読み，どのような図形
れているのかを考え
の性質や面積の関係が
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・日常生活で相似な図
形の性質を利用して
いる場面を理解して
いる。

・円周角の意味，円周
角と中心角の関係及
び同じ弧に対する円
周角の性質の意味を
理解している。
・円周角と中心角の関
係が証明できること
を理解している。
・円周角の定理の逆の
意味を理解してい
る。

・円の外側にある１点 ・円の外側にある１点
から円に接線をひく
から円に接線をひく
作図や，長方形を使
作図の方法や，長方
って円の中心を求め
形を使って円の中心
ることなどができ
を求める方法などの
る。
手順を理解してい
る。

・三平方の定理を記号
を用いて表したり，
その意味を読み取っ
たりすることができ
る。
・三平方の定理を用い
て，直角三角形の辺
の長さなどを求める

・三平方の定理の意味
を理解している。
・三平方の定理が証明
できることを理解し
ている。
・三平方の定理の逆の
意味を理解してい
る。

たりしようとしてい
る。

用いられているのかを
ことができる。
考えることができる。 ・三平方の定理の逆を
用いて，ある三角形
が直角三角形である
かどうかを見分ける
ことができる。

【三平方の定理の活用】
・三平方の定理を用い ・与えられた図形の中に ・座標平面における２
て具体的な事象をと
直角三角形を見いだし
点間の距離や長方形
らえることに関心を
たり，日常生活の場面
の対角線の長さ，円
もち，問題の解決に
で対象を理想化や単純
錐の高さなどを求め
生かそうとしてい
化することで直角三角
ることができる。
る。
形とみなしたりして， ・建物の高さや，地図
三平方の定理を用いる
上に表された標高差
ことで図形の性質など
のある２地点間の距
を考えることができ
離などを求めること
る。
ができる。
・三平方の定理を用いて
考えた結果が適切であ
るかどうかを振り返っ
て確かめることができ
る。

・平面図形や空間図形
の計量をしたり，直
角をつくったりする
など，三平方の定理
やその逆が用いられ
る場面を理解してい
る。

（３）「Ｃ 関数」
【学習指導要領の内容】
(1) 具体的な事象の中から二つの数量を取り出し，それらの変化や対応を調べることを通して，関数
y＝ax２について理解するとともに，関数関係を見いだし表現し考察する能力を伸ばす。
ア 事象の中には関数y＝ax２としてとらえられるものがあることを知ること。
イ 関数y＝ax２について，表，式，グラフを相互に関連付けて理解すること。
ウ 関数y＝ax２を用いて具体的な事象をとらえ説明すること。
エ いろいろな事象の中に，関数関係があることを理解すること。
【
「Ｃ

関数」の評価規準に盛り込むべき事項】
数学への

関心・意欲・態度
様々な事象を関数 y＝
ax２ などとしてとらえ
たり，表，式，グラフ
などで表したりするな
ど，数学的に考え表現
することに関心をも
ち，意欲的に数学を問
題の解決に活用して考
えたり判断したりしよ
うとしている。

数学的な見方や考え方

数学的な技能

関数 y＝ax２ などについ
ての基礎的・基本的な知
識及び技能を活用しなが
ら，事象に潜む関係や法
則を見いだしたり，数学
的な推論の方法を用いて
論理的に考察し表現した
り，その過程を振り返っ
て考えを深めたりするな
ど，数学的な見方や考え
方を身に付けている。

関 数 y＝ax２ の 関 係 な
どを，表，式，グラフ
を用いて的確に表現し
たり，数学的に処理し
たりするなど，技能を
身に付けている。
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数量や図形など
についての知識・理解
事象の中には関数 y＝
ax２ などとしてとらえ
られるものがあること
や 関 数 y＝ax２ の 表 ，
式，グラフの関連など
を理解し，知識を身に
付けている。

【
「Ｃ

関数」の評価規準の設定例】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

数学的な技能

数量や図形など
についての知識・理解

【関数 y＝ax２の関係】
・ 関 数 y＝ax２ に 関 心 ・具体的な事象の中にあ ・ 関 数 y＝ax２ の 関 係 ・ 関 数 y＝ax２ の 意 味
をもち，具体的な事
る二つの数量の関係
を式で表すことがで
を理解している。
象の中から関数 y＝
を，変化や対応の様子
きる。
・２乗に比例すること
ax２ としてとらえら
に着目して調べ，関数 ・ 関 数 y＝ax２ の 関 係
の意味を理解してい
２
れる二つの数量を見
y＝ax としてとらえら
を表す式に数を代入
る。
いだしたり，その関
れる二つの数量を見い
し，対応する値を求
係を式で表したりし
だすことができる。
めることができる。
ようとしている。
【関数 y＝ax２の特徴】
・ 関 数 y＝ax２ の 特 徴 ・関数 y＝ax２の特徴を， ・ 関 数 y＝ax２ の 関 係 ・ 関 数 y＝ax２ の 特 徴
に関心をもち，表，
表，式，グラフを相互
を表，式，グラフで
を理解している。
式，グラフを用いて
に関連付けるなどして
表すことができる。
考えようとしてい
見 い だ す こ と が で き ・ 関 数 y＝ax２ の 変 化
る。
る。
の割合を求めること
ができる。
【関数 y＝ax２を用いて事象をとらえ説明すること】
・ 関 数 y＝ax２ を 用 い ・具体的な事象から取り ・ 関 数 y＝ax２ の 関 係
て具体的な事象をと
出した二つの数量の関
を表，式，グラフを
らえ説明することに
係 が 関 数 y＝ax２ で あ
用いて表現したり，
関心をもち，問題の
るかどうかを判断し，
処理したりすること
解決に生かそうとし
その変化や対応の特徴
ができる。
ている。
をとらえ，説明するこ
とができる。
・具体的な事象の中から
取り出した二つの数量
の関係を，理想化した
り単純化したりして関
数 y＝ax２ と み な し ，
変化や対応の様子を調
べたり，予測したりす
ることができる。
・関数 y＝ax２ を用いて
調べたり，予測したり
した結果が適切である
かどうかを振り返って
考えることができる。
【いろいろな事象と関数】
・いろいろな事象と関 ・具体的な事象の中から
数に関心をもち，表
見いだした関数関係を
やグラフなどで表し
既習の関数関係と比較
たり，その特徴を考
し，その特徴を考える
えたりしようとして
ことができる。
いる。
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・具体的な事象の中か
ら見いだした関数関
係を，表やグラフな
どで表すことができ
る。

・具体的な事象の中に
は ， 関 数 y＝ax２ と
みなすことで変化や
対応の様子について
調べたり，予測した
りできるものがある
ことを理解してい
る。

・具体的な事象の中か
ら見いだした関数関
係には，既習の比
例，反比例，一次
関 数 ， 関 数 y＝ax２
とは異なるものがあ
ることを理解してい
る。

（４）「Ｄ 資料の活用」
【学習指導要領の内容】
(1) コンピュータを用いたりするなどして，母集団から標本を取り出し，標本の傾向を調べることで，
母集団の傾向が読み取れることを理解できるようにする。
ア 標本調査の必要性と意味を理解すること。
イ 簡単な場合について標本調査を行い，母集団の傾向をとらえ説明すること。
〔用語・記号〕全数調査
【
「Ｄ

資料の活用」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

様々な事象について， 標本調査などについての
母集団から標本を抽出 基礎的・基本的な知識及
し，その傾向を調べる び技能を活用しながら，
ことで，母集団の傾向 事象に潜む関係や法則を
を推定しようとするな 見いだしたり，数学的な
ど，数学的に考え表現 推論の方法を用いて論理
す る こ と に 関 心 を も 的に考察し表現したり，
ち，意欲的に数学を問 その過程を振り返って考
題の解決に活用して考 えを深めたりするなど，
えたり判断したりしよ 数学的な見方や考え方を
うとしている。
身に付けている。

【
「Ｄ

数学的な技能
母集団から標本を取り
出し，表やグラフに整
理するなど，技能を身
に付けている。

数量や図形など
についての知識・理解
標本調査の必要性と意
味などを理解し，知識
を身に付けている。

資料の活用」の評価規準の設定例】

数学への
関心・意欲・態度

数学的な見方や考え方

【標本調査の必要性と意味】
・標本調査に関心をも ・母集団から偏りなく標
ち，その必要性と意
本を抽出する方法につ
味を考えたり，母集
いて考えることができ
団から偏りなく標本
る。
を抽出したり，母集 ・整理した標本を基にし
団の傾向を推定した
て，母集団の傾向を推
りしようとしてい
定することができる。
る。

数学的な技能

数量や図形など
についての知識・理解

・無作為に標本を抽出
し，整理することが
できる。

・標本調査や全数調査
の必要性と意味を理
解している。

【簡単な場合について標本調査を行い，母集団の傾向をとらえ説明すること】
・標本調査を行い，母 ・ 問 題 を 解 決 す る た め ・問題を解決するため ・標本調査を行い，問
集団の傾向をとらえ
に，標本調査を行い，
に，無作為に標本を
題を解決する手順を
説明することに関心
母集団の傾向をとらえ
抽出し，整理するこ
理解している。
をもち，問題の解決
説明することができ
とができる。
に生かそうとしてい
る。
る。
※

生徒がコンピュータを利用する場面で評価を行う場合，評価するのは評価規準の実現状況であり，
コンピュータの操作や情報通信ネットワークにおける検索についての技能や知識等ではないことに
注意する必要がある。
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第４章
第１

理科

教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１

教科目標
自然の事物・現象に進んでかかわり，目的意識をもって観察，実験などを行い，科学的に探究する能
力の基礎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，科学的な見方や考え方を養
う。

２

３

評価の観点及びその趣旨
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然の事物・現象に進ん
でかかわり，それらを科
学的に探究するととも
に，事象を人間生活との
かかわりでみようとす
る。

自然の事物・現象の中
に問題を見いだし，目
的意識をもって観察，
実験などを行い，事象
や結果を分析して解釈
し，表現している。

観察，実験を行い，基
本操作を習得するとと
もに，それらの過程や
結果を的確に記録，整
理し，自然の事物・現
象を科学的に探究する
技能の基礎を身に付け
ている。

自然事象についての
知識・理解
自然の事物・現象につ
いて，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。

第２

内容のまとまり
理科においては，以下に示す学習指導要領の内容の第１分野及び第２分野の（１）から（７）を内容
のまとまりとした。
[第１分野]
[第２分野]
(1) 身近な物理現象
(1) 植物の生活と種類
(2) 身の回りの物質
(2) 大地の成り立ちと変化
(3) 電流とその利用
(3) 動物の生活と生物の変遷
(4) 化学変化と原子・分子
(4) 気象とその変化
(5) 運動とエネルギー
(5) 生命の連続性
(6) 化学変化とイオン
(6) 地球と宇宙
(7) 科学技術と人間
(7) 自然と人間

Ⅰ

内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例
第１分野

１

第１分野の目標
(1) 物質やエネルギーに関する事物・現象に進んでかかわり，その中に問題を見いだし意欲的に探究す
る活動を通して，規則性を発見したり課題を解決したりする方法を習得させる。
(2) 物理的な事物・現象についての観察，実験を行い，観察・実験技能を習得させ，観察，実験の結果
を分析して解釈し表現する能力を育てるとともに，身近な物理現象，電流とその利用，運動とエネル
ギーなどについて理解させ，これらの事物・現象に対する科学的な見方や考え方を養う。
(3) 化学的な事物・現象についての観察，実験を行い，観察・実験技能を習得させ，観察，実験の結果
を分析して解釈し表現する能力を育てるとともに，身の回りの物質，化学変化と原子・分子，化学変
化とイオンなどについて理解させ，これらの事物・現象に対する科学的な見方や考え方を養う。
(4) 物質やエネルギーに関する事物・現象を調べる活動を行い，これらの活動を通して科学技術の発展
と人間生活とのかかわりについて認識を深め，科学的に考える態度を養うとともに，自然を総合的に
見ることができるようにする。
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２

第１分野の評価の観点の趣旨
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

物質やエネルギーに関す 物質やエネルギーに関 物質やエネルギーに関
る事物・現象に進んでか する事物・現象の中に する事物・現象につい
かわり，それらを科学的 問題を見いだし，目的 ての観察，実験の基本
に探究するとともに，事 意識をもって観察，実 操作を習得するととも
象を人間生活とのかかわ 験などを行い，事象や に，観察，実験の計画
りでみようとする。
結 果 を 分 析 し て 解 釈 的な実施，結果の記録
し，表現している。
や整理など，事象を科
学的に探究する技能の
基礎を身に付けてい
る。

３

自然事象についての
知識・理解
観察や実験などを通し
て，物質やエネルギー
に関する事物・現象に
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。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「身近な物理現象」
【学習指導要領の内容】
身近な事物・現象についての観察，実験を通して，光や音の規則性，力の性質について理解させると
ともに，これらの事物・現象を日常生活や社会と関連付けて科学的にみる見方や考え方を養う。
ア 光と音
(ｱ) 光の反射・屈折
光の反射や屈折の実験を行い，光が水やガラスなどの物質の境界面で反射，屈折するときの規
則性を見いだすこと。
(ｲ) 凸レンズの働き
凸レンズの働きについての実験を行い，物体の位置と像の位置及び像の大きさの関係を見いだ
すこと。
(ｳ) 音の性質
音についての実験を行い，音はものが振動することによって生じ空気中などを伝わること及び
音の高さや大きさは発音体の振動の仕方に関係することを見いだすこと。
イ 力と圧力
(ｱ) 力の働き
物体に力を働かせる実験を行い，物体に力が働くとその物体が変形したり動き始めたり，運動
の様子が変わったりすることを見いだすとともに，力は大きさと向きによって表されることを知
ること。
(ｲ) 圧力
圧力についての実験を行い，圧力は力の大きさと面積に関係があることを見いだすこと。また，
水圧や大気圧の実験を行い，その結果を水や空気の重さと関連付けてとらえること。

【
「身近な物理現象」の評価規準に盛り込むべき事項】
自然事象への
関心・意欲・態度
光と音，力と圧力に関す
る事物・現象に進んでか
かわり，それらを科学的
に探究するとともに，事
象を日常生活とのかかわ
りでみようとする。

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

光と音，力と圧力に関
する事物・現象の中に
問題を見いだし，目的
意識をもって観察，実
験などを行い，事象や
結果を分析して解釈
し，自らの考えを表現
している。

光と音，力と圧力に関
する事物・現象につい
ての観察，実験の基本
操作を習得するととも
に，観察，実験の計画
的な実施，結果の記録
や整理など，事象を科
学的に探究する技能の
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自然事象についての
知識・理解
観察や実験などを通し
て，光と音，力と圧力
に関する事物・現象に
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。

基礎を身に付けてい
る。

【
「身近な物理現象」の評価規準の設定例】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

・光の反射・屈折，凸レ
ンズの働き，音の性質
に関する事物・現象に
進んでかかわり，それ
らを科学的に探究しよ
うとするとともに，事
象を日常生活とのかか
わりでみようとする。

・光の反射・屈折，凸 ・光の反射・屈折，凸
レンズの働き，音の
レンズの働き，音の
性質に関する事物・
性質に関する観察，
現象の中に問題を見
実験の基本操作を習
いだし，目的意識を
得するとともに，観
もって観察，実験な
察，実験の計画的な
どを行い，光が反射，
実施，結果の記録や
屈折するときの規則
整理などの仕方を身
性，凸レンズにおけ
に付けている。
る物体の位置と像の
位置や大きさとの関
係，音の発生と伝わ
り方，音の高さや大
きさと発音体の振動
の関係などについて
自らの考えを導き，
表現している。

・光が反射，屈折する
ときの規則性，凸レ
ンズにおける物体の
位置と像の位置や大
きさとの関係，音の
発生と伝わり方，音
の高さや大きさと発
音体の振動の関係な
どについて基本的な
概念や原理・法則を
理解し，知識を身に
付けている。

・力の働き，圧力に関す
る事物・現象に進んで
かかわり，それらを科
学的に探究しようとす
るとともに，事象を日
常生活とのかかわりで
みようとする。

・力の働き，圧力に関 ・力の働き，圧力に関
する事物・現象の中
する観察，実験の基
に問題を見いだし，
本操作を習得すると
目的意識をもって観
ともに，観察，実験
察，実験などを行い，
の計画的な実施，結
力が働いた物体の形
果の記録や整理など
や運動の様子の変
の仕方を身に付けて
化，圧力と力の大き
いる。
さや面積との関係，
水圧や大気圧と水や
空気の重さとの関連
などについて自らの
考えを導いたりまと
めたりして，表現し
ている。

・物体に力が働くと変
形したり運動の様子
が変わったりするこ
と，力は大きさと向
きによって表される
こと，圧力は力の大
きさと面積に関係が
あること，水圧や大
気圧が水や空気の重
さと関連することな
どについて基本的な
概念や原理・法則を
理解し，知識を身に
付けている。

（２）「身の回りの物質」
【学習指導要領の内容】
身の回りの物質についての観察，実験を通して，固体や液体，気体の性質，物質の状態変化について
理解させるとともに，物質の性質や変化の調べ方の基礎を身に付けさせる。
ア 物質のすがた
(ｱ) 身の回りの物質とその性質
身の回りの物質の性質を様々な方法で調べ，物質には密度や加熱したときの変化など固有の性
質と共通の性質があることを見いだすとともに，実験器具の操作，記録の仕方などの技能を身に
付けること。
(ｲ) 気体の発生と性質
気体を発生させてその性質を調べる実験を行い，気体の種類による特性を見いだすとともに，
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気体を発生させる方法や捕集法などの技能を身に付けること。
水溶液
(ｱ) 物質の溶解
物質が水に溶ける様子の観察を行い，水溶液の中では溶質が均一に分散していることを見いだ
すこと。
(ｲ) 溶解度と再結晶
水溶液から溶質を取り出す実験を行い，その結果を溶解度と関連付けてとらえること。
ウ 状態変化
(ｱ) 状態変化と熱
物質の状態変化についての観察，実験を行い，状態変化によって物質の体積は変化するが質量
は変化しないことを見いだすこと。
(ｲ) 物質の融点と沸点
物質の状態が変化するときの温度の測定を行い，物質は融点や沸点を境に状態が変化すること
や沸点の違いによって物質の分離ができることを見いだすこと。
イ

【
「身の回りの物質」の評価規準に盛り込むべき事項】
自然事象への
関心・意欲・態度
物質のすがた，水溶液，
状態変化に関するする事
物・現象に進んでかかわ
り，それらを科学的に探
究するとともに，事象を
日常生活とのかかわりで
みようとする。

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

物質のすがた，水溶液，
状態変化に関する事物
・現象の中に問題を見
いだし，目的意識をも
って観察，実験などを
行い，事象や結果を分
析して解釈し，自らの
考えを表現している。

物質のすがた，水溶液，
状態変化に関する事物
・現象についての観
察，実験の基本操作を
習得するとともに，観
察，実験の計画的な実
施，結果の記録や整理
など，事象を科学的に
探究する技能の基礎を
身に付けている。

自然事象についての
知識・理解
観察や実験などを通し
て，物質のすがた，水
溶液，状態変化に関す
る事物・現象について
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。

【
「身の回りの物質」の評価規準の設定例】
自然事象への
関心・意欲・態度

自然事象についての
知識・理解

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

・身の回りの物質とその
性質，気体の発生と性
質に関する事物・現象
に進んでかかわり，そ
れらを科学的に探究し
ようとするとともに，
事象を日常生活とのか
かわりでみようとす
る。

・身の回りの物質とそ
の性質，気体の発生
と性質に関する事物
・現象の中に問題を
見いだし，目的意識
をもって観察，実験
などを行い，物質の
固有の性質と共通の
性質，気体の種類に
よる特性などについ
て自らの考えを導
き，表現している。

・実験器具の操作，気
体を発生させる方法
や捕集法など観察，
実験の基本操作を習
得するとともに，観
察，実験の計画的な
実施，結果の記録や
整理などの仕方を身
に付けている。

・物質の固有の性質と
共通の性質，気体の
種類による特性など
について基本的な概
念を理解し，知識を
身に付けている。

・物質の溶解，溶解度と
再結晶に関する事物・
現象に進んでかかわ
り，それらを科学的に
探究しようとするとと

・物質の溶解，溶解度
と再結晶に関する事
物・現象の中に問題
を見いだし，目的意
識をもって観察，実

・物質の溶解，溶解度
と再結晶に関する観
察，実験の基本操作
を習得するととも
に，観察，実験の計

・水溶液中では溶質が
均一に分散している
こと，水溶液から溶
質を取り出すことな
どについて基本的な
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もに，事象を日常生活
とのかかわりでみよう
とする。

・状態変化と熱，物質の
融点と沸点に関する事
物・現象に進んでかか
わり，それらを科学的
に探究しようとすると
ともに，事象を日常生
活とのかかわりでみよ
うとする。

験などを行い，粒子
のモデルと関連付け
た溶質の均一な分
散，溶解度と再結晶
との関連などについ
て自らの考えを導い
たりまとめたりし
て，表現している。

画的な実施，結果の
記録や整理などの仕
方を身に付けてい
る。

概念を理解し，知識
を身に付けている。

・状態変化と熱，物質 ・状態変化と熱，物質
の融点と沸点に関す
の融点と沸点に関す
る事物・現象の中に
る事物・現象につい
問題を見いだし，目
ての観察，実験の基
的意識をもって観
本操作を習得すると
察，実験などを行い，
ともに，観察，実験
粒子のモデルと関連
の計画的な実施，結
付けた状態変化によ
果の記録や整理など
る体積の変化，融点
の仕方を身に付けて
や沸点を境にした物
いる。
質の状態変化，沸点
の違いによる物質の
分離などについて自
らの考えを導き，表
現している。

・状態変化によって物
質の体積は変化する
が質量は変化しない
こと，物質は融点や
沸点を境に状態が変
化すること，沸点の
違いによって物質の
分離ができることな
どについて基本的な
概念を理解し，知識
を身に付けている。

（３）「電流とその利用」
【学習指導要領の内容】
電流回路についての観察，実験を通して，電流と電圧との関係及び電流の働きについて理解させると
ともに，日常生活や社会と関連付けて電流と磁界についての初歩的な見方や考え方を養う。
ア 電流
(ｱ) 回路と電流・電圧
回路をつくり，回路の電流や電圧を測定する実験を行い，回路の各点を流れる電流や各部に加
わる電圧についての規則性を見いだすこと。
(ｲ) 電流・電圧と抵抗
金属線に加わる電圧と電流を測定する実験を行い，電圧と電流の関係を見いだすとともに金属
線には電気抵抗があることを見いだすこと。
(ｳ) 電気とそのエネルギー
電流によって熱や光などを発生させる実験を行い，電流から熱や光などが取り出せること及び
電力の違いによって発生する熱や光などの量に違いがあることを見いだすこと。
(ｴ) 静電気と電流
異なる物質同士をこすり合わせると静電気が起こり，帯電した物体間では空間を隔てて力が働
くこと及び静電気と電流は関係があることを見いだすこと。
イ 電流と磁界
(ｱ) 電流がつくる磁界
磁石や電流による磁界の観察を行い，磁界を磁力線で表すことを理解するとともに，コイルの
回りに磁界ができることを知ること。
(ｲ) 磁界中の電流が受ける力
磁石とコイルを用いた実験を行い，磁界中のコイルに電流を流すと力が働くことを見いだすこ
と。
(ｳ) 電磁誘導と発電
磁石とコイルを用いた実験を行い，コイルや磁石を動かすことにより電流が得られることを見
いだすとともに，直流と交流の違いを理解すること。
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【
「電流とその利用」の評価規準に盛り込むべき事項】
自然事象への
関心・意欲・態度
電流と電圧との関係及び
電流の働きに関する事物
・現象に進んでかかわ
り，それらを科学的に探
究するとともに，事象を
日常生活とのかかわりで
みようとする。

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

電流と電圧との関係及
び電流の働きに関する
事物・現象の中に問題
を見いだし，目的意識
をもって観察，実験な
どを行い，事象や結果
を分析して解釈し，自
らの考えを表現してい
る。

電流と電圧との関係及
び電流の働きに関する
事物・現象についての
観察，実験の基本操作
を習得するとともに，
観察，実験の計画的な
実施，結果の記録や整
理など，事象を科学的
に探究する技能の基礎
を身に付けている。

自然事象についての
知識・理解
観察や実験などを通し
て，電流と電圧との関
係及び電流の働きに関
する事物・現象につい
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。

【
「電流とその利用」の評価規準の設定例】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

・回路と電流・電圧，電 ・回路と電流・電圧，
流・電圧と抵抗，電気
電流・電圧と抵抗，
とそのエネルギー，静
電気とそのエネルギ
電気と電流に関する事
ー，静電気と電流に
物・現象に進んでかか
関する事物・現象の
わり，それらを科学的
中に問題を見いだ
に探究しようとすると
し，目的意識をもっ
ともに，事象を日常生
て観察，実験などを
活とのかかわりでみよ
行い，回路における
うとする。
電流や電圧の規則
性，金属線に加わる
電圧と電流の関係や
電気抵抗，電流によ
る熱や光の発生と電
力との関連，静電気
の性質や静電気と電
流との関係などにつ
いて自らの考えを導
き，表現している。

・回路と電流・電圧，
電流・電圧と抵抗，
電気とそのエネルギ
ー，静電気と電流に
関する観察，実験の
基本操作を習得する
とともに，観察，実
験の計画的な実施，
結果の記録や整理な
どの仕方を身に付け
ている。

・電流がつくる磁界，磁 ・電流がつくる磁界，
界中の電流が受ける
磁界中の電流が受け
力，電磁誘導と発電に
る力，電磁誘導と発
関する事物・現象に進
電に関する事物・現
んでかかわり，それら
象の中に問題を見い
を科学的に探究しよう
だし，目的意識をも
とするとともに，事象
って観察，実験など
を日常生活とのかかわ
を行い，磁界の表し
りでみようとする。
方やコイルの回りに
できる磁界，磁界中
のコイルに電流を流
したときに働く力，
コイルや磁石を動か

・電流がつくる磁界， ・磁界を磁力線で表す
磁界中の電流が受け
ことやコイルの回り
る力，電磁誘導と発
に磁界ができるこ
電に関する観察，実
と，磁界中のコイル
験の基本操作を習得
に電流を流すと力が
するとともに，観察，
働くこと，コイルや
実験の計画的な実
磁石を動かすと電流
施，結果の記録や整
が得られること，直
理などの仕方を身に
流と交流の違いなど
付けている。
について基本的な概
念や原理・法則を理
解し，知識を身に付
けている。

- 100 -

・回路における電流や
電圧の規則性，金属
線に加わる電圧と電
流の関係や電気抵
抗，電流による熱や
光の発生と電力との
関連，静電気の性質
や静電気と電流との
関係などについて基
本的な概念や原理・
法則を理解し，知識
を身に付けている。

すときに得られる電
流などについて自ら
の考えを導いたりま
とめたりして，表現
している。

（４）「化学変化と原子・分子」
【学習指導要領の内容】
化学変化についての観察，実験を通して，化合，分解などにおける物質の変化やその量的な関係につ
いて理解させるとともに，これらの事象を原子，分子のモデルと関連付けてみる見方や考え方を養う。
ア 物質の成り立ち
(ｱ) 物質の分解
物質を分解する実験を行い，分解して生成した物質から元の物質の成分が推定できることを見
いだすこと。
(ｲ) 原子・分子
物質は原子や分子からできていることを理解し，原子は記号で表されることを知ること。
イ 化学変化
(ｱ) 化合
２種類の物質を化合させる実験を行い，反応前とは異なる物質が生成することを見いだすとと
もに，化学変化は原子や分子のモデルで説明できること，化合物の組成は化学式で表されること
及び化学変化は化学反応式で表されることを理解すること。
(ｲ) 酸化と還元
酸化や還元の実験を行い，酸化や還元が酸素の関係する反応であることを見いだすこと。
(ｳ) 化学変化と熱
化学変化によって熱を取り出す実験を行い，化学変化には熱の出入りが伴うことを見いだすこ
と。
ウ 化学変化と物質の質量
(ｱ) 化学変化と質量の保存
化学変化の前後における物質の質量を測定する実験を行い，反応物の質量の総和と生成物の質
量の総和が等しいことを見いだすこと。
(ｲ) 質量変化の規則性
化学変化に関係する物質の質量を測定する実験を行い，反応する物質の質量の間には一定の関
係があることを見いだすこと。

【
「化学変化と原子・分子」の評価規準に盛り込むべき事項】
自然事象への
関心・意欲・態度
物質の成り立ち，化学変
化，化学変化と物質の質
量に関する事物・現象に
進んでかかわり，それら
を科学的に探究するとと
もに，事象を日常生活と
のかかわりでみようとす
る。

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

物質の成り立ち，化学
変化，化学変化と物質
の質量に関する事物・
現象の中に問題を見い
だし，目的意識をもっ
て観察，実験などを行
い，事象や結果を分析
して解釈し，自らの考
えを表現している。

物質の成り立ち，化学
変化，化学変化と物質
の質量に関する事物・
現象についての観察，
実験の基本操作を習得
するとともに，観察，
実験の計画的な実施，
結果の記録や整理な
ど，事象を科学的に探
究する技能の基礎を身
に付けている。
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自然事象についての
知識・理解
観察や実験などを通し
て，物質の成り立ち，
化学変化，化学変化と
物質の質量に関する事
物・現象についての基
本的な概念や原理・法
則を理解し，知識を身
に付けている。

【
「化学変化と原子・分子」の評価規準の設定例】
自然事象への
関心・意欲・態度

自然事象についての
知識・理解

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

・物質の分解，原子・分
子に関する事物・現象
に進んでかかわり，そ
れらを科学的に探究し
ようとするとともに，
事象を日常生活とのか
かわりでみようとす
る。

・物質の分解，原子・
分子に関する事物・
現象の中に問題を見
いだし，目的意識を
もって観察，実験な
どを行い，分解して
生成した物質から元
の物質の成分が推定
できること，物質は
原子や分子からでき
ていることなどにつ
いて自らの考えを導
いたりまとめたりし
て，表現している。

・物質の分解，原子・
分子に関する事物・
現象について観察，
実験の基本操作を習
得するとともに，観
察，実験の計画的な
実施，結果の記録や
整理などの仕方を身
に付けている。

・分解して生成した物
質から元の物質の成
分の推定できるこ
と，物質は原子や分
子からできているこ
と，原子は記号で表
されることなどにつ
いて基本的な概念を
理解し，知識を身に
付けている。

・化合，酸化と還元，化
学反応と熱に関する事
物・現象に進んでかか
わり，それらを科学的
に探究しようとすると
ともに，事象を日常生
活とのかかわりでみよ
うとする。

・化合，酸化と還元， ・化合，酸化と還元，
化学変化と熱に関す
化学変化と熱に関す
る事物・現象の中に
る観察，実験の基本
問題を見いだし，目
操作を習得するとと
的意識をもって観
もに，観察，実験の
察，実験などを行い，
計画的な実施，結果
原子や分子のモデル
の記録や整理などの
と関連付けた化合に
仕方を身に付けてい
よる異なる物質の生
る。
成，原子や分子のモ
デルと関連付けた酸
化・還元と酸素との
関係，化学変化に伴
う熱の出入りなどに
ついて自らの考えを
導いたりまとめたり
して，表現している。

・化合によって反応前
とは異なる物質が生
成すること，化学変
化は原子や分子のモ
デルで説明できるこ
と，化合物の組成は
化学式で，化学変化
は化学反応式で表さ
れること，酸化と還
元は酸素の関係する
反応であること，化
学変化には熱の出入
りが伴うことなどに
ついて基本的な概念
を理解し，知識を身
に付けている。

・化学変化と質量の保
存，質量変化の規則性
に関する事物・現象に
進んでかかわり，それ
らを科学的に探究しよ
うとするとともに，事
象を日常生活とのかか
わりでみようとする。

・化学変化と質量の保
存，質量変化の規則
性に関する事物・現
象の中に問題を見い
だし，目的意識をも
って観察，実験など
を行い，原子や分子
のモデルと関連付け
て，反応物の質量の
総和と生成物の質量
の総和が等しいこ
と，反応する物質の
質量の間には一定の
関係があることなど
について自らの考え
を導き，表現してい
る。

・化学変化における物
質の質量の測定など
観察，実験の基本操
作を習得するととも
に，観察，実験の計
画的な実施，結果の
記録や整理などの仕
方を身に付けてい
る。

・反応の前後で物質の
質量の総和が等しい
こと，反応する物質
の質量の間には一定
の関係があることな
どについて基本的な
概念や原理・法則を
理解し，知識を身に
付けている。
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（５）「運動とエネルギー」
【学習指導要領の内容】
物体の運動やエネルギーに関する観察，実験を通して，物体の運動の規則性やエネルギーの基礎につ
いて理解させるとともに，日常生活や社会と関連付けて運動とエネルギーの初歩的な見方や考え方を養
う。
ア 運動の規則性
(ｱ) 力のつり合い
物体に働く２力についての実験を行い，力がつり合うときの条件を見いだすこと。また，力の
合成と分解についての実験を行い，合力や分力の規則性を理解すること。
(ｲ) 運動の速さと向き
物体の運動についての観察，実験を行い，運動には速さと向きがあることを知ること。
(ｳ) 力と運動
物体に力が働く運動及び力が働かない運動についての観察，実験を行い，力が働く運動では運
動の向きや時間の経過に伴って物体の速さが変わること及び力が働かない運動では物体は等速直
線運動することを見いだすこと。
イ 力学的エネルギー
(ｱ) 仕事とエネルギー
仕事に関する実験を行い，仕事と仕事率について理解すること。また，衝突の実験を行い，物
体のもつエネルギーの量は物体が他の物体になしうる仕事で測れることを理解すること。
(ｲ) 力学的エネルギーの保存
力学的エネルギーに関する実験を行い，運動エネルギーと位置エネルギーが相互に移り変わる
ことを見いだし，力学的エネルギーの総量が保存されることを理解すること。

【
「運動とエネルギー」の評価規準に盛り込むべき事項】
自然事象への
関心・意欲・態度
運動の規則性，力学的エ
ネルギーに関する事物・
現象に進んでかかわり，
それらを科学的に探究す
るとともに，事象を日常
生活とのかかわりでみよ
うとする。

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

運動の規則性，力学的
エネルギーに関する事
物・現象の中に問題を
見いだし，目的意識を
もって観察，実験など
を行い，事象や結果を
分析して解釈し，自ら
の考えを表現してい
る。

運動の規則性，力学的
エネルギーに関する事
物・現象についての観
察，実験の基本操作を
習得するとともに，観
察，実験の計画的な実
施，結果の記録や整理
など，事象を科学的に
探究する技能の基礎を
身に付けている。

自然事象についての
知識・理解
観察や実験などを通し
て，運動の規則性，力
学的エネルギーに関す
る事物・現象について
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。

【
「運動とエネルギー」の評価規準の設定例】
自然事象への
関心・意欲・態度
・力のつり合い，運動の
速さと向き，力と運動
に関する事物・現象に
進んでかかわり，それ
らを科学的に探究しよ
うとするとともに，事
象を日常生活とのかか
わりでみようとする。

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

・力のつり合い，運動
の速さと向き，力と
運動に関する事物・
現象の中に問題を見
いだし，目的意識を
もって観察，実験な
どを行い，力がつり
合うときの条件，合
力や分力の規則性，
運動の速さと向き，

・力のつり合い，運動
の速さと向き，力と
運動に関する観察，
実験の基本操作を習
得するとともに，観
察，実験の計画的な
実施，結果の記録や
整理などの仕方を身
に付けている。

- 103 -

自然事象についての
知識・理解
・力がつり合うときの
条件，合力や分力の
規則性，運動の速さ
と向き，物体に力が
働くときと働かない
ときの運動の規則性
などについて基本的
な概念や原理・法則
を理解し，知識を身
に付けている。

物体に力が働くとき
と働かないときの運
動の規則性などにつ
いて自らの考えを導
いたりまとめたりし
て，表現している。
・仕事とエネルギー，力
学的エネルギーの保存
に関する事物・現象に
進んでかかわり，それ
らを科学的に探究しよ
うとするとともに，事
象を日常生活とのかか
わりでみようとする。

・仕事とエネルギー， ・仕事とエネルギー，
力学的エネルギーの
力学的エネルギーの
保存に関する事物・
保存に関する観察，
現象の中に問題を見
実験の基本操作を習
いだし，目的意識を
得するとともに，観
もって観察，実験な
察，実験の計画的な
どを行い，仕事と仕
実施，結果の記録や
事率，エネルギーと
整理などの仕方を身
仕事，運動エネルギ
に付けている。
ーと位置エネルギー
の相互の移り変わ
り，力学的エネルギ
ーの保存などについ
て自らの考えを導い
たりまとめたりし
て，表現している。

・仕事と仕事率，物体
のもつエネルギーの
量は物体が他の物体
になしうる仕事で測
れること，運動エネ
ルギーと位置エネル
ギーが相互に移り変
わること，力学的エ
ネルギーの総量が保
存されることなどに
ついて基本的な概念
や原理・法則を理解
し，知識を身に付け
ている。

（６）「化学変化とイオン」
【学習指導要領の内容】
化学変化についての観察，実験を通して，水溶液の電気伝導性や中和反応について理解させるととも
に，これらの事物・現象をイオンのモデルと関連付けてみる見方や考え方を養う。
ア 水溶液とイオン
(ｱ) 水溶液の電気伝導性
水溶液に電流を流す実験を行い，水溶液には電流が流れるものと流れないものとがあることを
見いだすこと。
(ｲ) 原子の成り立ちとイオン
電気分解の実験を行い，電極に物質が生成することからイオンの存在を知ること。また，イオ
ンの生成が原子の成り立ちに関係することを知ること。
(ｳ) 化学変化と電池
電解質水溶液と２種類の金属などを用いた実験を行い，電流が取り出せることを見いだすとと
もに，化学エネルギーが電気エネルギーに変換されていることを知ること。
イ 酸・アルカリとイオン
(ｱ) 酸・アルカリ
酸とアルカリの性質を調べる実験を行い，酸とアルカリのそれぞれの特性が水素イオンと水酸
化物イオンによることを知ること。
(ｲ) 中和と塩
中和反応の実験を行い，酸とアルカリを混ぜると水と塩が生成することを理解すること。

【
「化学変化とイオン」の評価規準に盛り込むべき事項】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

水溶液とイオン，酸・ア
ルカリとイオンに関する
事物・現象に進んでかか
わり，それらを科学的に

水溶液とイオン，酸・
アルカリとイオンに関
する事物・現象の中に
問題を見いだし，目的

水溶液とイオン，酸・
アルカリとイオンに関
する事物・現象につい
ての観察，実験の基本

観察や実験などを通し
て，水溶液とイオン，
酸・アルカリとイオン
に関する事物・現象に
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探究するとともに，事象 意識をもって観察，実 操作を習得するととも
を日常生活とのかかわり 験などを行い，事象や に，観察，実験の計画
でみようとする。
結 果 を 分 析 し て 解 釈 的な実施，結果の記録
し，自らの考えを表現 や整理など，事象を科
している。
学的に探究する技能の
基礎を身に付けてい
る。

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。

【
「化学変化とイオン」の評価規準の設定例】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

・水溶液の電気伝導性，
原子の成り立ちとイオ
ン，化学変化と電池に
関する事物・現象に進
んでかかわり，それら
を科学的に探究しよう
とするとともに，事象
を日常生活とのかかわ
りでみようとする。

・ 水 溶 液 の 電 気 伝 導 ・ 水 溶 液 の 電 気 伝 導 ・水溶液には電流が流
性，原子の成り立ち
性，電気分解，電池
れるものと流れない
とイオン，化学変化
に関する観察，実験
ものがあること，イ
と電池に関する事物
の基本操作を習得す
オンが存在するこ
・現象の中に問題を
るとともに，観察，
と，イオンの生成が
見いだし，目的意識
実験の計画的な実
原子の成り立ちに関
をもって観察，実験
施，結果の記録や整
係すること，電池は
などを行い，水溶液
理などの仕方を身に
化学エネルギーが電
の種類と電気伝導
付けている。
気エネルギーに変換
性，イオンの存在，
されていることなど
イオンのモデルと関
について基本的な概
連付けた化学変化に
念を理解し，知識を
よる電流の取出しな
身に付けている。
どについて自らの考
えを導いたりまとめ
たりして，表現して
いる。

・酸・アルカリ，中和と
塩に関する事物・現象
に進んでかかわり，そ
れらを科学的に探究し
ようとするとともに，
事象を日常生活とのか
かわりでみようとす
る。

・酸・アルカリ，中和 ・ 酸 ・ ア ル カ リ の 性
と塩に関する事物・
質，中和反応に関す
現象の中に問題を見
る観察，実験の基本
いだし，目的意識を
操作を習得するとと
もって観察，実験な
もに，観察，実験の
どを行い，酸・アル
計画的な実施，結果
カリの特性と水素イ
の記録や整理などの
オン・水酸化物イオ
仕方を身に付けてい
ンとの関係，イオン
る。
のモデルと関連付け
た中和反応による水
と塩の生成などにつ
いて自らの考えをま
とめ，表現している。

・酸・アルカリの特性
が水素イオンと水酸
化物イオンによるこ
と，中和反応によっ
て水と塩が生成する
ことなどについて基
本的な概念を理解
し，知識を身に付け
ている。

（７）「科学技術と人間」
【学習指導要領の内容】
エネルギー資源の利用や科学技術の発展と人間生活とのかかわりについて認識を深め，自然環境の保
全と科学技術の利用の在り方について科学的に考察し判断する態度を養う。
ア エネルギー
(ｱ) 様々なエネルギーとその変換
エネルギーに関する観察，実験を通して，日常生活や社会では様々なエネルギーの変換を利用
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していることを理解すること。
(ｲ) エネルギー資源
人間は，水力，火力，原子力などからエネルギーを得ていることを知るとともに，エネルギー
の有効な利用が大切であることを認識すること。
イ 科学技術の発展
(ｱ) 科学技術の発展
科学技術の発展の過程を知るとともに,科学技術が人間の生活を豊かで便利にしてきたことを
認識すること。
ウ 自然環境の保全と科学技術の利用
(ｱ) 自然環境の保全と科学技術の利用
自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について科学的に考察し，持続可能な社会をつくる
ことが重要であることを認識すること。
【
「科学技術と人間」の評価規準に盛り込むべき事項】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

エネルギー，科学技術の エネルギー，科学技術
発展，自然環境の保全と の発展，自然環境の保
科学技術の利用に関する 全と科学技術の利用に
事物・現象に進んでかか 関する事物・現象の中
わり，それらを科学的に に問題を見いだし，目
探究するとともに，自然 的意識をもって観察，
環境の保全と科学技術の 実験などを行い，事象
利用の在り方について科 や結果を分析して解釈
学的に考察し判断しよう し，自らの考えを表現
とする。
している。

観察・実験の技能
エネルギー，科学技術
の発展，自然環境の保
全と科学技術の利用に
関する観察，実験，調
査などを行い，観察，
実験などの計画的な実
施，結果の記録や整理
など，事象を科学的に
探究する技能の基礎を
身に付けている。

自然事象についての
知識・理解
観察，実験，調査など
を行い，エネルギー，
科学技術の発展，自然
環境の保全と科学技術
の利用に関する事物・
現象についての基本的
な概念や原理・法則を
理解し，エネルギー資
源の利用や科学技術の
発展と人間生活とのか
かわりについて認識し
ている。

【
「科学技術と人間」の評価規準の設定例】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

・様々なエネルギーとそ
の変換，エネルギー資
源に関する事物・現象
に進んでかかわり，そ
れらを科学的に探究し
ようとするとともに，
事象を日常生活とのか
かわりでみようとす
る。

・様々なエネルギーと
その変換，エネルギ
ー資源に関する事物
・現象の中に問題を
見いだし，目的意識
をもって観察，実験
などを行い，エネル
ギー資源の安定な確
保と有効利用が大切
であることなどにつ
いて自らの考えを導
いたりまとめたりし
て，表現している。

・様々なエネルギーと
その変換，エネルギ
ー資源に関する観
察，実験などの計画
的な実施，結果の記
録や整理などの仕方
を身に付けている。

・様々な形態のエネル
ギーが相互に変換さ
れることを理解し，
エネルギー資源の有
効な利用が大切であ
ることを認識してい
る。

・科学技術の発展に関す
る具体的な事例に進ん
でかかわり，それらを
科学的に探究しようと

・科学技術の発展に関
する具体的な事例の
調査などを行い，科
学技術が人間の生活

・科学技術の発展に関
する具体的な事例の
調査などを行い，結
果の記録や整理，資

・科学技術の発展の過
程を理解し，科学技
術の発展や科学技術
が人間生活を豊かで
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するとともに，事象を
日常生活とのかかわり
でみようとする。

を豊かで便利にして
きたことについて自
らの考えをまとめ，
表現している。

料の活用の仕方など
を身に付けている。

便利にしてきたこと
について認識してい
る。

・自然環境の保全と科学
技術の利用に関する事
物・現象に進んでかか
わり，それらを科学的
に探究しようとすると
ともに，科学的な根拠
に基づいて意思決定し
ようとする。

・自然環境の保全と科
学技術の利用に関す
る事物・現象の中に
問題を見いだし，テ
ーマを設定して調査
を行い，自然環境の
保全と科学技術の利
用の在り方につい
て，科学的な根拠に
基づいて考えを導い
たり判断したりし
て，表現している。

・自然環境の保全と科
学技術の利用に関す
る事物・現象につい
て調査を行い，結果
の記録や整理，資料
の活用の仕方などを
身に付けている。

・自然環境の保全と科
学技術の利用につい
て理解し，持続可能
な社会をつくること
の重要性を認識して
いる。
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Ⅱ

第２分野
１

２

第２分野の目標
(1) 生物とそれを取り巻く自然の事物・現象に進んでかかわり，その中に問題を見いだし意欲的に探究
する活動を通して，多様性や規則性を発見したり課題を解決したりする方法を習得させる。
(2) 生物や生物現象について観察，実験を行い，観察・実験技能を習得させ，観察，実験の結果を分析
して解釈し表現する能力を育てるとともに，植物や動物の生活と種類，生物の細胞と生殖などについ
て理解させ，これらの事物・現象に対する科学的な見方や考え方を養う。
(3) 地学的な事物・現象についての観察，実験を行い，観察・実験技能を習得させ，観察，実験結果を
分析して解釈し表現する能力を育てるとともに，大地の成り立ちと変化，気象とその変化，地球と宇
宙などについて理解させ，これらの事物・現象に対する科学的な見方や考え方を養う。
(4) 生物とそれを取り巻く自然の事物・現象を調べる活動を行い，
自然の調べ方を身に付けるとともに，
これらの活動を通して生命を尊重し，自然環境の保全に寄与する態度を育て，自然を総合的にみるこ
とができるようにする。
第２分野の評価の観点の趣旨
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

生物とそれを取り巻く自 生物とそれを取り巻く
然の事物・現象に進んで 自然の事物・現象の中
かかわり，それらを科学 に問題を見いだし，目
的に探究するとともに， 的意識をもって観察，
生命を尊重し，自然環境 実験などを行い，事象
の保全に寄与しようとす や結果を分析して解釈
る。
し，表現している。

３

観察・実験の技能
生物とそれを取り巻く
自然の事物・現象に関
する観察，実験の基本
操作を習得するととも
に，観察，実験の計画
的な実施，結果の記録
や整理など，事象を科
学的に探究する技能の
基礎を身に付けてい
る。

自然事象についての
知識・理解
観察や実験などを通し
て，生物とそれを取り
巻く自然の事物・現象
に関する基本的な概念
や原理・法則を理解
し，知識を身に付けて
いる。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「植物の生活と種類」
【学習指導要領の内容】
身近な植物などについての観察，実験を通して，生物の調べ方の基礎を身に付けさせるとともに，植
物の体のつくりと働きを理解させ，植物の生活と種類についての認識を深める。
ア 生物の観察
(ｱ) 生物の観察
校庭や学校周辺の生物の観察を行い，いろいろな生物が様々な場所で生活していることを見い
だすとともに，観察器具の操作，観察記録の仕方などの技能を身に付け，生物の調べ方の基礎を
習得すること。
イ 植物の体のつくりと働き
(ｱ) 花のつくりと働き
いろいろな植物の花のつくりの観察を行い，その観察記録に基づいて，花のつくりの基本的な
特徴を見いだすとともに，それらを花の働きと関連付けてとらえること。
(ｲ) 葉・茎・根のつくりと働き
いろいろな植物の葉，茎，根のつくりの観察を行い，その観察記録に基づいて，葉，茎，根の
つくりの基本的な特徴を見いだすとともに，それらを光合成，呼吸，蒸散に関する実験結果と関
連付けてとらえること。
ウ 植物の仲間
(ｱ) 種子植物の仲間
花や葉，茎，根の観察記録に基づいて，それらを相互に関連付けて考察し，植物が体のつくり
の特徴に基づいて分類できることを見いだすとともに，植物の種類を知る方法を身に付けること。
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(ｲ) 種子をつくらない植物の仲間
シダ植物やコケ植物の観察を行い，これらと種子植物の違いを知ること。
【
「植物の生活と種類」の評価規準に盛り込むべき事項】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

生物の観察，植物の体の 生物の観察，植物の体 生物の観察，植物の体
つくりと働き，植物の仲 のつくりと働き，植物 のつくりと働き，植物
間に関する事物・現象に の仲間に関する事物・ の仲間に関する事物・
進んでかかわり，それら 現象の中に問題を見い 現象についての観察，
を科学的に探究するとと だし，目的意識をもっ 実験の基本操作を習得
もに，生命を尊重し，自 て観察，実験などを行 するとともに，観察，
然環境の保全に寄与しよ い，事象や結果を分析 実験の計画的な実施，
うとする。
して解釈し，自らの考 結 果 の 記 録 や 整 理 な
えを表現している。
ど，事象を科学的に探
究する技能の基礎を身
に付けている。

自然事象についての
知識・理解
観察や実験などを行
い，植物の体のつくり
と働き，植物の仲間に
関する事物・現象につ
いて基本的な概念，多
様性や規則性を理解
し，知識を身に付けて
いる。

【
「植物の生活と種類」の評価規準の設定例】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

・校庭や学校周辺の生物
に関する事物・現象に
進んでかかわり，それ
らを科学的に探究しよ
うとする。

・校庭や学校周辺の生 ・顕微鏡やルーペなど
物に関する事物・現
の使い方やスケッチ
象の中に問題を見い
の仕方などを習得す
だし，目的意識をも
るとともに，生物の
って観察などを行
調べ方の基礎を身に
い，いろいろな生物
付けている。
が様々な場所で生活
していることなどに
ついて自らの考えを
導き，表現している。

・花のつくりと働き，葉
・茎・根のつくりと働
きに関する事物・現象
に進んでかかわり，そ
れらを科学的に探究し
ようとするとともに，
生命を尊重しようとす
る。

・花のつくりと働き， ・花のつくりと働き， ・植物の体のつくりの
葉・茎・根のつくり
葉・茎・根のつくり
基本的な特徴，花の
と働きに関する事物
と働きに関する観
働きや光合成・呼吸
・現象の中に問題を
察，実験の基本操作
・蒸散の働き，植物
見いだし，目的意識
を習得するととも
の体のつくりと働き
をもって観察，実験
に，観察，実験の計
との関係について基
などを行い，植物の
画的な実施，結果の
本的な概念や規則性
体のつくりの基本的
記録や整理などの仕
を理解し，知識を身
な特徴，花の働きや
方を身に付けてい
に付けている。
光合成，呼吸，蒸散
る。
などと植物の体のつ
くりとの関連などに
ついて自らの考えを
導いたりまとめたり
して，表現している。

・種子植物の仲間，種子
をつくらない植物の仲

・種子植物の仲間，種
子をつくらない植物
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・種子植物の仲間，種
子をつくらない植物

・いろいろな生物が様
々な場所で生活して
いること，光や水の
量によって生育する
植物の種類や生育状
況に相違があること
などについて理解
し，知識を身に付け
ている。

・植物の体のつくりの
共通点や相違点を基

間について進んでかか
わり，それらを科学的
に探究するとともに，
生命を尊重し，自然環
境の保全に寄与しよう
とする。

の仲間について問題
を見いだし，目的意
識をもって観察を行
い，植物は体のつく
りに基づいて分類で
きること，種子植物
と種子をつくらない
植物との違いなどに
ついて自らの考えを
導いたりまとめたり
して，表現している。

の仲間についての観
察の基本操作を習得
するとともに，観察
結果の記録や整理，
資料の活用の仕方
（植物の種類を知る
方法）などを身に付
けている。

に，植物を分類でき
ることや，種子植物
と種子をつくらない
植物との違いなどに
ついて基本的な概念
や規則性を理解し，
知識を身に付けてい
る。

（２）「大地の成り立ちと変化」
【学習指導要領の内容】
大地の活動の様子や身近な岩石，地層，地形などの観察を通して，地表に見られる様々な事物・現象
を大地の変化と関連付けて理解させ，大地の変化についての認識を深める。
ア 火山と地震
(ｱ) 火山活動と火成岩
火山の形，活動の様子及びその噴出物を調べ，それらを地下のマグマの性質と関連付けてとら
えるとともに，火山岩と深成岩の観察を行い，それらの組織の違いを成因と関連付けてとらえる
こと。
(ｲ) 地震の伝わり方と地球内部の働き
地震の体験や記録を基に，その揺れの大きさや伝わり方の規則性に気付くとともに，地震の原
因を地球内部の働きと関連付けてとらえ，地震に伴う土地の変化の様子を理解すること。
イ 地層の重なりと過去の様子
(ｱ) 地層の重なりと過去の様子
野外観察などを行い，観察記録を基に，地層のでき方を考察し，重なり方や広がり方について
の規則性を見いだすとともに，地層とその中の化石を手掛かりとして過去の環境と地質年代を推
定すること。

【
「大地の成り立ちと変化」の評価規準に盛り込むべき事項】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

火山と地震，地層の重な 火山と地震，地層の重 火山と地震，地層の重
りと過去の様子に関する なりと過去の様子に関 なりと過去の様子に関
事物・現象に進んでかか する事物・現象の中に する事物・現象につい
わり，それらを科学的に 問題を見いだし，目的 ての観察，実験の基本
探究するとともに，自然 意識をもって観察，実 操作を習得するととも
環境の保全に寄与しよう 験などを行い，事象や に，観察，実験の計画
とする。
結 果 を 分 析 し て 解 釈 的な実施，結果の記録
し，自らの考えを表現 や整理など，事象を科
している。
学的に探究する技能の
基礎を身に付けてい
る。

自然事象についての
知識・理解
観察，モデル実験など
を行い，火山と地震，
地層の重なりと過去の
様子に関する事物・現
象についての基本的な
概念や規則性，関連性
などを理解し，知識を
身に付けている。

【
「大地の成り立ちと変化」の評価規準の設定例】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

・火山活動と火成岩，地

・火山活動と火成岩，

・火山活動と火成岩，

・火山の形や活動の様
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震の伝わり方と地球内
部の働きに関する事物
・現象に進んでかかわ
り，それらを科学的に
探究しようとするとと
もに，事象を日常生活
とのかかわりでみよう
とする。

・地層の重なりと過去の
様子に関する事物・現
象に進んでかかわり，
それらを科学的に探究
しようとするととも
に，自然環境の保全に
寄与しようとする。

地震の伝わり方と地
球内部の働きに関す
る事物・現象の中に
問題を見いだし，目
的意識をもって観
察，実験などを行い，
火山の形や活動の様
子及び火山噴出物と
マグマの性質との関
連，火山岩と深成岩
の組織の違いと成因
との関連，地震の揺
れの大きさや伝わり
方の規則性，地震の
原因と地球内部の働
きとの関連などにつ
いて自らの考えをま
とめ，表現している。
・地層の重なりと過去
の様子に関する事物
・現象の中に問題を
見いだし，目的意識
をもって観察，実験
などを行い，地層の
重なり方や広がり方
についての規則性，
地層とその中の化石
を手掛かりとした過
去の環境と地質年代
の推定などについて
自らの考えを導いた
りまとめたりして，
表現している。

地震の伝わり方と地
球内部の働きに関す
る観察，実験の基本
操作を習得するとと
もに，観察，実験の
計画的な実施，結果
の記録や整理，資料
の活用の仕方などを
身に付けている。

子及び火山噴出物と
マグマの性質との関
連，火山岩と深成岩
の組織の違いと成因
との関連，地震の揺
れの大きさや伝わり
方の規則性，地震の
原因と地球内部の働
きとの関連，地震に
伴う土地の変化など
ついて基本的な概念
を理解し，知識を身
に付けている。

・地層の重なりと過去 ・地層の重なり方や広
の様子に関する野外
がり方の規則性，地
観察などの基本操作
層とその中の化石を
を習得するととも
手掛かりとして過去
に，観察，実験の計
の環境と地質年代を
画的な実施，結果の
推定できることにつ
記録や整理などの仕
いての基本的な概念
方を身に付けてい
を理解し，知識を身
る。
に付けている。

（３）「動物の生活と生物の変遷」
【学習指導要領の内容】
生物の体は細胞からできていることを観察を通して理解させる。また，動物などについての観察，実
験を通して，動物の体のつくりと働きを理解させ，動物の生活と種類についての認識を深めるとともに，
生物の変遷について理解させる。
ア 生物と細胞
(ｱ) 生物と細胞
生物の組織などの観察を行い，生物の体が細胞からできていること及び植物と動物の細胞のつ
くりの特徴を見いだすこと。
イ 動物の体のつくりと働き
(ｱ) 生命を維持する働き
消化や呼吸，血液の循環についての観察，実験を行い，動物の体が必要な物質を取り入れ運搬
している仕組みを観察，実験の結果と関連付けてとらえること。また，不要となった物質を排出
する仕組みがあることについて理解すること。
(ｲ) 刺激と反応
動物が外界の刺激に適切に反応している様子の観察を行い，その仕組みを感覚器官，神経系及
び運動器官のつくりと関連付けてとらえること。
ウ 動物の仲間
(ｱ) 脊椎動物の仲間

- 111 -

脊椎動物の観察記録に基づいて，体のつくりや子の生まれ方などの特徴を比較，整理し，脊椎
動物が幾つかの仲間に分類できることを見いだすこと。
(ｲ) 無脊椎動物の仲間
無脊椎動物の観察などを行い，その観察記録に基づいて，それらの動物の特徴を見いだすこと。
エ 生物の変遷と進化
(ｱ) 生物の変遷と進化
現存の生物及び化石の比較などを基に，現存の生物は過去の生物が変化して生じてきたもので
あることを体のつくりと関連付けてとらえること。
【
「動物の生活と生物の変遷」の評価規準に盛り込むべき事項】
自然事象への
関心・意欲・態度
生物と細胞，動物の体の
つくりと働き，動物の仲
間，生物の変遷と進化に
関する事物・現象に進ん
でかかわり，それらを科
学的に探究するととも
に，生命を尊重し，自然
環境の保全に寄与しよう
とする。

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

生物と細胞，動物の体
のつくりと働き，動物
の仲間，生物の変遷と
進化に関する事物・現
象の中に問題を見いだ
し，目的意識をもって
観察，実験などを行い，
事象や結果を分析して
解釈し，自らの考えを
表現している。

生物と細胞，動物の体
のつくりと働き，動物
の仲間，生物の変遷と
進化に関する事物・現
象についての観察，実
験の基本操作を習得す
るとともに，観察，実
験の計画的な実施，結
果の記録や整理など，
事象を科学的に探究す
る技能の基礎を身に付
けている。

自然事象についての
知識・理解
観察や実験などを行
い，生物と細胞，動物
の体のつくりと働き，
動物の仲間，生物の変
遷と進化に関する事物
・現象について基本的
な概念，多様性や規則
性を理解し，知識を身
に付けている。

【
「動物の生活と生物の変遷」の評価規準の設定例】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

・生物と細胞に関する事 ・生物と細胞に関する
物・現象に進んでかか
事物・現象の中に問
わり，それらを科学的
題を見いだし，目的
に探究しようとする。
意識をもって観察な
どを行い，動物と植
物の細胞のつくりの
特徴などについて自
らの考えを導き，表
現している。

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

・生物と細胞に関する ・生物の体は細胞から
観察などの基本操作
できていることや動
を習得するととも
物と植物の細胞のつ
に，観察の計画的な
くりの特徴などにつ
実施，結果の記録や
いて基本的な概念を
整理などの仕方を身
理解し，知識を身に
に付けている。
付けている。

・生命を維持する働き， ・ 生 命 を 維 持 す る 働 ・ 生 命 を 維 持 す る 働 ・動物の体が必要な物
刺激と反応に関する事
き，刺激と反応に関
き，刺激と反応など
質を取り入れて運搬
物・現象に進んでかか
する事物・現象の中
に関する観察，実験
する仕組み，不要な
わり，それらを科学的
に問題を見いだし，
の基本操作を習得す
物質を排出する仕組
に探究しようとすると
目的意識をもって観
るとともに，観察，
み，外界の刺激に反
ともに，生命を尊重し
察，実験などを行い，
実験の計画的な実
応する仕組みなどに
ようとする。
動物の体が必要な物
施，結果の記録や整
ついて基本的な概念
質を取り入れて運搬
理などの仕方を身に
や規則性を理解し，
する仕組み，外界の
付けている。
知識を身に付けてい
刺激に反応する仕組
る。
みなどについて自ら
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の考えをまとめ，表
現している。
・脊椎動物の仲間，無脊
椎動物の仲間に関する
事物・現象に進んでか
かわり，それらを科学
的に探究しようとする
とともに，生命を尊重
しようとする。

・脊椎動物の仲間，無 ・脊椎動物の仲間，無 ・体のつくりや子の生
脊椎動物の仲間に関
脊椎動物の仲間に関
まれ方の特徴などに
する事物・現象の中
する観察，実験など
基づいて脊椎動物が
に問題を見いだし，
の基本操作を習得す
分類できること，無
目的意識をもって観
るとともに，観察，
脊椎動物の特徴など
察，実験などを行い，
実験の計画的な実
について基本的な概
脊椎動物がいくつか
施，結果の記録や整
念，多様性や規則性
の仲間に分類できる
理，資料の活用の仕
を理解し，知識を身
ことや無脊椎動物の
方などを身に付けて
に付けている。
特徴などについて自
いる。
らの考えを導き，表
現している。

・生物の変遷と進化に関
する事物・現象に進ん
でかかわり，それらを
科学的に探究しようと
するとともに，生命を
尊重し，自然環境の保
全に寄与しようとす
る。

・生物の変遷と進化に
関する事物・現象の
中に問題を見いだ
し，目的意識をもっ
て観察，実験などを
行い，現存の生物は
過去の生物が変化し
て生じてきたことと
体のつくりとの関連
などについて自らの
考えをまとめ，表現
している。

・生物の変遷と進化に
関する事物・現象に
ついての観察，実験
などを行い，結果の
記録や整理，資料の
活用の仕方などを身
に付けている。

・現存の生物は過去の
生物が変化して生じ
てきたことを体のつ
くりと関連付けて理
解し，知識を身に付
けている。

（４）「気象とその変化」
【学習指導要領の内容】
身近な気象の観察，観測を通して，気象要素と天気の変化の関係を見いださせるとともに，気象現象
についてそれが起こる仕組みと規則性についての認識を深める。
ア 気象観測
(ｱ) 気象観測
校庭などで気象観測を行い，観測方法や記録の仕方を身に付けるとともに，その観測記録など
に基づいて，気温，湿度，気圧，風向などの変化と天気との関係を見いだすこと。
イ 天気の変化
(ｱ) 霧や雲の発生
霧や雲の発生についての観察，実験を行い，そのでき方を気圧，気温及び湿度の変化と関連付
けてとらえること。
(ｲ) 前線の通過と天気の変化
前線の通過に伴う天気の変化の観測結果などに基づいて，その変化を暖気，寒気と関連付けて
とらえること。
ウ 日本の気象
(ｱ) 日本の天気の特徴
天気図や気象衛星画像などから，日本の天気の特徴を気団と関連付けてとらえること。
(ｲ) 大気の動きと海洋の影響
気象衛星画像や調査記録などから，日本の気象を日本付近の大気の動きや海洋の影響に関連付
けてとらえること。
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【
「気象とその変化」の評価規準に盛り込むべき事項】
自然事象への
関心・意欲・態度
気象観測，天気の変化，
日本の気象に関する事物
・現象に進んでかかわ
り，それらを科学的にそ
れらを探究するととも
に，自然環境の保全に寄
与しようとする。

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

気象観測，天気の変化，
日本の気象に関する事
物・現象の中に問題を
見いだし，目的意識を
もって観察，実験など
を行い，事象や結果を
分析して解釈し，自ら
の考えを表現してい
る。

気象観測，天気の変化，
日本の気象に関する事
物・現象についての観
察，実験の基本操作を
習得するとともに，観
察，実験の計画的な実
施，結果の記録や整理
など，事象を科学的に
探究する技能の基礎を
身に付けている。

自然事象についての
知識・理解
観察や実験などを行
い，気象観測や天気の
変化，日本の気象に関
する事物・現象につい
て基本的な概念や規則
性を理解し，知識を身
に付けている。

【
「気象とその変化」の評価規準の設定例】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

・身近な気象に関する事 ・身近な気象に関する ・身近な気象を観測す
物・現象に進んでかか
事物・現象の中に問
る基本操作を習得す
わり，それらを科学的
題を見いだし，目的
るとともに，得られ
に探究しようとすると
意識をもって気象観
た気象データの記録
ともに，事象を日常生
測を行い，観測記録
や整理などの仕方を
活とのかかわりでみよ
などに基づいて，気
身に付けている。
うとする。
象要素（気温，湿度，
気圧，風向など）の
変化と天気との関係
などについて自らの
考えを導き，表現し
ている。

自然事象についての
知識・理解
・気象要素（気温，湿
度，気圧，風向など）
の変化と天気との関
係などについて理解
し，知識を身に付け
ている。

・霧や雲の発生，前線の
通過と天気の変化に関
する事物・現象に進ん
でかかわり，それらを
科学的に探究しようと
するとともに，事象を
日常生活とのかかわり
でみようとする。

・霧や雲の発生，前線
の通過と天気の変化
に関する事物・現象
の中に問題を見いだ
し，目的意識をもっ
て観察，実験などを
行い，雲や霧のでき
方と気圧，気温及び
湿度の変化との関
連，前線の通過に伴
う天気の変化と暖気
・寒気との関連など
について自らの考え
をまとめ，表現して
いる。

・霧や雲の発生に関す ・霧や雲のでき方，湿
る観察，実験につい
度の変化や凝結，水
ての基本操作を習得
の循環，前線の通過
するとともに，観察，
に伴う天気の変化な
実験などの計画的な
どの仕組みと規則性
実施，結果の記録や
について基本的な概
整理などの仕方を身
念を理解し，知識を
に付けている。
身に付けている。

・日本の天気の特徴，大
気の動きと海洋の影響
に関する事物・現象に
進んでかかわり，それ

・日本の天気の特徴，
大気の動きと海洋の
影響に関する事物・
現象の中に問題を見

・日本の天気の特徴，
大気の動きと海洋の
影響に関して，天気
図や気象衛星画像の
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・日本の天気の特徴と
気団との関連，日本
の気象と日本付近の
大気の動きや海洋の

らを科学的に探究しよ
うとするとともに，自
然環境の保全に寄与し
ようとする。

いだし，天気図や気
象衛星画像，調査記
録などから日本の天
気の特徴と気団との
関連，日本の気象と
日本付近の大気や海
洋との関連などにつ
いて自らの考えをま
とめ，表現している。

資料の活用の仕方な
どを身に付けてい
る。

影響との関連などに
ついて基本的な概念
を理解し，知識を身
に付けている。

（５）「生命の連続性」
【学習指導要領の内容】
身近な生物についての観察，実験を通して，生物の成長と殖え方，遺伝現象について理解させるとと
もに，生命の連続性について認識を深める。
ア 生物の成長と殖え方
(ｱ) 細胞分裂と生物の成長
体細胞分裂の観察を行い，その過程を確かめるとともに，細胞の分裂を生物の成長と関連付け
てとらえること。
(ｲ) 生物の殖え方
身近な生物の殖え方を観察し，有性生殖と無性生殖の特徴を見いだすとともに，生物が殖えて
いくときに親の形質が子に伝わることを見いだすこと。
イ 遺伝の規則性と遺伝子
(ｱ) 遺伝の規則性と遺伝子
交配実験の結果などに基づいて，親の形質が子に伝わるときの規則性を見いだすこと。

【
「生命の連続性」の評価規準に盛り込むべき事項】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

生物の成長と殖え方，遺 生物の成長と殖え方， 生物の成長と殖え方，
伝の規則性と遺伝子に関 遺伝の規則性と遺伝子 遺伝の規則性と遺伝子
する事物・現象に進んで に関する事物・現象の に関する事物・現象に
かかわり，それらを科学 中に問題を見いだし， ついての観察，実験の
的に探究するとともに， 目 的 意 識 を も っ て 観 基本操作を習得すると
生命を尊重し，自然環境 察，実験などを行い， ともに，観察，実験の
の保全に寄与しようとす 事象や結果を分析して 計画的な実施，結果の
る。
解釈し，自らの考えを 記録や整理など，事象
表現している。
を科学的に探究する技
能の基礎を身に付けて
いる。

自然事象についての
知識・理解
観察や実験などを行
い，生物の成長と殖え
方，遺伝の規則性と遺
伝子に関する事物・現
象について基本的な概
念や規則性を理解し，
知識を身に付けてい
る。

【
「生命の連続性」の評価規準の設定例】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

・細胞分裂と生物の成
長，生物の殖え方に関
する事物・現象に進ん
でかかわり，それらを
科学的に探究しようと
するとともに，生命を

・細胞分裂と生物の成
長，生物の殖え方に
関する事物・現象の
中に問題を見いだ
し，目的意識をもっ
て観察，実験などを

・細胞分裂と生物の成
長，生物の殖え方に
関する観察，実験の
基本操作を習得する
とともに，観察，実
験の計画的な実施，

・体細胞分裂の過程
や細胞分裂と生物の
成長との関連，有性
生殖と無性生殖の特
徴や親の形質が子に
伝わることなどにつ
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尊重しようとする。

・遺伝の規則性と遺伝子
に関する事物・現象に
進んでかかわり，それ
らを科学的に探究しよ
うとするとともに，生
命を尊重し，自然環境
の保全に寄与しようと
する。

行い，体細胞分裂の
過程や細胞分裂と生
物の成長との関連，
有性生殖と無性生殖
の特徴，親の形質が
子に伝わることなど
について自らの考え
を導いたりまとめた
りして，表現してい
る。

結果の記録や整理な
どの仕方を身に付け
ている。

いて基本的な概念を
理解し，知識を身に
付けている。

・遺伝の規則性と遺伝 ・遺伝の規則性に関す
子に関する事物・現
る事物・現象につい
象の中に問題を見い
ての観察，実験など
だし，交配実験の結
の基本操作を習得す
果などに基づいて親
るとともに，交配実
の形質が子に伝わる
験の結果の記録や整
ときの規則性などに
理などの仕方を身に
ついて自らの考えを
付けている。
導き，表現している。

・染色体にある遺伝子
を介して親から子へ
形質が伝わること，
分離の法則などの基
本的な概念や規則性
を理解し，知識を身
に付けている。

（６）「地球と宇宙」
【学習指導要領の内容】
身近な天体の観察を通して，地球の運動について考察させるとともに，太陽や惑星の特徴及び月の運
動と見え方を理解させ，太陽系や恒星など宇宙についての認識を深める。
ア 天体の動きと地球の自転・公転
(ｱ) 日周運動と自転
天体の日周運動の観察を行い，その観察記録を地球の自転と関連付けてとらえること。
(ｲ) 年周運動と公転
星座の年周運動や太陽の南中高度の変化などの観察を行い，その観察記録を地球の公転や地軸
の傾きと関連付けてとらえること。
イ 太陽系と恒星
(ｱ) 太陽の様子
太陽の観察を行い，その観察記録や資料に基づいて，太陽の特徴を見いだすこと。
(ｲ) 月の運動と見え方
月の観察を行い，その観察記録や資料に基づいて，月の公転と見え方を関連付けてとらえるこ
と。
(ｳ) 惑星と恒星
観測資料などを基に，惑星と恒星などの特徴を理解するとともに，惑星の見え方を太陽系の構
造と関連付けてとらえること。

【
「地球と宇宙」の評価規準に盛り込むべき事項】
自然事象への
関心・意欲・態度
天体の動きと地球の自転
・公転，太陽系と恒星に
関する事物・現象に進ん
でかかわり，それらを科
学的に探究するととも
に，自然環境の保全に寄
与しようとする。

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

天体の動きと地球の自
転・公転，太陽系と恒
星に関する事物・現象
の中に問題を見いだ
し，目的意識をもって
観察，実験などを行い，
事象や結果を分析して
解釈し，自らの考えを

天体の動きと地球の自
転・公転，太陽系と恒
星に関する事物・現象
についての観察，実験
の基本操作を習得する
とともに，観察，実験
の計画的な実施，結果
の記録や整理など，事

観察や実験などを行
い，天体の動きと地球
の自転・公転，太陽系
と恒星に関する事物・
現象について基本的な
概念や原理・法則を理
解し，知識を身に付け
ている。
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表現している。

象を科学的に探究する
技能の基礎を身に付け
ている。

【
「地球と宇宙」の評価規準の設定例】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

・日周運動と自転，年周
運動と公転に関する事
物・現象に進んでかか
わり，それらを科学的
に探究しようとすると
ともに，事象を日常生
活とのかかわりでみよ
うとする。

・日周運動と自転，年 ・天体の日周運動，星
周運動と公転に関す
座の年周運動や太陽
る事物・現象の中に
の南中高度の変化に
問題を見いだし，目
関する観察などの基
的意識をもって観
本操作を習得すると
察，実験などを行い，
ともに，観察の計画
日周運動の観察記録
的な実施，結果の記
と地球の自転との関
録や整理などの仕方
連，星座の年周運動
を身に付けている。
や太陽の南中高度の
変化などの観察記録
と地球の公転や地軸
の傾きとの関連など
について自らの考え
をまとめ，表現して
いる。

・日周運動と地球の自
転との関連，星座の
年周運動や太陽の南
中高度の変化などと
地球の公転や地軸の
傾きとの関連につい
て基本的な概念や原
理・法則を理解し，
知識を身に付けてい
る。

・太陽の様子，月の運動
と見え方，惑星と恒星
に関する事物・現象に
進んでかかわり，それ
らを科学的に探究しよ
うとするとともに，自
然環境の保全に寄与し
ようとする。

・太陽の様子，月の運 ・太陽の様子，月の運
動と見え方，惑星と
動と見え方，惑星と
恒星に関する事物・
恒星に関する観察な
現象の中に問題を見
どの基本操作を習得
いだし，目的意識を
するとともに，観察
もって観察，実験な
の計画的な実施，結
どを行い，太陽の観
果の記録や整理，資
察記録や資料に基づ
料の活用の仕方など
く太陽の特徴，月の
を身に付けている。
観察記録や資料に基
づく月の公転と見え
方との関連，観測資
料などに基づく惑星
の見え方と太陽系の
構造との関連などに
ついて自らの考えを
導いたりまとめたり
して，表現している。

・太陽の特徴，月の公
転と見え方との関
連，惑星と恒星など
の特徴，惑星の見え
方と太陽系の構造と
の関連について基本
的な概念を理解し，
知識を身に付けてい
る。

（７）「自然と人間」
【学習指導要領の内容】
自然環境を調べ，自然界における生物相互の関係や自然界のつり合いについて理解させるとともに，
自然と人間のかかわり方について認識を深め，自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について科学
的に考察し判断する態度を養う。
ア 生物と環境
(ｱ) 自然界のつり合い
微生物の働きを調べ，植物，動物及び微生物を栄養の面から相互に関連付けてとらえるととも
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に，自然界では，これらの生物がつり合いを保って生活していることを見いだすこと。
(ｲ) 自然環境の調査と環境保全
身近な自然環境について調べ，様々な要因が自然界のつり合いに影響していることを理解する
とともに，自然環境を保全することの重要性を認識すること。
イ 自然の恵みと災害
(ｱ) 自然の恵みと災害
自然がもたらす恵みと災害などについて調べ，これらを多面的，総合的にとらえて，自然と人
間のかかわり方について考察すること。
ウ 自然環境の保全と科学技術の利用
(ｱ) 自然環境の保全と科学技術の利用
自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について科学的に考察し，持続可能な社会をつくる
ことが重要であることを認識すること。
【
「自然と人間」の評価規準に盛り込むべき事項】
自然事象への
関心・意欲・態度

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

生物と環境，自然の恵み 生物と環境，自然の恵 生物と環境，自然の恵
と災害，自然環境の保全 みと災害，自然環境の みと災害，自然環境の
と科学技術の利用に関す 保全と科学技術の利用 保全と科学技術の利用
る事物・現象に進んでか に関する事物・現象の に関する事物・現象に
かわり，それらを科学的 中に問題を見いだし， ついての観察，実験，
に探究するとともに，自 目 的 意 識 を も っ て 観 調査などを行い，観察，
然環境の保全と科学技術 察，実験などを行い， 実験などの計画的な実
の利用の在り方について 事象や結果を分析して 施，結果の記録や整理
科学的に考察し判断しよ 解釈し，自らの考えを など，事象を科学的に
うとする。
表現している。
探究する技能の基礎を
身に付けている。

自然事象についての
知識・理解
観察，実験，調査など
を行い，生物と環境，
自然の恵みと災害，自
然環境の保全と科学技
術の利用に関する事物
・現象についての基本
的な概念や規則性を理
解し，自然と人間のか
かわり方について認識
している。

【
「自然と人間」の評価規準の設定例】
自然事象への
関心・意欲・態度
・自然界のつり合い，自
然環境の調査と環境保
全に関する事物・現象
に進んでかかわり，そ
れらを科学的に探究し
ようとするとともに，
生命を尊重し，自然環
境の保全に寄与しよう
とする。

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

・自然界のつり合い，
自然環境の調査と環
境保全に関する事物
・現象の中に問題を
見いだし，目的意識
をもって観察，実験
などを行い，自然界
では生産者である植
物，消費者である動
物，分解者である菌
類や細菌類などの微
生物が生活している
こと，生物がつり合
いを保って生活して
いること，自然環境
を保全することの重
要性などについて自
らの考えを導いたり
まとめたりして，表

・自然界のつり合い，
自然環境の調査と環
境保全に関する事物
・現象についての観
察，実験の計画的な
実施，結果の記録や
整理，資料の活用の
仕方などを身に付け
ている。
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自然事象についての
知識・理解
・植物，動物及び微生
物の栄養の面からの
相互の関連，自然界
では生物がつり合い
を保って生活してい
ることなどについて
基本的な概念や規則
性を理解し，自然環
境を保全することの
重要性を認識してい
る。

現している。
・自然の恵みと災害に関
する具体的な事例に進
んでかかわり，それら
を科学的に探究しよう
とするとともに，生命
を尊重し，自然環境の
保全に寄与しようとす
る。

・自然の恵みと災害に
ついて調べ，自然を
多面的，総合的にと
らえて，自然と人間
のかかわり方につい
て自らの考えをまと
め，表現している。

・自然の恵みと災害に ・自然の恵みと災害に
関する具体的な事例
ついて理解し，自然
の調査などを行い，
と人間のかかわり方
結果の記録や整理，
について認識してい
資料の活用の仕方な
る。
どを身に付けてい
る。

・自然環境の保全と科学
技術の利用に関する事
物・現象に進んでかか
わり，それらを科学的
に探究しようとすると
ともに，科学的な根拠
に基づいて意思決定し
ようとする。

・自然環境の保全と科
学技術の利用に関す
る事物・現象の中に
問題を見いだし，テ
ーマを設定して調査
を行い，自然環境の
保全と科学技術の利
用の在り方につい
て，科学的な根拠に
基づいて考えを導い
たり判断したりし
て，表現している。

・自然環境の保全と科
学技術の利用に関す
る事物・現象につい
て調査を行い，結果
の記録や整理，資料
の活用の仕方などを
身に付けている。
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・自然環境の保全と科
学技術の利用につい
て理解し，持続可能
な社会をつくること
の重要性を認識して
いる。
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第５章
第１

音楽

教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１

教科目標
表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，音楽を愛好する心情を育てるとともに，音楽に対する感性を豊
かにし，音楽活動の基礎的な能力を伸ばし，音楽文化についての理解を深め，豊かな情操を養う。

２

評価の観点及びその趣旨
音楽への
関心・意欲・態度
音楽に親しみ，音や音楽
に対する関心をもち，主
体的に音楽表現や鑑賞の
学習に取り組もうとす
る。

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

鑑賞の能力

音楽を形づくっている
要素を知覚し，それら
の働きが生み出す特質
や雰囲気を感受しなが
ら，音楽表現を工夫し，
どのように表すかにつ
いて思いや意図をもっ
ている。

創意工夫を生かした音
楽表現をするための技
能を身に付け，歌唱，
器楽，創作で表してい
る。

音楽を形づくっている
要素を知覚し，それら
の働きが生み出す特質
や雰囲気を感受しなが
ら，解釈したり価値を
考えたりして，よさや
美しさを味わって聴い
ている。

３

内容のまとまり
音楽科においては，学習指導要領の内容の「Ａ 表現」の活動分野である歌唱，器楽，創作と「Ｂ
鑑賞」を内容のまとまり（
「Ａ 表現・歌唱」，「Ａ 表現・器楽」，「Ａ 表現・創作」，「Ｂ 鑑賞」）と
した。なお，〔共通事項〕は，各内容のまとまりに含めた。

第２
Ⅰ

内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例
第１学年

１

学年目標
(1) 音楽活動の楽しさを体験することを通して，音や音楽への興味・関心を養い，音楽によって生活を
明るく豊かなものにする態度を育てる。
(2) 多様な音楽表現の豊かさや美しさを感じ取り，基礎的な表現の技能を身に付け，創意工夫して表現
する能力を育てる。
(3) 多様な音楽のよさや美しさを味わい，幅広く主体的に鑑賞する能力を育てる。

２

第１学年の評価の観点の趣旨
音楽への
関心・意欲・態度
音楽活動の楽しさを体験
することを通して，音や
音楽に対する関心をも
ち，主体的に音楽表現や
鑑賞の学習に取り組もう
とする。

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

鑑賞の能力

音楽を形づくっている
要素を知覚し，それら
の働きが生み出す特質
や雰囲気を感受しなが
ら，音楽表現を工夫し，
どのように表すかにつ
いて思いや意図をもっ
ている。

創意工夫を生かした音
楽表現をするための技
能を身に付け，歌唱，
器楽，創作で表してい
る。

音楽を形づくっている
要素を知覚し，それら
の働きが生み出す特質
や雰囲気を感受しなが
ら，解釈したり価値を
考えたりして，多様な
音楽のよさや美しさを
味わって聴いている。
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３

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ 表現・歌唱」
【学習指導要領の内容】
(1) 歌唱の活動を通して，次の事項を指導する。
ア 歌詞の内容や曲想を感じ取り，表現を工夫して歌うこと。
イ 曲種に応じた発声により，言葉の特性を生かして歌うこと。
ウ 声部の役割や全体の響きを感じ取り，表現を工夫しながら合わせて歌うこと。
〔共通事項〕
(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 音色，リズム，速度，旋律，テクスチュア，強弱，形式，構成などの音楽を形づくっている要
素や要素同士の関連を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受すること。
イ 音楽を形づくっている要素とそれらの働きを表す用語や記号などについて，音楽活動を通して
理解すること。
【
「Ａ

表現・歌唱」の評価規準に盛り込むべき事項】

音楽への関心・意欲・態度

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

歌詞の内容や曲想，曲種に応じ
た発声，言葉の特性，声部の役
割や全体の響きなどに関心をも
ち，それらを生かし音楽表現を
工夫して歌う学習に主体的に取
り組もうとしている。

音楽を形づくっている要素を知
覚し，それらの働きが生み出す
特質や雰囲気を感受しながら，
歌詞の内容や曲想を感じ取る，
曲種に応じた発声により，言葉
の特性を生かす，声部の役割や
全体の響きを感じ取るなどして
音楽表現を工夫し，どのように
歌うかについて思いや意図をも
っている。

創意工夫を生かした音楽表現を
するために必要な技能を身に付
けて歌っている。

【
「Ａ

表現・歌唱」の評価規準の設定例】

音楽への関心・意欲・態度
・歌詞の内容（歌詞の言葉の意
味，歌詞が表す情景や心情，
歌詞の成立の背景など）や曲
想（その音楽固有の表情や味
わいなど）に関心をもち，音
楽表現を工夫して歌う学習に
主体的に取り組もうとしてい
る。

・曲種に応じた発声（我が国の
伝統的な歌唱を含む我が国や
諸外国の様々な音楽の特徴を
表現することができるような
発声など），言葉の特性（言
葉の抑揚，アクセント，リズ
ム，子音・母音の扱い，言語
のもつ音質，語感など）に関
心をもち，それらを生かして

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

・音楽を形づくっている要素 ・歌詞の内容や曲想を生かした
（音色，リズム，速度，旋律，
音楽表現をするために必要な
テクスチュア，強弱，形式，
技能（発声，言葉の発音，呼
構成など）を知覚し，それら
吸法，身体の使い方，読譜の
の働きが生み出す特質や雰囲
仕方など）を身に付けて歌っ
気を感受しながら，歌詞の内
ている。
容や曲想を感じ取って音楽表
現を工夫し，どのように歌う
かについて思いや意図をもっ
ている。
・音楽を形づくっている要素 ・曲種に応じた発声により，言
（同上）を知覚し，それらの
葉の特性を生かした音楽表現
働きが生み出す特質や雰囲気
をするために必要な技能（同
を感受しながら，曲種に応じ
上）を身に付けて歌っている。
た発声により，言葉の特性を
生かした音楽表現を工夫し，
どのように歌うかについて思
いや意図をもっている。
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歌う学習に主体的に取り組も
うとしている。
・声部の役割（音楽の構造にお
けるそれぞれの声部が果たし
ている役目など）や全体の響
きに関心をもち，音楽表現を
工夫しながら合わせて歌う学
習に主体的に取り組もうとし
ている。

・音楽を形づくっている要素 ・声部の役割や全体の響きを生
（同上）を知覚し，それらの
かした音楽表現をするために
働きが生み出す特質や雰囲気
必要な技能（同上）を身に付
を感受しながら，声部の役割
けて歌っている。
や全体の響きを感じ取って音
楽表現を工夫し，どのように
合わせて歌うかについて思い
や意図をもっている。

上記の「音楽を形づくっている要素」については，指導のねらい，教材，学習活動等に即して，
以下のように具体的に設定することも考えられる。
【音色】
声や楽器の音色，自然音や環境音，曲種に応じた発声及び楽器の奏法による様々な音色，それら
の組合せや変化などが生み出す響きなど
【リズム】
拍や拍子，リズム・パターンとその反復や変化，拍節的なリズムや拍節的でないリズム，我が国
の伝統音楽に見られる様々なリズム，間など
【速度】
曲にふさわしい速度，速度の様々な変化，緩急の対比，我が国の伝統音楽に見られる序破急など
【旋律】
音のつながり方，旋律線のもつ方向性，フレーズ，旋律装飾，旋律が基づくところの音階，調な
ど
【テクスチュア】
音や旋律の組合せ方，和音や和声，多声的な音楽，我が国の伝統音楽に見られる様々な音と音と
のかかわり合いなど
【強弱】
曲にふさわしい強弱，強弱の様々な変化，強弱の対比，音楽の全体や部分における強弱の変化な
ど
【形式】
二部形式，三部形式，ソナタ形式，我が国や諸外国の音楽に見られる様々な楽曲形式など
【構成】
反復，変化，対照などの音楽を構成する原理など

（２）「Ａ 表現・器楽」
【学習指導要領の内容】
(2) 器楽の活動を通して，次の事項を指導する。
ア 曲想を感じ取り，表現を工夫して演奏すること。
イ 楽器の特徴をとらえ，基礎的な奏法を身に付けて演奏すること。
ウ 声部の役割や全体の響きを感じ取り，表現を工夫しながら合わせて演奏すること。
〔共通事項〕
(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 音色，リズム，速度，旋律，テクスチュア，強弱，形式，構成などの音楽を形づくっている要
素や要素同士の関連を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受すること。
イ 音楽を形づくっている要素とそれらの働きを表す用語や記号などについて，音楽活動を通して
理解すること。
【
「Ａ

表現・器楽」の評価規準に盛り込むべき事項】

音楽への関心・意欲・態度

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

曲想，楽器の特徴，基礎的な奏
法，声部の役割や全体の響きな

音楽を形づくっている要素を知
覚し，それらの働きが生み出す

創意工夫を生かした音楽表現を
するために必要な技能を身に付
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どに関心をもち，それらを生か
し音楽表現を工夫して演奏する
学習に主体的に取り組もうとし
ている。

【
「Ａ

特質や雰囲気を感受しながら，
曲想を感じ取る，楽器の特徴を
とらえる，声部の役割や全体の
響きを感じ取るなどして音楽表
現を工夫し，どのように演奏す
るかについて思いや意図をもっ
ている。

けて演奏している。

表現・器楽」の評価規準の設定例】

音楽への関心・意欲・態度

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

・曲想（その音楽固有の表情や
味わいなど）に関心をもち，
音楽表現を工夫して演奏する
学習に主体的に取り組もうと
している。

・音楽を形づくっている要素 ・曲想を生かした音楽表現をす
（音色，リズム，速度，旋律，
るために必要な技能（奏法，
テクスチュア，強弱，形式，
呼吸法，姿勢や身体の使い方，
構成など）を知覚し，それら
読譜の仕方など）を身に付け
の働きが生み出す特質や雰囲
て演奏している。
気を感受しながら，曲想を感
じ取って音楽表現を工夫し，
どのように演奏するかについ
て思いや意図をもっている。
・楽器の特徴（楽器の構造や奏 ・音楽を形づくっている要素 ・楽器の特徴をとらえた音楽表
法，その楽器固有の音色や響
（同上）を知覚し，それらの
現をするために必要な，基礎
き，よさなど）に関心をもち，
働きが生み出す特質や雰囲気
的な奏法などの技能（同上）
基礎的な奏法（楽器の初歩的
を感受しながら，楽器の特徴
を身に付けて演奏している。
な演奏方法など）で演奏する
をとらえた音楽表現を工夫し，
学習に主体的に取り組もうと
どのように演奏するかについ
している。
て思いや意図をもっている。
・声部の役割（音楽の構造にお ・音楽を形づくっている要素 ・声部の役割や全体の響きを生
けるそれぞれの声部が果たし
（同上）を知覚し，それらの
かした音楽表現をするために
ている役目など）や全体の響
働きが生み出す特質や雰囲気
必要な技能（同上）を身に付
きに関心をもち，音楽表現を
を感受しながら，声部の役割
けて演奏している。
工夫しながら合わせて演奏す
や全体の響きを感じ取って音
る学習に主体的に取り組もう
楽表現を工夫し，どのように
としている。
合わせて演奏するかについて
思いや意図をもっている。
上記の「音楽を形づくっている要素」については，
「Ａ

表現・歌唱」の評価規準の設定例に同じ。

（３）「Ａ 表現・創作」
【学習指導要領の内容】
(3) 創作の活動を通して，次の事項を指導する。
ア 言葉や音階などの特徴を感じ取り，表現を工夫して簡単な旋律をつくること。
イ 表現したいイメージをもち，音素材の特徴を感じ取り，反復，変化，対照などの構成を工夫し
ながら音楽をつくること。
〔共通事項〕
(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 音色，リズム，速度，旋律，テクスチュア，強弱，形式，構成などの音楽を形づくっている要
素や要素同士の関連を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受すること。
イ 音楽を形づくっている要素とそれらの働きを表す用語や記号などについて，音楽活動を通して
理解すること。
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【
「Ａ

表現・創作」の評価規準に盛り込むべき事項】

音楽への関心・意欲・態度
言葉や音階などの特徴，音素材
の特徴，反復，変化，対照など
の構成などに関心をもち，それ
らを生かし音楽表現を工夫して
音楽をつくる学習に主体的に取
り組もうとしている。

【
「Ａ

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

音楽を形づくっている要素を知 創意工夫を生かした音楽表現を
覚し，それらの働きが生み出す するために必要な技能を身に付
特質や雰囲気を感受しながら， けて音楽をつくっている。
言葉や音階などの特徴，音素材
の特徴を感じ取る，反復，変化，
対照などの構成を生かすなどし
て音楽表現を工夫し，どのよう
に音楽をつくるかについて思い
や意図をもっている。

表現・創作」の評価規準の設定例】

音楽への関心・意欲・態度

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

・言葉や音階などの特徴（言葉 ・音楽を形づくっている要素 ・言葉や音階などの特徴を生か
の抑揚，アクセント，リズム， （音色，リズム，速度，旋律，
した音楽表現をするために必
音階の構成音によって生み出
テクスチュア，強弱，形式，
要な技能（課題に沿った音の
される独特な雰囲気など）に
構成など）を知覚し，それら
組合せ方，記譜の仕方など）
関心をもち，音楽表現を工夫
の働きが生み出す特質や雰囲
を身に付けて簡単な旋律をつ
して簡単な旋律をつくる学習
気を感受しながら，言葉や音
くっている。
に主体的に取り組もうとして
階などの特徴を感じ取って音
いる。
楽表現を工夫し，どのように
旋律をつくるかについて思い
や意図をもっている。
・音素材（声や楽器の音，自然 ・音楽を形づくっている要素 ・音素材の特徴，反復，変化，
界や日常生活の中で聴くこと
（同上）を知覚し，それらの
対照などの構成を生かした音
のできる様々な音など）の特
働きが生み出す特質や雰囲気
楽表現をするために必要な技
徴，反復，変化，対照などの
を感受しながら，音楽で表現
能（同上）を身に付けて音楽
構成に関心をもち，音楽表現
したいイメージをもち，音素
をつくっている。
を工夫しながら音楽をつくる
材の特徴を感じ取って反復，
学習に主体的に取り組もうと
変化，対照などの構成を工夫
している。
し，どのように音楽をつくる
かについて思いや意図をもっ
ている。
上記の「音楽を形づくっている要素」については，
「Ａ

表現・歌唱」の評価規準の設定例に同じ。

（４）「Ｂ 鑑賞」
【学習指導要領の内容】
(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を指導する。
ア 音楽を形づくっている要素や構造と曲想とのかかわりを感じ取って聴き，言葉で説明するなど
して，音楽のよさや美しさを味わうこと。
イ 音楽の特徴をその背景となる文化・歴史や他の芸術と関連付けて，鑑賞すること。
ウ 我が国や郷土の伝統音楽及びアジア地域の諸民族の音楽の特徴から音楽の多様性を感じ取り，
鑑賞すること。
〔共通事項〕
(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 音色，リズム，速度，旋律，テクスチュア，強弱，形式，構成などの音楽を形づくっている要
素や要素同士の関連を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受すること。
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イ

音楽を形づくっている要素とそれらの働きを表す用語や記号などについて，音楽活動を通して
理解すること。

【
「Ｂ

鑑賞」の評価規準に盛り込むべき事項】
音楽への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

音楽を形づくっている要素や構造と曲想とのかか
わり，音楽の特徴とその背景となる文化・歴史や
他の芸術との関連，我が国や郷土の伝統音楽及び
アジア地域の諸民族の音楽の特徴，音楽の多様性
などに関心をもち，鑑賞する学習に主体的に取り
組もうとしている。

音楽を形づくっている要素を知覚し，それらの
働きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら，
音楽を形づくっている要素や構造と曲想とのか
かわりを感じ取る，音楽の特徴をその背景とな
る文化・歴史や他の芸術と関連付ける，我が国
や郷土の伝統音楽及びアジア地域の諸民族の音
楽の特徴から音楽の多様性を感じ取るなどし
て，解釈したり価値を考えたりし，言葉で説明
するなどして，多様な音楽のよさや美しさを味
わって聴いている。

【
「Ｂ

鑑賞」の評価規準の設定例】
音楽への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

・音楽を形づくっている要素や構造（音楽を形づ ・音楽を形づくっている要素（音色，リズム，
くっている要素そのものや要素同士のかかわり
速度，旋律，テクスチュア，強弱，形式，構
方及び音楽全体がどのように成り立っているか
成など）を知覚し，それらの働きが生み出す
など，音や要素の表れ方や関係性，音楽の構成
特質や雰囲気を感受しながら，音楽を形づく
や展開の有り様など）と曲想（その音楽固有の
っている要素や構造と曲想とのかかわりを感
表情や味わいなど）とのかかわりに関心をもち，
じ取って，解釈したり価値を考えたりし，言
鑑賞する学習に主体的に取り組もうとしている。
葉で説明するなどして，音楽のよさや美しさ
を味わって聴いている。
・音楽の特徴とその背景となる文化・歴史や他の ・音楽を形づくっている要素（同上）を知覚し，
芸術との関連に関心をもち，鑑賞する学習に主
それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受
体的に取り組もうとしている。
しながら，音楽の特徴をその背景となる文化
・歴史や他の芸術と関連付けて，解釈したり
価値を考えたりし，鑑賞している。
・我が国や郷土の伝統音楽及びアジア地域の諸民 ・音楽を形づくっている要素（同上）を知覚し，
族の音楽の特徴と音楽の多様性に関心をもち，
それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受
鑑賞する学習に主体的に取り組もうとしている。
しながら，我が国や郷土の伝統音楽及びアジ
ア地域の諸民族の音楽の特徴から音楽の多様
性を感じ取って，解釈したり価値を考えたり
し，鑑賞している。
上記の「音楽を形づくっている要素」については，
「Ａ

Ⅱ

表現・歌唱」の評価規準の設定例に同じ。

第２学年及び第３学年
１

学年目標
(1) 音楽活動の楽しさを体験することを通して，音や音楽への興味・関心を高め，音楽によって生活を
明るく豊かなものにし，生涯にわたって音楽に親しんでいく態度を育てる。
(2) 多様な音楽表現の豊かさや美しさを感じ取り，表現の技能を伸ばし，創意工夫して表現する能力を
高める。
(3) 多様な音楽に対する理解を深め，幅広く主体的に鑑賞する能力を高める。
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２

第２学年及び第３学年の評価の観点の趣旨
音楽への
関心・意欲・態度
音楽活動の楽しさを体験
することを通して，音や
音楽に対する関心を高
め，主体的に音楽表現や
鑑賞の学習に取り組もう
とする。

３

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

音楽を形づくっている 創意工夫を生かした音
要素を知覚し，それら 楽表現をするための技
の働きが生み出す特質 能を伸ばし，歌唱，器
や雰囲気を感受しなが 楽，創作で表している。
ら，ふさわしい音楽表
現を工夫し，どのよう
に表すかについて思い
や意図をもっている。

鑑賞の能力
音楽を形づくっている
要素を知覚し，それら
の働きが生み出す特質
や雰囲気を感受しなが
ら，解釈したり価値を
考えたりして，多様な
音楽に対する理解を深
め，味わって聴いてい
る。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ 表現・歌唱」
【学習指導要領の内容】
(1) 歌唱の活動を通して，次の事項を指導する。
ア 歌詞の内容や曲想を味わい，曲にふさわしい表現を工夫して歌うこと。
イ 曲種に応じた発声や言葉の特性を理解して，それらを生かして歌うこと。
ウ 声部の役割と全体の響きとのかかわりを理解して，表現を工夫しながら合わせて歌うこと。
〔共通事項〕
(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 音色，リズム，速度，旋律，テクスチュア，強弱，形式，構成などの音楽を形づくっている要
素や要素同士の関連を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受すること。
イ 音楽を形づくっている要素とそれらの働きを表す用語や記号などについて，音楽活動を通して
理解すること。
【
「Ａ

表現・歌唱」の評価規準に盛り込むべき事項】

音楽への関心・意欲・態度

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

歌詞の内容や曲想，曲種に応じ
た発声や言葉の特性，声部の役
割と全体の響きとのかかわりな
どに関心をもち，それらを生か
し曲にふさわしい音楽表現を工
夫して歌う学習に主体的に取り
組もうとしている。

音楽を形づくっている要素を知
覚し，それらの働きが生み出す
特質や雰囲気を感受しながら，
歌詞の内容や曲想を味わう，曲
種に応じた発声や言葉の特性を
理解する，声部の役割と全体の
響きとのかかわりを理解するな
どして曲にふさわしい音楽表現
を工夫し，どのように歌うかに
ついて思いや意図をもってい
る。

創意工夫を生かした，曲にふさ
わしい音楽表現をするために必
要な技能を身に付けて歌ってい
る。

【
「Ａ

表現・歌唱」の評価規準の設定例】

音楽への関心・意欲・態度
・歌詞の内容（歌詞の言葉の意
味，歌詞が表す情景や心情，
歌詞の成立の背景など）や曲

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

・音楽を形づくっている要素 ・歌詞の内容や曲想を生かした，
（音色，リズム，速度，旋律，
曲にふさわしい音楽表現をす
テクスチュア，強弱，形式，
るために必要な技能（発声，
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想（その音楽固有の表情や味
わいなど）に関心をもち，曲
にふさわしい音楽表現を工夫
して歌う学習に主体的に取り
組もうとしている。

構成など）を知覚し，それら
言葉の発音，呼吸法，身体の
の働きが生み出す特質や雰囲
使い方，読譜の仕方など）を
気を感受しながら，歌詞の内
身に付けて歌っている。
容や曲想を味わって曲にふさ
わしい音楽表現を工夫し，ど
のように歌うかについて思い
や意図をもっている。
・音楽を形づくっている要素 ・曲種に応じた発声や言葉の特
（同上）を知覚し，それらの
性を生かした音楽表現をする
働きが生み出す特質や雰囲気
ために必要な技能（同上）を
を感受しながら，曲種に応じ
身に付けて歌っている。
た発声や言葉の特性を理解し
て，それらを生かした音楽表
現を工夫し，どのように歌う
かについて思いや意図をもっ
ている。

・曲種に応じた発声（我が国の
伝統的な歌唱を含む我が国や
諸外国の様々な音楽の特徴を
表現することができるような
発声など）や言葉の特性（言
葉の抑揚，アクセント，リズ
ム，子音・母音の扱い，言語
のもつ音質，語感など）に関
心をもち，それらを生かして
歌う学習に主体的に取り組も
うとしている。
・声部の役割（音楽の構造にお ・音楽を形づくっている要素 ・声部の役割と全体の響きとの
けるそれぞれの声部が果たし
（同上）を知覚し，それらの
かかわりを生かした音楽表現
ている役目など）と全体の響
働きが生み出す特質や雰囲気
をするために必要な技能（同
きとのかかわりに関心をもち，
を感受しながら，声部の役割
上）を身に付けて歌っている。
音楽表現を工夫しながら合わ
と全体の響きとのかかわりを
せて歌う学習に主体的に取り
理解して音楽表現を工夫し，
組もうとしている。
どのように合わせて歌うかに
ついて思いや意図をもってい
る。
上記の「音楽を形づくっている要素」については，指導のねらい，教材，学習活動等に即して，
以下のように具体的に設定することも考えられる。
【音色】
声や楽器の音色，自然音や環境音，曲種に応じた発声及び楽器の奏法による様々な音色，それら
の組合せや変化などが生み出す響きなど
【リズム】
拍や拍子，リズム・パターンとその反復や変化，拍節的なリズムや拍節的でないリズム，我が国
の伝統音楽に見られる様々なリズム，間など
【速度】
曲にふさわしい速度，速度の様々な変化，緩急の対比，我が国の伝統音楽に見られる序破急など
【旋律】
音のつながり方，旋律線のもつ方向性，フレーズ，旋律装飾，旋律が基づくところの音階，調な
ど
【テクスチュア】
音や旋律の組合せ方，和音や和声，多声的な音楽，我が国の伝統音楽に見られる様々な音と音と
のかかわり合いなど
【強弱】
曲にふさわしい強弱，強弱の様々な変化，強弱の対比，音楽の全体や部分における強弱の変化な
ど
【形式】
二部形式，三部形式，ソナタ形式，我が国や諸外国の音楽に見られる様々な楽曲形式など
【構成】
反復，変化，対照などの音楽を構成する原理など
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（２）「Ａ 表現・器楽」
【学習指導要領の内容】
(2) 器楽の活動を通して，次の事項を指導する。
ア 曲想を味わい，曲にふさわしい表現を工夫して演奏すること。
イ 楽器の特徴を理解し，基礎的な奏法を生かして演奏すること。
ウ 声部の役割と全体の響きとのかかわりを理解して，表現を工夫しながら合わせて演奏すること。
〔共通事項〕
(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 音色，リズム，速度，旋律，テクスチュア，強弱，形式，構成などの音楽を形づくっている要
素や要素同士の関連を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受すること。
イ 音楽を形づくっている要素とそれらの働きを表す用語や記号などについて，音楽活動を通して
理解すること。
【
「Ａ

表現・器楽」の評価規準に盛り込むべき事項】

音楽への関心・意欲・態度

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

曲想，楽器の特徴，基礎的な奏
法，声部の役割と全体の響きと
のかかわりなどに関心をもち，
それらを生かし曲にふさわしい
音楽表現を工夫して演奏する学
習に主体的に取り組もうとして
いる。

音楽を形づくっている要素を知
覚し，それらの働きが生み出す
特質や雰囲気を感受しながら，
曲想を味わう，楽器の特徴を理
解する，基礎的な奏法を生かす，
声部の役割と全体の響きとのか
かわりを理解するなどして曲に
ふさわしい音楽表現を工夫し，
どのように演奏するかについて
思いや意図をもっている。

創意工夫を生かした，曲にふさ
わしい音楽表現をするために必
要な技能を身に付けて演奏して
いる。

【
「Ａ

表現・器楽」の評価規準の設定例】

音楽への関心・意欲・態度

音楽表現の創意工夫

・曲想（その音楽固有の表情や
味わいなど）に関心をもち，
曲にふさわしい音楽表現を工
夫して演奏する学習に主体的
に取り組もうとしている。

音楽表現の技能

・音楽を形づくっている要素 ・曲想を生かした，曲にふさわ
（音色，リズム，速度，旋律，
しい音楽表現をするために必
テクスチュア，強弱，形式，
要な技能（奏法，呼吸法，姿
構成など）を知覚し，それら
勢や身体の使い方，読譜の仕
の働きが生み出す特質や雰囲
方など）を身に付けて演奏し
気を感受しながら，曲想を味
ている。
わって曲にふさわしい音楽表
現を工夫し，どのように演奏
するかについて思いや意図を
もっている。
・楽器の特徴（楽器の構造や奏 ・音楽を形づくっている要素 ・楽器の特徴，基礎的な奏法を
法，その楽器固有の音色や響
（同上）を知覚し，それらの
生かした音楽表現をするため
き，よさなど），基礎的な奏
働きが生み出す特質や雰囲気
に必要な技能（同上）を身に
法（楽器の初歩的な演奏方法
を感受しながら，楽器の特徴
付けて演奏している。
など）に関心をもち，それら
を理解し，基礎的な奏法を生
を生かして演奏する学習に主
かした音楽表現を工夫し，ど
体的に取り組もうとしている。
のように演奏するかについて
思いや意図をもっている。
・声部の役割（音楽の構造にお ・音楽を形づくっている要素 ・声部の役割と全体の響きとの
けるそれぞれの声部が果たし
（同上）を知覚し，それらの
かかわりを生かした音楽表現
ている役目など）と全体の響
働きが生み出す特質や雰囲気
をするために必要な技能（同
きとのかかわりに関心をもち，
を感受しながら，声部の役割
上）を身に付けて演奏してい
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音楽表現を工夫しながら合わ
せて演奏する学習に主体的に
取り組もうとしている。

と全体の響きとのかかわりを
理解して音楽表現を工夫し，
どのように合わせて演奏する
かについて思いや意図をもっ
ている。

上記の「音楽を形づくっている要素」については，
「Ａ

る。

表現・歌唱」の評価規準の設定例に同じ。

（３）「Ａ 表現・創作」
【学習指導要領の内容】
(3) 創作の活動を通して，次の事項を指導する。
ア 言葉や音階などの特徴を生かし，表現を工夫して旋律をつくること。
イ 表現したいイメージをもち，音素材の特徴を生かし，反復，変化，対照などの構成や全体のま
とまりを工夫しながら音楽をつくること。
〔共通事項〕
(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 音色，リズム，速度，旋律，テクスチュア，強弱，形式，構成などの音楽を形づくっている要
素や要素同士の関連を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受すること。
イ 音楽を形づくっている要素とそれらの働きを表す用語や記号などについて，音楽活動を通して
理解すること。
【
「Ａ

表現・創作」の評価規準に盛り込むべき事項】

音楽への関心・意欲・態度

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

言葉や音階などの特徴，音素材
の特徴，反復，変化，対照など
の構成や全体のまとまりなどに
関心をもち，それらを生かし音
楽表現を工夫して音楽をつくる
学習に主体的に取り組もうとし
ている。

音楽を形づくっている要素を知
覚し，それらの働きが生み出す
特質や雰囲気を感受しながら，
言葉や音階などの特徴，音素材
の特徴，反復，変化，対照など
の構成や全体のまとまりを生か
すなどして音楽表現を工夫し，
どのように音楽をつくるかにつ
いて思いや意図をもっている。

創意工夫を生かした音楽表現を
するために必要な技能を身に付
けて音楽をつくっている。

【
「Ａ

表現・創作」の評価規準の設定例】

音楽への関心・意欲・態度

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

・言葉や音階などの特徴（言葉 ・音楽を形づくっている要素 ・言葉や音階などの特徴を生か
の抑揚，アクセント，リズム， （音色，リズム，速度，旋律，
した音楽表現をするために必
音階の構成音によって生み出
テクスチュア，強弱，形式，
要な技能（課題に沿った音の
される独特な雰囲気など）に
構成など）を知覚し，それら
組合せ方，記譜の仕方など）
関心をもち，それらを生かし
の働きが生み出す特質や雰囲
を身に付けて旋律をつくって
音楽表現を工夫して旋律をつ
気を感受しながら，言葉や音
いる。
くる学習に主体的に取り組も
階などの特徴を生かした音楽
うとしている。
表現を工夫し，どのように旋
律をつくるかについて思いや
意図をもっている。
・音素材（声や楽器の音，自然 ・音楽を形づくっている要素 ・音素材の特徴，反復，変化，
界や日常生活の中で聴くこと
（同上）を知覚し，それらの
対照などの構成や全体のまと
のできる様々な音など）の特
働きが生み出す特質や雰囲気
まりを生かした音楽表現をす
徴，反復，変化，対照などの
を感受しながら，音楽で表現
るために必要な技能（同上）
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構成や全体のまとまりに関心
をもち，それらを生かし音楽
表現を工夫しながら音楽をつ
くる学習に主体的に取り組も
うとしている。

したいイメージをもち，音素
材の特徴を生かし，反復，変
化，対照などの構成や全体の
まとまりを工夫し，どのよう
に音楽をつくるかについて思
いや意図をもっている。

上記の「音楽を形づくっている要素」については，
「Ａ

を身に付けて音楽をつくって
いる。

表現・歌唱」の評価規準の設定例に同じ。

（４）「Ｂ 鑑賞」
【学習指導要領の内容】
(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を指導する。
ア 音楽を形づくっている要素や構造と曲想とのかかわりを理解して聴き，根拠をもって批評する
などして，音楽のよさや美しさを味わうこと。
イ 音楽の特徴をその背景となる文化・歴史や他の芸術と関連付けて理解して，鑑賞すること。
ウ 我が国や郷土の伝統音楽及び諸外国の様々な音楽の特徴から音楽の多様性を理解して，鑑賞す
ること。
〔共通事項〕
(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 音色，リズム，速度，旋律，テクスチュア，強弱，形式，構成などの音楽を形づくっている要
素や要素同士の関連を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受すること。
イ 音楽を形づくっている要素とそれらの働きを表す用語や記号などについて，音楽活動を通して
理解すること。
【
「Ｂ

鑑賞」の評価規準に盛り込むべき事項】
音楽への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

音楽を形づくっている要素や構造と曲想とのかか
わり，音楽の特徴とその背景となる文化・歴史や
他の芸術との関連，我が国や郷土の伝統音楽及び
諸外国の様々な音楽の特徴，音楽の多様性などに
関心をもち，鑑賞する学習に主体的に取り組もう
としている。

音楽を形づくっている要素を知覚し，それらの
働きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら，
音楽を形づくっている要素や構造と曲想とのか
かわりを理解する，音楽の特徴をその背景とな
る文化・歴史や他の芸術と関連付けて理解す
る，我が国や郷土の伝統音楽及び諸外国の様々
な音楽の特徴から音楽の多様性を理解するなど
して，解釈したり価値を考えたりし，根拠をも
って批評するなどして，多様な音楽のよさや美
しさを味わって聴いている。

【
「Ｂ

鑑賞」の評価規準の設定例】
音楽への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

・音楽を形づくっている要素や構造（音楽を形づ ・音楽を形づくっている要素（音色，リズム，
くっている要素そのものや要素同士のかかわり
速度，旋律，テクスチュア，強弱，形式，構
方及び音楽全体がどのように成り立っているか
成など）を知覚し，それらの働きが生み出す
など，音や要素の表れ方や関係性，音楽の構成
特質や雰囲気を感受しながら，音楽を形づく
や展開の有り様など）と曲想（その音楽固有の
っている要素や構造と曲想とのかかわりを理
表情や味わいなど）とのかかわりに関心をもち，
解して，解釈したり価値を考えたりし，根拠
鑑賞する学習に主体的に取り組もうとしている。
をもって批評するなどして，音楽のよさや美
しさを味わって聴いている。
・音楽の特徴とその背景となる文化・歴史や他の ・音楽を形づくっている要素（同上）を知覚し，
芸術との関連に関心をもち，鑑賞する学習に主
それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受
- 131 -

体的に取り組もうとしている。

・我が国や郷土の伝統音楽及び諸外国の様々な音
楽の特徴と音楽の多様性に関心をもち，鑑賞す
る学習に主体的に取り組もうとしている。

しながら，音楽の特徴をその背景となる文化
・歴史や他の芸術と関連付けて理解して，解
釈したり価値を考えたりし，鑑賞している。
・音楽を形づくっている要素（同上）を知覚し，
それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受
しながら，我が国や郷土の伝統音楽及び諸外
国の様々な音楽の特徴から音楽の多様性を理
解して，解釈したり価値を考えたりし，鑑賞
している。

上記の「音楽を形づくっている要素」については，
「Ａ
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表現・歌唱」の評価規準の設定例に同じ。

第６章
第１

美術

教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１

教科目標
表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，美術の創造活動の喜びを味わい美術を愛好する心情を育てると
ともに，感性を豊かにし，美術の基礎的な能力を伸ばし，美術文化についての理解を深め，豊かな情操
を養う。

２

評価の観点及びその趣旨
美術への
関心・意欲・態度
美術の創造活動の喜びを
味わい，主体的に表現や
鑑賞の学習に取り組もう
とする。

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

感性や想像力を働かせ
て豊かに発想し，よさ
や美しさなどを考え心
豊かで創造的な表現の
構想を練っている。

感性や造形感覚などを
働かせて，表現の技能
を身に付け，意図に応
じて表現方法などを創
意工夫し創造的に表し
ている。

感性や想像力を働かせ
て，美術作品などから
よさや美しさなどを感
じ取り味わったり，美
術文化を理解したりし
ている。

３

内容のまとまり
美術科においては，学習指導要領の内容の「Ａ 表現 （１）（３）感じ取ったことや考えたことの表
現」
，「Ａ 表現 （２）（３）目的や機能の表現」，「Ｂ 鑑賞」を内容のまとまりとした。

第２
Ⅰ

内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例
第１学年

１

学年目標
(1) 楽しく美術の活動に取り組み美術を愛好する心情を培い，心豊かな生活を創造していく意欲と態度
を育てる。
(2) 対象を見つめ感じ取る力や想像力を高め，豊かに発想し構想する能力や形や色彩などによる表現の
技能を身に付け，意図に応じて創意工夫し美しく表現する能力を育てる。
(3) 自然の造形や美術作品などについての基礎的な理解や見方を広げ，美術文化に対する関心を高め，
よさや美しさなどを味わう鑑賞の能力を育てる。

２

第１学年の評価の観点の趣旨
美術への
関心・意欲・態度
美術の創造活動の喜びを
味わい，表現や鑑賞の能
力を身に付けるために，
主体的に学習に取り組
もうとする。

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

感性や想像力を働かせ
て，感じ取ったことや
考えたこと，目的や機
能などを基に豊かに発
想し，形や色彩の構成
などを工夫し，心豊か
な表現の構想を練って
いる。

感性や造形感覚などを
働かせて，形や色彩な
どの表し方を身に付
け，意図に応じて材料
や用具を生かしたり，
制作の順序などを考え
たりし，創意工夫して
表している。

感性や想像力を働かせ
て，造形的なよさや美
しさ，作者の心情や意
図と表現の工夫，生活
の中の美術の働きなど
を感じ取り見方を広げ
たり，美術文化の特性
やよさに気付いたりし
ている。
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３

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例
（１）「Ａ 表現 (１)(３)感じ取ったことや考えたことの表現」
【学習指導要領の内容】
(1) 感じ取ったことや考えたことなどを基に，絵や彫刻などに表現する活動を通して，発想や構想に
関する次の事項を指導する。
ア 対象を見つめ感じ取った形や色彩の特徴や美しさ，想像したことなどを基に主題を生み出すこ
と。
イ 主題などを基に，全体と部分との関係などを考えて創造的な構成を工夫し，心豊かに表現する
構想を練ること。
(3) 発想や構想をしたことなどを基に表現する活動を通して，技能に関する次の事項を指導する。
ア 形や色彩などの表し方を身に付け，意図に応じて材料や用具の生かし方などを考え，創意工夫
して表現すること。
イ 材料や用具の特性などから制作の順序などを考えながら，見通しをもって表現すること。
〔共通事項〕
（1）「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 形や色彩，材料，光などの性質や，それらがもたらす感情を理解すること。
イ 形や色彩の特徴などを基に，対象のイメージをとらえること。
【
「Ａ

表現

(１)(３)感じ取ったことや考えたことの表現」の評価規準に盛り込むべき事項】

美術への関心・意欲・態度
美術の創造活動の喜びを味わい，
感じ取ったことや考えたことを
表現することに関心をもち，主
体的に構想を練ったり材料や用
具を生かしたりしようとしてい
る。

【
「Ａ

表現

発想や構想の能力

創造的な技能

感性や想像力を働かせて，対象 感性や造形感覚などを働かせ
を見つめ感じ取った形や色彩の て，形や色彩などの表し方を身
特徴や美しさ，想像したことな に付け，意図に応じて材料や用
どを基に主題を生み出し，全体 具を生かしたり，制作の順序な
と部分との関係などを考えて創 どを考え，見通しをもったりし
造的な構成を工夫し，心豊かに ながら，創意工夫して表現して
表現する構想を練っている。
いる。

(１)(３)感じ取ったことや考えたことの表現」の評価規準の設定例】

美術への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

・対象を見つめ感じ取った形や
色彩の特徴や美しさなどを表
現することに関心をもち，主
体的に主題を生み出そうとし
ている。
・想像したことなどを表現する
ことに関心をもち，主体的に
主題を生み出そうとしてい
る。
・主題などを基に，主体的に構
成を工夫して構想を練ろうと
している。
・形や色彩などの表し方，材料
や用具の生かし方などを主体
的に工夫して表現しようとし
ている。
・材料や用具の特性などから制
作の順序などを主体的に考
え，表現しようとしている。

・対象を見つめ感じ取った形や
色彩の特徴や美しさなどを基
に主題を生み出している。
・イメージを膨らませて想像し
たことなどを基に主題を生み
出している。
・主題などを基に，全体と部分
との関係などを考え，形や色
彩の効果を生かして創造的な
構成を工夫し，心豊かに表現
する構想を練っている。

・形や色彩などの表し方を身に
付け，表したいイメージをも
ちながら意図に応じて材料や
用具の生かし方などを考え，
創意工夫して表現している。
・材料や用具の特性などから制
作の順序などを考えながら，
見通 しをもって表現してい
る。
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（２）「Ａ 表現 (２)(３)目的や機能の表現」
【学習指導要領の内容】
(2) 伝える，使うなどの目的や機能を考え，デザインや工芸などに表現する活動を通して，発想や構
想に関する次の事項を指導する。
ア 目的や条件などを基に，美的感覚を働かせて，構成や装飾を考え，表現の構想を練ること。
イ 他者の立場に立って，伝えたい内容について分かりやすさや美しさなどを考え，表現の構想を
練ること。
ウ 用途や機能，使用する者の気持ち，材料などから美しさなどを考え，表現の構想を練ること。
(3) 発想や構想をしたことなどを基に表現する活動を通して，技能に関する次の事項を指導する。
ア 形や色彩などの表し方を身に付け，意図に応じて材料や用具の生かし方などを考え，創意工夫
して表現すること。
イ 材料や用具の特性などから制作の順序などを考えながら，見通しをもって表現すること。
〔共通事項〕
（1）「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 形や色彩，材料，光などの性質や，それらがもたらす感情を理解すること。
イ 形や色彩の特徴などを基に，対象のイメージをとらえること。
【
「Ａ

表現

(２)(３)目的や機能の表現」の評価規準に盛り込むべき事項】

美術への関心・意欲・態度
美術の創造活動の喜びを味わい，
目的や機能を考えて表現するこ
とに関心をもち，主体的に構想
を練ったり材料や用具を生かし
たりしようとしている。

【
「Ａ

表現

発想や構想の能力

創造的な技能

感性や想像力を働かせて，目的 感性や造形感覚などを働かせ
や条件，伝えたい内容，用途や て，形や色彩などの表し方を身
機能，使用する者の気持ちなど に付け，意図に応じて材料や用
を基に美しさなどを考え，表現 具を生かしたり，制作の順序な
の構想を練っている。
どを考え，見通しをもったりし
ながら，創意工夫して表現して
いる。

(２)(３)目的や機能の表現」の評価規準の設定例】

美術への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

・構成や装飾を考えて表現する
ことに関心をもち，主体的に
構想を練ろうとしている。
・伝えたい内容について分かり
やすさや美しさなどを考えて
表現することに関心をもち，
主体的に構想を練ろうとして
いる。
・用途や機能，使用する者の気
持ちなどを考えて表現するこ
とに関心をもち，主体的に構
想を練ろうとしている。
・形や色彩などの表し方，材料
や用具の生かし方などを主体
的に工夫して表現しようとし
ている。
・材料や用具の特性などから制
作の順序などを主体的に考
え，表現しようとしている。

・目的や条件などを基に，美的
感覚を働かせて，形や色彩の
効果を生かして構成や装飾を
考え，表現の構想を練ってい
る。
・他者の立場に立って，伝えた
い内容について，形や色彩の
効果を生かして分かりやすさ
や美しさなどを考え，表現の
構想を練っている。
・用途や機能，使用する者の気
持ち，材料などから，形や色
彩の効果を生かして美しさな
どを考え，表現の構想を練っ
ている。

・形や色彩などの表し方を身に
付け，表したいイメージをも
ちながら意図に応じて材料や
用具の生かし方などを考え，
創意工夫して表現している。
・材料や用具の特性などから制
作の順序などを考えながら，
見通 しをもって表現してい
る。
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（３）「Ｂ 鑑賞」
【学習指導要領の内容】
(1) 美術作品などのよさや美しさを感じ取り味わう活動を通して，鑑賞に関する次の事項を指導する。
ア 造形的なよさや美しさ，作者の心情や意図と表現の工夫，美と機能性の調和，生活における美
術の働きなどを感じ取り，作品などに対する思いや考えを説明し合うなどして，対象の見方や感
じ方を広げること。
イ 身近な地域や日本及び諸外国の美術の文化遺産などを鑑賞し，そのよさや美しさなどを感じ取
り，美術文化に対する関心を高めること。
〔共通事項〕
（1）「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 形や色彩，材料，光などの性質や，それらがもたらす感情を理解すること。
イ 形や色彩の特徴などを基に，対象のイメージをとらえること。
【
「Ｂ

鑑賞」の評価規準に盛り込むべき事項】
美術への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

美術の創造活動の喜びを味わい，身の回りの造形 感性や想像力を働かせて，造形的なよさや美し
や美術作品，美術文化などに関心をもち，主体 さ，作者の心情や意図と表現の工夫，美と機能
的によさや美しさを感じ取ろうとしている。
性の調和，生活における美術の働きなどを感じ
取り見方を広げたり，美術文化の特性やよさな
どに気付いたりしている。

【
「Ｂ

鑑賞」の評価規準の設定例】
美術への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

・造形的なよさや美しさ，作者の心情や意図と ・造形的なよさや美しさ，対象のイメージ，作
表現の工夫などに関心をもち，主体的に感じ
者の心情や意図と表現の工夫，主題と表現技
取ろうとしている。
法の選択や材料の生かし方などを感じ取り，
・目的や機能と美しさの調和，作者の心遣いや
自分の思いや考えをもって味わっている。
願いなどに関心をもち，主体的に感じ取ろう ・伝える，使うなどの目的や機能と形や色彩な
としている。
どの美しさの調和，作品全体のイメージ，使
・自然物や人工物の形や色彩などに関心をもち，
う人に対する作者の心遣い，作品に込められ
主体的にそのよさや美しさ，生活の中の美術
た作者の思いや願いなどを感じ取り，自分の
の働きをなどを感じ取ろうとしている。
思いや考えをもって味わっている。
・美術の文化遺産や美術文化に関心をもち，主 ・身の回りにある自然物や人工物の形や色彩な
体的によさなどを感じ取ろうとしている。
どから，そのよさや美しさ，生活を美しく豊
かにする美術の働きなどを感じ取り，自分の
思いや考えをもって味わっている。
・身近な地域や日本及び諸外国の美術の文化遺
産などを鑑賞し，そのよさや美しさなどを感
じ取り，美術文化の特性やよさに気付いてい
る。

Ⅱ

第２学年及び第３学年
１

学年目標
(1) 主体的に美術の活動に取り組み美術を愛好する心情を深め，心豊かな生活を創造していく意欲と態
度を高める。
(2) 対象を深く見つめ感じ取る力や想像力を一層高め，独創的・総合的な見方や考え方を培い，豊かに
発想し構想する能力や自分の表現方法を創意工夫し，創造的に表現する能力を伸ばす。
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(3) 造形，美術作品や文化遺産などについての理解や見方を深め，心豊かに生きることと美術とのかか
わりに関心をもち，よさや美しさなどを味わう鑑賞の能力を高める。
２

第２学年及び第３学年の評価の観点の趣旨
美術への
関心・意欲・態度
美術の創造活動の喜びを
味わい，表現や鑑賞の能
力を高めるために，主
体的に学習に取り組も
うとする。

３

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

感性や想像力を働かせ
て，対象を深く見つめ，
感じ取ったことや考え
たこと，目的や機能な
どを基に独創的で豊か
な発想をし，形や色彩
などの効果を生かし，
心豊かで創造的な表現
の構想を練っている。

感性や造形感覚などを
働かせて，材料や用具
の特性を生かし，表現
意図に合う新たな表現
方法を工夫したり，制
作の順序などを総合的
に考えたりするなど
し，創意工夫して創造
的に表している。

感性や想像力を働かせ
て，造形的なよさや美
しさ，作者の心情や意
図と創造的な表現の工
夫などを感じ取り味わ
ったり，生活を美しく
豊かにする美術の働き
や美術文化などについ
ての理解や見方を深め
たりしている。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ 表現 (１)(３)感じ取ったことや考えたことの表現」
【学習指導要領の内容】
(1) 感じ取ったことや考えたことなどを基に，絵や彫刻などに表現する活動を通して，発想や構想に
関する次の事項を指導する。
ア 対象を深く見つめ感じ取ったこと，考えたこと，夢，想像や感情などの心の世界などを基に，
主題を生み出すこと。
イ 主題などを基に想像力を働かせ，単純化や省略，強調，材料の組合せなどを考え，創造的な構
成を工夫し，心豊かな表現の構想を練ること。
(3) 発想や構想をしたことなどを基に表現する活動を通して，技能に関する次の事項を指導する。
ア 材料や用具の特性を生かし，自分の表現意図に合う新たな表現方法を工夫するなどして創造的
に表現すること。
イ 材料や用具，表現方法の特性などから制作の順序などを総合的に考えながら，見通しをもって
表現すること。
〔共通事項〕
（1）「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 形や色彩，材料，光などの性質や，それらがもたらす感情を理解すること。
イ 形や色彩の特徴などを基に，対象のイメージをとらえること。
【
「Ａ

表現

(１)(３)感じ取ったことや考えたことの表現」の評価規準に盛り込むべき事項】

美術への関心・意欲・態度
美術の創造活動の喜びを味わい，
感じ取ったことや考えたことを
表現することに関心をもち，主
体的に心豊かな表現の構想を練
ったり材料や用具の特性を生か
したりしようとしている。

発想や構想の能力

創造的な技能

感性や想像力を働かせて，対象 感性や造形感覚などを働かせ
を深く見つめ感じ取ったこと， て，材料や用具の特性を生かし，
考えたこと，夢，想像や感情な 自分の表現意図に合う新たな表
どの心の世界などを基に，主題 現方法を工夫したり，制作の順
を生み出し，単純化や省略，強 序などを総合的に考え見通しを
調，材料の組合せなどを考え， もったりしながら，創造的に表
創造的な構成を工夫し，心豊か 現している。
な表現の構想を練っている。
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【
「Ａ

表現

(１)(３)感じ取ったことや考えたことの表現」の評価規準の設定例】

美術への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

・対象を深く見つめ感じ取った
こと，考えたことなどを表現
することに関心をもち，主体
的に主題を生み出そうとして
いる。
・夢，想像や感情などの心の世
界などを表現することに関心
をもち，主体的に主題を生み
出そうとしている。
・主題などを基に，主体的に創
造的な構成を工夫して構想を
練ろうとしている。
・材料や用具の特性などを主体
的に生かし，表現方法を工夫
して表現しようとしている。
・材料や用具，表現方法の特性
などから制作の順序などを主
体的に考え，表現しようとし
ている。

・対象を深く見つめ感じ取った
形や色彩の特徴や美しさ，考
えたことなどを基に，主題を
生み出している。
・イメージを膨らませて夢，想
像や感情などの心の世界など
を基に，主題を生み出してい
る。
・主題などを基に想像力を働か
せ，形や色彩の効果を生かし
て単純化や省略，強調，材料
の組合せなどを考え，創造的
な構成を工夫し，心豊かな表
現の構想を練っている。

・材料や用具の特性を生かし，
表したいイメージをもちなが
ら自分の表現意図に合う新た
な表現方法を工夫するなどし
て創造的に表現している。
・材料や用具，表現方法の特性
などから制作の順序などを総
合的に考えながら，見通しを
もって表現している。

（２）「Ａ 表現 (２)(３)目的や機能の表現」
【学習指導要領の内容】
(2) 伝える，使うなどの目的や機能を考え，デザインや工芸などに表現する活動を通して，発想や構
想に関する次の事項を指導する。
ア 目的や条件などを基に，美的感覚を働かせて形や色彩，図柄，材料，光などの組合せを簡潔に
したり総合化したりするなどして構成や装飾を考え，表現の構想を練ること。
イ 伝えたい内容を多くの人々に伝えるために，形や色彩などの効果を生かして分かりやすさや美
しさなどを考え，表現の構想を練ること。
ウ 使用する者の気持ちや機能，夢や想像，造形的な美しさなどを総合的に考え，表現の構想を練
ること。
(3) 発想や構想をしたことなどを基に表現する活動を通して，技能に関する次の事項を指導する。
ア 材料や用具の特性を生かし，自分の表現意図に合う新たな表現方法を工夫するなどして創造的
に表現すること。
イ 材料や用具，表現方法の特性などから制作の順序などを総合的に考えながら，見通しをもって
表現すること。
〔共通事項〕
（1）「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 形や色彩，材料，光などの性質や，それらがもたらす感情を理解すること。
イ 形や色彩の特徴などを基に，対象のイメージをとらえること。
【
「Ａ

表現

(２)(３)目的や機能の表現」の評価規準に盛り込むべき事項】

美術への関心・意欲・態度
美術の創造活動の喜びを味わい，
目的や機能を考えて表現するこ
とに関心をもち，主体的に造形
的な美しさなどを総合的に考え
て構想を練ったり材料や用具の
特性を生かしたりしようとして
いる。

発想や構想の能力

創造的な技能

感性や想像力を働かせて，目的 感性や造形感覚などを働かせ
や条件，伝えたい内容，使用す て，材料や用具の特性を生かし，
る者の気持ちや機能などを基に 自分の表現意図に合う新たな表
形や色彩の効果を生かして造形 現方法を工夫したり，制作の順
的な美しさなどを総合的に考 序などを総合的に考え見通しを
え，表現の構想を練っている。 もったりしながら，創造的に表
現している。
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【
「Ａ

表現

(２)(３)目的や機能の表現」の評価規準の設定例】

美術への関心・意欲・態度
・簡潔にしたり総合化したりす
るなどして構成や装飾を考え
て表現することに関心をも
ち，主体的に構想を練ろうと
している。
・伝えたい内容を多くの人々に
分かりやすさや美しさなどを
考えて表現することに関心を
もち，主体的に構想を練ろう
としている。
・使用する者の気持ちや機能，
夢や想像などを総合的に考え
て表現することに関心をも
ち，主体的に構想を練ろうと
している。
・材料や用具の特性などを主体
的に生かし，表現方法を工夫
して表現しようとしている。
・材料や用具，表現方法の特性
などから制作の順序などを主
体的に考え，表現しようとし
ている。

発想や構想の能力

創造的な技能

・目的や条件などを基に，美的 ・材料や用具の特性を生かし，
感覚を働かせて形や色彩，図
表したいイメージをもちなが
柄，材料，光などの組合せを
ら自分の表現意図に合う新た
簡潔にしたり総合化したりす
な表現方法を工夫するなどし
るなどして構成や装飾を考
て創造的に表現している。
え，表現の構想を練っている。 ・材料や用具，表現方法の特性
・伝えたい内容を多くの人々に
などから制作の順序などを総
伝えるために，形や色彩など
合的に考えながら，見通しを
の効果を生かして分かりやす
もって表現している。
さや美しさなどを考え，表現
の構想を練っている。
・使用する者の気持ちや機能，
夢や想像，造形的な美しさな
どを形や色彩などの効果を生
かして総合的に考え，表現の
構想を練っている。

（３）「Ｂ 鑑賞」
【学習指導要領の内容】
(1) 美術作品などのよさや美しさを感じ取り味わう活動を通して，鑑賞に関する次の事項を指導する。
ア 造形的なよさや美しさ，作者の心情や意図と創造的な表現の工夫，目的や機能との調和のとれ
た洗練された美しさなどを感じ取り見方を深め，作品などに対する自分の価値意識をもって批評
し合うなどして，美意識を高め幅広く味わうこと。
イ 美術作品などに取り入れられている自然のよさや，自然や身近な環境の中に見られる造形的な
美しさなどを感じ取り，安らぎや自然との共生などの視点から，生活を美しく豊かにする美術の
働きについて理解すること。
ウ 日本の美術の概括的な変遷や作品の特質を調べたり，それらの作品を鑑賞したりして，日本の
美術や伝統と文化に対する理解と愛情を深めるとともに，諸外国の美術や文化との相違と共通性
に気付き，それぞれのよさや美しさなどを味わい，美術を通した国際理解を深め，美術文化の継
承と創造への関心を高めること。
〔共通事項〕
（1）「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。
ア 形や色彩，材料，光などの性質や，それらがもたらす感情を理解すること。
イ 形や色彩の特徴などを基に，対象のイメージをとらえること。
【
「Ｂ

鑑賞」の評価規準に盛り込むべき事項】
美術への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

美術の創造活動の喜びを味わい，身の回りの造形 感性や想像力を働かせて，造形的なよさや美し
や美術作品，生活を美しく豊かにする美術の働 さ，作者の心情や意図と創造的な表現の工夫，
きや美術文化などに関心をもち，主体的に見方 目的や機能との調和のとれた洗練された美しさ
や理解を深めようとしている。
などを感じ取り味わったり，生活を美しく豊か
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にする美術の働きや美術文化などについての理
解や見方を深めている。

【
「Ｂ

鑑賞」の評価規準の設定例】
美術への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

・形や色彩などの特徴や印象，本質的なよさや
美しさ，作者の心情や意図と創造的な表現の
工夫などに関心をもち，主体的に感じ取ろう
としている。
・目的や機能との調和のとれた洗練された美し
さ，つくり手の意図や願いなどに関心をもち，
主体的に感じ取ろうとしている。
・美術作品などに取り入れられている自然のよ
さなどに関心をもち，主体的に生活を美しく
豊かにする美術の働きについて理解しようと
している。
・自然や身近な環境の中に見られる造形的な美
しさなどに関心をもち，主体的に生活を美し
く豊かにする美術の働きについて理解しよう
としている。
・日本の美術の概括的な変遷や作品の特質など
に関心をもち，主体的に日本の美術や伝統と
文化などを理解しようとしている。
・日本と諸外国の美術や文化の相違と共通性な
どに関心をもち，主体的に美術文化への理解
を深めようとしている。

・形や色彩などの特徴や印象などから全体の感
じ，本質的なよさや美しさ，作者の心情や意
図と創造的な表現の工夫などを感じ取り，自
分の価値意識をもって味わっている。
・目的や機能との調和のとれた洗練された美し
さ，作品全体のイメージ，つくり手の意図や
願いなどを感じ取り，自分の価値意識をもっ
て味わっている。
・美術作品などに取り入れられている自然の形
や色彩，材料などからよさなどを感じ取り，
安らぎや自然との共生などの視点から，生活
を美しく豊かにする美術の働きについて理解
している。
・自然や身近な環境の中に見られる形や色彩，
材料などの造形的な美しさなどを感じ取り，
安らぎや自然との共生などの視点から，生活
を美しく豊かにする美術の働きについて理解
している。
・日本の美術の概括的な変遷や作品の特質など
をとらえ，日本の美術や伝統と文化のよさな
どを味わい理解している。
・日本と諸外国の美術や文化との相違と共通性
に気付き，それぞれのよさや美しさなどを味
わい，美術を通した国際理解を深め，美術文
化を継承し創造していくことの意義を感じて
いる。

- 140 -

第７章
第１

保健体育

教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１

教科目標
心と体を一体としてとらえ，運動や健康・安全についての理解と運動の合理的な実践を通して，生涯
にわたって運動に親しむ資質や能力を育てるとともに健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向
上を図り，明るく豊かな生活を営む態度を育てる。

２

評価の観点及びその趣旨
運動や健康・安全への
関心・意欲・態度

運動や健康・安全
についての思考・判断

運動の楽しさや喜びを味
わうことができるよう，
運動の合理的な実践に積
極的に取り組もうとす
る。また，個人生活にお
ける健康・安全について
関心をもち，意欲的に学
習に取り組もうとする。

生涯にわたって運動に
親しむことを目指し
て,学習課題に応じた
運動の取り組み方や健
康の保持及び体力を高
めるための運動の組み
合わせ方を工夫してい
る。また，個人生活に
おける健康・安全につ
いて，課題の解決を目
指して考え，判断し，
それらを表している。

運動の技能

運動や健康・安全
についての知識・理解

運動の合理的な実践を 運動の合理的な実践に
通して，運動の特性に 関する具体的な事項及
応じた基本的な技能を び生涯にわたって運動
身に付けている。
に親しむための理論に
ついて理解している。
また，個人生活におけ
る健康・安全につい
て，課題の解決に役立
つ基礎的な事項を理解
している。

３

内容のまとまり
保健体育科においては，体育分野及び保健分野ごとに，学習指導要領に示された以下を内容のまとま
りとした。
体育分野は，
「Ａ 体つくり運動」，
「Ｂ 器械運動」，
「Ｃ 陸上競技」，
「Ｄ 水泳」，
「Ｅ 球技」，
「Ｆ
武道」，「Ｇ ダンス」，「Ｈ 体育理論」を内容のまとまりとした。
保健分野は，
「
（１）心身の機能の発達と心の健康」，
「（２）健康と環境」
，
「（３）傷害の防止」
，
「
（４）
健康な生活と疾病の予防」を内容のまとまりとした。

第２
Ⅰ

内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

体育分野
第１学年及び第２学年
１

体育分野の目標
(1) 運動の合理的な実践を通して，運動の楽しさや喜びを味わうことができるようにするとともに，知
識や技能を身に付け，運動を豊かに実践することができるようにする。
(2) 運動を適切に行うことによって，体力を高め，心身の調和的発達を図る。
(3) 運動における競争や協同の経験を通して，公正に取り組む，互いに協力する，自己の役割を果たす
などの意欲を育てるとともに，健康・安全に留意し，自己の最善を尽くして運動をする態度を育てる。

２

体育分野の評価の観点の趣旨
運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

運動の技能

運動についての
知識・理解

運動の楽しさや喜びを味

運動を豊かに実践する

運動の合理的な実践を

各運動の特性や成り立
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わうことができるよう， ための課題に応じた運
公正，協力，責任などに 動の取り組み方を工夫
対する意欲をもち，健康 している。また，体力
・安全に留意して，学習 を高めるための運動の
に積極的に取り組もうと 組み合わせ方を工夫し
する。
ている。

３

通して，勝敗を競った
り，攻防を展開したり，
表現したりするための
各領域の運動の特性に
応じた基本的な技能を
身に付けている。

ち，技の名称や行い方，
伝統的な考え方，各領
域に関連して高まる体
力，健康・安全の留意
点についての具体的な
方法及び運動やスポー
ツの多様性，運動やス
ポーツが心身の発達に
与える効果についての
考え方を理解してい
る。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

(１)「Ａ 体つくり運動」
【学習指導要領の内容】
(1) 次の運動を通して，体を動かす楽しさや心地よさを味わい，体力を高め，目的に適した運動を身
に付け，組み合わせることができるようにする。
ア 体ほぐしの運動では，心と体の関係に気付き，体の調子を整え，仲間と交流するための手軽な
運動や律動的な運動を行うこと。
イ 体力を高める運動では，ねらいに応じて，体の柔らかさ，巧みな動き，力強い動き，動きを持
続する能力を高めるための運動を行うとともに，それらを組み合わせて運動の計画に取り組むこ
と。
(2) 体つくり運動に積極的に取り組むとともに，分担した役割を果たそうとすることなどや，健康・
安全に気を配ることができるようにする。
(3) 体つくり運動の意義と行い方，運動の計画の立て方などを理解し，課題に応じた運動の取り組み
方を工夫できるようにする。
【
「Ａ

体つくり運動」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

体つくり運動の楽しさや
心地よさを味わうことが
できるよう，分担した役
割を果たそうとすること
などや，健康・安全に留
意して，学習に積極的に
取り組もうとしている。

ねらいに応じて，体の
柔らかさ，巧みな動き，
力強い動き，動きを持
続する能力を高めるた
めの運動を組み合わせ
るとともに，学習課題
に応じた運動の取り組
み方を工夫している。

【
「Ａ

運動の技能

運動についての
知識・理解
体つくり運動の意義と
行い方，運動の計画の
立て方などを理解して
いる。

体つくり運動」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

・体つくり運動の学習に
積極的に取り組もうと
している。
・分担した役割を果たそ
うとしている。
・仲間の学習を援助しよ

・体ほぐしのねらいで
ある「心と体の関係
に気付く」
，「体の調
子を整える」，「仲間
と交流する」ことを
踏まえて，課題に応
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運動の技能

運動についての
知識・理解
・体つくり運動の意義
について，理解した
ことを言ったり書き
出したりしている。
・体つくり運動の行い
方について，学習し

うとしている。
・健康・安全に留意して
いる。

※

じた活動を選んでい
る。
・関節や筋肉の働きに
合った合理的な運動
の行い方を選んでい
る。
・ねらいや体力に応じ
て効率よく高める運
動例やバランスよく
高める運動例の組み
合わせ方を見付けて
いる。
・仲間と協力する場面
で，分担した役割に
応じた活動の仕方を
見付けている。
・仲間と学習する場面
で，学習した安全上
の留意点を当てはめ
ている。

た具体例を挙げてい
る。
・運動の計画の立て方
について，理解した
ことを言ったり書き
出したりしている。

なお，「体つくり運動」の体ほぐしの運動は，技能の習得・向上を直接のねらいとするものではな
いこと，体力を高める運動は，運動の計画を立てることが主な目的となることから，運動の技能は設
定せず，（１）運動については，主に「運動についての思考・判断」に整理している。

(２)「Ｂ 器械運動」
【学習指導要領の内容】
(1) 次の運動について，技ができる楽しさや喜びを味わい，その技がよりよくできるようにする。
ア マット運動では，回転系や巧技系の基本的な技を滑らかに行うこと，条件を変えた技，発展技
を行うこと，それらを組み合わせること。
イ 鉄棒運動では，支持系や懸垂系の基本的な技を滑らかに行うこと，条件を変えた技，発展技を
行うこと，それらを組み合わせること。
ウ 平均台運動では，体操系やバランス系の基本的な技を滑らかに行うこと，条件を変えた技，発
展技を行うこと，それらを組み合わせること。
エ 跳び箱運動では，切り返し系や回転系の基本的な技を滑らかに行うこと，条件を変えた技，発
展技を行うこと。
(2) 器械運動に積極的に取り組むとともに，よい演技を認めようとすること，分担した役割を果たそ
うとすることなどや，健康・安全に気を配ることができるようにする。
(3) 器械運動の特性や成り立ち，技の名称や行い方，関連して高まる体力などを理解し，課題に応じ
た運動の取り組み方を工夫できるようにする。
【
「Ｂ

器械運動」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

器械運動の楽しさや喜び
を味わうことができるよ
う，よい演技を認めよう
とすること，分担した役
割を果たそうとすること
などや，健康・安全に留
意して，学習に積極的に
取り組もうとしている。

器械運動を豊かに実践
するための学習課題に
応じた運動の取り組み
方を工夫している。
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運動の技能

運動についての
知識・理解

器械運動の特性に応じ 器械運動の特性や成り
た 技 を 身 に 付 け て い 立ち，技の名称や行い
る。
方，関連して高まる体
力を理解している。

【
「Ｂ

器械運動」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度
・器械運動の学習に積極
的に取り組もうとして
いる。
・よい演技を認めようと
している。
・分担した役割を果たそ
うとしている。
・仲間の学習を援助しよ
うとしている。
・健康・安全に留意して
いる。

運動についての
思考・判断

運動の技能

運動についての
知識・理解

・学習する技の合理的 ・マット運動では，回 ・器械運動の特性や成
な動き方のポイント
転系や巧技系の技を
り立ちについて，学
を見付けている。
組み合わせるための，
習した具体例を挙げ
・課題に応じて，技の
滑らかな基本的な技 ，
ている。
習得に適した練習方
条件を変えた技，発 ・技の名称や行い方に
法を選んでいる。
展技のいずれかがで
ついて，学習した具
・学習した技から，
「は
きる。
体例を挙げている。
じめ－なか－おわり」 ・鉄棒運動では，支持 ・器械運動に関連して
などの構成に適した
系や懸垂系の技を組
高まる体力について，
技の組み合わせ方を
み合わせるための，
学習した具体例を挙
見付けている。
滑らかな基本的な技，
げている。
・仲間と学習する場面
条件を変えた技，発
で，仲間のよい動き
展技のいずれかがで
などを指摘してい
きる。
る。
・平均台運動では，体
・仲間と学習する場面
操系やバランス系の
で，学習した安全上
技を組み合わせるた
の留意点を当てはめ
めの，滑らかな基本
ている。
的な技，条件を変え
た技，発展技のいず
れかができる。
・跳び箱運動では，切
り返し系や回転系の
滑らかな基本的な技，
条件を変えた技，発
展技のいずれかがで
きる。

(３)「Ｃ 陸上競技」
【学習指導要領の内容】
(1) 次の運動について，記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わい，基本的な動きや効率のよい動き
を身に付けることができるようにする。
ア 短距離走・リレーでは，滑らかな動きで速く走ること，長距離走では，ペースを守り一定の距
離を走ること，ハードル走では，リズミカルな走りから滑らかにハードルを越すこと。
イ 走り幅跳びでは，スピードに乗った助走から素早く踏み切って跳ぶこと，走り高跳びでは，リ
ズミカルな助走から力強く踏み切って大きな動作で跳ぶこと。
(2) 陸上競技に積極的に取り組むとともに，勝敗などを認め，ルールやマナーを守ろうとすること，
分担した役割を果たそうとすることなどや，健康・安全に気を配ることができるようにする。
(3) 陸上競技の特性や成り立ち，技術の名称や行い方，関連して高まる体力などを理解し，課題に応
じた運動の取り組み方を工夫できるようにする。
【
「Ｃ

陸上競技」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

運動の技能

運動についての
知識・理解

陸上競技の楽しさや喜び
を味わうことができるよ

陸上競技を豊かに実践
するための学習課題に

陸上競技の特性に応じ
た，基本的な動きや効

陸上競技の特性や成り
立ち，技術の名称や行
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う，勝敗などを認め，ル
ールやマナーを守ろうと
すること，分担した役割
を果たそうとすることな
どや，健康・安全に留意
して，学習に積極的に取
り組もうとしている。

【
「Ｃ

応じた運動の取り組み
方を工夫している。

率のよい動きを身に付
けている。

い方，関連して高まる
体力を理解している。

運動の技能

運動についての
知識・理解

陸上競技」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度
・陸上競技の学習に積極
的に取り組もうとして
いる。
・勝敗などを認め，ルー
ルやマナーを守ろうと
している。
・分担した役割を果たそ
うとしている。
・仲間の学習を援助しよ
うとしている。
・健康・安全に留意して
いる。

運動についての
思考・判断

・技術を身に付けるた ・短距離走・リレーで ・陸上競技の特性や成
め運動の行い方のポ
は，滑らかな動きで
り立ちについて，学
イントを見付けてい
速く走ることができ
習した具体例を挙げ
る。
る。
ている。
・課題に応じた練習方 ・長距離走では，ペー ・技術の名称や行い方
法を選んでいる。
スを守り一定の距離
について，学習した
・仲間と協力する場面
を走ることができる。
具体例を挙げてい
で，分担した役割に ・ハードル走では，リ
る。
応じた活動の仕方を
ズミカルな走りから ・陸上競技に関連して
見付けている。
滑らかにハードルを
高まる体力について，
・学習した安全上の留
越すことができる。
学習した具体例を挙
意点を他の練習や競 ・走り幅跳びでは，ス
げている。
争場面に当てはめて
ピードに乗った助走
いる。
から素早く踏み切っ
て跳ぶことができる。
・走り高跳びでは，リ
ズミカルな助走から
力強く踏み切って大
きな動作で跳ぶこと
ができる。

(４)「Ｄ 水泳」
【学習指導要領の内容】
(1) 次の運動について，記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わい，泳法を身に付けることができる
ようにする。
ア クロールでは，手と足，呼吸のバランスをとり速く泳ぐこと。
イ 平泳ぎでは，手と足，呼吸のバランスをとり長く泳ぐこと。
ウ 背泳ぎでは，手と足，呼吸のバランスをとり泳ぐこと。
エ バタフライでは，手と足，呼吸のバランスをとり泳ぐこと。
(2) 水泳に積極的に取り組むとともに，勝敗などを認め，ルールやマナーを守ろうとすること，分担
した役割を果たそうとすることなどや，水泳の事故防止に関する心得など健康・安全に気を配るこ
とができるようにする。
(3) 水泳の特性や成り立ち，技術の名称や行い方，関連して高まる体力などを理解し，課題に応じた
運動の取り組み方を工夫できるようにする。
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【
「Ｄ

水泳」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

水泳の楽しさや喜びを味
わうことができるよう，
勝敗などを認め，ルール
やマナーを守ろうとする
こと，分担した役割を果
たそうとすることなど
や，水泳の事故防止に関
する心得など健康・安全
に留意して，学習に積極
的に取り組もうとしてい
る。

水泳を豊かに実践する
ための学習課題に応じ
た運動の取り組み方を
工夫している。

【
「Ｄ

水泳の特性に応じた泳
法を身に付けている。

運動についての
知識・理解
水泳の特性や成り立
ち，技術の名称や行い
方，関連して高まる体
力を理解している。

水泳」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度
・水泳の学習に積極的に
取り組もうとしている。
・勝敗などを認め，ルー
ルやマナーを守ろうと
している。
・分担した役割を果たそ
うとしている。
・仲間の学習を援助しよ
うとしている。
・水泳の事故防止に関す
る心得など健康・安全
に留意している。

※

運動の技能

運動についての
思考・判断

運動の技能

運動についての
知識・理解

・泳法を身に付けるた ・クロールでは，手と ・水泳の特性や成り立
めの運動の行い方の
足，呼吸のバランス
ちについて，学習し
ポイントを見付けて
をとり速く泳ぐこと
た具体例を挙げてい
いる。
ができる。
る。
・課題に応じた練習方 ・平泳ぎでは，手と足， ・技術の名称や行い方
法を選んでいる。
呼吸のバランスをと
について，学習した
・仲間と協力する場面
り長く泳ぐことがで
具体例を挙げている。
で，分担した役割に
きる。
・関連して高まる体力
応じた協力の仕方を ・背泳ぎでは，手と足，
について，学習した
見付けている。
呼吸のバランスをと
具体例を挙げている。
・学習した安全上の留
り泳ぐことができる。
意点を他の練習場面 ・バタフライでは，手
に当てはめている。
と足，呼吸のバラン
スをとり泳ぐことが
できる。

内容の取扱いに「泳法との関連において水中からのスタート及びターンを取り上げること」として
いるので，技能の一部としてこれらを指導する場合は，生徒の技能・体力の程度，施設の状況等を考
慮した上で，学習指導要領解説を参考に各学校において評価規準を設定する。

(５)「Ｅ 球技」
【学習指導要領の内容】
(1) 次の運動について，勝敗を競う楽しさや喜びを味わい，基本的な技能や仲間と連携した動きでゲ
ームが展開できるようにする。
ア ゴール型では，ボール操作と空間に走り込むなどの動きによってゴール前での攻防を展開する
こと。
イ ネット型では，ボールや用具の操作と定位置に戻るなどの動きによって空いた場所をめぐる攻
防を展開すること。
ウ ベースボール型では，基本的なバット操作と走塁での攻撃，ボール操作と定位置での守備など
によって攻防を展開すること。
(2) 球技に積極的に取り組むとともに，フェアなプレイを守ろうとすること，分担した役割を果たそ
うとすること，作戦などについての話合いに参加しようとすることなどや，健康・安全に気を配る
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ことができるようにする。
(3) 球技の特性や成り立ち，技術の名称や行い方，関連して高まる体力などを理解し，課題に応じた
運動の取り組み方を工夫できるようにする。
【
「Ｅ

球技」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

球技の楽しさや喜びを味
わうことができるよう，
フェアなプレイを守ろう
とすること，分担した役
割を果たそうとするこ
と,作戦などについての
話合いに参加しようとす
ることなどや，健康・安
全に留意して，学習に積
極的に取り組もうとして
いる。

球技を豊かに実践する
ための学習課題に応じ
た運動の取り組み方を
工夫している。

【
「Ｅ

運動の技能

運動についての
知識・理解

球技の特性に応じて，
ゲームを展開するため
の基本的な技能や仲間
と連携した動きを身に
付けている。

球技の特性や成り立
ち，技術の名称や行い
方，関連して高まる体
力，試合の行い方を理
解している。

運動の技能

運動についての
知識・理解

球技」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度
・球技の学習に積極的に
取り組もうとしている。
・フェアなプレイを守ろ
うとしている。
・分担した役割を果たそ
うとしている。
・作戦などについての話
合いに参加しようとし
ている。
・仲間の学習を援助しよ
うとしている。
・健康・安全に留意して
いる。

運動についての
思考・判断

・ボール操作やボール ・ゴール型では，ゴー
を持たないときの動
ル前での攻防を展開
きなどの技術を身に
するためのボール操
付けるための運動の
作と空間に走り込む
行い方のポイントを
などの動きができる。
見付けている。
・ネット型では，空い
・自己やチームの課題
た場所をめぐる攻防
を見付けている。
を展開するためのボ
・提供された練習方法
ールや用具の操作と
から，自己やチーム
定位置に戻るなどの
の課題に応じた練習
動きができる。
方法を選んでいる。 ・ ベ ー ス ボ ー ル 型 で
・仲間と協力する場面
は，攻防を展開する
で，分担した役割に
ための基本的なバッ
応じた協力の仕方を
ト操作と走塁での攻
見付けている。
撃，ボール操作と定
・学習した安全上の留
位置での守備などの
意点を他の練習場面
動きができる。
や試合場面に当ては
めている。

・球技の特性や成り立
ちについて，学習し
た具体例を挙げてい
る。
・技術の名称や行い方
について，学習した
具体例を挙げている。
・球技に関連して高ま
る体力について，学
習した具体例を挙げ
ている。
・試合の行い方につい
て，学習した具体例
を挙げている。

(６)「Ｆ 武道」
【学習指導要領の内容】
(1) 次の運動について，技ができる楽しさや喜びを味わい，基本動作や基本となる技ができるように
する。
ア 柔道では，相手の動きに応じた基本動作から，基本となる技を用いて，投げたり抑えたりする
などの攻防を展開すること。
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イ

剣道では，相手の動きに応じた基本動作から，基本となる技を用いて，打ったり受けたりする
などの攻防を展開すること。
ウ 相撲では，相手の動きに応じた基本動作から，基本となる技を用いて，押したり寄ったりする
などの攻防を展開すること。
(2) 武道に積極的に取り組むとともに，相手を尊重し，伝統的な行動の仕方を守ろうとすること，分
担した役割を果たそうとすることなどや，禁じ技を用いないなど健康・安全に気を配ることができ
るようにする。
(3) 武道の特性や成り立ち，伝統的な考え方，技の名称や行い方，関連して高まる体力などを理解し，
課題に応じた運動の取り組み方を工夫できるようにする。
【
「Ｆ

武道」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

運動の技能

武道の楽しさや喜びを味
わうことができるよう，
相手を尊重し，伝統的な
行動の仕方を守ろうとす
ること，分担した役割を
果たそうとすることなど
や，禁じ技を用いないな
ど健康・安全に留意し
て，学習に積極的に取り
組もうとしている。

武道を豊かに実践する
ための学習課題に応じ
た運動の取り組み方を
工夫している。

武道の特性に応じて，
攻防を展開するための
基本動作や基本となる
技を身に付けている。

【
「Ｆ

運動についての
知識・理解
武道の特性や成り立
ち，伝統的な考え方，
技の名称や行い方，関
連して高まる体力，試
合の行い方を理解して
いる。

武道」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度
・武道の学習に積極的に
取り組もうとしている。
・相手を尊重し，伝統的
な行動の仕方を守ろう
としている。
・分担した役割を果たそ
うとしている。
・仲間の学習を援助しよ
うとしている。
・禁じ技を用いないなど
健康・安全に留意して
いる。

運動についての
思考・判断

運動の技能

・技を身に付けるため ・柔道では，投げたり
の運動の行い方のポ
抑えたりするなどの
イントを見付けてい
攻防を展開するため
る。
の相手の動きに応じ
・課題に応じた練習方
た基本動作から，基
法を選んでいる。
本となる技ができる。
・仲間と協力する場面 ・剣道では，打ったり
で，分担した役割に
受けたりするなどの
応じた協力の仕方を
攻防を展開するため
見付けている。
の相手の動きに応じ
・学習した安全上の留
た基本動作から，基
意点を他の練習場面
本となる技ができる。
に当てはめている。 ・相撲では，押したり
寄ったりするなどの
攻防を展開するため
の相手の動きに応じ
た基本動作から，基
本となる技ができる。
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運動についての
知識・理解
・武道の特性や成り立
ちについて，学習し
た具体例を挙げてい
る。
・武道の伝統的な考え
方について，理解し
たことを言ったり書
き出したりしてい
る。
・技の名称や行い方に
ついて，学習した具
体例を挙げている。
・武道に関連して高ま
る体力について，学
習した具体例を挙げ
ている。
・試合の行い方につい
て学習した具体例を
挙げている。

(７)「Ｇ ダンス」
【学習指導要領の内容】
(1) 次の運動について，感じを込めて踊ったりみんなで踊ったりする楽しさや喜びを味わい，イメー
ジをとらえた表現や踊りを通した交流ができるようにする。
ア 創作ダンスでは，多様なテーマから表したいイメージをとらえ，動きに変化を付けて即興的に
表現したり，変化のあるひとまとまりの表現にしたりして踊ること。
イ フォークダンスでは，踊り方の特徴をとらえ，音楽に合わせて特徴的なステップや動きで踊る
こと。
ウ 現代的なリズムのダンスでは，リズムの特徴をとらえ，変化のある動きを組み合わせて，リズ
ムに乗って全身で踊ること。
(2) ダンスに積極的に取り組むとともに，よさを認め合おうとすること，分担した役割を果たそう
とすることなどや，健康・安全に気を配ることができるようにする。
(3) ダンスの特性，踊りの由来と表現の仕方，関連して高まる体力などを理解し，課題に応じた運動
の取り組み方を工夫できるようにする。
【
「Ｇ

ダンス」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度
ダンスの楽しさや喜びを
味わうことができるよ
う，よさを認め合おうと
すること，分担した役割
を果たそうとすることな
どや，健康・安全に留意
して，学習に積極的に取
り組もうとしている。

【
「Ｇ

運動についての
思考・判断

運動の技能

ダンスを豊かに実践す ダ ン ス の 特 性 に 応 じ
るための学習課題に応 て，交流ができるよう，
じた運動の取り組み方 イメージをとらえた表
を工夫している。
現や踊りをするための
動きを身に付けてい
る。

運動についての
知識・理解
ダンスの特性，踊りの
由来と表現の仕方，関
連して高まる体力など
を理解している。

ダンス」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

・ダンスの学習に積極的
に取り組もうとしてい
る。
・よさを認め合おうとし
ている。
・分担した役割を果たそ
うとしている。
・仲間の学習を援助しよ
うとしている。
・健康・安全に留意して
いる。

・自分の興味や関心に
合ったテーマや踊り
を設定している。
・課題に応じた練習方
法を選んでいる。
・発表の場面で，仲間
のよい動きや表現な
どを指摘している。
・学習した安全上の留
意点を仲間と学習す
る場面に当てはめて
いる。
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運動の技能
・創作ダンスでは，多
様なテーマから表し
たいイメージをとら
え，動きに変化を付
けて即興的に表現し
たり，変化のあるひ
とまとまりの表現に
したりして踊るため
の動きができる。
・フォークダンスでは，
踊り方の特徴をとら
え，音楽に合わせて
特徴的なステップや
動きで踊るための動
きができる。
・現代的なリズムのダ
ンスでは，リズムの
特徴をとらえ，変化
のある動きを組み合
わせて，リズムに乗

運動についての
知識・理解
・ダンスの特性につい
て，学習した具体例
を挙げている。
・踊りの由来について，
学習した具体例を挙
げている。
・表現の仕方について，
学習した具体例を挙
げている。
・ダンスに関連して高
まる体力について，
学習した具体例を挙
げている。

って全身で踊るため
の動きができる。

(８)「Ｈ 体育理論」
【学習指導要領の内容】
(1) 運動やスポーツが多様であることについて理解できるようにする。
ア 運動やスポーツは，体を動かしたり，健康を維持したりするなどの必要性や，競技に応じた力
を試すなどの楽しさから生みだされ発展してきたこと。
イ 運動やスポーツには，行うこと，見ること，支えることなどの多様なかかわり方があること。
ウ 運動やスポーツには，特有の技術や戦術があり，その学び方には一定の方法があること。
(2) 運動やスポーツの意義や効果などについて理解できるようにする。
ア 運動やスポーツは，身体の発達やその機能の維持，体力の向上などの効果や自信の獲得，スト
レスの解消などの心理的効果が期待できること。
イ 運動やスポーツは，ルールやマナーについて合意したり，適切な人間関係を築いたりするなど
の社会性を高める効果が期待できること。
ウ 運動やスポーツを行う際は，その特性や目的，発達の段階や体調などを踏まえて運動を選ぶな
ど，健康・安全に留意する必要があること。
【
「Ｈ

体育理論」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

運動やスポーツが多様で
あること，運動やスポー
ツの意義や効果などにつ
いて関心をもち，学習に
積極的に取り組もうとし
ている。

運動やスポーツが多様
であること，運動やス
ポーツの意義や効果な
どについて，学習した
知識を活用したり応用
したりしている。

【
「Ｈ

運動の技能

運動についての
知識・理解
運動やスポーツが多様
であること，運動やス
ポーツの意義や効果な
どについて理解してい
る。

体育理論」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

・運動やスポーツが多様
であることについて，
（情報を集めたり，意
見を交換したりするな
どの）活動を通して，
学習に積極的に取り組
もうとしている。

・運動やスポーツが多
様であることについ
て，出された意見や
集めた情報を分析し
たり，整理したりし
ている。

・運動やスポーツの必
要性と楽しさについ
て，言ったり書き出
したりしている。
・運動やスポーツへの
多様なかかわり方に
ついて，言ったり書
き出したりしている。
・運動やスポーツの学
び方について，言っ
たり書き出したりし
ている。

・運動やスポーツの意義
や効果などについて，
（情報を集めたり，意

・運動やスポーツの意
義や効果などについ
て，出された意見や

・運動やスポーツが心
身に及ぼす効果につ
いて，言ったり書き
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運動の技能

運動についての
知識・理解

見を交換したりするな
どの）活動を通して，
学習に積極的に取り組
もうとしている。

集めた情報を分析し
たり，整理したりし
ている。

出したりしている。
・運動やスポーツが社
会性の発達に及ぼす
効果について，言っ
たり書き出したりし
ている。
・安全な運動やスポー
ツの行い方について，
言ったり書き出した
りしている。

第３学年
１

体育分野の目標
(1) 運動の合理的な実践を通して，運動の楽しさや喜びを味わうとともに，知識や技能を高め，生涯に
わたって運動を豊かに実践することができるようにする。
(2) 運動を適切に行うことによって，自己の状況に応じて体力の向上を図る能力を育て，心身の調和的
発達を図る。
(3) 運動における競争や協同の経験を通して，公正に取り組む，互いに協力する，自己の責任を果たす，
参画するなどの意欲を育てるとともに，健康・安全を確保して，生涯にわたって運動に親しむ態度を
育てる。

２

３

体育分野の評価の観点の趣旨
運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

運動の技能

運動の楽しさや喜びを味
わうことができるよう，
公正，協力，責任，参画
などに対する意欲をも
ち，健康・安全を確保し
て，学習に自主的に取り
組もうとする。

生涯にわたって運動を
豊かに実践するための
自己の課題に応じた運
動の取り組み方を工夫
している。また，自己
の状況に応じて体力を
高めるための運動の計
画を工夫している。

運動の合理的な実践を
通して，運動の特性に
応じて勝敗を競った
り，攻防を展開したり，
表現したりするための
各領域の運動の特性に
応じた段階的な技能を
身に付けている。

運動についての
知識・理解
選択した運動の技の名
称や行い方，体力の高
め方，運動観察の方法，
スポーツを行う際の健
康･安全の確保の仕方
についての具体的な方
法及び文化としてのス
ポーツの意義の考え方
を理解している。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ 体つくり運動」
【学習指導要領の内容】
(1) 次の運動を通して，体を動かす楽しさや心地よさを味わい，健康の保持増進や体力の向上を図り，
目的に適した運動の計画を立て取り組むことができるようにする。
ア 体ほぐしの運動では，心と体は互いに影響し変化することに気付き，体の状態に応じて体の調
子を整え，仲間と積極的に交流するための手軽な運動や律動的な運動を行うこと。
イ 体力を高める運動では，ねらいに応じて，健康の保持増進や調和のとれた体力の向上を図るた
めの運動の計画を立て取り組むこと。
(2) 体つくり運動に自主的に取り組むとともに，体力の違いに配慮しようとすること，自己の責任を
果たそうとすることなどや，健康・安全を確保することができるようにする。
(3) 運動を継続する意義，体の構造，運動の原則などを理解し，自己の課題に応じた運動の取り組み
方を工夫できるようにする。
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【
「Ａ

体つくり運動」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

体つくり運動の楽しさや
心地よさを味わうことが
できるよう，体力の違い
に配慮しようとするこ
と，自己の責任を果たそ
うとすることなどや，健
康・安全を確保して，学
習に自主的に取り組もう
としている。

ねらいに応じて，健康
の保持増進や調和のと
れた体力の向上を図る
ための運動の計画を立
てるとともに，自己の
課題に応じた運動の取
り組み方を工夫してい
る。

【
「Ａ

運動についての
知識・理解
運動を継続する意義，
体の構造，運動の原則
などを理解している。

体つくり運動」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

・体つくり運動の学習に
自主的に取り組もうと
している。
・体力の違いに配慮しよ
うとしている。
・自己の責任を果たそう
としている。
・互いに助け合い教え合
おうとしている。
・健康・安全を確保して
いる。

・体ほぐしのねらいを
踏まえて，自己の課
題に応じた活動を選
んでいる。
・ねらいや体力の程度
に応じて強度，時間，
回数，頻度を設定し
ている。
・自己の責任を果たす
場面で，ねらいに応
じた活動の仕方を見
付けている。
・仲間と学習する場面
で，体力の違いに配
慮した補助の仕方な
どを見付けている。
・実生活で継続しやす
い運動例を選んでい
る。

※

運動の技能

運動の技能

運動についての
知識・理解
・運動を継続する意義
について，理解した
ことを言ったり書き
出したりしている。
・運動を安全に行う上
で必要となる体の構
造について，理解し
たことを言ったり書
き出したりしてい
る。
・運動の原則があるこ
とについて，理解し
たことを言ったり書
き出したりしてい
る。

なお，「体つくり運動」の体ほぐしの運動は，技能の習得・向上を直接のねらいとするものではな
いこと，体力を高める運動は，運動の計画を立てることが主な目的となることから，運動の技能は設
定せず，（１）運動については，「運動についての思考・判断」に整理している。

(２)「Ｂ 器械運動」
【学習指導要領の内容】
(1) 次の運動について，技ができる楽しさや喜びを味わい，自己に適した技で演技することができる
ようにする。
ア マット運動では，回転系や巧技系の基本的な技を滑らかに安定して行うこと，条件を変えた技，
発展技を行うこと，それらを構成し演技すること。
イ 鉄棒運動では，支持系や懸垂系の基本的な技を滑らかに安定して行うこと，条件を変えた技，
発展技を行うこと，それらを構成し演技すること。
ウ 平均台運動では，体操系やバランス系の基本的な技を滑らかに安定して行うこと，条件を変え
た技，発展技を行うこと，それらを構成し演技すること。
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エ

跳び箱運動では，切り返し系や回転系の基本的な技を滑らかに安定して行うこと，条件を変え
た技，発展技を行うこと。
(2) 器械運動に自主的に取り組むとともに，よい演技を讃えようとすること，自己の責任を果たそう
とすることなどや，健康・安全を確保することができるようにする。
(3) 技の名称や行い方，体力の高め方，運動観察の方法などを理解し，自己の課題に応じた運動の取
り組み方を工夫できるようにする。
【
「Ｂ

器械運動」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

器械運動の楽しさや喜び
を味わうことができるよ
う，よい演技を讃えよう
とすること，自己の責任
を果たそうとすることな
どや，健康・安全を確保
して，学習に自主的に取
り組もうとしている。

生涯にわたって器械運
動を豊かに実践するた
めの自己の課題に応じ
た運動の取り組み方を
工夫している。

運動の技能
器械運動の特性に応じ
て演技するための，自
己に適した技を身に付
けている。

運動についての
知識・理解
技の名称や行い方，体
力の高め方，運動観察
の方法，発表会や競技
会の仕方を理解してい
る。

【
「Ｂ 器械運動」の評価規準の設定例】
運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

・器械運動の学習に自主
的に取り組もうとして
いる。
・よい演技を讃えようと
している。
・自己の責任を果たそう
としている。
・互いに助け合い教え合
おうとしている。
・健康・安全を確保して
いる。

・自己の課題に応じて，
学習する技の合理的
な動き方の改善すべ
きポイントを見付け
ている。
・自己の課題に応じて，
適切な練習方法を選
んでいる。
・自己の技能・体力の
程度に応じて，目指
す技や技の組み合わ
せ方を見付けている。
・仲間と学習する場面
で，仲間の動きと自
己の動きの違いなど
を指摘している。
・健康や安全を確保す
るために，体調に応
じて適切な練習方法
を選んでいる。
・器械運動を継続して
楽しむための自己に
適したかかわり方を
見付けている。
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運動の技能
・マット運動では，回
転系や巧技系の技で
構成し演技するため
の，滑らかに安定し
た基本的な技，条件
を変えた技，発展技
のいずれかができる。
・鉄棒運動では，支持
系や懸垂系の技で構
成し演技するための，
滑らかに安定した基
本的な技，条件を変
えた技，発展技のい
ずれかができる。
・平均台運動では，体
操系やバランス系の
技で構成し演技する
ための，滑らかに安
定した基本的な技，
条件を変えた技，発
展技のいずれかがで
きる。
・跳び箱運動では，切
り返し系や回転系の
滑らかに安定した基
本的な技，条件を変
えた技，発展技のい
ずれかができる。

運動についての
知識・理解
・技の名称や行い方に
ついて，学習した具
体例を挙げている。
・器械運動に関連した
体力の高め方につい
て，学習した具体例
を挙げている。
・運動観察の方法につ
いて，理解したこと
を言ったり書き出し
たりしている。
・発表会や競技会の仕
方について，学習し
た具体例を挙げてい
る。

(３)「Ｃ 陸上競技」
【学習指導要領の内容】
(1) 次の運動について，記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わい，各種目特有の技能を身に付ける
ことができるようにする。
ア 短距離走・リレーでは，中間走へのつなぎを滑らかにするなどして速く走ること，長距離走で
は，自己に適したペースを維持して走ること，ハードル走では，スピードを維持した走りからハ
ードルを低く越すこと。
イ 走り幅跳びでは，スピードに乗った助走から力強く踏み切って跳ぶこと，走り高跳びでは，リ
ズミカルな助走から力強く踏み切り滑らかな空間動作で跳ぶこと。
(2) 陸上競技に自主的に取り組むとともに，勝敗などを冷静に受け止め，ルールやマナーを大切にし
ようとすること，自己の責任を果たそうとすることなどや，健康・安全を確保することができるよ
うにする。
(3) 技術の名称や行い方，体力の高め方，運動観察の方法などを理解し，自己の課題に応じた運動の
取り組み方を工夫できるようにする。
【
「Ｃ

陸上競技」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

陸上競技の楽しさや喜び
を味わうことができるよ
う，勝敗などを冷静に受
け止め，ルールやマナー
を大切にしようとするこ
と，自己の責任を果たそ
うとすることなどや，健
康・安全を確保して，学
習に自主的に取り組もう
としている。

生涯にわたって陸上競
技を豊かに実践するた
めの自己の課題に応じ
た運動の取り組み方を
工夫している。

【
「Ｃ

運動の技能
陸上競技の特性に応じ
た，各種目特有の技能
を身に付けている。

運動についての
知識・理解
技術の名称や行い方，
体力の高め方，運動観
察の方法を理解してい
る。

陸上競技」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

・陸上競技の学習に自主
的に取り組もうとして
いる。
・勝敗などを冷静に受け
止め，ルールやマナー
を大切にしようとして
いる。
・自己の責任を果たそう
としている。
・互いに助け合い教え合
おうとしている。
・健康・安全を確保して
いる。

・自己の課題に応じた
運動の行い方の改善
すべきポイントを見
付けている。
・自己の課題に応じて，
適切な練習方法を選
んでいる。
・仲間に対して，技術
的な課題や有効な練
習方法の選択に関し
て指摘している。
・健康や安全を確保す
るために，体調に応
じて適切な練習方法
を選んでいる。
・陸上競技を継続して
楽しむための自己に
適したかかわり方を
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運動の技能

運動についての
知識・理解

・短距離走・リレーで ・技術の名称や行い方
は，中間走へのつな
について，学習した
ぎを滑らかにするな
具体例を挙げている。
どして速く走ること ・陸上競技に関連した
ができる。
体力の高め方につい
・長距離走では，自己
て，学習した具体例
に適したペースを維
を挙げている。
持して走ることがで ・運動観察の方法につ
きる。
いて，理解したこと
・ハードル走では，ス
を言ったり書き出し
ピードを維持した走
たりしている。
りからハードルを低
く越すことができる。
・走り幅跳びでは，ス
ピードに乗った助走
から力強く踏み切っ
て跳ぶことができる。
・走り高跳びでは，リ

見付けている。

ズミカルな助走から
力強く踏み切り滑ら
かな空間動作で跳ぶ
ことができる。

(４)「Ｄ 水泳」
【学習指導要領の内容】
(1) 次の運動について，記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わい，効率的に泳ぐことができるよう
にする。
ア クロールでは，手と足，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだり
すること。
イ 平泳ぎでは，手と足，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりす
ること。
ウ 背泳ぎでは，手と足，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで泳ぐこと。
エ バタフライでは，手と足，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで泳ぐこと。
オ 複数の泳法で泳ぐこと，又はリレーをすること。
(2) 水泳に自主的に取り組むとともに，勝敗などを冷静に受け止め，ルールやマナーを大切にしよう
とすること，自己の責任を果たそうとすることなどや，水泳の事故防止に関する心得など健康・安
全を確保することができるようにする。
(3) 技術の名称や行い方，体力の高め方，運動観察の方法などを理解し，自己の課題に応じた運動の
取り組み方を工夫できるようにする。
【
「Ｄ

水泳」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

水泳の楽しさや喜びを味
わうことができるよう，
勝敗などを冷静に受け止
め，ルールやマナーを大
切にしようとすること，
自己の責任を果たそうと
することなどや，水泳の
事故防止に関する心得な
ど健康・安全を確保し
て，学習に自主的に取り
組もうとしている。

生涯にわたって水泳を
豊かに実践するための
自己の課題に応じた運
動の取り組み方を工夫
している。

【
「Ｄ

運動の技能
水泳の特性に応じた，
効率的な泳法を身に付
けている。

運動についての
知識・理解
技術の名称や行い方，
体力の高め方，運動観
察の方法を理解してい
る。

水泳」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度
・水泳の学習に自主的に
取り組もうとしてい
る。
・勝敗などを冷静に受け
止め，ルールやマナー
を大切にしようとして
いる。
・自己の責任を果たそう
としている。

運動についての
思考・判断

運動の技能

運動についての
知識・理解

・選択した泳法につい ・クロールでは，手と ・技術の名称や行い方
て，自己の改善すべ
足，呼吸のバランス
について，学習した
きポイントを見付け
を保ち，安定したペ
具体例を挙げている。
ている。
ースで長く泳いだり ・水泳に関連した体力
・自己の課題に応じて，
速く泳いだりするこ
の高め方について，
適切な練習方法を選
とができる。
学習した具体例を挙
んでいる。
・平泳ぎでは，手と足，
げている。
・仲間に対して，技術
呼吸のバランスを保 ・運動観察の方法につ
的な課題や有効な練
ち，安定したペース
いて，理解したこと
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・互いに助け合い教え合
おうとしている。
・水泳の事故防止に関す
る心得など健康・安全
を確保している。

※

習方法の選択につい
で長く泳いだり速く
て指摘している。
泳いだりすることが
・健康や安全を確保す
できる。
るために，体調に応 ・背泳ぎでは，手と足，
じて適切な練習方法
呼吸のバランスを保
を選んでいる。
ち，安定したペース
・水泳を継続して楽し
で泳ぐことができる。
むための自己に適し ・バタフライでは，手
たかかわり方を見付
と足，呼吸のバラン
けている。
スを保ち，安定した
ペースで泳ぐことが
できる。
・複数の泳法で泳ぐこ
と，又はリレーをす
ることができる。

を言ったり書き出し
たりしている。

内容の取扱いに「泳法との関連において水中からのスタート及びターンを取り上げること」として
いるので，技能の一部としてこれらを指導する場合は，生徒の技能・体力の程度，施設の状況等を考
慮した上で，学習指導要領解説を参考に各学校において評価規準を設定する。

(５)「Ｅ 球技」
【学習指導要領の内容】
(1) 次の運動について，勝敗を競う楽しさや喜びを味わい，作戦に応じた技能で仲間と連携しゲーム
が展開できるようにする。
ア ゴール型では，安定したボール操作と空間を作りだすなどの動きによってゴール前への侵入な
どから攻防を展開すること。
イ ネット型では，役割に応じたボール操作や安定した用具の操作と連携した動きによって空いた
場所をめぐる攻防を展開すること。
ウ ベースボール型では，安定したバット操作と走塁での攻撃，ボール操作，連携した守備などに
よって攻防を展開すること。
(2) 球技に自主的に取り組むとともに，フェアなプレイを大切にしようとすること，自己の責任を果
たそうとすること，作戦などについての話合いに貢献しようとすることなどや，健康・安全を確保
することができるようにする。
(3) 技術の名称や行い方，体力の高め方，運動観察の方法などを理解し，自己の課題に応じた運動の
取り組み方を工夫できるようにする。
【
「Ｅ

球技」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

運動の技能

球技の楽しさや喜びを味
わうことができるよう，
フェアなプレイを大切に
しようとすること，自己
の責任を果たそうとする
こと，作戦などについて
の話合いに貢献しようと
することなどや，健康・
安全を確保して，学習に
自主的に取り組もうとし
ている。

生涯にわたって球技を
豊かに実践するための
自己の課題に応じた運
動の取り組み方を工夫
している。

球技の特性に応じて，
ゲームを展開するため
の作戦に応じた技能や
仲間と連携した動きを
身に付けている。
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運動についての
知識・理解
技術の名称や行い方，
体力の高め方，運動観
察の方法，試合の行い
方を理解している。

【
「Ｅ

球技」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

運動の技能

・球技の学習に自主的に ・提供された作戦や戦 ・ゴール型では，ゴー
取り組もうとしている。
術から自己のチーム
ル前への侵入などか
・フェアなプレイを大切
や相手チームの特徴
ら攻防を展開するた
にしようとしている。
を踏まえた作戦や戦
めの安定したボール
・自己の責任を果たそう
術を選んでいる。
操作と空間を作りだ
としている。
・仲間に対して，技術
すなどの動きができ
・作戦などについての話
的な課題や有効な練
る。
合いに貢献しようとし
習方法の選択につい ・ネット型では，空い
ている。
て指摘している。
た場所をめぐる攻防
・互いに助け合い教え合 ・作戦などの話合いの
を展開するための役
おうとしている。
場面で，合意を形成
割に応じたボール操
・健康・安全を確保して
するための適切なか
作や安定した用具の
いる。
かわり方を見付けて
操作と連携した動き
いる。
ができる。
・健康や安全を確保す ・ ベ ー ス ボ ー ル 型 で
るために，体調に応
は，攻防を展開する
じて適切な練習方法
ための安定したバッ
を選んでいる。
ト操作と走塁での攻
・球技を継続して楽し
撃，ボール操作と連
むための自己に適し
携した守備などの動
たかかわり方を見付
きができる。
けている。

運動についての
知識・理解
・技術の名称や行い方
について，学習した
具体例を挙げている。
・球技に関連した体力
の高め方について，
学習した具体例を挙
げている。
・運動観察の方法につ
いて，理解したこと
を言ったり書き出し
たりしている。
・試合の行い方につい
て，学習した具体例
を挙げている。

(６)「Ｆ 武道」
【学習指導要領の内容】
(1) 次の運動について，技を高め勝敗を競う楽しさや喜びを味わい，得意技を身に付けることができ
るようにする。
ア 柔道では，相手の動きの変化に応じた基本動作から，基本となる技，得意技や連絡技を用いて，
相手を崩して投げたり，抑えたりするなどの攻防を展開すること。
イ 剣道では，相手の動きの変化に応じた基本動作から，基本となる技や得意技を用いて，相手の
構えを崩し，しかけたり応じたりするなどの攻防を展開すること。
ウ 相撲では，相手の動きの変化に応じた基本動作から，基本となる技や得意技を用いて，相手を
崩し，投げたりひねったりするなどの攻防を展開すること。
(2) 武道に自主的に取り組むとともに，相手を尊重し，伝統的な行動の仕方を大切にしようとするこ
と，自己の責任を果たそうとすることなどや，健康・安全を確保することができるようにする。
(3) 伝統的な考え方，技の名称や見取り稽古の仕方，体力の高め方，運動観察の方法などを理解し，
自己の課題に応じた運動の取り組み方を工夫できるようにする。
【
「Ｆ

武道」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

武道の楽しさや喜びを味
わうことができるよう，
相手を尊重し，伝統的な
行動の仕方を大切にしよ
うとすること，自己の責
任を果たそうとすること

生涯にわたって武道を
豊かに実践するための
自己の課題に応じた運
動の取り組み方を工夫
している。
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運動の技能
武道の特性に応じて，
攻防を展開するための
得意技を身に付けてい
る。

運動についての
知識・理解
伝統的な考え方，技の
名称や見取り稽古の仕
方，体力の高め方，運
動観察の方法，試合の
行い方を理解してい
る。

などや，健康・安全を確
保して，学習に自主的に
取り組もうとしている。

【
「Ｆ

武道」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

・武道の学習に自主的に ・自己の技能・体力の
取り組もうとしている。
程度に応じた得意技
・相手を尊重し，伝統的
を見付けている。
な行動の仕方を大切に ・提供された攻防の仕
しようとしている。
方から，自己に適し
・自己の責任を果たそう
た攻防の仕方を選ん
としている。,
でいる。
・互いに助け合い教え合 ・仲間に対して，技術
おうとしている。
的な課題や有効な練
・健康・安全を確保して
習方法の選択につい
いる。
て指摘している。
・健康や安全を確保す
るために，体調に応
じて適切な練習方法
を選んでいる。
・武道を継続して楽し
むための自己に適し
たかかわり方を見付
けている。

運動の技能
・柔道では，相手を崩
して投げたり，抑え
たりするなどの攻防
を展開するための相
手の動きの変化に応
じた基本動作から，
基本となる技，得意
技，連絡技のいずれ
かができる。
・剣道では，相手の構
えを崩し，しかけた
り応じたりするなど
の攻防を展開するた
めの相手の動きの変
化に応じた基本動作
から，基本となる技，
得意技のいずれかが
できる。
・相撲では，相手を崩
し，投げたりひねっ
たりするなどの攻防
を展開するための相
手の動きの変化に応
じた基本動作から，
基本となる技，得意
技のいずれかができ
る。

運動についての
知識・理解
・武道の伝統的な考え
方について，理解し
たことを言ったり書
き出したりしている。
・技の名称や見取り稽
古の仕方について，
学習した具体例を挙
げている。
・武道に関連した体力
の高め方について，
学習した具体例を挙
げている。
・運動観察の方法につ
いて，理解したこと
を言ったり書き出し
たりしている。
・試合の行い方につい
て，学習した具体例
を挙げている。

(７)「Ｇ ダンス」
【学習指導要領の内容】
(1) 次の運動について，感じを込めて踊ったり，みんなで自由に踊ったりする楽しさや喜びを味
わい，イメージを深めた表現や踊りを通した交流や発表ができるようにする。
ア 創作ダンスでは，表したいテーマにふさわしいイメージをとらえ，個や群で，緩急強弱のある
動きや空間の使い方で変化を付けて即興的に表現したり，簡単な作品にまとめたりして踊ること。
イ フォークダンスでは，踊り方の特徴をとらえ，音楽に合わせて特徴的なステップや動きと組み
方で踊ること。
ウ 現代的なリズムのダンスでは，リズムの特徴をとらえ，変化とまとまりを付けて，リズムに乗
って全身で踊ること。
(2) ダンスに自主的に取り組むとともに，互いの違いやよさを認め合おうとすること，自己の責任
を果たそうとすることなどや，健康・安全を確保することができるようにする。
(3) ダンスの名称や用語，踊りの特徴と表現の仕方，体力の高め方，交流や発表の仕方などを理解し，
自己の課題に応じた運動の取り組み方を工夫できるようにする。
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【
「Ｇ

ダンス」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度
ダンスの楽しさや喜びを
味わうことができるよ
う，互いの違いやよさを
認め合おうとすること，
自己の責任を果たそうと
することなどや，健康・
安全を確保して，学習に
自主的に取り組もうとし
ている。

【
「Ｇ

運動についての
思考・判断

運動の技能

生涯にわたってダンス ダ ン ス の 特 性 に 応 じ
を豊かに実践するため て，交流や発表ができ
の自己の課題に応じた るよう，イメージを深
運動の取り組み方を工 めた表現や踊りをする
夫している。
ための動きを身に付け
ている。

運動についての
知識・理解
ダンスの名称や用語，
踊りの特徴と表現の仕
方，体力の高め方，交
流や発表の仕方などを
理解している。

ダンス」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度
・ダンスの学習に自主的
に取り組もうとしてい
る。
・互いの違いやよさを認
め合おうとしている。
・自己の責任を果たそう
としている。
・互いに助け合い教え合
おうとしている。
・健康・安全を確保して
いる。

運動についての
思考・判断

運動の技能

・表したいテーマにふ ・創作ダンスでは，表
さわしいイメージを
したいテーマにふさ
見付けている。
わしいイメージをと
・それぞれのダンスの
らえ，個や群で，緩
特徴に合った踊りの
急強弱のある動きや
構成を見付けている。
空間の使い方で変化
・発表や仲間との交流
を付けて即興的に表
の場面では，互いの
現したり，簡単な作
違いやよさを指摘し
品にまとめたりして
ている。
踊るための動きがで
・健康や安全を確保す
きる。
るために，体調に応 ・フォークダンスでは，
じて適切な練習方法
踊り方の特徴をとら
を選んでいる。
え，音楽に合わせて
・ダンスを継続して楽
特徴的なステップや
しむための自己に適
動きと組み方で踊る
したかかわり方を見
ための動きができる。
付けている。
・現代的なリズムのダ
ンスでは，リズムの
特徴をとらえ，変化
とまとまりを付けて，
リズムに乗って全身
で踊るための動きが
できる。

運動についての
知識・理解
・ダンスの名称や用語
について，学習した
具体例を挙げている。
・踊りの特徴と表現の
仕方について，学習
した具体例を挙げて
いる。
・ダンスに関連した体
力の高め方につい
て，学習した具体例
を挙げている。
・交流や発表の仕方に
ついて，学習した具
体例を挙げている。
・運動観察の方法につ
いて，理解したこと
を言ったり書き出し
たりしている。

(８)「Ｈ 体育理論」
【学習指導要領の内容】
(1) 文化としてのスポーツの意義について理解できるようにする。
ア スポーツは文化的な生活を営み，よりよく生きていくために重要であること。
イ オリンピックや国際的なスポーツ大会などは，国際親善や世界平和に大きな役割を果たしてい
ること。
ウ スポーツは，民族や国，人種や性，障害の違いなどを超えて人々を結び付けていること。
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【
「Ｈ

体育理論」の評価規準に盛り込むべき事項】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

文化としてのスポーツの
意義について，課題を解
決するための活動などを
通して，学習に自主的に
取り組もうとしている。

文化としてのスポーツ
の意義について，学習
した知識を活用したり
応用したりしている。

【
「Ｈ

運動の技能

運動についての
知識・理解
文化としてのスポーツ
の意義について理解し
てる。

体育理論」の評価規準の設定例】

運動への
関心・意欲・態度

運動についての
思考・判断

・文化としてのスポーツ
の意義について，（意
見を交換したり，自分
の考えを発表したりす
るなどの）活動を通し
て，学習に自主的に取
り組もうとしている。

・文化としてのスポー
ツの意義について，
必要な情報を比較し
たり，分析したりし
てまとめた考えを説
明している。
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運動の技能

運動についての
知識・理解
・現代社会におけるス
ポーツの文化的意義
について，言ったり
書き出したりしてい
る。
・国際的なスポーツ大
会などが果たす文化
的な意義や役割につ
いて，言ったり書き
出したりしている。
・人々を結び付けるス
ポーツの文化的な働
きについて，言った
り書き出したりした
りしている。

Ⅱ

保健分野

１ 保健分野の目標
（1） 個人生活における健康・安全に関する理解を通して，生涯を通じて自らの健康を適切に管理し，改
善していく資質や能力を育てる。
２

３

保健分野の評価の観点の趣旨
健康・安全への
関心・意欲・態度

健康・安全についての
思考・判断

健康・安全についての
知識・理解

心身の機能の発達と心の健康，
健康と環境，傷害の防止，健康
な生活と疾病の予防について関
心をもち，意欲的に学習に取り
組もうとする。

心身の機能の発達や心の健康，
健康と環境，傷害の防止，健康
な生活と疾病の予防について，
課題の解決を目指して科学的に
考え，判断し，それらを表して
いる。

心身の機能の発達や心の健康，
健康と環境，傷害の防止，健康
な生活と疾病の予防について，
課題の解決に役立つ基礎的な事
項を理解している。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「心身の機能の発達と心の健康」（第１学年）
【学習指導要領の内容】
(1) 心身の機能の発達と心の健康について理解できるようにする。
ア 身体には，多くの器官が発育し，それに伴い，様々な機能が発達する時期があること。また，
発育・発達の時期やその程度には，個人差があること。
イ 思春期には，内分泌の働きによって生殖にかかわる機能が成熟すること。また，成熟に伴う変
化に対応した適切な行動が必要となること。
ウ 知的機能，情意機能，社会性などの精神機能は，生活経験などの影響を受けて発達すること。
また，思春期においては，自己の認識が深まり，自己形成がなされること。
エ 精神と身体は，相互に影響を与え，かかわっていること。欲求やストレスは，心身に影響を与
えることがあること。また，心の健康を保つには，欲求やストレスに適切に対処する必要がある
こと。
【
「心身の機能の発達と心の健康」の評価規準に盛り込むべき事項】
健康・安全への
関心・意欲・態度

健康・安全についての
思考・判断

健康・安全についての
知識・理解

心身の機能の発達と心の健康に 心身の機能の発達と心の健康に 身体機能の発達，生殖にかかわ
ついて関心をもち，学習活動に ついて，課題の解決を目指して， る機能の成熟，精神機能の発達
意欲的に取り組もうとしている。知識を活用した学習活動などに と自己形成，欲求やストレスへ
より，科学的に考え，判断し， の対処と心の健康について，課
それらを表している。
題の解決に役立つ基礎的な事項
を理解している。

【
「心身の機能の発達と心の健康」の評価規準の設定例】
健康・安全への
関心・意欲・態度

健康・安全についての
思考・判断

健康・安全についての
知識・理解

・心身の機能の発達と心の健康 ・心身の機能の発達と心の健康 ・身体機能の発達について理解
について，健康に関する資料
について，健康に関する資料
したことを言ったり，書き出
を見たり，自分たちの生活を
等で調べたことを基に，課題
したりしている。
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振り返ったりするなどの学習
や解決の方法を見付けたり， ・生殖にかかわる機能の成熟に
活動に意欲的に取り組もうと
選んだりするなどして，それ
ついて理解したことを言った
している。
らを説明している。
り，書き出したりしている。
・心身の機能の発達と心の健康 ・心身の機能の発達と心の健康 ・精神機能の発達と自己形成に
について，課題の解決に向け
について，学習したことを自
ついて理解したことを言った
ての話合いや意見交換などの
分たちの生活や事例などと比
り，書き出したりしている。
学習活動に意欲的に取り組も
較したり，関係を見付けたり ・欲求やストレスの対処と心の
うとしている。
するなどして，筋道を立てて
健康について理解したことを
それらを説明している。
言ったり，書き出したりして
いる。

（２）「健康と環境」（第２学年）
【学習指導要領の内容】
(2) 健康と環境について理解できるようにする。
ア 身体には，環境に対してある程度まで適応能力があること。身体の適応能力を超えた環境は，
健康に影響を及ぼすことがあること。また，快適で能率のよい生活を送るための温度，湿度や明
るさには一定の範囲があること。
イ 飲料水や空気は，健康と密接なかかわりがあること。また，飲料水や空気を衛生的に保つには，
基準に適合するよう管理する必要があること。
ウ 人間の生活によって生じた廃棄物は，環境の保全に十分配慮し，環境を汚染しないように衛生
的に処理する必要があること。
【
「健康と環境」の評価規準に盛り込むべき事項】
健康・安全への
関心・意欲・態度

健康・安全についての
思考・判断

健康と環境について関心をもち，健康と環境について，課題の解
学習活動に意欲的に取り組もう 決を目指して，知識を活用した
としている。
学習活動などにより，科学的に
考え，判断し，それらを表して
いる。

健康・安全についての
知識・理解
身体の環境に対する適応能力や
至適範囲，飲料水や空気の衛生
的管理，生活に伴う廃棄物の衛
生的管理について，課題の解決
に役立つ基礎的な事項を理解し
ている。

【
「健康と環境」の評価規準の設定例】
健康・安全への
関心・意欲・態度

健康・安全についての
思考・判断

健康・安全についての
知識・理解

・健康と環境について，健康に ・健康と環境について，健康に ・身体の環境に対する適応能力
関する資料を見たり，自分た
関する資料等で調べたことを
や至適範囲について理解した
ちの生活を振り返ったりする
基に課題や解決の方法を見付
ことを言ったり，書き出した
などの学習活動に意欲的に取
けたり，選んだりするなどし
りしている。
り組もうとしている。
て，それらを説明している。 ・飲料水や空気の衛生的管理に
・健康と環境について，課題の ・健康と環境について，学習し
ついて理解したことを言った
解決に向けての話合いや意見
たことを自分たちの生活や事
り，書き出したりしている。
交換などの学習活動に意欲的
例などと比較したり，関係を ・生活に伴う廃棄物の衛生的管
に取り組もうとしている。
見付けたりするなどして，筋
理について理解したことを言
道を立ててそれらを説明して
ったり，書き出したりしてい
いる。
る。
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（３）「傷害の防止」（第２学年）
【学習指導要領の内容】
(3) 傷害の防止について理解を深めることができるようにする。
ア 交通事故や自然災害などによる傷害は，人的要因や環境要因などがかかわって発生すること。
イ 交通事故などによる傷害の多くは，安全な行動，環境の改善によって防止できること。
ウ 自然災害による傷害は，災害発生時だけでなく，二次災害によっても生じること。また，自然
災害による傷害の多くは，災害に備えておくこと，安全に避難することによって防止できること。
エ 応急手当を適切に行うことによって，傷害の悪化を防止することができること。また，応急手
当には，心肺蘇生等があること。
【
「傷害の防止」の評価規準に盛り込むべき事項】
健康・安全への
関心・意欲・態度

健康・安全についての
思考・判断

傷害の防止について関心をもち，傷害の防止について，課題の解
学習活動に意欲的に取り組もう 決を目指して，知識を活用した
としている。
学習活動などにより，科学的に
考え，判断し，それらを表して
いる。

健康・安全についての
知識・理解
交通事故や自然災害などによる
傷害の発生要因やそれらによる
傷害の防止，応急手当について，
課題の解決に役立つ基礎的な事
項及びそれらと生活とのかかわ
りを理解している。

【
「傷害の防止」の評価規準の設定例】
健康・安全への
関心・意欲・態度

健康・安全についての
思考・判断

健康・安全についての
知識・理解

・傷害の防止について，健康に ・傷害の防止について，健康に ・交通事故や自然災害などによ
関する資料を見たり，自分た
関する資料等で調べたことを
る傷害の発生要因について理
ちの生活を振り返ったりする
基に課題や解決の方法を見付
解したことを言ったり，書き
などの学習活動に意欲的に取
けたり，選んだりするなどし
出したりしている。
り組もうとしている。
て，それらを説明している。 ・交通事故などによる傷害の防
・傷害の防止について，課題の ・傷害の防止について，学習し
止について理解したことを言
解決に向けての話合いや意見
たこと自分たちの生活や事例
ったり，書き出したりしてい
交換などの学習活動に意欲的
などと比較したり，関係を見
る。
に取り組もうとしている。
付けたりするなどして，筋道 ・自然災害による傷害の防止に
を立ててそれらを説明してい
ついて理解したことを言った
る。
り，書き出したりしている。
・応急手当について理解したこ
とを言ったり，書き出したり
している。

（４）「健康な生活と疾病の予防」（第３学年）
【学習指導要領の内容】
(4) 健康な生活と疾病の予防について理解を深めることができるようにする。
ア 健康は，主体と環境の相互作用の下に成り立っていること。また，疾病は，主体の要因と環境
の要因がかかわり合って発生すること。
イ 健康の保持増進には，年齢，生活環境等に応じた食事，運動，休養及び睡眠の調和のとれた生
活を続ける必要があること。また，食事の量や質の偏り，運動不足，休養や睡眠の不足などの生
活習慣の乱れは，生活習慣病などの要因となること。
ウ 喫煙，飲酒，薬物乱用などの行為は，心身に様々な影響を与え，健康を損なう原因となること。
また，これらの行為には，個人の心理状態や人間関係，社会環境が影響することから，それぞれ
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の要因に適切に対処する必要があること。
感染症は，病原体が主な要因となって発生すること。また，感染症の多くは，発生源をなくす
こと，感染経路を遮断すること，主体の抵抗力を高めることによって予防できること。
オ 健康の保持増進や疾病の予防には，保健・医療機関を有効に利用することがあること。また，
医薬品は，正しく使用すること。
カ 個人の健康は，健康を保持増進するための社会の取組と密接なかかわりがあること。
エ

【
「健康な生活と疾病の予防」の評価規準に盛り込むべき事項】
健康・安全への
関心・意欲・態度

健康・安全についての
思考・判断

健康・安全についての
知識・理解

健康な生活と疾病の予防につい 健康な生活と疾病の予防につい 健康の成り立ちと疾病の発生要
て関心をもち，学習活動に意欲 て，課題の解決を目指して，知 因，生活行動・生活習慣と健康，
的に取り組もうとしている。
識を活用した学習活動などによ 喫煙，飲酒，薬物乱用と健康，
り，科学的に考え，判断し，そ 感染症の予防，保健・医療機関
れらを表している。
や医薬品の有効利用，個人の健
康を守る社会の取組について，
課題の解決に役立つ基礎的な事
項及びそれらと生活とのかかわ
りを理解している。

【
「健康な生活と疾病の予防」の評価規準の設定例】
健康・安全への
関心・意欲・態度

健康・安全についての
思考・判断

健康・安全についての
知識・理解

・健康な生活と疾病の予防 につ ・健康な生活と疾病の予防につ ・健康の成り立ちと疾病の発生
いて，健康に関する資料を見 いて，健康に関する資料等で 要因について理解したことを
たり，自分たちの生活を振り
調べたことを基に課題や解決
言ったり，書き出したりして
返ったりするなどの学習活動
の方法を見付けたり，選んだ
いる。
に意欲的に取り組もうとして
りするなどして，それらを説 ・生活行動・生活習慣と健康に
いる。
明している。
ついて理解したことを言った
・健康な生活と疾病の予防 につ ・健康な生活と疾病の予防 につ
り，書き出したりしている。
いて，課題の解決に向けての
いて，学習したことを自分た ・喫煙，飲酒，薬物乱用と健康
話合いや意見交換などの学習
ちの生活や事例などと比較し
について理解したことを言っ
活動に 意欲的に取り組もうと
たり，関係を見付けたりする
たり，書き出したりしている。
している。
などして，筋道を立ててそれ ・感染症の予防について理解し
らを説明している。
たことを言ったり，書き出し
たりしている。
・保健・医療機関や医薬品の有
効利用について理解したこと
を言ったり，書き出したりし
ている。
・個人の健康を守る社会の取組
について理解したことを言っ
たり，書き出したりしている。
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第８章
第１

技術・家庭

教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１

教科目標
生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技術の習得を通して，生活と技術とのかかわりについて理解
を深め，進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てる。

２

評価の観点及びその趣旨
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活や技術について関心 生活について見直し，
をもち，生活を充実向上 課題を見付け，その解
するために進んで実践し 決を目指して自分なり
ようとする。
に工夫し創造してい
る。

生活の技能
生活に必要な基礎的・
基本的な技術を身に付
けている。

生活や技術についての
知識・理解
生活や技術に関する基
礎的・基本的な知識を
身に付け，生活と技術
とのかかわりについて
理解している。

３

内容のまとまり
技術・家庭科においては，学習指導要領の内容に示された以下を内容のまとまりとした。
［技術分野］
［家庭分野］
「Ａ 材料と加工に関する技術」(1)，(2)，(3)
「Ａ 家族・家庭と子どもの成長」(1)，(2)，(3)
「Ｂ エネルギー変換に関する技術」(1)，(2)
「Ｂ 食生活と自立」(1)，(2)，(3)
「Ｃ 生物育成に関する技術」(1)，(2)
「Ｃ 衣生活・住生活と自立」(1)，(2)，(3)
「Ｄ 情報に関する技術」(1)，(2)，(3)
「Ｄ 身近な消費生活と環境」(1)，(2)
第２
Ⅰ

内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例
技術分野

１

技術分野の目標
ものづくりなどの実践的・体験的な学習活動を通して，材料と加工，エネルギー変換， 生物育成及び情報に
関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得するとともに，技術と社会や環境とのかかわりについて理
解を深め，技術を適切に評価し活用する能力と態度を育てる。

２

技術分野の評価の観点の趣旨
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

材料と加工，エネルギー 材料と加工，エネルギ 材料と加工，エネルギ
変換，生物育成及び情報 ー変換，生物育成及び ー変換，生物育成及び
に関する技術について関 情報に関する技術の在 情報に関する技術を適
心をもち，技術の在り方 り方や活用の仕方等に 切に活用するために必
や活用の仕方等に関する ついて課題を見付ける 要な基礎的・基本的な
課題の解決のために，主 とともに，その解決の 技 術 を 身 に 付 け て い
体的に技術を評価し活用 た め に 工 夫 し 創 造 し る。
しようとする。
て，技術を評価し活用
している。
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生活や技術についての
知識・理解
材料と加工，エネルギ
ー変換，生物育成及び
情報に関する技術につ
いての基礎的・基本的
な知識を身に付け，技
術と社会や環境とのか
かわりについて理解し
ている。

３

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ

材料と加工に関する技術

（１）生活や産業の中で利用されている技術」

【学習指導要領の内容】
(1) 生活や産業の中で利用されている技術について，次の事項を指導する。
ア

技術が生活の向上や産業の継承と発展に果たしている役割について考えること。

イ

技術の進展と環境との関係について考えること。

【
「（１）生活や産業の中で利用されている技術」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への

生活を

関心・意欲・態度

工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

技術が生活の向上や産業
の継承と発展に果たして
いる役割と，技術の進展
と環境との関係について
関心をもっている。

【
「（１）生活や産業の中で利用されている技術」の評価規準の設定例】
生活や技術への

生活を

関心・意欲・態度

工夫し創造する能力

生活の技能

・技術が人間の生活を向
上させ，我が国におけ
る産業の継承と発展に
影響を与えていること
に気付き，技術が果た
している役割について
関心を示している。
・技術が環境問題の原因
と解決に深くかかわっ
ていることに気付き，
技術の進展と環境との
関係について関心を示
している。

（２）「Ａ

材料と加工に関する技術

（２）材料と加工法」

【学習指導要領の内容】
(2) 材料と加工法について，次の事項を指導する。
ア 材料の特徴と利用方法を知ること。
イ

材料に適した加工法を知り，工具や機器を安全に使用できること。

ウ 材料と加工に関する技術の適切な評価・活用について考えること。
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生活や技術についての
知識・理解

【
「（２）材料と加工法」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への

生活を

関心・意欲・態度

工夫し創造する能力

よりよい社会を築くため

よりよい社会を築くた

工具や機器を安全に使

材料の特徴と利用方法

に，材料と加工に関する

めに，材料と加工に関

用できる。

及び材料に適した加工

技術を適切に評価し活用

する技術を適切に評価

法についての知識を身

しようとしている。

し活用している。

に付け，材料と加工に

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

関する技術と社会や環
境とのかかわりについ
て理解している。

【
「（２）材料と加工法」の評価規準の設定例】
生活や技術への

生活を

関心・意欲・態度

工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解
・木材，金属及びプラ
スチックなどの特徴
と利用方法について
の知識を身に付けて
いる。

・切断，切削などに必

・材料に適した切断，

要な工具や機器を正

切削などの方法につ

しい使用方法に基づ

いての知識を身に付

いて適切に操作する

けている。

ことができる。
・材料と加工に関する技

・材料と加工に関する

・材料と加工に関する

術の課題を進んで見付

技術の課題を明確に

技術が社会や環境に

け，社会的，環境的及

し，社会的，環境的

果たしている役割と

び経済的側面などから

及び経済的側面など

影響について理解し

比較・検討しようとす

から比較・検討する

ている。

るとともに，適切な解

とともに，適切な解

決策を示そうとしてい

決策を見いだしてい

る。

る。

（３）「Ａ

材料と加工に関する技術

（３）材料と加工に関する技術を利用した製作品の設計・製作」

【学習指導要領の内容】
(3) 材料と加工に関する技術を利用した製作品の設計・製作について，次の事項を指導する。
ア

使用目的や使用条件に即した機能と構造について考えること。

イ

構想の表示方法を知り，製作図をかくことができること。

ウ

部品加工，組立て及び仕上げができること。
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【
「（３）材料と加工に関する技術を利用した製作品の設計・製作」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

材料と加工に関する技術
にかかわる倫理観を身に
付け，知的財産を創造・
活用しようとしている。

使用目的や使用条件に
即して製作品の機能と
構造を工夫している。

製作図をかき，部品を
加工し，組立て及び仕
上げができる。

構想の表示方法につい
ての知識を身に付けて
いる。

【
「（３）材料と加工に関する技術を利用した製作品の設計・製作」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

・省資源や使用者の安全
などに配慮して設計・
製作しようとしてい
る。
・新しい発想を生み出し
活用しようとしてい
る。

・製作品の使用目的や
使用条件を明確に
し，社会的，環境的
及び経済的側面など
から材料，使いやす
さ及び丈夫さなどを
比較・検討した上
で，製作品やその構
成部品の適切な形状
と寸法などを決定し
ている。

生活の技能

・製作品の構想を
等角図，キャビネッ
ト図及び第三角法な
どでかき表すことが
できる。

生活や技術についての
知識・理解

・製作における製作図
の必要性についての
知識を身に付けてい
る。
・等角図，キャビネッ
ト図及び第三角法な
どの見方やかき方に
ついての知識を身に
付けている。

・製作図を基にして，
材料取り，部品加工，
組立て・接合，仕上
げができる。
※

この項目の「生活や技術への関心・意欲・態度」の評価規準に盛り込むべき事項及び，評価規準
の設定例は学習指導要領の「３ 内容の取扱い（５）」に基づき例示したものであり，他の項目で
指導及び評価することも考えられる。

（４）「Ｂ エネルギー変換に関する技術 （１）エネルギー変換機器の仕組みと保守点検」
【学習指導要領の内容】
(1) エネルギー変換機器の仕組みと保守点検について，次の事項を指導する。
ア エネルギーの変換方法や力の伝達の仕組みを知ること。
イ 機器の基本的な仕組みを知り，保守点検と事故防止ができること。
ウ エネルギー変換に関する技術の適切な評価・活用について考えること。
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【
「（１）エネルギー変換機器の仕組みと保守点検」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

よりよい社会を築くため
に，エネルギー変換に関
する技術を適切に評価し
活用しようとしている。

よりよい社会を築くた
めに，エネルギー変換
に関する技術を適切に
評価し活用している。

生活の技能
機器の保守点検と事故
防止ができる。

生活や技術についての
知識・理解
エネルギーの変換方法
や力の伝達の仕組みに
ついての知識を身に付
け，エネルギー変換に
関する技術と社会や環
境とのかかわりについ
て理解している。

【
「（１）エネルギー変換機器の仕組みと保守点検」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解
・社会で利用されてい
る機器等における，
エネルギーの変換，
制御，利用について
の知識を身に付けて
いる。
・力や運動を伝達する
仕組みの特徴や共通
部品についての知識
を身に付けている。

・機器の点検すべき箇
所を見付け，保守点
検と事故の防止がで
きる。
・漏電，感電，過熱及
び短絡による事故を
防止できる。

・エネルギー変換に関す
る技術の課題を進んで
見付け，社会的，環境
的及び経済的側面など
から比較・検討しよう
とするとともに，適切
な解決策を示そうとし
ている。

・エネルギー変換に関
する技術の課題を明
確にし，社会的，環
境的及び経済的側面
などから比較・検討
するとともに，適切
な解決策を見いだし
ている。
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・機器の構造や電気回
路，各部の働きにつ
いての知識を身に付
けている。
・機器の定期点検の必
要性についての知識
を身に付けている。
・電気機器の定格表示
や安全に関する表示
の意味及び許容電流
の遵守等，適切な使
用方法についての知
識を身に付けてい
る。
・エネルギー変換に関
する技術が社会や環
境に果たしている役
割と影響について理
解している。

（５）「Ｂ エネルギー変換に関する技術 （２）エネルギー変換に関する技術を利用した製作品の設計
・製作」
【学習指導要領の内容】
(2) エネルギー変換に関する技術を利用した製作品の設計・製作について，次の事項を指導する。
ア 製作品に必要な機能と構造を選択し，設計ができること。
イ 製作品の組立て・調整や電気回路の配線・点検ができること。
【
「（２）エネルギー変換に関する技術を利用した製作品の設計・製作」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

エネルギー変換に関する
技術にかかわる倫理観を
身に付け，知的財産を創
造・活用しようとしてい
る。

使用目的や使用条件に
即して製作品の機能と
構造を工夫している。

生活の技能
製作品の組立て・調整
や点検ができる。

生活や技術についての
知識・理解
エネルギー変換に関す
る技術を利用した製作
品の設計・製作・調整
についての知識を身に
付けている。

【
「（２）エネルギー変換に関する技術を利用した製作品の設計・製作」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

・省エネルギーや使用者
の安全などに配慮して
設計・製作しようとし
ている。
・新しい発想を生み出し
活用しようとしてい
る。

・製作品の使用目的や
使用条件を明確に
し，社会的，環境的
及び経済的側面など
から設計要素を比較
・検討した上で，製
作品に適したエネル
ギーの変換方法や力
の伝達の仕組み，構
造や電気回路などを
決定している。

生活の技能

・設計に基づき，安全
を踏まえた製作品の
組立て・調整や，電
気回路の配線及び回
路計などを用いた点
検ができる。

生活や技術についての
知識・理解

・組立てや調整に必要
な工具や機器の適切
な使用方法について
の知識を身に付けて
いる。

※

この項目の「生活や技術への関心・意欲・態度」の評価規準に盛り込むべき事項及び，評価規準
の設定例は学習指導要領の「３ 内容の取扱い（５）」に基づき例示したものであり，他の項目で
指導及び評価することも考えられる。

（６）「Ｃ 生物育成に関する技術 （１）生物の生育環境と育成技術」
【学習指導要領の内容】
(1) 生物の生育環境と育成技術について，次の事項を指導する。
ア 生物の育成に適する条件と生物の育成環境を管理する方法を知ること。
イ 生物育成に関する技術の適切な評価・活用について考えること。
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【
「（１）生物の生育環境と育成技術」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への

生活を

関心・意欲・態度

工夫し創造する能力

生活の技能

よりよい社会を築くため よりよい社会を築くた
に，生物育成に関する技 めに，生物育成に関す
術を適切に評価し活用し る技術を適切に評価し
ようとしている。
活用している。

生活や技術についての
知識・理解
生物を取り巻く生育環
境が生物に及ぼす影響
や，生物の育成に適す
る条件及び育成環境を
管理する方法について
の知識を身に付け，生
物育成に関する技術と
社会や環境とのかかわ
りについて理解してい
る。

【
「（１）生物の生育環境と育成技術」の評価規準の設定例】
生活や技術への

生活を

関心・意欲・態度

工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解
・光，大気，温度，水，
土，他の生物などの
いろいろな環境要因
が生物の成長に与え
る影響についての知
識を身に付けてい
る。
・生物の育成に適する
条件と，育成環境を
管理する方法につい
ての知識を身に付け
ている。

・生物育成に関する技術

・生物育成に関する技

・生物育成に関する技

の課題を進んで見付

術の課題を明確に

術が社会や環境に果

け，社会的，環境的及

し，社会的，環境的

たしている役割と影

び経済的側面などから

及び経済的側面など

響について理解して

比較・検討しようとす

から比較・検討する

いる。

るとともに，適切な解

とともに，適切な解

決策を示そうとしてい

決策を見いだしてい

る。

る。

（７）「Ｃ

生物育成に関する技術

（２）生物育成に関する技術を利用した栽培又は飼育」

【学習指導要領の内容】
(2) 生物育成に関する技術を利用した栽培又は飼育について，次の事項を指導する。
ア

目的とする生物の育成計画を立て，生物の栽培又は飼育ができること。
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【
「（２）生物育成に関する技術を利用した栽培又は飼育」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

生物育成に関する技術に

目的や条件に応じて栽

生物の適切な管理作業

生物の計画的な管理方

かかわる倫理観を身に付

培又は飼育の計画を立

ができる。

法についての知識を身

け，知的財産を創造・活

てるとともに，育成す

用しようとしている。

る生物の観察を通して

に付けている。

成長の変化をとらえ，
適切に対応を工夫して
いる。

【
「（２）生物育成に関する技術を利用した栽培又は飼育」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

・環境に対する負荷の軽

・目的とする生物の育

・計画に基づき，適切

・育成する生物の各成

減や安全に配慮して栽

成に必要な条件を明

な資材や用具を用い

長段階における肥

培又は飼育方法を検討

確にし，社会的，環

て，合理的な管理作

料，飼料の給与量や

しようとしている。

境的及び経済的側面

業ができる。

方法をはじめとした

・新しい発想を生み出し

などから，種類，資

管理作業，及びそれ

活用しようとしてい

材，育成期間などを

に必要な資材，用具，

る。

比較・検討した上

設備などについての

で，目的とする生物

知識を身に付けてい

の成長に適した管理

る。

作業などを決定して
いる。

・育成する動植物に発
生しやすい主な病気

・成長の変化をとら

や害虫等とともに，

え，育成する生物に

病気や害虫等に侵さ

応じて適切に対応を

れにくい育成方法

工夫している。

や，できるだけ薬品
の使用量を少なくし
た防除方法について
の知識を身に付けて
いる。

※

この項目の「生活や技術への関心・意欲・態度」の評価規準に盛り込むべき事項及び，評価規準
の設定例は学習指導要領の「３ 内容の取扱い（５）」に基づき例示したものであり，他の項目で
指導及び評価することも考えられる。

（８）「Ｄ 情報に関する技術 （１）情報通信ネットワークと情報モラル」
【学習指導要領の内容】
(1) 情報通信ネットワークと情報モラルについて，次の事項を指導する。
ア コンピュータの構成と基本的な情報処理の仕組みを知ること。
イ 情報通信ネットワークにおける基本的な情報利用の仕組みを知ること。
ウ 著作権や発信した情報に対する責任を知り，情報モラルについて考えること。
エ 情報に関する技術の適切な評価・活用について考えること。
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【
「（１）情報通信ネットワークと情報モラル」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

よりよい社会を築くため よりよい社会を築くた
に，情報に関する技術を めに，情報に関する技
適切に評価し活用しよう 術を適切に評価し活用
としている。
している。

生活や技術についての
知識・理解
コンピュータにおける
基本的な情報処理の仕
組みと情報通信ネット
ワークにおける安全な
情報利用の仕組みにつ
いての知識を身に付
け，情報に関する技術
と社会や環境とのかか
わりについて理解して
いる。

【
「（１）情報通信ネットワークと情報モラル」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解
・コンピュータを構成
する主要な装置と，
基本的な情報処理の
仕組み，情報をコン
ピュータで利用する
ために必要なディジ
タル化の方法につい
ての知識を身に付け
ている。
・インターネットなど
の情報通信ネットワ
ークの構成と，安全
に情報を利用するた
めの基本的な仕組み
についての知識を身
に付けている。

・情報社会において適正
に活動しようとしてい
る。

・情報に関する技術の
利用場面に応じて，
適正に活動してい
る。

・著作権や，情報の発
信に伴って発生する
可能性のある問題
と，発信者としての
責任についての知識
を身に付けている。

・情報に関する技術の課 ・情報に関する技術の
題を進んで見付け，社
課題を明確にし，社
会的，環境的及び経済
会的，環境的及び経
的側面などから比較・
済的側面などから比
検討しようとするとと
較・検討するととも
もに，適切な解決策を
に，適切な解決策を
示そうとしている。
見いだしている。

・情報に関する技術が
社会や環境に果たし
ている役割と影響に
ついて理解してい
る。
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（９）「Ｄ 情報に関する技術 （２）ディジタル作品の設計・制作」
【学習指導要領の内容】
(2) ディジタル作品の設計・制作について，次の事項を指導する。
ア メディアの特徴と利用方法を知り，制作品の設計ができること。
イ 多様なメディアを複合し，表現や発信ができること。
【
「（２）ディジタル作品の設計・制作」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

情報に関する技術にかか 使用目的や使用条件に 多 様 な メ デ ィ ア の 複 メディアの特徴と利用
わる倫理観を身に付け， 即してディジタル作品 合，表現や発信ができ 方法についての知識を
知的財産を創造・活用し の 設 計 を 工 夫 し て い る。
身に付けている。
ようとしている。
る。

【
「（２）ディジタル作品の設計・制作」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

・利用者が安心して利用
できる作品を設計・制
作しようとしている。
・新しい発想を生み出し
活用しようとしてい
る。

・ディジタル作品の使
用目的や使用条件を
明確にし，社会的，
環境的及び経済的側
面などからメディア
の素材の特徴と利用
方法や，適切なソフ
トウェアなどを比較
・検討した上で，作
品に適したメディア
の種類やディジタル
化の方法，複合する
方法などを決定して
いる。

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解
・メディアの素材の特
徴と利用方法や，適
切なソフトウェアを
選択し，多様なメデ
ィアを複合する方法
についての知識を身
に付けている。

・設計に基づき，適切
なソフトウェアを用
いて多様なメディア
を複合し，表現や発
信ができる。
※

この項目の「生活や技術への関心・意欲・態度」の評価規準に盛り込むべき事項及び，評価規準
の設定例は学習指導要領の「３ 内容の取扱い（５）」に基づき例示したものであり，他の項目で
指導及び評価することも考えられる。

（10）「Ｄ 情報に関する技術 （３）プログラムによる計測・制御」
【学習指導要領の内容】
(3) プログラムによる計測・制御について，次の事項を指導する。
ア コンピュータを利用した計測・制御の基本的な仕組みを知ること。
イ 情報処理の手順を考え，簡単なプログラムが作成できること。

- 174 -

【
「（３）プログラムによる計測・制御」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

情報に関する技術にかか
わる倫理観を身に付け，
知的財産を創造・活用し
ようとしている。

目的や条件に応じて情
報処理の手順を工夫し
ている。

生活の技能
簡単なプログラムを作
成できる。

生活や技術についての
知識・理解
コンピュータを用いた
計測・制御の基本的な
仕組みについての知識
を身に付けている。

【
「（３）プログラムによる計測・制御」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解
・計測・制御システム
における構成や，そ
の中でのプログラム
による情報の処理に
ついての知識を身に
付けている。
・計測・制御システム
におけるインタフェ
ースの必要性につい
ての知識を身に付け
ている。

・利用者への影響などを
考え，プログラム作成
しようとしている。
・新しい発想を生み出し
活用しようとしてい
る。

・計測・制御の目的や
条件を明確にし，社
会的，環境的及び経
済的側面などから情
報処理の手順を変更
した場合の効果を比
較・検討した上で，
計測・制御に適した
情報処理の手順を決
定している。

※

・設計に基づき，簡単 ・情報処理の手順につ
な計測・制御のプロ
いての知識を身に付
グラムを作成でき
けている。
る。

この項目の「生活や技術への関心・意欲・態度」の評価規準に盛り込むべき事項及び，評価規準
の設定例は学習指導要領の「３ 内容の取扱い（５）」に基づき例示したものであり，他の項目で
指導及び評価することも考えられる。
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Ⅱ 家庭分野
１

家庭分野の目標
衣食住などに関する実践的・体験的な学習活動を通して，生活の自立に必要な基礎的・基本的な知識
及び技術を習得するとともに，家庭の機能について理解を深め，これからの生活を展望して，課題をも
って生活をよりよくしようとする能力と態度を育てる。

２

３

家庭分野の評価の観点の趣旨
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

衣食住や家族の生活など
について関心をもち，こ
れからの生活を展望して
家庭生活をよりよくする
ために進んで実践しよう
とする。

衣食住や家族の生活など
について見直し，課題を
見付け，その解決を目指
して家庭生活をよりよく
するために工夫し創造し
ている。

生活の技能
生活の自立に必要な衣
食住や家族の生活など
に関する基礎的・基本
的な技術を身に付けて
いる。

生活や技術についての
知識・理解
家庭の基本的な機能に
ついて理解し，生活の
自立に必要な衣食住や
家族の生活などに関す
る基礎的・基本的な知
識を身に付けている。

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ 家族・家庭と子どもの成長 (１）自分の成長と家族」
【学習指導要領の内容】
(1）自分の成長と家族について，次の事項を指導する。
ア 自分の成長と家族や家庭生活とのかかわりについて考えること。
【
「(１) 自分の成長と家族」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

３学年間の学習に見通し
をもち，自分の成長と家
族や家庭生活とのかかわ
りについて関心をもって
学習活動に取り組もうと
している。

【
「(１）自分の成長と家族」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

・小学校の学習を振り返
り，３学年間の見通し
をもって学習に取り組
もうとしている。
・自分の成長や生活は家
族やそれにかかわる人
々に支えられてきたこ
とに気付いている。
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（２）「Ａ 家族・家庭と子どもの成長 (２) 家庭と家族関係」
【学習指導要領の内容】
(2) 家庭と家族関係について，次の事項を指導する。
ア 家庭や家族の基本的な機能と，家庭生活と地域とのかかわりについて理解すること。
イ これからの自分と家族とのかかわりに関心をもち，家族関係をよりよくする方法を考えること。
【
「(２) 家庭と家族関係」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

家庭と家族関係について 家庭と家族関係について
関心をもって学習活動に 課題を見付け，その解決
取り組み，家庭生活をよ を 目 指 し て 工 夫 し て い
りよくしようとしている。る。

生活や技術についての
知識・理解
家庭や家族の基本的な
機能，家庭生活と地域
とのかかわりについて
理解している。

【
「(２) 家庭と家族関係」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

・家庭生活と地域とのか
かわりに関心をもち，
地域の人々とのかかわ
りについて話し合うこ
となどを通して，地域
の人々とのつながりの
大切さに気付いている。

生活や技術についての
知識・理解
・家庭や家族の基本的
な機能について理解
している。
・家庭生活が地域の人
々とのつながりの中
で成り立っているこ
とを理解している。

・これからの自分と家族 ・自分の生活や事例の家
とのかかわりに関心を
族について課題を見付
もち，家族関係をより
け，家族関係をよりよ
よくするためにできる
くする方法について考
ことを実践しようとし
え，工夫している。
ている。

（３）「Ａ 家族・家庭と子どもの成長 (３) 幼児の生活と家族」
【学習指導要領の内容】
(3) 幼児の生活と家族について，次の事項を指導する。
ア 幼児の発達と生活の特徴を知り，子どもが育つ環境としての家族の役割について理解するこ
と。
イ 幼児の観察や遊び道具の製作などの活動を通して，幼児の遊びの意義について理解すること。
ウ 幼児と触れ合うなどの活動を通して，幼児への関心を深め，かかわり方を工夫できること。
エ 家族又は幼児の生活に関心をもち，課題をもって家族関係又は幼児の生活について工夫し，
計画を立てて実践できること。
【
「(３) 幼児の生活と家族」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

幼児の生活と家族につい 幼児の生活と家族につい 幼児の生活と家族に関 幼児の生活と家族につ
て関心をもって学習活動 て課題を見付け，その解 する基礎的・基本的な いて理解し，基礎的・
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に取り組み，家族又は幼 決を目指して自分なりに 技術を身に付けている。基本的な知識を身に付
児の生活をよりよくする 工夫し創造している。
けている。
ために実践しようとして
いる。

【
「(３) 幼児の生活と家族」の評価規準の設定例】
生活や技術への

生活を

関心・意欲・態度

工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解
・幼児の心身の発達の
特徴について理解し
ている。
・身体の発育
・運動の機能
・言語，情緒，社会
性
・幼児の発達を支える
家族の役割について
理解している。
・子どもの保護
・情緒の安定
・社会性
・基本的な信頼関係や
生活習慣の形成の重
要性とそれを支える
家族の役割について
理解している。

・幼児の観察や遊び道具 ・幼児の心身の発達に応
の製作などの活動を通
じた遊びや遊び道具，
して，幼児に関心をも
遊び方について考え，
っている。
工夫している。
・幼児と触れ合う活動な ・幼児の心身の発達に応 ・幼児の遊びや幼児の
どを通して，幼児に関
じたかかわり方につい
発達と家族とのかか
心をもち，適切にかか
て，観察したことを生
わりなどについて，
わろうとしている。
かして考え，工夫して
観点に基づいて観察
いる。
し，整理することが
できる。
・家族又は幼児の生活を ・家族又は幼児の生活に
よりよくすることに関
ついて課題を見付け，
心をもち，課題を主体
その解決を目指して製
的にとらえ，製作や幼
作や幼児と触れ合う活
児と触れ合う活動など
動などの計画を自分な
の計画と実践に取り組
りに工夫している。
もうとしている。
・製作や幼児と触れ合う
活動などの実践の成果
と課題についてまとめ
たり，発表したりして
いる。
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・幼児にとっての遊び
の意義について理解
している。

（４）「Ｂ 食生活と自立 (１) 中学生の食生活と栄養」
【学習指導要領の内容】
(1) 中学生の食生活と栄養について，次の事項を指導する。
ア 自分の食生活に関心をもち，生活の中で食事が果たす役割を理解し，健康によい食習慣につい
て考えること。
イ 栄養素の種類と働きを知り，中学生に必要な栄養の特徴について考えること。
【
「(１) 中学生の食生活と栄養」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

中学生の食生活と栄養に
ついて関心をもって学習
活動に取り組み，食生活
をよりよくしようとして
いる。

中学生の食生活と栄養に
ついて課題を見付け，そ
の解決を目指して工夫し
ている。

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解
中学生の食生活と栄養
について理解し，基礎
的・基本的な知識を身
に付けている。

【
「(１) 中学生の食生活と栄養」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

・自分の食生活に関心を ・ 自 分 の 食 生 活 を 点 検
もち，健康によい食習
し，課題を見付け，健
慣について考え，日常
康によい食習慣などに
生活で実践しようとし
ついて考え，工夫して
ている。
いる。

・食事の役割や健康に
よい食習慣の重要性
について理解してい
る。

・中学生に必要な栄養の
特徴について関心をも
ち，自分の食事とかか
わらせて考えようとし
ている。

・栄養素の種類と働き
について理解してい
る。
・中学生に必要な栄養
の特徴について理解
している。

（５）「Ｂ 食生活と自立 (２) 日常食の献立と食品の選び方」
【学習指導要領の内容】
(2) 日常食の献立と食品の選び方について，次の事項を指導する。
ア 食品の栄養的特質や中学生の１日に必要な食品の種類と概量について知ること。
イ 中学生の１日分の献立を考えること。
ウ 食品の品質を見分け，用途に応じて選択できること。
【
「(２) 日常食の献立と食品の選び方」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度
日常食の献立と食品の選
び方について関心をもっ
て学習活動に取り組み，
食生活をよりよくしよう
としている。

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

日常食の献立と食品の選 食品の選び方に関する 日常食の献立と食品の
び方について課題を見付 基礎的・基本的な技術 選び方について理解し，
け，その解決を目指して を身に付けている。
基礎的・基本的な知識
工夫している。
を身に付けている。
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【
「(２) 日常食の献立と食品の選び方」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

・食品の栄養的特質や中
学生の１日に必要な食
品の種類と概量に関心
をもち，食品について
調べたり，計量したり
しようとしている。

・食品の栄養的特質に
ついて理解している。
・食品群や食品群別摂
取量の目安について
理解している。
・食品を食品群に分類
したり，計量したり
する活動を通して，
中学生の１日に必要
な食品の種類と概量
について理解してい
る。

・中学生の１日分の食事 ・中学生の１日分の献立
のとり方に関心をもち， に つ い て 課 題 を 見 付
必要な栄養量を満たす
け，必要な栄養量を満
食事のとり方をしよう
たすために料理や食品
としている。
の組み合わせについて
考え，工夫している。

・中学生に必要な栄養
量を満たす１日分の
献立の立て方につい
て理解している。

・用途に応じた食品の選 ・身近な食品を選択す ・生鮮食品と加工食品
択について，収集・整
るために必要な情報
の表示の意味と良否
理した情報を活用して
を収集・整理するこ
の見分け方について
考え，工夫している。
とができる。
理解している。
・鮮度
・原産地
・原材料
・食品添加物
・栄養成分
・期限表示
・保存方法 など
・食品の選択における
観点について理解し
ている。
・目的・栄養
・価格・調理の能率
・環境への影響など

（６）「Ｂ 食生活と自立 (３) 日常食の調理と地域の食文化」
【学習指導要領の内容】
(3) 日常食の調理と地域の食文化について，次の事項を指導する。
ア 基礎的な日常食の調理ができること。また，安全と衛生に留意し，食品や調理用具等の適切な
管理ができること。
イ 地域の食材を生かすなどの調理を通して，地域の食文化について理解すること。
ウ 食生活に関心をもち，課題をもって日常食又は地域の食材を生かした調理などの活動について
工夫し，計画を立てて実践できること。
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【
「(３) 日常食の調理と地域の食文化」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

日常食の調理と地域の食
文化について関心をもっ
て学習活動に取り組み，
食生活をよりよくするた
めに実践しようとしてい
る。

日常食の調理と地域の食
文化について課題を見付
け，その解決を目指して
自分なりに工夫し創造し
ている。

生活の技能
日常食や地域の食材を
生かした調理に関する
基礎的・基本的な技術
を身に付けている。

生活や技術についての
知識・理解
地域の食文化の意義に
ついて理解するととも
に，日常食や地域の食
材を生かした調理に関
する基礎的・基本的な
知識を身に付けている。

【
「(３) 日常食の調理と地域の食文化」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

・日常食の調理に関心を ・基礎的な日常食の調理 ・調理の目的や食材に ・食品の調理上の性質
もち，調理技術を習得
について，調理に必要
合った基本的な調理
について理解してい
しようとしている。
な手順や時間を考えて
操作ができる。
る。
計画したり，食品の調
・洗い方
・加熱調理と調味の要
理上の性質を生かした
・切り方
点について理解して
調理を工夫したりして
・加熱調理（煮る，
いる。
いる。
焼く，炒める）
・調味
・盛り付け
・配膳
・後片付け
・食品や調理用具等の安
・安全と衛生に留意し，・食品や調理用具の安
全と衛生に配慮し，調
食品や調理用具等の
全と衛生に留意した
理実習で実践しようと
適切な管理ができる。 取扱い方について理
している。
・魚や肉などの生の
解している。
食品
・ふきん,まな板,包丁
などの調理用具
・調理用熱源
・地域の食材を生かした
日常食などの調理を通
して，地域の食文化に
関心をもっている。

・地域の食文化の意義
について理解してい
る。

・自分や家族の食生活を ・自分や家族の食生活に
よりよくすることに関
ついて課題を見付け，
心をもち，課題を主体
その解決を目指して日
的にとらえ，日常食又
常食又は地域の食材を
は地域の食材を生かし
生かした調理などの計
た調理などの計画と実
画を自分なりに工夫し
践に取り組もうとして
ている。
いる。
・日常食又は地域の食材
を生かした調理などの
実践の成果と課題につ
いてまとめたり，発表
したりしている。
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（７）「Ｃ 衣生活・住生活と自立 (１) 衣服の選択と手入れ」
【学習指導要領の内容】
(1) 衣服の選択と手入れについて, 次の事項を指導する。
ア 衣服と社会生活とのかかわりを理解し，目的に応じた着用や個性を生かす着用を工夫できるこ
と。
イ 衣服の計画的な活用の必要性を理解し，適切な選択ができること。
ウ 衣服の材料や状態に応じた日常着の手入れができること。
【
「(１) 衣服の選択と手入れ」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

衣服の着用，選択，手入
れについて関心をもって
学習活動に取り組み，衣
生活をよりよくしようと
している。

衣服の着用，選択，手入
れについて課題を見付
け，その解決を目指して
工夫している。

衣服の着用，選択，手
入れに関する基礎的・
基本的な技術を身に付
けている。

衣服の着用，選択，手
入れについて理解し，
基礎的・基本的な知識
を身に付けている。

【
「(１) 衣服の選択と手入れ」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

・衣服と社会生活とのか ・目的に応じた着用や個
かわりに関心をもち，
性を生かす着用につい
時・場所・場合に応じ
て考え，工夫している。
た衣服を着用しようと
している。

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解
・衣服の社会生活上の
機能について理解し
ている。

・目的に応じた衣服の適 ・既製服を選択するた ・衣服の計画的な活用
切な選択について考
めの情報を収集・整
の必要性を理解して
え，工夫している。
理することができる。 いる。
・既製服の表示と選択
に当たっての留意事
項について理解して
いる。
・衣服の材料や状態に応 ・衣服の材料や状態に応 ・衣服の材料や汚れ方 ・洗濯の要点と方法に
じた日常着の手入れに
じた洗濯や補修につい
に応じた方法で日常
ついて理解している。
関心をもち，洗濯や補
て考え，工夫している。 着の洗濯ができる。
・衣服材料の手入れ
修の課題に取り組もう
にかかわる性質
としている。
・洗剤の働きと種類
・電気洗濯機を用い
た洗濯の特徴
・汚れ方に応じた洗
い方
・補修の目的と布地に ・補修の目的と布地に
適した方法で衣服を
適した方法について
補修することができ
理解している。
る。
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（８）「Ｃ 衣生活・住生活と自立 (２) 住居の機能と住まい方」
【学習指導要領の内容】
(2) 住居の機能と住まい方について，次の事項を指導する。
ア 家族の住空間について考え，住居の基本的な機能について知ること。
イ 家族の安全を考えた室内環境の整え方を知り，快適な住まい方を工夫できること。
【
「(２) 住居の機能と住まい方」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への

生活を

関心・意欲・態度

工夫し創造する能力

生活の技能

安全で快適な室内環境の 安全で快適な室内環境の
整え方と住まい方につい 整え方と住まい方につい
て関心をもって学習活動 て課題を見付け，その解
に取り組み，住生活をよ 決を目指して工夫してい
りよくしようとしている。る。

生活や技術についての
知識・理解
住居の機能について理
解し，安全で快適な室
内環境の整え方と住ま
い方に関する基礎的・
基本的な知識を身に付
けている。

【
「(２) 住居の機能と住まい方」の評価規準の設定例】
生活や技術への

生活を

関心・意欲・態度

工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

・自分や家族の住空間と
生活行為とのかかわり
について関心をもって
学習活動に取り組んで
いる。

・住居の基本的な機能
について理解してい
る。

・安全で快適な室内環境 ・室内環境について課題
に関心をもち，整え方
を見付け，調査・観察
や住まい方の課題に取
・実験などを通して，
り組もうとしている。
安全で快適な整え方や
住まい方について考
え，工夫している。

・安全で快適な室内環
境の整え方と住まい
方に関する具体的な
方法について理解し
ている。
・家庭内事故の防止
や自然災害への備
え
・室内の空気調節
・音と生活とのかか
わり

（９）「Ｃ 衣生活・住生活と自立 （３) 衣生活，住生活などの生活の工夫」
【学習指導要領の内容】
(3) 衣生活，住生活などの生活の工夫について，次の事項を指導する。
ア 布を用いた物の製作を通して，生活を豊かにするための工夫ができること。
イ 衣服又は住まいに関心をもち，課題をもって衣生活又は住生活について工夫し，計画を立てて
実践できること。
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【
「(３) 衣生活，住生活などの生活の工夫」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

衣生活，住生活などの生
活の工夫について関心を
もち，布を用いた物の製
作などに取り組み，衣生
活又は住生活を豊かにす
るために実践しようとし
ている。

衣生活，住生活などの生
活の工夫について課題を
見付け，その解決を目指
して自分なりに工夫し創
造している。

布を用いた物の製作や
衣生活，住生活などの
生活の工夫に関する基
礎的・基本的な技術を
身に付けている。

生活や技術についての
知識・理解
衣生活，住生活などの
生活の工夫に関する基
礎的・基本的な知識を
身に付けている。

【
「(３) 衣生活，住生活などの生活の工夫」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

・布を用いた物の製作に ・衣生活や住生活を豊か ・安全で能率よく，布 ・布を用いた物の製作
関心をもって取り組み， にするための製作品を
を用いた物の製作を
に関する知識を身に
自分や家族の生活を豊
考え，製作計画や方法
することができる。
付けている。
かにしようとしている。 について自分なりに工
・目的に応じた縫い
・材料と用具の選択
夫をしている。
方
・製作手順
・用具の安全な取扱
・目的に応じた縫い
い
方
・用具の安全な取扱
い
・自分や家族の衣生活又 ・自分や家族の衣生活又
は住生活をよりよくす
は住生活について課題
ることに関心をもち，
を見付け，その解決を
課題を主体的にとらえ， 目指して製作や調査な
製作や調査などの計画
どの計画を自分なりに
と実践に取り組もうと
工夫している。
している。
・製作や調査などの実践
の成果と課題について
まとめたり，発表した
りしている。

（10）「Ｄ 身近な消費生活と環境 (１)家庭生活と消費」
【学習指導要領の内容】
(1) 家庭生活と消費について，次の事項を指導する。
ア 自分や家族の消費生活に関心をもち，消費者の基本的な権利と責任について理解すること。
イ 販売方法の特徴について知り，生活に必要な物資・サービスの適切な選択，購入及び活用がで
きること。
【
「(１) 家庭生活と消費」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解

家庭生活と消費について 家庭生活と消費について 家庭生活と消費に関す 家庭生活と消費につい
関心をもって学習活動に 課題を見付け，その解決 る基礎的・基本的な技 て理解し，基礎的・基
取り組み，消費生活をよ を 目 指 し て 工 夫 し て い 術を身に付けている。 本的な知識を身に付け
りよくしようとしている。る。
ている。
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【
「(１) 家庭生活と消費」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

生活の技能

・自分や家族の消費生活
について関心をもち，
消費の在り方を改善し
ようとしている。

生活や技術についての
知識・理解
・消費者の基本的な権
利と責任，消費者基
本法の趣旨について
理解している。

・身近な販売方法に関心 ・収集・整理した情報を ・物資・サービスの選 ・中学生にかかわりの
をもち，その利点と問
活用して物資・サービ
択，購入及び活用に
深い販売方法の特徴
題点について考えよう
スの選択，購入及び活
ついて必要な情報を
について理解してい
としている。
用について考え，工夫
収集・整理すること
る。
している。
ができる。
・物資・サービスの選
択，購入及び活用に
関する知識を身に付
けている。

（11）「Ｄ 身近な消費生活と環境 (２) 家庭生活と環境」
【学習指導要領の内容】
(2) 家庭生活と環境について，次の事項を指導する。
ア 自分や家族の消費生活が環境に与える影響について考え，環境に配慮した消費生活について工
夫し，実践できること。
【
「(２) 家庭生活と環境」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

環境に配慮した消費生活
について関心をもって学
習活動に取り組み，より
よい生活を実践しようと
している。

環境に配慮した消費生活
について課題を見付け，
その解決を目指して自分
なりに工夫し創造してい
る。

生活の技能

生活や技術についての
知識・理解
消費生活と環境とのか
かわりについて理解し，
基礎的・基本的な知識
を身に付けている。

【
「(２) 家庭生活と環境」の評価規準の設定例】
生活や技術への
関心・意欲・態度

生活を
工夫し創造する能力

・自分や家族の消費生活 ・自分や家族の消費生活
が環境に与える影響に
を点検し，環境に配慮
ついて関心をもち，環
した消費生活について
境に配慮した消費生活
考えたり，実践を通し
を実践しようとしてい
て自分なりに工夫した
る。
りしている。
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生活の技能

生活や技術についての
知識・理解
・自分や家族の消費生
活が環境に与える影
響について理解して
いる。
・環境に配慮した消費
生活に関する知識を
身に付けている。
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第９章
第１

外国語

教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１

教科目標
外国語を通じて，言語や文化に対する理解を深め，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度
の育成を図り，聞くこと, 話すこと, 読むこと, 書くことなどのコミュニケーション能力の基礎を養う。

２

評価の観点及びその趣旨
コミュニケーション
への関心・意欲・態度

外国語表現の能力

外国語理解の能力

コミュニケーションに 外国語で話したり書い 外国語を聞いたり読ん
関心をもち，積極的に たりして，自分の考え だりして，話し手や書
言語活動を行い，コミ などを表現している。
き手の意向などを理解
ュニケーションを図ろ
している。
うとする。

言語や文化についての
知識・理解
外国語の学習を通し
て，言語やその運用に
ついての知識を身に付
けているとともに，そ
の背景にある文化など
を理解している。

３

内容のまとまり
外国語科においては，学習指導要領の内容の言語活動における「聞くこと」「話すこと」「読むこと」
「書くこと」を内容のまとまりとした。

第２

内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

英語
１

目標
(1) 初歩的な英語を聞いて話し手の意向などを理解できるようにする。
(2) 初歩的な英語を用いて自分の考えなどを話すことができるようにする。
(3) 英語を読むことに慣れ親しみ，初歩的な英語を読んで書き手の意向などを理解できるようにする。
(4) 英語で書くことに慣れ親しみ，初歩的な英語を用いて自分の考えなどを書くことができるように
する。

２

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「聞くこと」
【学習指導要領の内容】
(1) 言語活動
英語を理解し，英語で表現できる実践的な運用能力を養うため，次の言語活動を３学年間を通し
て行わせる。
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，情報を正確に聞き取ること。
(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確認しながら理解すること。
(ｵ) まとまりのある英語を聞いて，概要や要点を適切に聞き取ること。
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【
「聞くこと」の評価規準に盛り込むべき事項】
コミュニケーション
への関心・意欲・態度

外国語表現の能力

外国語理解の能力

言語や文化についての
知識・理解

「聞くこと」の言語活
動に積極的に取り組ん
でいる。

英語で話されたり読ま 英語やその運用につい
れたりする内容を正し ての知識を身に付けて
く聞き取ることができ いる。
る。

様々な工夫をして，聞
き続けようとしてい
る。

場面や状況に応じて英 言語の背景にある文化
語を適切に聞いて理解 に つ い て 理 解 し て い
することができる。
る。

【
「聞くこと」の評価規準の設定例】
コミュニケーション
への関心・意欲・態度

外国語表現の能力

外国語理解の能力

言語や文化についての
知識・理解

（言語活動への取組）
・相づちをうったりメ
モをとったりするな
ど，相手の話に関心
をもって聞いてい
る。
・聞いたことについて
簡単な言葉や動作な
どで反応している。

（正確な聞き取り）
（言語についての知識）
・強勢やイントネーシ ・発音の違いや音変化
ョン，区切りなどの
に関する知識を身に
特徴をとらえて聞き
付けている。
取ることができる。
・基本的な強勢やイン
・語句や表現，文法事
トネーションなどの
項などの知識を活用
違いを理解してい
して短い英語の内容
る。
を正しく聞き取るこ
とができる。

（コミュニケーション
の継続）
・相手に聞き返すなど
して，言われたこと
を確認しながら聞き
続けている。

（適切な聞き取り）
（文化についての理解）
・話されている内容か ・家庭，学校や社会に
ら話し手の意向を理
おける日常の生活や
解することができる。
風俗習慣など，「聞
・質問や依頼などを聞
くこと」の言語活動
いて，簡単な言葉や
に必要な文化的背景
動作などで適切に応
について理解してい
じることができる。
る。
・まとまりのある英語
を聞いて，全体の概
要や内容の要点を適
切に聞き取ることが
できる。

（２）「話すこと」
【学習指導要領の内容】
(1) 言語活動
英語を理解し，英語で表現できる実践的な運用能力を養うため，次の言語活動を３学年間を通し
て行わせる。
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をとらえ，正しく発音する
こと。
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(ｲ) 自分の考えや気持ち，事実などを聞き手に正しく伝えること。
(ｳ) 聞いたり読んだりしたことなどについて，問答したり意見を述べ合ったりなどすること。
(ｴ) つなぎ言葉を用いるなどのいろいろな工夫をして話を続けること。
(ｵ) 与えられたテーマについて簡単なスピーチをすること。
【
「話すこと」の評価規準に盛り込むべき事項】
コミュニケーション
への関心・意欲・態度

外国語表現の能力

外国語理解の能力

言語や文化についての
知識・理解

「話すこと」の言語活 自分の考えや気持ち，
動に積極的に取り組ん 事実などを英語で正し
でいる。
く話すことができる。

英語やその運用につい
ての知識を身に付けて
いる。

様々な工夫をして，話 場面や状況に応じて英
し 続 け よ う と し て い 語で適切に話すことが
る。
できる。

言語の背景にある文化
について理解してい
る。

【
「話すこと」の評価規準の設定例】
コミュニケーション
への関心・意欲・態度

外国語表現の能力

外国語理解の能力

言語や文化についての
知識・理解

（言語活動への取組） （正確な発話）
・間違うことを恐れず ・正しい強勢，イント
積極的に自分の考え
ネーション，区切り
などを話している。
などを用いて話すこ
・聞き手が理解しやす
とができる。
くなるように工夫し ・語句や表現，文法事
て話している。
項などの知識を活用
・問答したり意見を述
して正しく話すこと
べ合ったりなどして
ができる。
いる。

（言語についての知識）
・発音の違いに関する
知識を身に付けてい
る。
・基本的な強勢の違い
を理解している。
・基本的なイントネー
ションの違いを理解
している。
・基本的な区切りにつ
いて理解している。
・話を続けるために必
要なつなぎ言葉や相
づちをうつ表現など
を知っている。

（コミュニケーション
の継続）
・つなぎ言葉を用いる
などして話を続けて
いる。
・身振り手振り，知っ
ている語句や表現を
うまく利用して自分
の考えなどを話して
いる。

（文化についての理解）
・家庭，学校や社会に
おける日常の生活や
風俗習慣など，「話
すこと」の言語活動
に必要な文化的背景
について理解してい
る。

（適切な発話）
・場面や状況にふさわ
しい表現を用いて話
すことができる。
・尋ねられたことに対
して適切に応答する
ことができる。
・適切な声量や明瞭さ
で話すことができる。
・聞き手を意識して，
強調したり繰り返し
たりして話すことが
できる。
・与えられたテーマに
ついて，自分の意見
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や主張をまとまりよ
く話すことができる。

（３）「読むこと」
【学習指導要領の内容】
(1) 言語活動
英語を理解し，英語で表現できる実践的な運用能力を養うため，次の言語活動を３学年間を通し
て行わせる。
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) 物語のあらすじや説明文の大切な部分などを正確に読み取ること。
(ｴ) 伝言や手紙などの文章から書き手の意向を理解し，適切に応じること。
(ｵ) 話の内容や書き手の意見などに対して感想を述べたり賛否やその理由を示したりなどするこ
とができるよう，書かれた内容や考え方などをとらえること。
【
「読むこと」の評価規準に盛り込むべき事項】
コミュニケーション
への関心・意欲・態度

外国語表現の能力

外国語理解の能力

「読むこと」の言語活 英語を正しく音読する 英語で書かれた内容を
動に積極的に取り組ん ことができる。
正しく読み取ることが
でいる。
できる。

言語や文化についての
知識・理解
英語やその運用につい
ての知識を身に付けて
いる。

様々な工夫をして，読 英語で書かれた内容が 目的に応じて英語を適 言語の背景にある文化
み 続 け よ う と し て い 表現されるように適切 切に読んで理解するこ に つ い て 理 解 し て い
る。
に音読することができ とができる。
る。
る。

【
「読むこと」の評価規準の設定例】
コミュニケーション
への関心・意欲・態度

外国語表現の能力

外国語理解の能力

言語や文化についての
知識・理解

（言語活動への取組） （正確な音読）
（正確な読み取り）
（言語についての知識）
・読 ん だ こ と に つ い ・正しい強勢，イント ・語句や表現，文法事 ・基本的な強勢やイン
て，メモをとったり
ネーション，区切り
項などの知識を活用
トネーションなどの
簡単な言葉や動作な
などを用いて音読す
して内容を正しく読
違いを理解してい
どで反応したりして
ることができる。
み取ることができる。
る。
いる。
・語句や文，文法など
・辞書を活用して読ん
に関する知識を身に
でいる。
付けている。
・積極的に音読してい
る。
（コミュニケーション （適切な音読）
（適切な読み取り）
（文化についての理解）
の継続）
・意味内容にふさわし ・あらすじや大切な部 ・家庭，学校や社会に
・繰り返して読んだり
く音読することがで
分などを読み取るこ
おける日常の生活や
読み返したりして読
きる。
とができる。
風俗習慣など，「読
み続けている。
・適切な声量や明瞭さ ・書かれた内容から書
むこと」の言語活動
で音読することがで
き手の意向を読み取
に必要な文化的背景
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きる。

ることができる。
・伝言や手紙などを読
んで，その内容にあ
わせて適切に応じる
ことができる。
・文や文章を目的に応
じた適切な速さで読
み取ることができる。
・話の内容や書き手の
意見などを批判的に
読むことができる。

について理解してい
る。

（４）「書くこと」
【学習指導要領の内容】
(1) 言語活動
英語を理解し，英語で表現できる実践的な運用能力を養うため，次の言語活動を３学年間を通し
て行わせる。
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して正しく書くこと。
(ｲ) 語と語のつながりなどに注意して正しく文を書くこと。
(ｳ) 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，賛否やその理由を書いたりなど
すること。
(ｴ) 身近な場面における出来事や体験したことなどについて，自分の考えや気持ちなどを書くこ
と。
(ｵ) 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，文と文のつながりなどに注意して
文章を書くこと。
【
「書くこと」の評価規準に盛り込むべき事項】
コミュニケーション
への関心・意欲・態度

外国語表現の能力

外国語理解の能力

言語や文化についての
知識・理解

「書くこと」の言語活 自分の考えや気持ちな
動に積極的に取り組ん どを英語で正しく書く
でいる。
ことができる。

英語やその運用につい
ての知識を身に付けて
いる。

様々な工夫をして，書 目的に応じて英語で適
き 続 け よ う と し て い 切に書くことができる。
る。

言語の背景にある文化
について理解してい
る。

【
「書くこと」の評価規準の設定例】
コミュニケーション
への関心・意欲・態度

外国語表現の能力

（言語活動への取組） （正確な筆記）
・間違うことを恐れず ・語句や表現，文法事
積極的に書いてい
項などの知識を活用
る。
して正しく書くこと
・読み手が理解しやす
ができる。
くなるように書いた
り，書き直したりし
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外国語理解の能力

言語や文化についての
知識・理解
（言語についての知識）
・文字や符号を使い分
ける知識を身に付け
ている。
・文構造や語法，文法
などに関する知識を
身に付けている。

ている。
・辞書を活用して書い
ている。

・正しい語順や語法を
用いて文を構成する
知識を身に付けてい
る。

（コミュニケーション （適切な筆記）
の継続）
・場面や状況にふさわ
・うまく書けないとこ
しい表現を用いて書
ろがあっても知って
くことができる。
いる語句や表現を用 ・感想や内容に対して
いて書き続けてい
の賛否に加えてその
る。
理由を書くことがで
きる。
・内容的にまとまりの
ある文章を書くこと
ができる。
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（文化についての理解）
・家庭，学校や社会に
おける日常の生活や
風俗習慣など，「書
くこと」の言語活動
に必要な文化的背景
について理解してい
る。

第１０章
第１

特別活動

目標，評価の観点及びその趣旨等

１

目 標
望ましい集団活動を通して，心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り，集団や社会の一員として
よりよい生活や人間関係を築こうとする自主的，実践的な態度を育てるとともに，人間としての生き方
についての自覚を深め，自己を生かす能力を養う。

２

評価の観点及びその趣旨
集団活動や生活への
関心・意欲・態度
学級や学校の集団や自己の生活
に関心をもち，望ましい人間関
係を築きながら，積極的に集団
活動や自己の生活の充実と向上
に取り組もうとする。

集団や社会の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

集団や社会の一員としての役割 集団活動の意義，よりよい生活
を自覚し，望ましい人間関係を を築くために集団として意見を
築きながら，集団活動や自己の まとめる話合い活動の仕方，自
生活の充実と向上について考 己の健全な生活の在り方などに
え，判断し，自己を生かして実 ついて理解している。
践している。

３

内容のまとまり
特別活動においては，学習指導要領の内容の〔学級活動〕（１），（２），（３），〔生徒会活動〕，〔学校
行事〕（１），（２），（３），（４）
，（５）を内容のまとまりとした。

第２

内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項

〔学級活動〕
【学習指導要領の目標と内容】
１ 目 標
学級活動を通して，望ましい人間関係を形成し，集団の一員として学級や学校におけるよりよい
生活づくりに参画し，諸問題を解決しようとする自主的，実践的な態度や健全な生活態度を育てる。
２

内 容
学級を単位として，学級や学校の生活の充実と向上，生徒が当面する諸課題への対応に資する
活動を行うこと。
(1) 学級や学校の生活づくり
ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決
イ 学級内の組織づくりや仕事の分担処理
ウ 学校における多様な集団の生活の向上
(2) 適応と成長及び健康安全
ア 思春期の不安や悩みとその解決
イ 自己及び他者の個性の理解と尊重
ウ 社会の一員としての自覚と責任
エ 男女相互の理解と協力
オ 望ましい人間関係の確立
カ ボランティア活動の意義の理解と参加
キ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成
ク 性的な発達への適応
ケ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成
(3) 学業と進路
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ア
イ
ウ
エ
オ

学ぶことと働くことの意義の理解
自主的な学習態度の形成と学校図書館の利用
進路適性の吟味と進路情報の活用
望ましい勤労観・職業観の形成
主体的な進路の選択と将来設計

【学級活動（１）「学級や学校の生活づくり」の評価規準に盛り込むべき事項】
集団活動や生活への
関心・意欲・態度
学級や学校の生活の充実と向上
にかかわる問題に関心をもち，
他の生徒と協力して，自主的，
自律的に集団活動に取り組もう
としている。

集団や社会の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

学級や学校の一員としての自己 充実した集団生活を築くことの
の役割と責任を自覚し，他の生 意義や，学級や学校の生活づく
徒の意見を尊重しながら，集団 りへの参画の仕方，学級集団と
におけるよりよい生活づくりな して意見をまとめる話合い活動
どについて考え，判断し，信頼 の仕方などについて理解してい
し支え合って実践している。
る。

【学級活動（２）「適応と成長及び健康安全」の評価規準に盛り込むべき事項】
集団活動や生活への
関心・意欲・態度

集団や社会の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

自己の生活の充実と向上にかか
わる問題に関心をもち，自主的，
自律的に日常の生活を送ろうと
している。

日常の生活における自己の課題
を見出し，自己を生かしながら，
よりよい解決方法などについて
考え，判断し，実践している。

集団や社会への適応及び健康で
安全な生活を送ることの大切さ
や実践の仕方，自他の成長など
について理解している。

【学級活動（３）「学業と進路」の評価規準に盛り込むべき事項】
集団活動や生活への
関心・意欲・態度
人間としての生き方や学ぶこ
と，働くことなどに関心をもち，
自己のよさを伸ばしながら，自
主的，自律的に日常の生活や学
習に取り組もうとしている。

集団や社会の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

自己の将来に希望を抱き，その 学ぶことと働くことの意義や，
実現に向け，現在の生活や学習 自己の能力や適性，進路選択に
を振り返り，これからの自己の 必要な情報収集や将来設計の仕
生き方などについて考え，判断 方などについて理解している。
し，実践している。

〔生徒会活動〕
【学習指導要領の目標と内容】
１ 目 標
生徒会活動を通して，望ましい人間関係を形成し，集団や社会の一員としてよりよい学校生活
づくりに参画し，協力して諸問題を解決しようとする自主的，実践的な態度を育てる。
２

内 容
学校の全生徒をもって組織する生徒会において，学校生活の充実と向上を図る活動を行うこと。
(1) 生徒会の計画や運営
(2) 異年齢集団による交流
(3) 生徒の諸活動についての連絡調整
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(4) 学校行事への協力
(5) ボランティア活動などの社会参加
【生徒会活動の評価規準に盛り込むべき事項】
集団活動や生活への
関心・意欲・態度

集団や社会の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

学校生活の充実と向上にかかわ
る諸問題に関心をもち，他の生
徒と協力して，自主的，自律的
に生徒会の活動に取り組もうと
している。

生徒会の一員としての自覚と役
割意識をもち，全校的な視野に
立って諸問題を解決する方法な
どについて考え，判断し，協同
して実践している。

生徒会活動の意義や組織，諸活
動への参画の仕方などについて
理解している。

〔学校行事〕
【学習指導要領の目標と内容】
１ 目 標
学校行事を通して，望ましい人間関係を形成し，集団への所属感や連帯感を深め，公共の精神
を養い，協力してよりよい学校生活を築こうとする自主的，実践的な態度を育てる。
２

内 容
全校又は学年を単位として，学校生活に秩序と変化を与え，学校生活の充実と発展に資する体
験的な活動を行うこと。
(1) 儀式的行事
学校生活に有意義な変化や折り目を付け，厳粛で清新な気分を味わい，新しい生活の展開へ
の動機付けとなるような活動を行うこと。
(2）文化的行事
平素の学習活動の成果を発表し，その向上の意欲を一層高めたり，文化や芸術に親しんだり
するような活動を行うこと。
(3) 健康安全・体育的行事
心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め，安全な行動や規律ある集団
行動の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感や連帯感の涵養，体力の向上などに資するよう
な活動を行うこと。
(4) 旅行・集団宿泊的行事
平素と異なる生活環境にあって，見聞を広め，自然や文化などに親しむとともに，集団生活
の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと。
(5) 勤労生産・奉仕的行事
勤労の尊さや創造することの喜びを体得し，職場体験などの職業や進路にかかわる啓発的な
体験が得られるようにするとともに，共に助け合って生きることの喜びを体得し，ボランティ
ア活動などの社会奉仕の精神を養う体験が得られるような活動を行うこと。

【学校行事（１）「儀式的行事」の評価規準に盛り込むべき事項】
集団活動や生活への
関心・意欲・態度

集団や社会の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

行事を節目としたこれからの生
活に関心をもち，学校や学年の
一員として厳粛な雰囲気の中で
儀式的行事に取り組もうとして
いる。

学校や学年の一員としての自覚
をもち，新しい生活における自
己の生き方や，集団の場におけ
る規律などについて考え，判断
し，実践している。

儀式的行事の意義や，その場に
ふさわしい参加の仕方などにつ
いて理解している。
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【学校行事（２）「文化的行事」の評価規準に盛り込むべき事項】
集団活動や生活への
関心・意欲・態度

集団や社会の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

文化や芸術，平素の学習活動な
どに関心をもち，互いの努力を
認め合い，自己を伸ばそうとす
る意欲をもって，自主的，自律
的に文化的行事に取り組もうと
している。

学校や学年の一員としての自覚
をもち，美しいものや優れたも
の，自他のよさや自己の成長な
どについて考え，判断し，協同
して実践している。

文化的行事の意義や，活動の仕
方，発表や鑑賞の仕方などにつ
いて理解している。

【学校行事（３）「健康安全・体育的行事」の評価規準に盛り込むべき事項】
集団活動や生活への
関心・意欲・態度

集団や社会の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

心身の健全な発達や健康の保持
増進，運動などに関心をもち，
自主的，自律的に健康安全・体
育的行事に取り組もうとしてい
る。

学校や学年の一員としての自覚
をもち，安全な行動，規律ある
集団行動の仕方などについて考
え，判断し，協同して実践して
いる。

健康安全・体育的行事の意義
や，心身の健康の保持増進，安
全な生活，体力向上の方法など
について理解している。

【学校行事（４）「旅行・集団宿泊的行事」の評価規準に盛り込むべき事項】
集団活動や生活への
関心・意欲・態度
自然や文化などに関心をもち，
人間的な触れ合いや信頼関係を
深め，自主的，自律的に旅行・
集団宿泊的行事に取り組もうと
している。

集団や社会の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

学校や学年の一員としての自覚 旅行・集団宿泊的行事の意義
をもち，平素と異なる生活環境 や，望ましい集団生活の在り方，
の中での行動の在り方や人間と 公衆道徳などについて理解して
しての生き方などについて考 いる。
え，判断し，協同して実践して
いる。

【学校行事（５）「勤労生産・奉仕的行事」の評価規準に盛り込むべき事項】
集団活動や生活への
関心・意欲・態度
将来の社会人としての生き方や
社会奉仕などに関心をもち，自
主的，自律的に勤労生産・奉仕
的行事に取り組もうとしてい
る。

集団や社会の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

学校や学年の一員としての自覚 勤労生産・奉仕的行事の意義
をもち，勤労や共に助け合って や，勤労及び職業，ボランティ
生きることの尊さ，人間として ア活動などの社会奉仕の仕方な
の生き方などについて考え，判 どについて理解している。
断し，協同して実践している。
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参

１

２

考

資

料

評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究について（平成２２年４月１４日，
国立教育政策研究所長裁定）

評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究協力者

３

小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要
録の改善等について（平成２２年５月１１日付け文部科学省初等中等教育局長通知）
（抄）

４

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会報告「児童生徒の学習評価の在り方に
ついて」（平成２２年３月２４日）（抄）
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評価 規準 ， 評価 方法 等 の 工 夫 改 善 に 関 す る 調 査 研 究 に つ い て
平成２２年４月１４日
国立教育政策研究所長裁定

１

趣

旨

学習評価については，中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会におい
て 「 児 童 生 徒 の 学 習 評 価 の 在 り 方 に つ い て 」（ 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ２ ４ 日 ） の 報 告 が
まとめられ，新しい学習指導要領に対応した，各教科等の評価の観点及び評価の
観点に関する考え方が示されたところである。
これを踏まえ，各小学校，中学校及び高等学校における児童生徒の学習の効果
的，効率的な評価に資するため，教科等（教科並びに小学校及び中学校の特別活
動 ） ご と に ， 評 価 規 準 ， 評 価 方 法 等 の 工 夫 改 善 に 関 す る 調 査 研 究 を行 う 。

２

調査研究事項

（ １ ） 評 価 規 準 及 び 当 該 規 準 を 用 い た 評 価 方 法 に 関 す る 参 考 資 料 の 作成
（２）学校における学習評価に関する取組についての情報収集
（３）上記（１）及び（２）に関連する事項

３

実施方法
調査研究に当たっては，教科ごとに教育委員会関係者，教員及び学識経験者等
を協力者として委嘱し，２の事項について調査研究を行う。

４

庶

務

こ の 調 査 研 究 に か か る 庶 務 は ， 教 育 課 程 研 究 セ ン タ ー に お い て 処理 す る 。

５

実施期間
平成２２年５月１日～平成２４年３月３１日
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評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究協力者 中学校（五十音順）
（職名は平成２２年５月現在）

〔国

語〕

〔社

会〕

〔数

学〕

〔理

科〕

〔音

楽〕

川端香代子
宗我部義則
田中 洋一
中島 聖巳
人見
誠
舟橋 秀晃
三浦登志一
山口
徹
青柳 慎一
伊藤 純郎
入子 彰子
上園 悦史
大杉 昭英
小栗 英樹
鴛原
進
川﨑
朗
木村 真冬
草原 和博
久山 将弘
関
裕幸
関谷 文宏
高橋 健司
中西
仁
峯
明秀
宮崎 敏宏
吉開
潔
板垣 章子
内田 洋一
加藤 好章
清水 静海
相馬 一彦
立花 正男
藤原 大樹
柗元新一郎
江崎 士郎
加藤 裕之
木村 幸泰
熊野 善介
小林 俊行
清水
誠
富山 雅之
福岡 敏行
前川 哲也
宮内 卓也
山口 晃弘
山田 貴之
伊野 義博
上野 正直
小松 康裕
副島 和久
谷口 桃子
西園 芳信
福士 幸雄
山内
尚

北海道教育委員会義務教育課主査
お茶の水女子大学附属中学校教諭
東京女子体育大学教授
栃木県栃木市立藤岡第一中学校教頭
東京都目黒区立第七中学校主幹教諭
滋賀大学教育学部附属中学校教諭
山形大学大学院准教授
熊本県山鹿市立山鹿中学校教諭
埼玉県久喜市立太東中学校教諭
筑波大学大学院教授
東京都文京区立本郷台中学校主幹教諭
東京学芸大学附属竹早中学校教諭
岐阜大学教授
宇都宮大学教育学部附属中学校教諭
愛媛大学准教授
佐賀県伊万里市立啓成中学校教諭
お茶の水女子大学附属中学校教諭
広島大学大学院准教授
岡山県教育委員会指導主事兼副参事
東京都立小石川中等教育学校教諭
筑波大学附属中学校教諭
朝日大学准教授
立命館大学准教授
大阪教育大学准教授
福岡県筑前町教育委員会指導主事
千葉県教育委員会教育振興部指導課長
千葉県千葉市立稲浜中学校教諭
埼玉県幸手市立西中学校長
長野県長野市立柳町中学校教諭
帝京大学教授
北海道教育大学教授
岩手大学准教授
横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校教諭
静岡大学准教授
東京都世田谷区立尾山台中学校副校長
神奈川県小田原市立泉中学校総括教諭
愛知県刈谷市立刈谷南中学校教諭
静岡大学教授兼静岡大学教育学部附属静岡中学校長
静岡県静岡市立清水第四中学校教頭
埼玉大学教授兼埼玉大学教育学部附属小学校長
東京都台東区立御徒町台東中学校主幹教諭
帝京平成大学教授
お茶の水女子大学附属中学校教諭
東京学芸大学附属世田谷中学校教諭
東京都品川区立小中一貫校日野学園副校長
岐阜県関市立旭ヶ丘中学校教諭
新潟大学教授
熊本県熊本市立錦ヶ丘中学校教諭
東京都台東区立御徒町台東中学校長
佐賀県教育センター研究課研究調査担当係長兼指導主事
秋田県横手市立横手南中学校教諭
鳴門教育大学理事・副学長
岩手県教育委員会主任指導主事
宮城県教育研修センター教育研修班主幹兼指導主事
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〔美

術〕

青木
徹
長尾 菊絵
中村みどり
東良 雅人
福本 謹一
松永かおり
水島 尚喜
水野 一英
〔保健体育〕 石川 泰成
今関 豊一
香山
悟
柴田 一浩
髙木
健
西岡 伸紀
萩尾 英司
日野 克博
星野 和貴
細川江利子
松野
明
吉田 初美
〔技術・家庭〕安東 茂樹
生野 晴美
大泉
計
大川 美子
大西
有
小川三代子
工藤
哲
佐藤
修
佐藤 文子
杉山久仁子
田口 浩継
竹野 英敏
田野智恵子
中澤千佳子
長島 淑子
藤木
卓
〔外国語〕
伊藤 幸男
樫葉みつ子
加納 幹雄
菅野
健
酒井 英樹
松浦 伸和
渡邉 範夫
〔特別活動〕 青木由美子
天笠
茂
大山由起子
加々美 肇
酒巻克太郎
猿渡 正利
松田 素行
渡部 邦雄

栃木県下野市立石橋北小学校教頭
東京都江東区立亀戸中学校主任教諭
東京都世田谷区立尾山台中学校主幹教諭
京都府京都市教育委員会指導主事
兵庫教育大学理事・副学長
東京都教育委員会指導主事
聖心女子大学教授
北海道札幌市立宮の森中学校教諭
埼玉県教育委員会主任指導主事
順天堂大学准教授
熊本県熊本市立帯山中学校教頭
流通経済大学准教授
佐賀県立香楠中学校教諭
兵庫教育大学大学院教授
宮崎県教育委員会指導主事
愛媛大学准教授
秋田県教育委員会指導主事
埼玉大学教授
神奈川県立希望ヶ丘高等学校教諭
埼玉県熊谷市立大幡中学校教諭
京都教育大学教授
東京学芸大学教授
鳴門教育大学附属中学校教頭
栃木県宇都宮市立上河内中学校教諭
北海道立教育研究所研究研修主事
埼玉県加須市立樋遣川小学校長
宮城県仙台市教育委員会指導主事
神奈川県相模原市立上溝中学校教頭
植草学園大学教授
横浜国立大学教授
熊本大学准教授
茨城大学教授
埼玉県深谷市立藤沢中学校教諭
茨城県教育委員会指導主事
埼玉県さいたま市教育委員会主任指導主事
長崎大学教授
埼玉県立総合教育センター指導主事
広島大学大学院准教授
金沢大学教授
埼玉県南埼玉郡白岡町立篠津中学校長
信州大学准教授
広島大学大学院教授
千葉県教育委員会指導主事
東京都教職員研修センター統括指導主事
千葉大学教授
山形県教育委員会最上教育事務所主任指導主事
東京都江東区立深川第八中学校長
埼玉県加須市立加須平成中学校教諭
福岡県大牟田市立橘中学校長
昭和学院短期大学教授
東京農業大学客員教授

国立教育政策研究所及び文部科学省においては，次の関係官が担当した。
〔国
〔社

語〕
会〕

〔数

学〕

冨山 哲也
中尾 敏朗
濵野
清
樋口 雅夫
橋本 康弘
永田潤一郎

国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
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〔理

科〕

清原
田代
林
小倉
五島
〔音
楽〕 大熊
〔美
術〕 村上
〔保健体育〕 佐藤
森
〔技術・家庭〕上野
筒井
〔外国語〕
太田
平木
〔特別活動〕 三好
城戸

洋一
直幸
誠一
康
政一
信彦
尚徳
豊
良一
耕史
恭子
光春
裕
仁司
茂

国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官
国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
文部科学省初等中等教育局視学官
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
文部科学省初等中等教育局視学官
国立教育政策研究所生徒指導研究センター総括研究官

この他，本書編集の全般にわたり，国立教育政策研究所において以下の者が担当した。
神代
作花
梅澤
本田
稲葉
新堀
大原

浩
文雄
敦
史子
敦
栄
一仁

国立教育政策研究所教育課程研究センター長（平成２２年７月３０日から）
前国立教育政策研究所教育課程研究センター長（平成２２年７月２９日まで）
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部長
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課長
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係長
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係専門職
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２２文科初第１号
平成２２年５月１１日
各 都 道 府 県 教 育 委 員 会
各 指 定 都 市 教 育 委 員 会
各

都

道

府

県

知

事

附属学校を置く各国立大学長

殿

構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた地方公共団体の長
文部科学省初等中等教育局長
金

森

越

哉

（印影印刷）

小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の
学習評価及び指導要録の改善等について（通知）（抄）

このたび，中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会において，「児童生徒
の学習評価の在り方について（報告）」（平成２２年３月２４日）（以下「報告」と
いう。）がとりまとめられました。
「報告」においては，学習指導要領において示された基礎的・基本的な知識・技能，
それらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等及び主体的
に学習に取り組む態度の育成が確実に図られるよう，学習評価を通じて，学習指導の
在り方を見直すことや個に応じた指導の充実を図ること，学校における教育活動を組
織として改善すること等が重要とされています。また，保護者や児童生徒に対して，
学習評価に関する仕組み等について事前に説明したり，評価結果の説明を充実したり
するなどして学習評価に関する情報をより積極的に提供することも重要とされていま
す。
指導要録は，児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し，その後の
指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿となるものであり，各学校で学
習評価を計画的に進めていく上で重要な表簿です。
文部科学省においては，「報告」を受け，各学校における学習評価が円滑に行われ
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るとともに，各設置者による指導要録の様式の決定や各学校における指導要録の作成
の参考となるよう，学習評価を行うに当たっての配慮事項，指導要録に記載する事項
及び各学校における指導要録の作成に当たっての配慮事項等を別紙１～６のとおりと
りまとめました。
ついては，下記に示す学習評価を行うに当たっての配慮事項及び指導要録に記載す
る事項の見直しの要点並びに別紙について十分に御了知の上，各都道府県教育委員会
におかれては，所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し，各指定都市教育委員
会におかれては，所管の学校に対し，各都道府県知事及び構造改革特別区域法第１２
条第１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては，所轄の学校及び学校法人等
に対し，国立大学長におかれては，その管下の学校に対して，「報告」の趣旨も踏ま
え，指導要録の様式が適切に設定され，新しい学習指導要領に対応した学習指導と学
習評価が行われるよう，これらの十分な周知及び必要な指導等をお願いします。
さらに，幼稚園，特別支援学校幼稚部，保育所及び認定こども園（以下，「幼稚園
等」という。）と小学校及び特別支援学校小学部との緊密な連携を図る観点から，幼
稚園等においてもこの通知の趣旨の理解が図られるようお願いします。
なお，平成１３年４月２７日付け１３文科初第１９３号「小学校児童指導要録，中
学校生徒指導要録，高等学校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録並びに盲学校，
聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録，中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導
要録の改善等について」及び平成２０年１２月２５日付け２０文科初第１０８１号
「小学校学習指導要領等に関する移行期間中における小学校児童指導要録等の取扱い
について」のうち，小学校及び特別支援学校小学部に関する部分は平成２３年３月３
１日をもって，中学校（中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）及び特別支援
学校中学部に関する部分は平成２４年３月３１日をもって，高等学校（中等教育学校
の後期課程を含む。以下同じ。）及び特別支援学校高等部に関する部分は平成２５年
３月３１日をもって，それぞれ廃止します。
記
１

学習評価の改善に関する基本的な考え方について
(1) 学習評価を通じて，学習指導の在り方を見直すことや個に応じた指導の充実を
図ること，学校における教育活動を組織として改善することが重要であること。
その上で，新しい学習指導要領の下における学習評価の改善を図っていくために
は以下の基本的な考え方に沿って学習評価を行うことが必要であること。
①

きめの細かな指導の充実や児童生徒一人一人の学習の確実な定着を図るため，
学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況を評価する，目標に準拠した
評価を引き続き着実に実施すること。
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②

新しい学習指導要領の趣旨や改善事項等を学習評価において適切に反映する
こと。

③

学校や設置者の創意工夫を一層生かすこと。

(2) 学習評価における観点については，新しい学習指導要領を踏まえ，「関心・意
欲・態度」，「思考・判断・表現」，「技能」及び「知識・理解」に整理し，各
教科等の特性に応じて観点を示している。設置者や学校においては，これに基づ
く適切な観点を設定する必要があること。
(3) 高等学校における学習評価については，引き続き観点別学習状況の評価を実施
し，きめの細かい学習指導と生徒一人一人の学習の確実な定着を図っていく必要
があること。
(4) 障害のある児童生徒に係る学習評価の考え方は，障害のない児童生徒に対する
学習評価の考え方と基本的に変わるものではないが，児童生徒の障害の状態等を
十分理解しつつ，様々な方法を用いて，一人一人の学習状況を一層丁寧に把握す
ることが必要であること。また，特別支援学校については，新しい学習指導要領
により個別の指導計画の作成が義務付けられたことを踏まえ，当該計画に基づい
て行われた学習の状況や学習の結果の評価を行うことが必要であること。
２

効果的・効率的な学習評価の推進について
(1) 学校や設置者においては，学習評価の妥当性，信頼性等を高めるとともに，教
師の負担感の軽減を図るため，国等が示す評価に関する資料を参考にしつつ，評
価規準や評価方法の一層の共有や教師の力量の向上等を図り，組織的に学習評価
に取り組むことが重要であること。
(2) その際，学習評価に関する情報の適切な管理を図りつつ，情報通信技術の活用
により指導要録等に係る事務の改善を検討することも重要であること。なお，法
令に基づく文書である指導要録について，書面の作成，保存，送付を情報通信技
術を活用して行うことは，現行の制度上も可能であること。
(3) 今後，国においても，評価規準等の評価の参考となる資料を作成することとし
ているが，都道府県等においても，学習評価に関する研究を進め，学習評価に関
する参考となる資料を示すとともに，具体的な事例の収集・提示を行うことが重
要であること。

３

小・中学校及び特別支援学校小・中学部の指導要録について
(1) 小学校及び特別支援学校小学部の外国語活動について，設置者において，学習
指導要領の目標及び具体的な活動等に沿って評価の観点を設定することとし，文
章の記述による評価を行うこと。
(2) 特別活動について，学習指導要領の目標及び特別活動の特質等に沿って，各学
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校において評価の観点を定めることができるようにすることとし，各活動・学校
行事ごとに評価すること。
４

高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録について
各教科・科目の評定については，観点別学習状況の評価を引き続き十分踏まえる
こと。

〔別紙１〕小学校及び特別支援学校小学部の指導要録に記載する事項等
〔別紙２〕中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等
〔別紙３〕高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録に記載する事項等
〔別紙４〕各学校における指導要録の保存，送付等に当たっての配慮事項
〔別紙５〕各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨（小学校及び特別支援学
校小学部並びに中学校及び特別支援学校中学部）
〔別紙６〕各教科の評価の観点及びその趣旨（高等学校及び特別支援学校高等部）
〔参考１〕
文部科学省ホームページ

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会「児童

生徒の学習評価の在り方について（報告）」（平成２２年３月２４日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/1292163.htm
〔参考２〕
各設置者における指導要録の様式の設定に当たっての検討に資するため，別添とし
て指導要録の「参考様式」を示している。
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別紙２
中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等
Ⅰ

学籍に関する記録
学籍に関する記録については，原則として学齢簿の記載に基づき，学年当
初及び異動の生じたときに記入する。
１ 生徒の氏名，性別，生年月日及び現住所
２ 保護者の氏名及び現住所
３ 入学前の経歴
中学校及び特別支援学校中学部（以下，「中学校等」という。）に入学す
るまでの教育関係の略歴（在籍していた小学校又は特別支援学校小学部の学
校名及び卒業時期等）を記入する。なお，外国において受けた教育の実情な
ども記入する。
４ 入学・編入学等
(1) 入 学
生徒が第１学年に入学した年月日を記入する。
(2) 編 入 学 等
第１学年の中途又は第２学年以上の学年に，在外教育施設や外国の学校
等から編入学した場合，又は就学義務の猶予・免除の事由の消滅により就
学義務が発生した場合について，その年月日，学年及び事由等を記入する。
５ 転入学
他の中学校等から転入学してきた生徒について，転入学年月日，転入学年，
前に在学していた学校名，所在地及び転入学の事由等を記入する。
６ 転学・退学等
他の中学校等に転学する場合には，転学先の学校が受け入れた日の前日に
当たる年月日，転学先の学校名，所在地，転入学年及びその事由等を記入す
る。また，学校を去った年月日についても併記する。
在外教育施設や外国の学校に入るために退学する場合又は学齢（満１５歳
に 達 し た 日 の 属 す る 学 年 の 終 わ り ） を 超 過 し て い る 生 徒 が 退 学 す る 場 合 は，
校長が退学を認めた年月日及びその事由等を記入する。
なお，就学義務が猶予・免除される場合又は生徒の居所が１年以上不明で
ある場合は，在学しない者として取り扱い，在学しない者と認めた年月日及
びその事由等を記入する。
７ 卒業
校長が卒業を認定した年月日を記入する。
８ 進学先・就職先等
進学先の学校名及び所在地，就職先の事業所名及び所在地等を記入する。
９ 学校名及び所在地
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分校の場合は，本校名及び所在地を記入するとともに，分校名，所在地及
び在学した学年を併記する。
10 校 長 氏 名 印 ， 学 級 担 任 者 氏 名 印
各 年 度 に ， 校 長 の 氏 名 ， 学 級 担 任 者 の 氏 名 を 記 入 し ， そ れ ぞ れ 押 印 す る。
（同一年度内に校長又は学級担任者が代わった場合には，その都度後任者の
氏名を併記する。）
なお，氏名の記入及び押印については，電子署名（電子署名及び認証業務
に関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第１項に定義する「電子
署名」をいう。）を行うことで替えることも可能である。
Ⅱ

指導に関する記録
中学校における指導に関する記録については，以下に示す記載することが
適当な事項に留意しながら，各教科の学習の記録（観点別学習状況及び評
定），総合的な学習の時間の記録，特別活動の記録，行動の記録，総合所見
及び指導上参考となる諸事項並びに出欠の記録について学年ごとに作成する。
特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中学部におけ
る指導に関する記録については，中学校における指導に関する記録に記載す
る事項に加えて，自立活動の記録について学年ごとに作成するほか，入学時
の障害の状態について作成する。
特 別 支 援 学 校 （ 知 的 障 害 ） 中 学 部 に お け る 指 導 に 関 す る 記 録 に つ い て は，
各教科の学習の記録，特別活動の記録，自立活動の記録，総合的な学習の時
間，行動の記録，総合所見及び指導上参考となる諸事項並びに出欠の記録に
ついて学年ごとに作成するほか，入学時の障害の状態について作成する。
特別支援学校中学部に在籍する生徒については，個別の指導計画を作成す
る必要があることから，指導に関する記録を作成するに当たって，個別の指
導計画における指導の目標，指導内容等を踏まえた記述となるよう留意する。
また，生徒の障害の状態等に即して，学校教育法施行規則第１３０条の規定
に基づき各教科の全部若しくは一部について合わせて授業を行った場合又は
各教科，道徳，特別活動及び自立活動の全部若しくは一部について合わせて
授業を行った場合並びに特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成２
１年文部科学省告示第３６号）第１章第２節第５の規定（重複障害者等に関
する教育課程の取扱い）を適用した場合にあっては，その教育課程や実際の
学習状況を考慮し，各教科等を合わせて記録できるようにするなど，必要に
応じて様式等を工夫して，その状況を適切に記入する。
特別支援学級に在籍する生徒の指導に関する記録については，必要がある
場合，特別支援学校中学部の指導要録に準じて作成する。
１ 各教科の学習の記録
中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中
学部における各教科の学習の記録については，観点別学習状況及び評定につ
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いて記入する。
特別支援学校（知的障害）中学部における各教科の学習の記録については，
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領に示す中学部の各教科の目標，内
容に照らし，具体的に定めた指導内容，実現状況等を文章で記述する。
(1) 観 点 別 学 習 状 況
中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）
中学部における観点別学習状況については，中学校学習指導要領（平成
２０年文部科学省告示第２８号）及び特別支援学校小学部・中学部学習指
導要領（以下，「中学校学習指導要領等」という。）に示す各教科の目標
に照らして，その実現状況を観点ごとに評価し記入する。その際，「十分
満足できる」状況と判断されるものをＡ，「おおむね満足できる」状況と
判断されるものをＢ，「努力を要する」状況と判断されるものをＣのよう
に区別して評価を記入する。
中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）
中学部における各教科の評価の観点について，設置者は，中学校学習指導
要領等を踏まえ，別紙５を参考に設定する。また，各学校において，観点
を追加して記入できるようにする。
選択教科を実施する場合は，各学校において観点を定め，記入する。
(2) 評 定
中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）
中学部における評定については，各学年における各教科の学習の状況につ
いて，中学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして，その実現状
況を総括的に評価し記入する。
必修教科の評定は，中学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らし
て，その実現状況を「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況
と 判 断 さ れ る も の を ５ ， 「 十 分 満 足 で き る 」 状 況 と 判 断 さ れ る も の を ４，
「おおむね満足できる」状況と判断されるものを３，「努力を要する」状
況と判断されるものを２，「一層努力を要する」状況と判断されるものを
１のように区別して評価を記入する。
選択教科を実施する場合は，各学校が評定の段階を決定し記入する。
評定に当たっては，評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するもの
で あ り ， 「 (1) 観 点 別 学 習 状 況 」 に お い て 掲 げ ら れ た 観 点 は ， 分 析 的 な 評
価を行うものとして，各教科の評定を行う場合において基本的な要素とな
るものであることに十分留意する。その際，評定の適切な決定方法等につ
いては，各学校において定める。
２ 総合的な学習の時間の記録
中学校等における総合的な学習の時間の記録については，この時間に行っ
た学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で，それらの観
点のうち，生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入す
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る等，生徒にどのような力が身に付いたかを文章で記述する。
評価の観点については，中学校学習指導要領等に示す総合的な学習の時間
の目標を踏まえ，各学校において具体的に定めた目標，内容に基づいて定め
る。その際，例えば，「よりよく問題を解決する資質や能力」，「学び方や
ものの考え方」，「主体的，創造的，協同的に取り組む態度」及び「自己の
生き方」等と学習指導要領に示す総合的な学習の時間の目標を踏まえて定め
たり，「学習方法に関すること」，「自分自身に関すること」及び「他者や
社会とのかかわりに関すること」等の視点に沿って各学校において育てよう
とする資質や能力等を踏まえて定めたりすることが考えられる。また，教科
との関連を明確にし，総合的な学習の時間の学習活動にかかわる「関心・意
欲・態度」，「思考・判断・表現」，「技能」及び「知識・理解」等と定め
ることも考えられる。
３ 特別活動の記録
中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中
学部における特別活動の記録については，各学校が自ら定めた特別活動全体
に係る評価の観点を記入した上で，各活動・学校行事ごとに，評価の観点に
照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に，○印を記入
する。
評価の観点については，中学校学習指導要領等に示す特別活動の目標を踏
まえ，各学校において別紙５を参考に定める。その際，例えば，「集団や社
会の一員としての思考・判断・実践」にかかわる観点について，学校として
重点化した内容を踏まえ，育てようとする資質や能力などに即し，より具体
的に定めることも考えられる。
特別支援学校（知的障害）中学部における特別活動の記録については，中
学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中学部
における特別活動の記録に関する考え方を参考としながら文章で記述する。
４ 自立活動の記録
特別支援学校中学部における自立活動の記録については，個別の指導計画
を踏まえ，以下の事項等を記入する。
① 指導の目標，指導内容，指導の結果の概要に関すること
② 障害の状態等に変化が見られた場合，その状況に関すること
③ 障害の状態を把握するため又は自立活動の成果を評価するために検査を
行った場合，その検査結果に関すること
５ 行動の記録
中学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中
学 部 に お け る 行 動 の 記 録 に つ い て は ， 各 教 科 ， 道 徳 ， 総 合 的 な 学 習 の 時 間，
特 別 活 動 や そ の 他 学 校 生 活 全 体 に わ た っ て 認 め ら れ る 生 徒 の 行 動 に つ い て，
設置者は，中学校学習指導要領等の総則及び道徳の目標や内容，内容の取扱
いで重点化を図ることとしている事項等を踏まえて示している別紙５を参考

- 210 -

にして，項目を適切に設定する。また，各学校において，自らの教育目標に
沿って項目を追加できるようにする。
各学校における評価に当たっては，各項目の趣旨に照らして十分満足でき
る状況にあると判断される場合に，〇印を記入する。
特別支援学校（知的障害）中学部における行動の記録については，中学校
及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）中学部にお
ける行動の記録に関する考え方を参考にしながら文章で記述する。
６ 総合所見及び指導上参考となる諸事項
中学校等における総合所見及び指導上参考となる諸事項については，生徒
の成長の状況を総合的にとらえるため，以下の事項等を文章で記述する。
① 各教科や総合的な学習の時間の学習に関する所見
② 特別活動に関する事実及び所見
③ 行動に関する所見
④ 進路指導に関する事項
⑤ 生徒の特徴・特技，部活動，学校内外におけるボランティア活動など社
会奉仕体験活動，表彰を受けた行為や活動，学力について標準化された検
査の結果等指導上参考となる諸事項
⑥ 生徒の成長の状況にかかわる総合的な所見
記入に際しては，生徒の優れている点や長所，進歩の状況などを取り上げ
ることに留意する。ただし，生徒の努力を要する点などについても，その後
の指導において特に配慮を要するものがあれば記入する。
また，学級・学年など集団の中での相対的な位置付けに関する情報も，必
要に応じ，記入する。
さらに，通級による指導を受けている生徒については，通級による指導を
受けた学校名，通級による指導の授業時数，指導期間，指導の内容や結果等
を記入する。通級による指導の対象となっていない児童生徒で，教育上特別
な支援を必要とする場合については，必要に応じ，効果があったと考えられ
る指導方法や配慮事項を記入する。
特別支援学校中学部においては，交流及び共同学習を実施している生徒に
ついて，その相手先の学校名や学級名，実施期間，実施した内容や成果等を
記入する。
７ 入学時の障害の状態
特別支援学校中学部における入学時の障害の状態について，障害の種類及
び程度等を記入する。
８ 出欠の記録
以下の事項を記入する。
(1) 授 業 日 数
生徒の属する学年について授業を実施した年間の総日数を記入する。学
校保健安全法第２０条の規定に基づき，臨時に，学校の全部又は学年の全
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部の休業を行うこととした日数は授業日数には含めない。
この授業日数は，原則として，同一学年のすべての生徒につき同日数と
す る こ と が 適 当 で あ る 。 た だ し ， 転 学 又 は 退 学 等 を し た 生 徒 に つ い て は，
転 学 の た め 学 校 を 去 っ た 日 又 は 退 学 等 を し た 日 ま で の 授 業 日 数 を 記 入 し，
転入学又は編入学等をした生徒については，転入学又は編入学等をした日
以後の授業日数を記入する。
(2) 出 席 停 止 ・ 忌 引 等 の 日 数
以下の日数を合算して記入する。
① 学校教育法第３５条による出席停止日数，学校保健安全法第１９条に
よる出席停止日数及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律第１９条，第２０条，第２６条及び第４６条による入院の場合
の日数
② 学校保健安全法第２０条により，臨時に学年の中の一部の休業を行っ
た場合の日数
③ 忌引日数
④ 非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席し
た場合などで，校長が出席しなくてもよいと認めた日数
⑤ 選抜のための学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で，校長が
出席しなくてもよいと認めた日数
(3) 出 席 し な け れ ば な ら な い 日 数
授業日数から出席停止・忌引等の日数を差し引いた日数を記入する。
(4) 欠 席 日 数
出席しなければならない日数のうち病気又はその他の事故で生徒が欠席
した日数を記入する。
(5) 出 席 日 数
出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数を記入する。
なお，学校の教育活動の一環として生徒が運動や文化などにかかわる行
事等に参加したものと校長が認める場合には，指導要録の出欠の記録にお
いては出席扱いとすることができる。
また，平成１５年５月１６日付け１５文科初第２５５号「不登校への対
応の在り方について」や平成１７年７月６日付け１７文科初第４３７号
「不登校児童生徒が自宅においてＩＴ等を活用した学習活動を行った場合
の指導要録上の出欠の取扱い等について」に沿って，不登校の生徒が適応
指導教室等学校外の施設において相談・指導を受け，又は自宅においてＩ
Ｔ等を活用した学習活動を行ったとき，そのことが当該生徒の学校復帰の
ために適切であると校長が認める場合には，指導要録の出欠の記録におい
ては出席扱いとすることができる。この場合には，出席日数の内数として
出席扱いとした日数及び生徒が通所若しくは入所した学校外の施設名又は
自宅においてＩＴ等を活用した学習活動によることを記入する。
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(6) 備 考
出席停止・忌引等の日数に関する特記事項，欠席理由の主なもの，遅刻，
早退等の状況その他の出欠に関する特記事項等を記入する。
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別紙４
各学校における指導要録の保存，送付等に当たっての配慮事項
１

児童生徒が転学する場合は，学校教育法施行規則第２４条第２項に基づいて
進学元の校長等から送付を受けた指導要録の抄本又は写しを，同条第３項の規
定により転学先の校長へ送付することとされており，この場合において，進学
元（小学校にあっては，保育所及び認定こども園を含む。）から送付を受けた
指導要録の抄本又は写しについては，進学してきた児童生徒が在学する期間保
存すること。

２

配偶者からの暴力の被害者と同居する児童生徒については，転学した児童生
徒の指導要録の記述を通じて転学先の学校名や所在地等の情報が配偶者（加害
者）に伝わることが懸念される場合がある。
このような特別の事情がある場合には，平成２１年７月１３日付け２１生参
学第７号「配偶者からの暴力の被害者の子どもの就学について」に沿って，配
偶者からの暴力の被害者と同居する児童生徒の転学先や居住地等の情報につい
ては，各地方公共団体の個人情報保護条例等に則り，配偶者暴力相談支援セン
ターや福祉部局等との連携を図りながら，厳重に管理すること。
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別紙５
各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨
１．各教科の学習の記録
国

語

（１）評価の観点及びその趣旨
＜中学校 国語＞
観 国語への関心・意
点 欲・態度
国語で伝え合う力
を進んで高めると
趣 ともに，国語に対
する認識を深め，
旨 国語を尊重しよう
とする。

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・技能
目的や場面に応じ，相手や目的，意図 目的や意図に応じ，伝統的な言語文化
適切に話したり聞 に応じ，筋道を立 様々な文章を読ん に親しんだり，言
いたり話し合った てて文章を書いて，だり読書に親しん 葉の特徴やきまり，
りして，自分の考 自分の考えを豊か だりして，自分の 漢字などについて
えを豊かにしてい にしている。
考えを豊かにして 理解し使ったりす
る。
いる。
るとともに，文字
を正しく整えて速
く書いている。

書く能力

読む能力

（２）学年別の評価の観点の趣旨
＜中学校 国語＞
観点
国語への関心・意
学年
欲・態度
国語で伝え合う力
を進んで高めると
ともに，国語に対
第 する認識を深め，
１ 話したり聞いたり
学 書いたりして考え
年 をまとめ，読書を
通してものの見方
や考え方を広げよ
うとする。
国語で伝え合う力
を進んで高めると
ともに，国語に対
第 する認識を深め，
２ 話したり聞いたり
学 書いたりして考え
年 を広げ，読書を生
活に役立てようと
する。

第
３
学
年

国語で伝え合う力
を進んで高めると
ともに，国語に対
する認識を深め，
話したり聞いたり
書いたりして考え
を深め，読書を通
して自己を向上さ
せようとする。

話す・聞く能力

言語についての知
識・理解・技能
目的や場面に応じ，目的や意図に応じ，目的や意図に応じ，伝統的な言語文化
構成を工夫して話 構成を考え，自分 様々な本や文章な に触れたり，言葉
したり，意図を考 の考えや気持ちを どを読み，内容や の特徴やきまり，
えながら聞いたり，根拠を明確にして 要旨を的確にとら 漢字などについて
話題や方向をとら 文章に書いている。えて，自分のもの 理解し使ったりす
えて話し合ったり
の見方や考え方を るとともに，文字
している。
広くしている。
を楷書で書き，漢
字の行書の基礎的
な書き方を理解し
て書いている。
目的や場面に応じ，目的や意図に応じ，目的や意図に応じ，伝統的な言語文化
立場や考えの違い 構成を工夫し，伝 内容や表現の仕方 を楽しんだり，言
を踏まえて話した えたいことが効果 に注意して文章を 葉の特徴やきまり，
り，考えを比べな 的に伝わるように 読み，知識や体験 漢字などについて
がら聞いたり，相 文章を書いている。と関連付けて自分 理解し使ったりす
手の立場を尊重し
の考えをもってい るとともに，漢字
て話し合ったりし
る。
の行書とそれに調
ている。
和した仮名を書き，
楷書又は行書を選
んで書いている。
目的や場面に応じ，目的や意図に応じ，目的や意図に応じ，伝統的な言語文化
相手の様子に合わ 文章の形態を選択 文章の展開や表現 に親しんだり，言
せて話したり，表 し，論理の展開を の仕方などを評価 葉の特徴やきまり，
現の工夫を評価し 工夫して説得力の しながら読み，人 漢字などについて
て聞いたり，課題 ある文章を書いて 間，社会，自然な 理解し使ったりす
の解決に向けて話 いる。
どについて自分の るとともに，身の
し合ったりしてい
意見をもっている。回りの文字に関心
る。
をもち，効果的に
文字を書いている。
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社

会

（１）評価の観点及びその趣旨
＜中学校 社会＞
観 社会的事象への関心・
点 意欲・態度
社会的事象に対する関
心を高め，それを意欲
趣 的に追究し，よりよい
社会を考え自覚をもっ
旨 て責任を果たそうとす
る。

社会的な思考・判断・
表現
社会的事象から課題を
見いだし，社会的事象
の意義や特色，相互の
関連を多面的・多角的
に考察し，社会の変化
を踏まえ公正に判断し
て，その過程や結果を
適切に表現している。

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解
社会的事象に関する諸 社会的事象の意義や特
資料から有用な情報を 色，相互の関連を理解
適切に選択して，効果 し，その知識を身に付
的に活用している。
けている。

（２）分野別の評価の観点の趣旨
＜中学校 社会＞
観点
社会的事象への関心・
分野
意欲・態度
地理的事象に対する関
心を高め，それを意欲
地 的に追究し，広い視野
理 に立って我が国の国土
的 及び世界の諸地域の特
分 色について認識を養お
野 うとする。

歴
史
的
分
野

公
民
的
分
野

歴史的事象に対する関
心を高め，それを意欲
的に追究し，広い視野
に立って我が国の伝統
と文化について考え国
民としての自覚をもと
うとする。
現代の社会的事象に対
する関心を高め，それ
を意欲的に追究し，広
い視野に立ってよりよ
い社会を考え公民とし
ての自覚をもって責任
を果たそうとする。

社会的な思考・判断・
表現
地理的事象から課題を
見いだし，日本や世界
の地域的特色を地域の
規模に応じて環境条件
や人々の営みなどと関
連付けて多面的・多角
的に考察し，公正に判
断して，その過程や結
果を適切に表現してい
る。
歴史的事象から課題を
見いだし，我が国の歴
史の大きな流れや各時
代の特色などを多面的
・多角的に考察し，公
正に判断して，その過
程や結果を適切に表現
している。
現代の社会的事象から
課題を見いだし，社会
的事象の意義や役割，
相互の関連などを多面
的・多角的に考察し，
様々な考え方を踏まえ
公正に判断して，その
過程や結果を適切に表
現している。

資料活用の技能

社会的事象についての
知識・理解
地図や統計，映像など 日本や世界の諸地域に
地域に関する様々な資 ついて，その地域構成
料を収集し，有用な情 や地域的特色，地域の
報を適切に選択して， 課題などを理解し，そ
読み取ったり図表など の知識を身に付けてい
にまとめたりしている。る。

年表や歴史地図，映像
など歴史に関する様々
な資料を収集し，有用
な情報を適切に選択し
て，読み取ったり図表
などにまとめたりして
いる。

我が国の歴史の大きな
流れを，世界の歴史を
背景に，各時代の特色
を踏まえて理解し，そ
の知識を身に付けてい
る。

統計や新聞，映像など
現代の社会的事象に関
する様々な資料を収集
し，有用な情報を適切
に選択して，読み取っ
たり図表などにまとめ
たりしている。

現代社会についての見
方や考え方の基礎，現
代の社会生活及び政治
や経済の基本的な考え
方，社会的事象の意義
や役割，相互の関連な
どを理解し，その知識
を身に付けている。
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数

学

（１）評価の観点及びその趣旨
＜中学校 数学＞
観 数学への関心・意欲・
点 態度
数学的な事象に関心を
もつとともに，数学的
趣 活動の楽しさや数学の
よさを実感し，数学を
旨 活用して考えたり判断
したりしようとする。

数学的な見方や考え方 数学的な技能

数量や図形などについ
ての知識・理解
事象を数学的にとらえ 事象を数量や図形など 数量や図形などに関す
て論理的に考察し表現 で数学的に表現し処理 る基礎的な概念や原理
したり，その過程を振 する技能を身に付けて ・法則などについて理
り返って考えを深めた いる。
解し，知識を身に付け
りするなど，数学的な
ている。
見方や考え方を身に付
けている。

（２）学年別の評価の観点の趣旨
＜中学校 数学＞
観点
数学への関心・意欲・ 数学的な見方や考え方
学年
態度
様々な事象を数量や図 数量や図形などについ
形などでとらえたり， ての基礎的・基本的な
それらの性質や関係を 知識及び技能を活用し
第 見いだしたりするなど，ながら，事象を見通し
１ 数学的に考え表現する をもって論理的に考察
学 ことに関心をもち，意 し表現したり，その過
年 欲的に数学を問題の解 程を振り返って考えを
決に活用して考えたり 深めたりするなど，数
判断したりしようとす 学的な見方や考え方を
る。
身に付けている。
様々な事象を数量や図 数量や図形などについ
形などでとらえたり， ての基礎的・基本的な
それらの性質や関係を 知識及び技能を活用し
第 見いだしたりするなど，ながら，事象を数学的
２ 数学的に考え表現する な推論の方法を用いて
学 ことに関心をもち，意 論理的に考察し表現し
年 欲的に数学を問題の解 たり，その過程を振り
決に活用して考えたり 返って考えを深めたり
判断したりしようとす するなど，数学的な見
る。
方や考え方を身に付け
ている。
様々な事象を数量や図 数量や図形などについ
形などでとらえたり， ての基礎的・基本的な
それらの性質や関係を 知識及び技能を活用し
見いだしたりするなど，ながら，事象に潜む関
第 数学的に考え表現する 係や法則を見いだした
３ ことに関心をもち，意 り，数学的な推論の方
学 欲的に数学を問題の解 法を用いて論理的に考
年 決に活用して考えたり 察し表現したり，その
判断したりしようとす 過程を振り返って考え
る。
を深めたりするなど，
数学的な見方や考え方
を身に付けている。

数学的な技能

数量や図形などについ
ての知識・理解
正の数と負の数の四則 正の数と負の数，文字
計算ができ，数量の関 を用いることの必要性
係や法則を方程式など と意味，一元一次方程
を用いて表現し処理し 式，平面図形について
たり，基本的な図形の の性質や関係，空間に
作図や図形の計量をし おける図形の位置関係，
たり，関数関係を的確 関数関係や比例・反比
に表現したり，資料を 例，ヒストグラムや代
整理したりするなど， 表値などを理解し，知
技能を身に付けている。識を身に付けている。
文字を用いた四則計算 文字式のはたらき，連
ができ，数量の関係や 立二元一次方程式，平
法則を方程式などを用 面図形の性質，図形の
いて表現し処理したり，証明の必要性と意味及
図形の性質について簡 びその方法，一次関数
潔に表現したり，関数 の特徴，確率の必要性
関係を的確に表現した と意味などを理解し，
り，確率を求めたりす 知識を身に付けている。
るなど，技能を身に付
けている。
平方根を含む式の計算 数の平方根の必要性と
ができ，数量の関係や 意味，式の変形の意味
法則を方程式などを用 とはたらき，二次方程
いて表現し処理したり，式，図形の相似の意味
図形の性質について簡 や円周角と中心角の関
潔に表現したり，関数 係の意味，三平方の定
関係を的確に表現した 理の意味，関数 y＝ax２
り，標本を抽出したり の特徴，標本調査の必
するなど，技能を身に 要性と意味などを理解
付けている。
し，知識を身に付けて
いる。
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理

科

（１）評価の観点及びその趣旨
＜中学校 理科＞
観 自然事象への関心・意
点 欲・態度
自然の事物・現象に進
んでかかわり，それら
趣 を科学的に探究すると
ともに，事象を人間生
旨 活とのかかわりでみよ
うとする。

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然の事物・現象の中
に問題を見いだし，目
的意識をもって観察，
実験などを行い，事象
や結果を分析して解釈
し，表現している。

観察，実験を行い，基
本操作を習得するとと
もに，それらの過程や
結果を的確に記録，整
理し，自然の事物・現
象を科学的に探究する
技能の基礎を身に付け
ている。

自然事象についての知
識・理解
自然の事物・現象につ
いて，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。

（２）分野別の評価の観点の趣旨
＜中学校 理科＞
観点
自然事象への関心・意
分野
欲・態度
物質やエネルギーに関
する事物・現象に進ん
第 でかかわり，それらを
１ 科学的に探究するとと
分 もに，事象を人間生活
野 とのかかわりでみよう
とする。

第
２
分
野

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然事象についての知
識・理解
観察や実験などを通し
て，物質やエネルギー
に関する事物・現象に
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。

物質やエネルギーに関 物質やエネルギーに関
する事物・現象の中に する事物・現象につい
問題を見いだし，目的 ての観察，実験の基本
意識をもって観察，実 操作を習得するととも
験などを行い，事象や に，観察，実験の計画
結果を分析して解釈し，的な実施，結果の記録
表現している。
や整理など，事象を科
学的に探究する技能の
基礎を身に付けている。
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 観察や実験などを通し
自然の事物・現象に進 自然の事物・現象の中 自然の事物・現象に関 て，生物とそれを取り
んでかかわり，それら に問題を見いだし，目 する観察，実験の基本 巻く自然の事物・現象
を科学的に探究すると 的意識をもって観察， 操作を習得するととも に関する基本的な概念
ともに，生命を尊重し， 実験などを行い，事象 に，観察，実験の計画 や原理・法則を理解し，
自然環境の保全に寄与 や結果を分析して解釈 的な実施，結果の記録 知識を身に付けている。
しようとする。
し，表現している。
や整理など，事象を科
学的に探究する技能の
基礎を身に付けている。
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音

楽

（１）評価の観点及びその趣旨
＜中学校 音楽＞
観 音楽への関心・意欲・ 音楽表現の創意工夫
音楽表現の技能
点 態度
音楽に親しみ，音や音 音楽を形づくっている 創意工夫を生かした音
楽に対する関心をもち，要素を知覚し，それら 楽表現をするための技
趣 主体的に音楽表現や鑑 の働きが生み出す特質 能を身に付け，歌唱，
賞の学習に取り組もう や雰囲気を感受しなが 器楽，創作で表してい
旨 とする。
ら，音楽表現を工夫し， る。
どのように表すかにつ
いて思いや意図をもっ
ている。

鑑賞の能力
音楽を形づくっている
要素を知覚し，それら
の働きが生み出す特質
や雰囲気を感受しなが
ら，解釈したり価値を
考えたりして，よさや
美しさを味わって聴い
ている。

（２）学年別の評価の観点の趣旨
＜中学校 音楽＞
観点
音楽への関心・意欲・
学年
態度
音楽活動の楽しさを体
験することを通して，
第 音や音楽に対する関心
１ をもち，主体的に音楽
学 表現や鑑賞の学習に取
年 り組もうとする。

第
２
学
年
及
び
第
３
学
年

音楽活動の楽しさを体
験することを通して，
音や音楽に対する関心
を高め，主体的に音楽
表現や鑑賞の学習に取
り組もうとする。

音楽表現の創意工夫

音楽表現の技能

鑑賞の能力

音楽を形づくっている 創意工夫を生かした音 音楽を形づくっている
要素を知覚し，それら 楽表現をするための技 要素を知覚し，それら
の働きが生み出す特質 能を身に付け，歌唱， の働きが生み出す特質
や雰囲気を感受しなが 器楽，創作で表してい や雰囲気を感受しなが
ら，音楽表現を工夫し， る。
ら，解釈したり価値を
どのように表すかにつ
考えたりして，多様な
いて思いや意図をもっ
音楽のよさや美しさを
ている。
味わって聴いている。
音楽を形づくっている 創意工夫を生かした音 音楽を形づくっている
要素を知覚し，それら 楽表現をするための技 要素を知覚し，それら
の働きが生み出す特質 能を伸ばし，歌唱，器 の働きが生み出す特質
や雰囲気を感受しなが 楽，創作で表している。 や雰囲気を感受しなが
ら，ふさわしい音楽表
ら，解釈したり価値を
現を工夫し，どのよう
考えたりして，多様な
に表すかについて思い
音楽に対する理解を深
や意図をもっている。
め，味わって聴いてい
る。
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美

術

（１）評価の観点及びその趣旨
＜中学校 美術＞
観 美術への関心・意欲・
点 態度
美術の創造活動の喜び
趣 を味わい，主体的に表
現や鑑賞の学習に取り
旨 組もうとする。

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

感性や想像力を働かせ
て豊かに発想し，よさ
や美しさなどを考え心
豊かで創造的な表現の
構想を練っている。

感性や造形感覚などを
働かせて，表現の技能
を身に付け，意図に応
じて表現方法などを創
意工夫し創造的に表し
ている。

感性や想像力を働かせ
て，美術作品などから
よさや美しさなどを感
じ取り味わったり，美
術文化を理解したりし
ている。

創造的な技能

鑑賞の能力

（２）学年別の評価の観点の趣旨
＜中学校 美術＞
観点
美術への関心・意欲・
学年
態度
美術の創造活動の喜び
を味わい，表現や鑑賞
第 の能力を身に付けるた
１ めに，主体的に学習に
学 取り組もうとする。
年

第
２
学
年
及
び
第
３
学
年

発想や構想の能力
感性や想像力を働かせ
て，感じ取ったことや
考えたこと，目的や機
能などを基に豊かに発
想し，形や色彩の構成
などを工夫し，心豊か
な表現の構想を練って
いる。

感性や造形感覚などを 感性や想像力を働かせ
働かせて，形や色彩な て，造形的なよさや美
どの表し方を身に付け，しさ，作者の心情や意
意図に応じて材料や用 図と表現の工夫，生活
具を生かしたり，制作 の中の美術の働きなど
の順序などを考えたり を感じ取り見方を広げ
し，創意工夫して表し たり，美術文化の特性
ている。
やよさに気付いたりし
ている。
美術の創造活動の喜び 感性や想像力を働かせ 感性や造形感覚などを 感性や想像力を働かせ
を味わい，表現や鑑賞 て，対象を深く見つめ， 働かせて，材料や用具 て，造形的なよさや美
の能力を高めるために，感じ取ったことや考え の特性を生かし，表現 しさ，作者の心情や意
主体的に学習に取り組 たこと，目的や機能な 意図に合う新たな表現 図と創造的な表現の工
もうとする。
どを基に独創的で豊か 方法を工夫したり，制 夫などを感じ取り味わ
な発想をし，形や色彩 作の順序などを総合的 ったり，生活を美しく
などの効果を生かし， に考えたりするなどし，豊かにする美術の働き
心豊かで創造的な表現 創意工夫して創造的に や美術文化などについ
の構想を練っている。 表している。
ての理解や見方を深め
たりしている。

- 220 -

技術・家庭
（１）評価の観点及びその趣旨
＜中学校 技術・家庭＞
観 生活や技術への関心・
点 意欲・態度
生活や技術について関
趣 心をもち，生活を充実
向上するために進んで
旨 実践しようとする。

生活を工夫し創造する 生活の技能
能力
生活について見直し， 生活に必要な基礎的・
課題を見付け，その解 基本的な技術を身に付
決を目指して自分なり けている。
に工夫し創造している。

生活や技術についての
知識・理解
生活や技術に関する基
礎的・基本的な知識を
身に付け，生活と技術
とのかかわりについて
理解している。

（２）分野別の評価の観点の趣旨
＜中学校 技術・家庭（技術分野）＞
観点
生活や技術への関心・ 生活を工夫し創造する 生活の技能
生活や技術についての
分野
意欲・態度
能力
知識・理解
材料と加工，エネルギ 材料と加工，エネルギ 材料と加工，エネルギ 材料と加工，エネルギ
ー変換，生物育成及び ー変換，生物育成及び ー変換，生物育成及び ー変換，生物育成及び
技 情報に関する技術につ 情報に関する技術の在 情報に関する技術を適 情報に関する技術につ
術 いて関心をもち，技術 り方や活用の仕方等に 切に活用するために必 いての基礎的・基本的
分 の在り方や活用の仕方 ついて課題を見付ける 要な基礎的・基本的な な知識を身に付け，技
野 等に関する課題の解決 とともに，その解決の 技術を身に付けている。術と社会や環境とのか
のために，主体的に技 ために工夫し創造して，
かわりについて理解し
術を評価し活用しよう 技術を評価し活用して
ている。
とする。
いる。
＜中学校 技術・家庭（家庭分野）＞
観点
生活や技術への関心・ 生活を工夫し創造する
分野
意欲・態度
能力
衣食住や家族の生活な 衣食住や家族の生活な
家 どについて関心をもち，どについて見直し，課
庭 これからの生活を展望 題を見付け，その解決
分 して家庭生活をよりよ を目指して家庭生活を
野 くするために進んで実 よりよくするために工
践しようとする。
夫し創造している。

生活の技能
生活の自立に必要な衣
食住や家族の生活など
に関する基礎的・基本
的な技術を身に付けて
いる。
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生活や技術についての
知識・理解
家庭の基本的な機能に
ついて理解し，生活の
自立に必要な衣食住や
家族の生活などに関す
る基礎的・基本的な知
識を身に付けている。

保健体育
（１）評価の観点及びその趣旨
＜中学校 保健体育＞
観 運動や健康・安全への 運動や健康・安全につ 運動の技能
点 関心・意欲・態度
いての思考・判断
運動の楽しさや喜びを 生涯にわたって運動に 運動の合理的な実践を
味わうことができるよ 親しむことを目指して, 通して，運動の特性に
う，運動の合理的な実 学習課題に応じた運動 応じた基本的な技能を
践に積極的に取り組も の取り組み方や健康の 身に付けている。
趣 うとする。また，個人 保持及び体力を高める
生活における健康・安 ための運動の組み合わ
旨 全について関心をもち，せ方を工夫している。
意欲的に学習に取り組 また，個人生活におけ
もうとする。
る健康・安全について，
課題の解決を目指して
考え，判断し，それら
を表している。

運動や健康・安全につ
いての知識・理解
運動の合理的な実践に
関する具体的な事項及
び生涯にわたって運動
に親しむための理論に
ついて理解している。
また，個人生活におけ
る健康・安全について，
課題の解決に役立つ基
礎的な事項を理解して
いる。

（２）学年・分野別の評価の観点の趣旨
＜中学校 保健体育＞
観点
運動や健康・安全への 運動や健康・安全につ
分野･学年
関心・意欲・態度
いての思考・判断
第 運動の楽しさや喜びを 運動を豊かに実践する
１ 味わうことができるよ ための課題に応じた運
学 う，公正，協力，責任 動の取り組み方を工夫
年 などに対する意欲をも している。また，体力
及 ち，健康・安全に留意 を高めるための運動の
び して，学習に積極的に 組み合わせ方を工夫し
第 取り組もうとする。
ている。
２
体 学
育 年
分
野
運動の楽しさや喜びを 生涯にわたって運動を
味わうことができるよ 豊かに実践するための
第 う，公正，協力，責任， 自己の課題に応じた運
３ 参画などに対する意欲 動の取り組み方を工夫
学 をもち，健康・安全を している。また，自己
年 確保して，学習に自主 の状況に応じて体力を
的に取り組もうとする。高めるための運動の計
画を工夫している。

保
健
分
野

心身の機能の発達と心
の健康，健康と環境，
傷害の防止，健康な生
活と疾病の予防につい
て関心をもち，意欲的
に学習に取り組もうと
する。

心身の機能の発達と心
の健康，健康と環境，
傷害の防止，健康な生
活と疾病の予防につい
て，課題の解決を目指
して科学的に考え，判
断し，それらを表して
いる。
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運動の技能

運動や健康・安全につ
いての知識・理解
運動の合理的な実践を 各運動の特性や成り立
通して，勝敗を競った ち，技の名称や行い方，
り，攻防を展開したり， 伝統的な考え方，各領
表現したりするための 域に関連して高まる体
各領域の運動の特性に 力，健康・安全の留意
応じた基本的な技能を 点についての具体的な
身に付けている。
方法及び運動やスポー
ツの多様性，運動やス
ポーツが心身の発達に
与える効果についての
考え方を理解している。
運動の合理的な実践を 選択した運動の技の名
通して，運動の特性に 称や行い方，体力の高
応じて勝敗を競ったり，め方，運動観察の方法，
攻防を展開したり，表 スポーツを行う際の健
現したりするための各 康 ･ 安 全 の 確 保 の 仕 方
領域の運動の特性に応 についての具体的な方
じた段階的な技能を身 法及び文化としてのス
に付けている。
ポーツの意義の考え方
を理解している。
心身の機能の発達と心
の健康，健康と環境，
傷害の防止，健康な生
活と疾病の予防につい
て，課題の解決に役立
つ基礎的な事項を理解
している。

外国語
（１）評価の観点及びその趣旨
＜中学校 外国語＞
観 コミュニケーションへ
点 の関心・意欲・態度
コミュニケーションに
趣 関心をもち，積極的に
言語活動を行い，コミ
旨 ュニケーションを図ろ
うとする。

外国語表現の能力

外国語理解の能力

言語や文化についての
知識・理解
外国語で話したり書い 外国語を聞いたり読ん 外国語の学習を通して，
たりして，自分の考え だりして，話し手や書 言語やその運用につい
などを表現している。 き手の意向などを理解 ての知識を身に付けて
している。
いるとともに，その背
景にある文化などを理
解している。

（２）学年別の評価の観点の趣旨
＜中学校 外国語＞
観点
コミュニケーションへ
学年
の関心・意欲・態度
第 コミュニケーションに
１ 関心をもち，積極的に
学 言語活動を行い，コミ
年 ュニケーションを図ろ
、うとする。
第
２
学
年
及
び
第
３
学
年

外国語表現の能力

外国語理解の能力

言語や文化についての
知識・理解
外国語で話したり書い 外国語を聞いたり読ん 外国語の学習を通して，
たりして，自分の考え だりして，話し手や書 言語やその運用につい
などを表現している。 き手の意向などを理解 ての知識を身に付けて
している。
いるとともに，その背
景にある文化などを理
解している。
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３．特別活動の記録
（１）評価の観点及びその趣旨
＜中学校 特別活動の記録＞
観 集団活動や生活への関心・意
点 欲・態度
学級や学校の集団や自己の生
趣 活に関心をもち，望ましい人
間関係を築きながら，積極的
旨 に集団活動や自己の生活の充
実と向上に取り組もうとする。

集団や社会の一員としての思考
・判断・実践
集団や社会の一員としての役割
を自覚し，望ましい人間関係を
築きながら，集団活動や自己の
生活の充実と向上について考
え，判断し，自己を生かして実
践している。
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集団活動や生活についての知
識・理解
集団活動の意義，よりよい生
活を築くために集団として意
見をまとめる話合い活動の仕
方，自己の健全な生活の在り
方などについて理解してい
る。

４．行動の記録
（１）評価項目及びその趣旨
＜中学校 行動の記録＞
項
目
学
年
基本的な生活習慣 第１学年，第２学年
及び第３学年
健康・体力の向上 第１学年，第２学年
及び第３学年
自主・自律
第１学年，第２学年
及び第３学年
責任感

第１学年，第２学年
及び第３学年
創意工夫
第１学年，第２学年
及び第３学年
思いやり・協力
第１学年，第２学年
及び第３学年
生命尊重･自然愛護 第１学年，第２学年
及び第３学年
勤労・奉仕
第１学年，第２学年
及び第３学年
公正・公平
第１学年，第２学年
及び第３学年
公共心・公徳心
第１学年，第２学年
及び第３学年

趣
旨
自他の安全に努め，礼儀正しく節度を守り節制に心掛け調和
のある生活をする。
活力ある生活を送るための心身の健康の保持増進と体力の向
上に努めている。
自分で考え，的確に判断し，自制心をもって自律的に行動す
るとともに，より高い目標の実現に向けて計画を立て根気強
く努力する。
自分の役割を自覚して誠実にやり抜き，その結果に責任を負
う。
探究的な態度をもち，進んで新しい考えや方法を見付け，自
らの個性を生かした生活を工夫する。
だれに対しても思いやりと感謝の心をもち，自他を尊重し広
い心で共に協力し，よりよく生きていこうとする。
自他の生命を尊重し，進んで自然を愛護する。
勤労の尊さや意義を理解して望ましい職業観をもち，進んで
仕事や奉仕活動をする。
正と不正を見極め，誘惑に負けることなく公正な態度がとれ，
差別や偏見をもつことなく公平に行動する。
規則を尊重し，公徳を大切にするとともに，我が国の伝統と
文化を大切にし，国際的視野に立って公共のために役に立つ
ことを進んで行う。
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中

学

校

生

徒

指

導

要

録（参考様式）

様式１（学籍に関する記録）
区分
学

学年

１

２

３

級

整理番号

学

籍

の

記

録

ふりがな
性
氏

名

別

平成

年

月

日

第１学年 入 学

入学・編入学等

第

学年編入学

第

学年転入学

生

生年月日

平成

年

月

日生

徒

平成
転

入

年

月

日

学

現住所

ふりがな
保

転学・退学等
氏

（平成

年

月

日）

平成

年

月

日

平成

年

月

日

名

護

者

現住所

卒

入学前の経歴

学

校

業

進

学

先

就

職

先

等

名

及

び

所

在

地

(分校名･所在地等)

年

度

区分

平成

学年

年度

平成

１

２

校 長 氏 名 印

学 級 担 任 者
氏

名

年度

印
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平成

年度
３

様式２（指導に関する記録)
生

徒

氏

名

学

校

名

区分

学年

学

級

１

２

３

整理番号
各
Ⅰ
教科

観

点

学

年

１

教

科

の

学

習

の

記

録

観

点

別

状

況

２

３

学

習

教科

観

学年

教科

点

学

年

１

２

３

国語への関心・意欲・態度
国

話す・聞く能力
書く能力
読む能力

語

言語についての知識・理解・技能
社会的事象への関心・意欲・態度

社

社会的な思考・判断・表現
資料活用の技能

会

社会的事象についての知識・理解
Ⅱ
数学への関心・意欲・態度

数
学

数学的な見方や考え方

科

社会

定
数学

理科

音楽

美術

１

数学的な技能

２

数量や図形などについての知識・理解

３
学年

理

評

国語

教科 保健体育 技術・家庭

自然事象への関心・意欲・態度

１

科学的な思考・表現

２

観察・実験の技能

３

自然事象についての知識・理解

外国語

総 合 的 な 学 習 の 時 間 の 記 録
学年

学

習

活

動

観

点

評

価

音楽への関心・意欲・態度
音

音楽表現の創意工夫
音楽表現の技能

楽

鑑賞の能力

１

美術への関心・意欲・態度
美

発想や構想の能力
創造的な技能

術

鑑賞の能力

保 健 体 育

運動や健康・安全への関心・意欲・態度

２

運動や健康・安全についての思考・判断
運動の技能
運動や健康・安全についての知識・理解

技

生活や技術への関心・意欲・態度

術

生活を工夫し創造する能力

・

生活の技能

家

生活や技術についての知識・理解

３

庭
コミュニケーションへの関心・意欲・態度
外

外国語表現の能力

国

外国語理解の能力

語

言語や文化についての知識・理解

特
内

容

学級活動
生徒会活動
学校行事
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観

別
点

活

動

の
学

記
年

録
１

２

３

生

徒

氏

名

行
項

目

学

年

動
１

の

２

記

３

項

録
目

基本的な生活習慣

思いやり・協力

健康・体力の向上

生命尊重･自然愛護

自主・自律

勤労・奉仕

責任感

公正・公平

創意工夫

公共心・公徳心

総

合

所

見

及

び

指

導

上

参

考

と

な

学

る

諸

事

年

項

第
１
学
年

第
２
学
年

第
３
学
年

出

欠

の

区分 授業日数 出席停止・ 出席しなければ 欠席日数 出席日数
学年

記

録
備

忌引等の日数 ならない日数

１
２
３
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考

１

２

３

児童生徒の学習評価の在り方について（報告）
平成２２年３月２４日
中央教育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会

これまでの審議の経緯
○

○

中央教育審議会においては，平成20年1月に「幼稚
園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の
学習指導要領等の改善について」の答申がとりまとめ
られた。この答申を受けて，平成20年3月に幼稚園，小
学校，中学校の学習指導要領等が改訂され，平成21
年3月に高等学校，特別支援学校の学習指導要領等
が改訂された。新しい学習指導要領等は，幼稚園に
ついては平成21年度から実施されており，小学校につ
いては平成23年度，中学校については平成24年度か
ら全面実施，高等学校については平成25年度から年
次進行により実施されることとなっている。また，特別
支援学校については，幼稚園，小学校，中学校，高等
学校それぞれに準じて実施されることとなっている。
学習評価については，同答申において「学校や教
師は指導の説明責任だけではなく，指導の結果責任
も問われていることを前提としつつ，評価の観点並び
にそれぞれの評価の考え方，設定する評価規準，評
価方法及び評価時期等について，今回の学習指導要
領改訂の基本的な考え方を踏まえ，より一層簡素で効
率的な学習評価が実施できるような枠組みについて，
更に専門的な見地から検討を行う」こととされた（※1）。
これを受け，平成21年4月1日に，初等中等教育分科
会教育課程部会の下に，児童生徒の学習評価の在り
方に関するワーキンググループを設置することを決定
した。

○

ワーキンググループは，同年6月8日の第1回以降13
回開催された。また，同年7月28日には，教育課程部
会において「児童生徒の学習評価の在り方に関するワ
ーキンググループにおける，これまでの主な意見につ
いて」報告を受けた。さらに，書面による関係団体から
のヒアリング（※2）が実施された。

○

また，平成22年2月12日に開催された教育課程部会
において，ワーキンググループより中間まとめが報告さ
れるとともに，同内容について，一般の方々から意見
を募集した。

○

これらの意見等を踏まえ，さらに議論を進め，小・中
・高等学校及び特別支援学校における学習評価の在
り方の改善のために必要な事項について，以下のよう
に報告するものである。

りである。
全国連合小学校長会，全日本中学校長会，全国
高等学校長協会，全国公立学校教頭会，日本私立
小学校連合会，日本私立中学高等学校連合会，全
国都道府県教育長協議会，指定都市教育委員・教
育長協議会，中核市教育長会，全国市町村教育委
員会連合会，全国都市教育長協議会，全国町村教
育長会，日本PTA全国協議会，全国高等学校PTA
連合会，日本教職員組合，全日本教職員組合，全
日本教職員連盟，日本高等学校教職員組合，全国
教育管理職員団体協議会，国立大学協会，日本私
立大学団体連合会，日本青年会議所
1．学習評価の基本的な考え方とその見直しの経緯等に
ついて
（1）

学習評価の基本的な考え方とその見直しの経緯

○

教育基本法第1条は，教育の目的を「人格の完成を
目指し，平和で民主的な国家及び社会の形成者とし
て必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」
と規定している。この教育基本法に定める教育の目的
や目標，学校教育法に定める各学校段階の目的や目
標の実現を図るため，各学校が編成する教育課程の
基準である学習指導要領が定められている。

○

学習評価は，学校における教育活動に関し，子ども
たちの学習状況を評価するものである。現在，各教科
については，学習状況を分析的にとらえる観点別学習
状況の評価と総括的にとらえる評定（※1）とを，学習指
導要領に定める目標に準拠した評価として実施する
（※2）ことが明確にされている。学習評価には，このよ
うな目標に準拠した評価のほか，学級・学年など集団
の中での相対的な位置付けに関する集団に準拠した
評価や，観点別学習状況の評価や評定には示しきれ
ない子どもたち一人一人のよい点や可能性，進歩の
状況について評価する個人内評価がある。
学習評価を行うに当たっては，子どもたち一人一人
に学習指導要領の内容が確実に定着するよう，学習
指導の改善につなげていくことが重要である。

○

また，各学校は，学習指導要領等に従い，地域や
学校の実態等を考慮して適切な教育課程を編成し，
学習指導と学習評価を実施する役割を担っている。一
方，学校を設置する教育委員会等は，学校の管理運
営に関する基本的事項を定める役割を担っており，指
導要録の様式等学習評価に係る基本的事項について
定めることとされている。

○

国においては，各学校や設置者の参考となるよう，
おおむね10年に一度行ってきた学習指導要領の改訂
ごとに，その趣旨を反映した学習評価の基本的な考え

（※1） 平成21年4月実施の幼稚園教育要領の下での
幼児指導要録については平成20年12月22日の教
育課程部会に報告されている。
（※2） 平成21年6月から7月にかけて書面によるヒアリン
グを行った。意見表明を行った団体は，以下のとお
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方を示すとともに，指導要録に記載する事項等を提示
してきたところである。

や思考力，判断力，表現力などを含めて児童生徒の
学習状況を適切に評価できるよう，平成14年2月に小・
中学校のすべての教科について「評価規準の作成，
評価方法の工夫改善のための参考資料」が示された。
この資料では，学習指導要領の内容のまとまりごとの
評価規準（※7）及びその具体例とともに，単元・題材
の評価に関する事例が示されている。

（小・中学校における主な見直しの経緯）
○

昭和52年に小・中学校については，基礎的・基本的
な事項を確実に身に付けられるよう教育内容を精選
し，知・徳・体の調和のとれた発達を目指して，学習指
導要領が改訂された。この改訂に伴う指導要録の見直
しにおいて，各教科の学習の記録について集団に準
拠して評価する評定（※3）を引き続き実施しつつ，併
せて目標に準拠して観点別学習状況の評価を実施す
ることが明確にされた。

○

このような経緯を踏まえ，各都道府県教育委員会に
よる学習評価の手引き等の作成（※8）や，様々な研修
会などを通して，現在，各学校において目標に準拠し
た評価の実践が行われている。

（高等学校における学習評価の基本的な考え方）
○

その後，社会の変化に対応し主体的に生きていくこ
とができる資質や能力の育成を重視した平成元年の
学習指導要領の改訂に伴う指導要録の見直しにおい
ては，各教科の学習の記録について，目標に準拠し
て実施する観点別学習状況の評価を基本としつつ，
集団に準拠して評価する評定を併用することとされた。

○

さらに，平成元年の学習指導要領の改訂の趣旨を
更に発展させ，変化の激しい時代を担う子どもたちに
必要な「生きる力」をはぐくむことを目指して，平成10年
に学習指導要領が改訂された。この改訂に伴う指導要
録の見直しにおいては，評定についても目標に準拠し
た評価として実施することが適当である（※4）とされ
た。

○

なお，児童生徒の学習状況を評価するに当たって
は，観点別学習状況の評価や評定には十分示しきれ
ない，児童生徒一人一人のよい点や可能性，進歩の
状況等についても評価し，このような個人内評価を積
極的に児童生徒に伝えることが重要である。
個人内評価は，現在の指導要録においては，「総合
所見及び指導上参考となる諸事項」（※5）において記
入することとされている。

○

（特別支援学校における学習評価の基本的な考え方）
○

（各教科の評価の観点に関する経緯）
○

○

昭和52年の学習指導要領の改訂に伴う指導要録の
見直しの際，各教科の評価の観点として「関心・態度」
が共通に示された。
平成元年の学習指導要領の改訂に伴う指導要録の
見直しの際，評価の観点については，「自ら学ぶ意欲
の育成や思考力，判断力などの能力の育成に重点を
置くことが明確になるよう」（※6），基本的には「関心・
意欲・態度」，「思考・判断」，「技能・表現（又は技能）」
及び「知識・理解」で構成すること，文部省が通知にお
いて示す観点の順序もこのとおりとすることとされた。こ
の考え方は，平成10年の学習指導要領の改訂に伴う
指導要録の見直しに当たっても基本的に踏襲され，平
成13年4月27日初等中等教育局長通知においては，
評価の観点を，各教科を通じ基本的には「関心・意欲
・態度」，「思考・判断」，「技能・表現」，「知識・理解」
（以下「評価の4観点」という。）で構成することとされ
た。

高等学校については，各学校において生徒の特
性，進路等に応じて多様な教育課程が編成されてい
ることから，従来，高等学校学習指導要領に示す各教
科・科目の目標に基づき，学校が地域や生徒の実態
に即して設定した当該教科・科目の目標や内容に照ら
し評価を行うこととされている。また，小・中学校と同
様，評価の4観点に基づく観点別学習状況の評価を踏
まえながら評定を行うこととされており（※9），平成16年
3月には，国立教育政策研究所より高等学校の必履修
科目等について「評価規準の作成，評価方法の工夫
改善のための参考資料」が示された。一方で，国の示
す指導要録の参考様式としては大枠のみが示され，
各教科・科目の学習状況の記録については原則とし
て評定のみを記載することとされており，観点別学習
状況の評価を記載することとはされていない。

特別支援学校における学習評価の考え方は，基本
的に小・中・高等学校における学習評価の考え方と変
わらないが，実際の学習評価に当たっては，児童生徒
の障害の状態等を十分理解し，児童生徒一人一人の
学習状況を一層丁寧に把握する工夫が求められてい
る。特に自立活動の指導や重複障害のある児童生徒
に対する指導，知的障害のある児童生徒に対する指
導は，児童生徒一人一人の障害の状態等に応じて個
別に設定した指導目標や指導内容に基づいて行われ
ており，その学習状況について評価を行うことになる。
これらの学習評価については，平成14年3月に国立特
殊教育総合研究所（現・独立行政法人国立特別支援
教育総合研究所）から事例集が示されている。
また，指導要録については，「自立活動の記録」及
び「入学時の障害の状態」を記入することとなってい
る。特に，知的障害のある児童生徒に対する教育を行
う特別支援学校においては，教育課程や学習状況に
応じ，各教科・特別活動・自立活動についてそれぞれ
の区分ごとに書かず，まとめて記入できるようになって
いる。

（2）
○

その後，国立教育政策研究所から，自ら学ぶ意欲
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新しい学習指導要領等の理念と改善事項

平成20年1月17日中央教育審議会答申及びそれを
踏まえて改訂された学習指導要領においては，「知識
基盤社会」の時代において次代を担う子どもたちに必

内容を確実に習得したかどうかの評価を一層徹底
することが必要であり，そのためには，目標に準拠し
た評価が優れていること
・ 初等中等教育における各学校段階において，児
童生徒がその学校段階の目標を実現しているかどう
かを評価することは，上級の学校段階の教育との円
滑な接続に資する観点から重要となっており，その
ためには，目標に準拠した評価を適切に行うことが
必要となっていること
・ 児童生徒の学習の習熟の程度に応じた指導など
個に応じた指導を一層重視しており，学習集団の編
成も多様となることが考えられるため，指導に生きる
評価を行っていくためには，目標に準拠した評価を
常に行うことが重要となること
・ 少子化等により，かなり広範囲の学校で，学年，学
級の児童生徒数が減少してきており，評価の客観性
や信頼性を確保する上でも，集団に準拠した評価
によるよりも，目標に準拠した評価の客観性を高め
る努力をし，それへの転換を図ることが必要となって
いること

要な「生きる力」をはぐくむことが引き続き重要であるこ
とが明確にされた。
○

また，改正教育基本法（※10）では，学校教育で自
ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視する
ことが明示されるとともに，学校教育法及び学習指導
要領の総則においては，
① 基礎的・基本的な知識・技能
② 知識・技能を活用して課題を解決するために必要
な思考力・判断力・表現力等
③ 主体的に学習に取り組む態度
を育成することが示された（※11）。

○

新しい学習指導要領においては，子どもたちに「生
きる力」をはぐくむため，これらの学力の重要な要素そ
れぞれの育成を図っていくことが必要である。学習評
価の検討に当たっても，このような学力に関する基本
的な考え方を踏まえながら検討を進める必要がある。

○

また，小学校における「外国語活動」の導入，特別
支援教育の充実など様々な改善が行われており，学
習指導要領の改訂に対応した学習評価の在り方を検
討することも求められている。

（※1） 「小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録，
高等学校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導
要録並びに盲学校，聾学校及び養護学校の小学
部児童指導要録，中学部生徒指導要録及び高等
部生徒指導要録の改善等について」（平成13年4月
27日初等中等教育局長通知）においては，小学校
について，「第3学年以上の各教科の学習の状況に
ついて，小学校学習指導要領に示す各教科の目標
に照らして，その実現状況を総括的に評価し，記入
する」とされている。
（※2） この考え方は，平成13年4月27日初等中等教育
局長通知において示されている。
また，目標に準拠した評価は，「児童生徒の学習
と教育課程の実施状況の評価の在り方について」
（平成12年12月4日教育課程審議会答申）において
は「いわゆる絶対評価」とも呼称している。
（※3） 「小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要
録の改訂について」（昭和55年2月29日初等中等教
育局長通知）においては，評定について，学習指導
要領に示す目標に照らし，学級又は学年における
位置付けを評価すること，その際，あらかじめ段階ご
とに一定の比率を定め，児童生徒を機械的に割り振
ることのないよう留意することとされていた。
（※4） 平成12年12月4日教育課程審議会答申は，評
定についても目標に準拠した評価に改める理由を
以下の5つにまとめている。
・ 児童生徒一人一人の進歩の状況や教科の目標の
実現状況を的確に把握し，学習指導の改善に生か
すことが一層重要であり，そのためには，目標に準
拠した評価が適当であること
・ 教育内容を厳選し，基礎・基本の確実な定着を図
ることを重視していることから，学習指導要領に示す

（※5） 個人内評価は，昭和55年2月29日初等中等教
育局長通知や「小学校児童指導要録，中学校生徒
指導要録並びに盲学校，聾学校及び養護学校の
小学部児童指導要録及び中学部生徒指導要録の
改訂について」（平成3年3月20日初等中等教育局
長通知）においては各教科の学習の記録の「所見」
欄等に，平成13年4月27日初等中等教育局長通知
においては「総合所見及び指導上参考となる諸事
項」に記録することが示されている。
（※6） 「小学校及び中学校の指導要録の改善につい
て」（平成3年3月13日小学校及び中学校の指導要
録の改善に関する調査研究協力者会議審議のまと
め）に考え方が示されている。
（※7） 平成3年3月20日初等中等教育局長通知におい
て，観点別学習状況の評価が効果的に行われるよ
うにするために，「各観点ごとに学年ごとの評価規準
を設定するなどの工夫を行うこと」とされた。ここで示
された「評価規準」は，学習評価が数量的に処理す
ることに陥りがちである等の指摘を踏まえ，「学習指
導要領の目標に基づく幅のある資質や能力の育成
の実現状況の評価を目指す」（文部省「小学校教育
課程一般指導資料」（平成5年9月））ものであり，学
習指導要領に示す目標の実現の状況を判断するた
めのよりどころを意味するものである。
（※8） 小・中学校については，都道府県の約75％にお
いて学校における学習評価の手引き等を作成して
いる（平成21年度文部科学省調べ）。
（※9） 平成13年4月27日初等中等教育局長通知にお
いては，高等学校については生徒の学習状況を総
括的にとらえる評定について，
・ 学習指導要領に示す各教科・科目の目標に基づ
き，学校が地域や生徒の実態に即して設定した当
該教科・科目の目標や内容に照らし，その実現状況
を総括的に評価する
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・

評価の4観点による評価を十分踏まえながら評定
を行っていく
こととされている。

（※10） 教育基本法第6条第2項は，「学校において
は，教育の目標が達成されるよう，教育を受ける者
の心身の発達に応じて，体系的な教育が組織的に
行われなければならない。この場合において，教育
を受ける者が，学校生活を営む上で必要な規律を
重んずるとともに，自ら進んで学習に取り組む意欲
を高めることを重視して行われなければならない」と
規定している。
（※11） 学校教育法第30条第2項は，学校教育を行う
に当たり，「生涯にわたり学習する基盤が培われるよ
う，基礎的な知識及び技能を習得させるとともに，こ
れらを活用して課題を解決するために必要な思考
力，判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，主体
的に学習に取り組む態度を養うことに，特に意を用
いなければならない」としている。

（各観点に係る教師の意識）
○

現在の観点別学習状況の評価の4観点に関し，小
学校の約81％，中学校の約76％の教師が「いわゆる4
観点の評価は実践の蓄積があり，定着してきている」と
感じており，全国の学校や教師の努力により，全体的
には観点別学習状況の評価の着実な浸透が見られ
る。

○

評価の観点について個別に見れば，「知識・理解」
や「技能・表現」の学習評価を円滑に実施できていると
感じている教師の割合は，小・中学校を通じて80％を
超えている。一方で，「関心・意欲・態度」については
小学校で約40％，中学校で約30％，「思考・判断」に
ついては小学校で約26％，中学校で約30％の教師が
学習評価を円滑に実施できているとは感じていないな
どの課題も見られる。

○

なお，学習評価を円滑に実施できているかどうかに
ついての教師の意識には教科間で差が見られる。この
ことについては，評価の観点間の区別がつきにくいこ
とが影響している場合もあると考えられる。

2．学習評価の現状と課題について
○

○

1．に示した経緯を踏まえ，現在，各学校において
は，きめの細かい学習指導の充実と児童生徒一人一
人の学習内容の確実な定着を図るため，各教科にお
ける児童生徒の学習状況を分析的にとらえる観点別
学習状況の評価と総括的にとらえる評定とを，目標に
準拠した評価として行っている。
文部科学省においては，平成15年度と平成21年度
（※1）に，教師と保護者に対し，学習指導と学習評価
に関する意識調査を実施しており，これらの調査から
以下のような状況が見てとれる。

（高等学校における学習評価の現状と課題）
○

高等学校については，県内のすべての県立高等学
校において観点別学習状況の評価を積極的に推進し
ている取組（※2）や観点別学習状況の評価を実施す
るための指導計画等を示し，その浸透を図る取組が見
られる。

○

一方，上述の調査によれば，「指導計画やシラバス
に観点別の評価規準などを設けている」教師は約46
％であり，十分な状況とは言えないと考えられる。ま
た，指導要録や通信簿に観点別学習状況を記録して
いる教師は約7％に，「いわゆる4観点の評価は実践の
蓄積があり，定着してきている」と感じている教師は約4
1％にとどまるなど，現在の学習評価の考え方に基づく
実践について小・中学校ほど十分な定着は見られな
い。

（小・中学校における学習評価の現状と課題）
○

○

○

平成21年度の調査においては，「児童生徒の学力
などの伸びがよく分かる」と感じている小・中学校の教
師が約72％，「児童生徒一人一人の状況に目を向け
るようになる」と感じている小・中学校の教師が約84％
となっている。平成15年度の調査においては，「成長
がこれまで以上に見えるようになった」教師が約33％で
あり，「一人一人をよく見るようになった」教師が約64％
であったことから見れば，現在の学習評価は，小・中学
校を中心に教師に定着してきていると考えられる。
一方で，「学習状況の評価の資料の収集・分析に負
担を感じる」小・中学校の教師は約63％に及ぶととも
に，「学習評価を授業改善や個に応じた指導の充実に
つなげられている」と感じていない教師が約29％いる。
現在の学習評価については，負担感や授業改善に関
して課題があると考えられる。

（学習評価に関する保護者の意識）
○

「先生が，子ども一人一人の状況に目を向けてくれ
ている」と感じている小・中学校の保護者は，約46％か
ら約65％へと増加している。保護者については，学校
における児童生徒一人一人の意欲を伸ばそうとする取
組等については肯定的に受け止めていると考えられ
る。

○

一方で，「評価に，先生の主観が入っているのでは
ないか不安がある」と感じている小・中・高等学校の保
護者が約38％，「学級や学年など集団の中で位置付
けが分からず，入学者選抜などに向けて不安がある」
と感じている保護者が約46％存在している。保護者
は，学校における学習評価の在り方や児童生徒の学
習状況について，より一層把握したいという要望をもっ
ていると考えられる。

しかしながら，負担を感じると答えた教師の中で「そ
う思う」と答えた教師は約17％にとどまり，平成15年度
の調査において負担を明らかに感じていた教師が約4
0％にのぼっていたことから見れば，教師の負担感の
状況に変化も見られる。
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（※1） 「学習指導と学習評価に対する意識調査」（平成
21年度文部科学省委託調査）において，平成21年8
月における教師の意識と「学校教育に関する意識
調査」（平成15年度文部科学省委託調査）で調査し
た教師の意識（小・中学校は平成15年6月，高等学
校は平成16年2月）を比較している。
なお，本報告において，これらの調査に言及する
際，それぞれの質問項目について，「…と感じてい
る」とは「そう思う」又は「まあそう思う」と回答した教師
・保護者の合計の割合，「…と感じていない」とは「そ
う思わない」又は「あまりそう思わない」と回答した教
師・保護者の合計の割合を用いている。
（※2） 神奈川県では，平成14年度から「教育課程研究
集録」をまとめ，平成15年度以降に周知活動を実
施，平成19年度からすべての県立高等学校で通信
簿等に評価の4観点に係る学習状況を記録すること
としている。このことをはじめ，神奈川県においては
「確かな学力」の育成と授業改善に係る取組を推進
している。

り返されながら展開されるものである。学習評価を通じ
て，教師が授業の中で児童生徒の反応を見ながら学
習指導の在り方を見直したり，一連の授業の中で個に
応じた指導を図る時間を設けたりすることや，学校にお
ける教育活動を組織として改善したりしていくこと等が
求められる。
○

このような学習指導に係るPDCAサイクルは，学校評
価全体の枠組みの中で適切に位置付けられ，実施さ
れることが必要である。
各教科等の学習評価を通じて，例えば，思考力・判
断力・表現力等に課題があることが明らかになれば，
それらをはぐくむ学習活動を学校の教育課程全体の
中で推進する等，学習評価を個々の授業の改善に加
え，学校における教育活動全体の改善に結びつける
ことが重要であり，そういった取組を学校評価の枠組
みを通じて行うことが考えられる。

○

児童生徒にとって，学習評価は，自らの学習状況に
気付き，その後の学習や発達・成長が促される契機と
なるべきものである。
また，学習評価の結果を保護者に適切に伝えること
は，学習評価に関する信頼を高めるものであるととも
に，家庭における学習を児童生徒に促す契機ともな
る。

○

なお，児童生徒が行う自己評価や相互評価は，児
童生徒の学習活動であり，教師が行う評価活動ではな
いが，児童生徒が自身のよい点や可能性について気
付くことを通じ，主体的に学ぶ意欲を高めること等学習
の在り方を改善していくことに役立つことから，積極的
に取り組んでいくことも重要である。
また，児童生徒の自己評価を学校評価においても
反映し，学校運営の改善につなげていくことも考えら
れる。

3．学習評価の今後の方向性について
（1） 学習評価の意義と学習評価を踏まえた教育活動
の改善の重要性
○

学習評価は，児童生徒が学習指導要領の示す目
標に照らしてその実現状況を見ることが求められるもの
である。学習指導要領は，各学校において編成される
教育課程の基準として，すべての児童生徒に対して指
導すべき内容を示したものであり，指導の面から全国
的な教育水準の維持向上を保障するものであるのに
対し，学習評価は，児童生徒の学習状況を検証し，結
果の面から教育水準の維持向上を保障する機能を有
するものと言える。

（学習評価を踏まえた教育活動の改善の重要性）

（2）

○

（目標に準拠した評価による観点別学習状況の評価や
評定の着実な実施）

○

また，従前指導と評価の一体化が推進されてきたと
ころであり，今後とも，各学校における学習評価は，学
習指導の改善や学校における教育課程全体の改善に
向けた取組と効果的に結び付け，学習指導に係るPD
CAサイクルの中で適切に実施されることが重要であ
る。
すなわち，教師や学校にとっては，
学校における教育課程の編成や，それに基づい
た各教科等の学習指導の目標や内容のほか，評価
規準や評価方法等，評価の計画も含めた指導計画
や指導案の組織的な作成
② 指導計画を踏まえた教育活動の実施
③ 児童生徒の学習状況の評価，それを踏まえた授
業や指導計画等の評価
④ 評価を踏まえた授業改善や個に応じた指導の充
実，指導計画等の改善
といった，Plan（①），Do（②），Check（③），Action（④）
のPDCAサイクルを確立することが重要である。
このようなPDCAサイクルは，日常の授業，単元等の指
導，学校における教育活動全体等の様々な段階で繰

○

①

今回の学習評価の改善に係る基本的な考え方

ここまで述べてきたように，学習評価の意義や，現在
の学習評価の在り方が小・中学校を中心に定着してき
ていること，また，1．（2）で述べたように，新しい学習指
導要領は次代を担う児童生徒に「生きる力」をはぐくむ
という理念を引き継いでいることを踏まえれば，現在行
われている学習評価の在り方を基本的に維持しつつ，
その深化を図っていくことが重要である。
このため，今後とも，きめの細かい学習指導の充実
と児童生徒一人一人の学習内容の確実な定着を図る
ため，各教科における児童生徒の学習状況を分析的
にとらえる観点別学習状況の評価と総括的にとらえる
評定とについては，目標に準拠した評価として実施し
ていくことが適当である。

（学力の重要な要素を示した新しい学習指導要領等の
趣旨の反映）
○
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また，学校教育法の一部改正を受けて改訂された

新しい学習指導要領の総則においては，「生きる力」
を支える「確かな学力」，「豊かな心」，「健やかな体」の
調和が重視されるとともに，学校教育を行うに当たり
「基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，
これらを活用して課題を解決するために必要な思考
力，判断力，表現力その他の能力をはぐくむとともに，
主体的に学習に取り組む態度を養」うことに努めなけ
ればならないことが示された。
ここに明らかなように，平成10年・11年改訂の学習
指導要領においても，改正教育基本法や学校教育法
の一部改正を受けて改訂された新しい学習指導要領
においても，教育の基本理念や育成すべき学力につ
いて大きな変化はない。このことを踏まえ，新しい学習
指導要領の下における評価の観点を示すに当たって
は，従来の評価の4観点の枠組みを基盤としつつ，基
礎的・基本的な知識・技能の習得とこれらを活用する
思考力・判断力・表現力等をいわば車の両輪として相
互に関連させながら伸ばしていくとともに，学習意欲の
向上を図るという改訂の趣旨を反映し，学習指導と学
習評価の一体化を更に進めていくため，学力の3つの
要素を踏まえて評価の観点を整理することが適当であ
る。
○

いる。この「妥当性」を確保していくためには，評価
結果と評価しようとした目標の間に関連性があること
（学習評価が学習指導の目標（学習指導要領等）に
対応するものとして行われていること），評価方法が
評価の対象である資質や能力を適切に把握するも
のとしてふさわしいものであること等が求められる。
4．観点別学習状況の評価の在り方について
○

（1） 学校教育法や学習指導要領の趣旨を踏まえた，
評価の観点に関する考え方の整理
○

新しい学習指導要領においても「生きる力」の理念
を引き継いでいること等をかんがみれば，現在の評価
の観点を大きく見直す必要はない。一方で，基礎的・
基本的な知識・技能の習得とこれらを活用する思考力
・判断力・表現力等をいわば車の両輪として相互に関
連させながら伸ばしていくとともに，学習意欲の向上を
図るという改訂の趣旨を反映し，学習指導と学習評価
の一体化を更に進めていくため，学力の3つの要素を
踏まえて評価の観点に関する考え方を整理することと
する。

○

現在の評価の4観点と学力の3つの要素との関係で
は，教科によって違いはあるものの，「知識・理解」及
び「技能・表現」が基礎的・基本的な知識・技能を，「思
考・判断」が知識・技能を活用して課題を解決するため
に必要な思考力・判断力・表現力等を，「関心・意欲・
態度」が主体的に学習に取り組む態度を，それぞれ踏
まえているものとしておおむね整理ができると考えられ
る。

○

新しい学習指導要領においては，思考力・判断力・
表現力等を育成するため，基礎的・基本的な知識・技
能を活用する学習活動を重視するとともに，論理や思
考等の基盤である言語の果たす役割を踏まえ，言語
活動を充実することとしている。これらの能力を適切に
評価し，一層育成していくため，各教科の内容等に即
して思考・判断したことを，その内容を表現する活動と
一体的に評価する観点（以下「思考・判断・表現」とい
う。）を設定することが適当である。

○

以上を踏まえ，新しい学習指導要領の下における
評価の観点について，基本的には，基礎的・基本的な
知識・技能については「知識・理解」や後述する「技
能」において，それらを活用して課題を解決するため
に必要な思考力・判断力・表現力等については「思考
・判断・表現」において，主体的に学習に取り組む態度
については「関心・意欲・態度」においてそれぞれ評価
を行うこととして整理する。

また，学習指導要領の改訂により示されたそのほか
の改善事項についても，それらに対応した学習評価の
見直しを図っていくことが必要である。

（学校や設置者の創意工夫を生かす現場主義を重視し
た学習評価の推進）
○

教育は，地域や学校，児童生徒の実態に応じて効
果的に行われることが重要であり，近年の教育行政に
おいては，各学校や設置者等の創意工夫を生かすこ
とが重視されている。学習評価についても，各学校や
設置者における教育の目標や学習指導に当たって重
点を置いている事項を，指導要録等においてこれまで
以上に反映できるようにするなど，学校や設置者の創
意工夫を一層生かしていく方向で改善を図っていくこ
とが求められる。

○

また，国や都道府県教育委員会等が，学校が学習
評価を行うに当たって参考となる事例を示すなど，具
体的な支援が充実されることも重要である。

○

このようなことを踏まえつつ，各学校においては，組
織的・計画的な取組を推進し，学習評価の妥当性（※
1），信頼性等を高めるよう努めることが重要である。

○

なお，児童生徒の学習状況が記録される指導要録
の様式は設置者が定めるものであるが，指導要録は児
童生徒の学習状況について異なる学校段階における
円滑な情報の伝達を行うという機能を有することから，
評価の結果が進学等において活用される都道府県等
の地域ごとに，一定の統一性が保たれることも求めら
れる。

観点別学習状況の評価は，指導要録に記録するた
めだけでなく，きめの細かい学習指導と児童生徒一人
一人の学習内容の確実な定着を図るため，日常の授
業においても適切に実施されるべきものである。
そこで，新しい学習指導要領の趣旨に沿って学校
における学習評価を進めていく際の評価の観点に関
する考え方を整理する。

（※1） 本報告においては，学習評価の「妥当性」は，
評価結果が評価の対象である資質や能力を適切に
反映しているものであることを示す概念として用いて
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○

また，一部の教科においては，現在の評価の観点
について，観点間の区別がつきにくいとの指摘があり，
そのような指摘のある観点についても，併せて見直す
ことが適当である。

（2）
○

○

「知識・理解」及び「技能」の評価に関する考え方

「知識・理解」は，各教科において習得すべき知識
や重要な概念等を児童生徒が理解しているかどうかを
評価するものである。新しい学習指導要領の下におい
ても，従来の「知識・理解」の趣旨を踏まえた評価を引
き続き行うことが重要である。
今回，「技能・表現」に替えて示す「技能」は，各教
科において習得すべき技能を児童生徒が身に付けて
いるかどうかを評価するものである。教科によって違い
はあるものの，基本的には，現在の「技能・表現」で評
価している内容は引き続き「技能」で評価することが適
当である。すなわち，算数・数学において式やグラフに
表すことや理科において観察・実験の過程や結果を
的確に記録し整理すること等については，現在「技能・
表現」において評価を行っているが，同様の評価は今
後「技能」において行っていくこととなる（※1）。
なお，今回，各教科の内容等に即して思考・判断し
たことを，その内容を表現する活動と一体的に評価す
る観点として「思考・判断・表現」を設定することから，
当該観点における「表現」との混同を避けるため，評価
の観点の名称を「技能・表現」から「技能」に改めること
としている。

（3）

○

また，この観点については，指導後の児童生徒の状
況を記録するための評価を行うに当たっては，思考・
判断の結果だけではなく，その過程を含め評価するこ
とが特に重要であることに留意する必要がある。

○

なお，評価の観点である「思考・判断・表現」の「表
現」は，基礎的・基本的な知識・技能を活用する学習
活動等において思考・判断したことと，その内容を表
現する活動とを一体的に評価することを示すものであ
る。これ は，例えば，学習指導要領の音楽，図画工
作，美術の各教科において示す領域の一つであり，歌
唱，器楽，絵，デザイン等の指導の内容を示す「表現」
（※4）とは異なるものである。

（4）

「思考・判断・表現」は，それぞれの教科の知識・技
能を活用して課題を解決すること等（※2）のために必
要な思考力・判断力・表現力等を児童生徒が身に付
けているかどうかを評価するものである。学習指導要
領等に示された思考力・判断力・表現力等は，学校教
育においてはぐくむ能力を一般的に示したものであり，
そのような能力を育成するという目標の下，各教科の
内容等に基づき，具体的な学習評価を行うための評
価の観点が「思考・判断・表現」である。

○

「思考・判断・表現」として，従来の「思考・判断」に
「表現」を加えて示した趣旨は，この観点に係る学習評
価を言語活動を中心とした表現に係る活動や児童生
徒の作品等（※3）と一体的に行うことを明確にするもの
である。このため，この観点を評価するに当たっては，
単に文章，表や図に整理して記録するという表面的な
現象を評価するものではなく，例えば，自ら取り組む課
題を多面的に考察しているか，観察・実験の分析や解
釈を通じ規則性を見いだしているかなど，基礎的・基
本的な知識・技能を活用しつつ，各教科の内容等に
即して思考・判断したことを，記録，要約，説明，論述，
討論といった言語活動等を通じて評価するものである
ことに留意する必要がある。
このように，「思考・判断・表現」の評価に当たって
は，それぞれの教科の知識・技能を活用する，論述，
発表や討論，観察・実験とレポートの作成といった新し

「関心・意欲・態度」の評価に関する考え方

○

改正教育基本法においては，学校教育において自
ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視する
ことが示されるとともに，学校教育法及び学習指導要
領の改正等により，主体的に学習に取り組む態度が学
力の3つの要素の1つとして示されている。また，我が
国の児童生徒の学習意欲について課題がある状況を
踏まえると，学習評価において，児童生徒が意欲的に
取り組めるような授業構成と継続的な授業改善を教師
に促していくことの重要性は高い。さらに，主体的に学
習に取り組む態度は，それをはぐくむことが基礎的・基
本的な知識・技能の習得や思考力・判断力・表現力等
の育成につながるとともに，基礎的・基本的な知識・技
能の習得や思考力・判断力・表現力等の育成が当該
教科の学習に対する積極的な態度につながっていく
など，他の観点に係る資質や能力の定着に密接に関
係する重要な要素でもある。
これらのことを踏まえれば，「関心・意欲・態度」につ
いて学習評価を行い，それをはぐくんでいくことは引き
続き重要である。

○

「関心・意欲・態度」は，各教科が対象としている学
習内容に関心をもち，自ら課題に取り組もうとする意欲
や態度を児童生徒が身に付けているかどうかを評価
（※5）するものである。
評価に当たっては，各教科が対象としている学習内
容に対する児童生徒の取組状況を通じて評価すること
を基本とし，他の観点と同様，目標に照らして「おおむ
ね満足できる」（※6）状況にあるかどうかの評価を中心
とすることが適当である。

○

具体的な評価方法としては，授業や面談における
発言や行動等を観察するほか，ワークシートやレポー

「思考・判断・表現」の評価に関する考え方

○

○

い学習指導要領において充実が求められている学習
活動を積極的に取り入れ，学習指導の目標に照らして
実現状況を評価する必要がある。
「思考・判断・表現」の評価については，全国学力・
学習状況調査の「主として『活用』に関する問題」を参
考にして作成した適切な問題を用いて評価を行うこと
も有益である。ただし，「思考・判断・表現」の評価は，
そのような問題を一定の制限時間内に解決し，記述で
きるかどうかのみを評価するものではないことに留意
し，様々な評価方法を採り入れることが重要である。
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トの作成，発表といった学習活動を通して評価すること
が考えられる。その際，授業中の挙手や発言の回数と
いった表面的な状況のみに着目することにならないよ
う留意する必要がある。
○

各教科が対象としている学習内容に関心をもち，自
ら課題に取り組もうとする意欲や態 度をはぐくむ こと
は，他の観点に係る資質や能力の定着に密接に関係
するものである。教師の指導により，学習意欲の向上
はみられたものの，その他の観点について目標の実現
に至っていない場合は，学習指導の一層の充実を図
ることが重要である。その際，個人内評価を積極的に
活用し児童生徒の学習を励ますことも有効である。

（5）
○

各教科における評価の観点に関する考え方

れている。
○

そのうち，芸術に係る表現の能力を評価するに当た
っては，基礎的・基本的な知識・技能のうち，特に「技
能」に関する観点と，表現を創意工夫したり発想・構想
したりする能力に関する観点とに分けて示すことが適
当である。

○

また，芸術に係る鑑賞の能力を評価するに当たって
は，基礎的・基本的な知識・技能のうち，特に「知識・
理解」に関する観点と，自分なりに評価したり価値を考
えたりする能力に関する観点とを一体的に見る観点を
位置付けることが適当である。

（評価の観点の示し方）

以上のことに加え，教科の特性やこれまでの実践の
蓄積を踏まえ，次のような基本的な考え方に基づいた
評価の観点の整理が適当である。

○

このような考え方を踏まえつつ，現在の我が国の子
どもたちの現状として，主体的に学習に取り組む態度
や思考力・判断力・表現力等に依然として課題がある
ことも考慮し，これらの学力の要素に関する学習指導と
学習評価の重要性を引き続き喚起していくため，新し
い学習指導要領の下における小・中学校の各教科の
観点を，表1及び表2に示した。高等学校等の各教科
の観点についても，これらと同様にすることが考えられ
る。

○

なお，いずれの観点についてもその特性に沿って
適切に評価を行うことが求められること，ここに示す評
価の観点の順序が学習指導の順序と必ずしも結び付
けられるものではないことに十分留意する必要がある。

（各教科における評価の観点に関する基本的な考え方）
○

○

○

基本的には，既に述べたとおり，各教科の観点を，
基礎的・基本的な知識・技能（「知識・理解」及び「技
能」），思考 力・判 断力 ・表現 力 等（「思考・判断・表
現」）及び主体的に学習に取り組む態度（「関心・意欲
・態度」）に対応させ整理することが適当である。
その際，基礎的・基本的な知識・技能に関する観点
（「知識・理解」及び「技能」）について，教科の特性に
応じ，知識と技能に関する観点を分けて示すことも適
当である。
「思考・判断・表現」については，各教科の目標や内
容を踏まえ当該教科において育成すべき能力にふさ
わしい名称とし，明確に位置付けることが適当である。

（6） 観点別学習状況の評価を円滑に実施するに当た
っての留意事項
○

観点別学習状況の評価を円滑に実施するに当たっ
ては，適切な評価時期を設定することや学習指導の目
標に沿った学習評価を行うこと等が重要である。

（国語や外国語における評価の観点に関する考え方）
（評価時期）
○

○

国語や外国語においては，現在の評価の観点で言
えば，「言語についての知識・理解・技能」（国語），「言
語や文化についての知識・理解」（外国語）などが，基
礎的・基本的な知識・技能に着目した観点と位置付け
られる。

○

その上で，学習指導要領の内容の示し方やこれま
での実践を踏まえ，「話す・聞く能力」「書く能力」「読む
能力」（国語）や，「外国語表現の能力」「外国語理解
の能力」（外国語）を，学習指導要領の内容のまとまり
に合わせ，基礎的・基本的な知識・技能と「思考・判断
・表現」とを合わせて評価する観点として位置付けるこ
とが適当である。

（音楽，図画工作，美術における評価の観点に関する考
え方）

（学習指導の目標と学習活動の関係）
○

○

授業改善のための評価は日常的に行われることが
重要である。一方で，指導後の児童生徒の状況を記
録するための評価を行う際には，単元等ある程度長い
区切りの中で適切に設定した時期において「おおむね
満足できる」状況等にあるかどうかを評価することが求
められる（※7）。
「関心・意欲・態度」については，表面的な状況のみ
に着目することにならないよう留意するとともに，教科
の特性や学習指導の内容等も踏まえつつ，ある程度
長い区切りの中で適切な頻度で「おおむね満足でき
る」状況等にあるかどうかを評価するなどの工夫を行う
ことも重要である。

音楽，図画工作，美術においては，表現，鑑賞の活
動を通じて，音楽活動や造形的な創造活動の基礎的
な能力を培うとともに，豊かな情操を養うことが目標とさ
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各教科において，基礎的・基本的な知識・技能の習
得を図る学習活動と思考力・判断力・表現力等の育成
を図る学習活動は相互に関連し合って截然とは分類
されるものではない。

このため，同様の学習活動であっても，教師の指導
のねらいに応じ，「知識・理解」や「技能」の評価に用い
られることも，「思考・判断・表現」の評価に用いられる
こともあると考えられる。このことを踏まえつつ，学習指
導の目標に照らして実現状況を評価するという目標に
準拠した評価の趣旨に沿って，学習活動を通じて子ど
もたちに身に付けさせようとしている資質や能力を明確
にした上で，それに照らして学習評価を行うことが重要
である。

5．指導要録の改善について
（1） 指導要録の役割と現在の参考様式における記録
の項目
○

指導要録は，児童生徒の学籍並びに指導の過程及
び結果の要約を記録し，その後の指導及び外部に対
する証明等に役立たせるための原簿となるものであ
る。文部科学省が平成13年4月27日初等中等教育局
長通知により示している記載事項としては，小・中学校
については，
① 「学籍に関する記録」（児童生徒の氏名，性別，
生年月日及び現住所，保護者の氏名及び現住所，
入学前の経歴，入学・編入学等，転入学，転学・退
学等及び卒業に係る年月日，進学先・就職先等，
学校名及び所在地，校長氏名印，学級担任氏名
印）
② 「指導に関する記録」
ⅰ 「各教科の学習の記録」として「観点別学習状
況」と「評定」
ⅱ 「総合的な学習の時間の記録」
ⅲ 「特別活動の記録」
ⅳ 「行動の記録」
ⅴ 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」
ⅵ 「出欠の記録」
を記入することとされている。

○

高等学校の指導要録については，「観点別学習状
況」及び「行動の記録」を独立して記載することとはさ
れていない。また，特別支援学校の指導要録について
は，それぞれ対応する学校種のものに準じつつ，「自
立活動」及び「入学時の障害の状態」を記入することと
されている。

（※1） 学習指導要領の体育，保健体育の指導内容と
して，例えば，ダンスにおいては「動きに変化を付け
て即興的に表現したり」等が規定されている。このよ
うな場合の「表現」は体育，保健体育における技能
を示すものであることから，現在「運動の技能」で評
価しており，今後も「技能」の観点で評価することが
適当である。
（※2） 思考力・判断力・表現力等は，知識・技能を活用
して課題を解決するために必要であるとともに，教
科の内容をより深く理解するためにも必要なもので
ある。
（※3） 各教科における「思考・判断・表現」の評価に当
たっては，言語だけでなく，教科の特性に応じた表
現に係る活動を通じて，評価を行うことも必要であ
る。例えば，観察・実験の分析・解釈を通じ見いだし
た規則性を式や図，グラフ等を用いて表現している
ところを評価すること，児童生徒の作品を通じて児
童生徒の構想や設計に係る工夫を評価すること等
が考えられる。
（※4） これらの学習指導に係る学習評価については，
教科ごとに設定される評価の観点を踏まえ，「関心・
意欲・態度」や基礎的・基本的な「技能」も含めて行
うことが適当である。
（※5） 教科によって，評価の対象に特性があることに
留意する必要がある。例えば，体育・保健体育の運
動に関する領域においては，公正や協力などを，育
成すべき「態度」として学習指導要領に位置付けて
おり，そのような指導内容に対応した学習評価が行
われることとされている。
（※6） 平成13年4月27日初等中等教育局長通知にお
いて，観点別学習状況については，学習指導要領
に示す各教科の目標に照らして，その実現状況を
観点ごとに評価し，「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とすることと
されている。
（※7） 平成20年1月17日答申においては「1単位時間
の授業において評価の4観点（関心・意欲・態度，思
考・判断，技能・表現，知識・理解）のすべてを評価
しようとしたり，授業冒頭に「進んで取り組んでいるか
どうか」をチェックし，チェック終了後授業に入ったり
するなど評価のための評価となっている不適切な事
例も見られる」との指摘がある。

（2） 小・中学校の指導要録の「指導に関する記録」の
記載事項に係る改善
○

指導要録の改善は，3．（2）で述べた基本的な考え
方を踏まえて行うことが必要である。すなわち，きめの
細かい学習指導の充実と児童生徒一人一人の学習内
容の確実な定着を図るため，目標に準拠した評価等を
着実に実施すること，新しい学習指導要領の趣旨や
改善事項に適切に対応すること，学校や設置者の創
意工夫を一層生かしていくことが必要である。

①

「各教科の学習の記録」としての「観点別学習状況」
と「評定」

○

「観点別学習状況」に関しては，4．の観点別学習状
況の評価の在り方を踏まえた評価の観点を示すことが
適当である。

○

また，「評定」は，簡潔で分かりやすい情報を提供す
るものとして，児童生徒の教科の学習状況を総括的に
評価するものであり，教師同士の情報共有や保護者
等への説明のためにも有効である。このため，低学年
を除く小学校，中学校及び高等学校において，評定を
行うことは引き続き必要である。その際，新しい学習指
導要領で明確にされた学力の3つの要素をすべて含
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んだ教科の総括的な学習状況を示す情報として現在
と同様に示すことが適当である。
○

各学校においては，設置者等の方針に沿って，自
校における指導の重点や評価方法等を踏まえ，各教
科の総括的な学習状況をとらえる評定の決定の方法
を検討し，適切な方法を定める必要がある。その際，
異なる学校段階の間での児童生徒の学習状況を円滑
に伝達するため，評価の結果が進学等において活用
される都道府県等の地域ごとに一定の統一性を保つ
ことも考えられる。また，そのような評定の決定の方法
を対外的に明示することも求められる。

○

③

○

○

○

②
○

「関心・意欲・態度」の評価については，目標に準拠
した評価の趣旨等にかんがみ，他の観点と同様，「お
おむね満足できる」状況にあるか「努力を要する」状況
にあるかの評価を中心としつつ，「十分満足できる」状
況にある生徒の評価も行っていくことが適当である。
一方で，学習評価の在り方に関する議論の中では，
「関心・意欲・態度」は必ずしも分かりやすい形で現れ
ないこと，また，そのことにより結果について説明責任
を果たす教師に負担感があること等について指摘があ
った。また，評定については，学力の指標としての妥
当性，信頼性等を高める必要があることについても指
摘があった。
このような指摘に対応するためには，4．（4）や（6）で
述べたような様々な工夫を行うことが適当である。一方
で，上述したような指摘を踏まえ，例えば，「関心・意欲
・態度」については，
・ 「努力を要する」状況と判断される児童生徒に対す
る学習指導の徹底は図りつつ，指導後の児童生徒
の状況を記録するための評価に当たっては，「十分
満足できる」状況と判断できる場合のみに記録する
こととすること
・ 評定への反映に当たっては，加点要素として位置
付けることとすること
等，観点別学習状況の評価や評定について様々な工
夫を行うことも考えられるとの指摘があった。

「総合的な学習の時間」の評価

○

「総合的な学習の時間」は，自ら課題を見付け，自ら
学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決
する資質や能力を育てることなどを目標とすることか
ら，思考力・判断力・表現力等が求められる「知識基盤
社会」の時代において，「生きる力」をはぐくむために
重要な役割を果たすものである。

○

「総合的な学習の時間」については，各学校が自ら
設定した目標や内容を踏まえて観点を設定し，それに
即して文章の記述による評価を行っており，新しい学
習指導要領下でも現在の評価の在り方を維持すること
が適当である。また，各学校において，児童生徒の具
体的な学習状況を想定した評価規準を設定すること
は，各教科と同様，総合的な学習の時間についても児
童生徒がどのような学習状況にあるかを適切に把握
し，学習活動を改善するために重要である。

○

なお，新しい学習指導要領では，総合的な学習の
時間の目標に沿って育てようとする資質や能力の視点
等を例示しており，このような視点に配慮して各学校に
おいて評価の観点を定めることも考えられる。

（「関心・意欲・態度」に係る評価の工夫）
○

また，評価の観点は，中・高等学校における外国語
科との連続性に配慮して設定する必要がある。
具体的には，学習指導要領に定める「外国語活動」
の目標，すなわち，言語や文化に関する体験的な理
解，コミュニケーションを図ろうとする態度，外国語の音
声や基本的な表現に慣れ親しむことについて観点を
設定し，学習評価を行うことが適当である。

④

「特別活動」の評価

○

「特別活動」は，望ましい集団活動や体験的な活動
を通して，豊かな学校生活を築くとともに，公共の精神
を養い，社会性の育成を図るものであり，「生きる力」を
はぐくむために重要な役割を果たすものである。

○

現在，「特別活動」の評価については，各活動・学
校行事ごとにその趣旨に照らして十分満足できる状況
にあると判断される場合には○印を記入しているが，
基本的には，この枠組みを維持することが適当であ
る。その上で，特別活動の目標に照らして育成しようと
している資質や能力と評価の関係を明確にするため，
新しい学習指導要領で特別活動の各活動・学校行事
に新たに目標が規定されたことを踏まえながら，各学
校において評価の観点を設定し，指導要録において
も明示することが適当である。また，その観点に照らし
て実現状況を評価するとともに，具体的な事実等につ
いて「総合所見及び指導上参考となる諸事項」に記す
ことが適当である。その際，特別活動が人間形成にか
かわる多様な資質や能力の育成を目標としていること
から，児童生徒の十分満足できる活動の状況を積極
的に認めるようにすること等が，大切であることに留意
する必要がある。

このような指摘を踏まえた工夫を行う場合は，異なる
学校段階において児童生徒の学習状況を円滑に伝
達するため，評価の結果が進学等において活用され
る都道府県等の地域ごとに評価の在り方等を適切に
考え，工夫の方法を統一することが必要と考えられる。
その際，そのような評価に関する基本的な考え方を対
外的に明示することも求められる。
小学校「外国語活動」の評価
小学校「外国語活動」については，平成20年1月17
日中央教育審議会答申において，数値による評価に
はなじまないとされていること等を踏まえ，現在，「総合
的な学習の時間」の評価において行われているよう
な，評価の観点を設定し，それに即して，文章の記述
による評価を行うことが適当である。
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⑤
○

○

「行動の記録」の評価

（個人内評価）

「行動の記録」は，これまで，文部科学省の通知に
おいて，「各教科，道徳，特別活動，総合的な学習の
時間，その他学校生活全体にわたって認められる児
童生徒の行動について，各項目ごとにその趣旨に照ら
して十分満足できる状況にあると判断される場合に
は，○印を記入する」こととされており，また，各学校や
設置者においては「特に必要があれば，項目を追加し
て記入する」こととされている。学校においては，「基本
的な生活習慣」，「健康・体力の向上」，「自主・自律」
等（※1）の項目に関し，児童生徒の行動の様子につ
いて評価を行っている。新しい学習指導要領の下にお
いても，このような「行動の記録」の基本的な在り方は
維持していくことが重要である。
新しい学習指導要領に対応した指導要録について
は，改正教育基本法や学校教育法の一部改正の趣
旨を反映していくことや，学校や設置者の創意工夫を
生かしていくこととしている。このような基本的考え方
は，学校における多様な教育活動全体における行動
の様子を評価するものであるという性格をもつ「行動の
記録」の見直しにも十分反映していく必要がある。

○

すなわち，「行動の記録」の項目の設定に当たって
は，教育基本法第2条（※2）や学校教育法第21条（※
3）に示されている義務教育の目標，学習指導要領第1
章総則や第3章道徳に示す道徳の目標や内容，内容
の取扱いで重点化を図ることとしている事項（※4），同
第1章総則において示す体育・健康に関する指導等を
踏まえる必要がある。

○

設置者は，国や都道府県教育委員会等の示す参
考例を踏まえ，指導要録の様式において項目を適切
に設定する必要がある。その上で，各学校において，
各学校の教育目標を踏まえた項目を加えることも適当
である。

○

また，これらのことと併せ，児童生徒の行動に関する
所見については「総合所見及び指導上参考となる諸
事項」に記すことも重要である。

⑥
○

「総合所見及び指導上参考となる諸事項」
「総合所見及び指導上参考となる諸事項」において
は，児童生徒の成長の状況を総合的にとらえ，各教科
・科目や総合的な学習の時間の学習に関する所見，
特別活動に関する事実及び所見，行動に関する所
見，進路指導に関する事項，児童生徒の特徴・特技
等を記入することとなっている。このような項目や今回
の学習指導要領の改訂で新たに導入された外国語活
動に関する所見については「総合所見及び指導上参
考となる諸事項」において記入することが適当である。
新しい中学校学習指導要領において，学校教育の
一環として教育課程との関連が図られるよう留意するこ
とが明確化された部活動については，これまでの指導
要録上の取扱に係る実態も踏まえつつ，「総合所見及
び指導上参考となる諸事項」において，部活動を通じ
た生徒の成長等について記載することが適当である。

○

児童生徒の学習意欲を高め，その後の学習や発達
を促していくためには，児童生徒のよい点を褒めたり，
更なる改善が望まれる点を指摘したりするなど，児童
生徒の発達の段階等に応じ，励ましていくことが重要
である。
このため，観点別学習状況の評価や評定を目標に
準拠した評価として行う際には，そこでは十分示し切
れない，児童生徒一人一人のよい点や可能性，進歩
の状況等についても，積極的に児童生徒に伝えるとと
もに，個人内評価の結果として「総合所見及び指導上
参考となる諸事項」に記入することが重要である。

（※1） 平成13年の初等中等教育局長通知において
は，「行動の記録」の項目として，「基本的な生活習
慣」，「健康・体力の向上」，「自主・自律」，「責任
感」，「創意工夫」，「思いやり・協力」，「生命尊重・
自然愛護」，「勤労・奉仕」，「公正・公平」及び「公共
心・公徳心」が示されている。
（※2） 教育基本法第2条は，「教育は，その目的を実現
するため，学問の自由を尊重しつつ，次に掲げる目
標を達成するよう行われるものとする」と規定し，以
下の5つを教育の目標として掲げている。
一 幅広い知識と教養を身に付け，真理を求める態
度を養い，豊かな情操と道徳心を培うとともに，健や
かな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して，その能力を伸ばし，創造
性を培い，自主及び自律の精神を養うとともに，職
業及び生活との関連を重視し，勤労を重んずる態
度を養うこと。
三 正義と責任，男女の平等，自他の敬愛と協力を重
んずるとともに，公共の精神に基づき，主体的に社
会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養う
こと。
四 生命を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄
与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が
国と郷土を愛するとともに，他国を尊重し，国際社会
の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
（※3） 学校教育法第21条は，「義務教育として行われ
る普通教育は，教育基本法（平成十八年法律第百
二十号）第五条第二項に規定する目的を実現する
ため，次に掲げる目標を達成するよう行われるものと
する」と規定し，以下を義務教育の目標として掲げて
いる。
一 学校内外における社会的活動を促進し，自主，
自律及び協同の精神，規範意識，公正な判断力並
びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参
画し，その発展に寄与する態度を養うこと。
二 学校内外における自然体験活動を促進し，生命
及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与
する態度を養うこと。
三 我が国と郷土の現状と歴史について，正しい理解
に導き，伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんでき
た我が国と郷土を愛する態度を養うとともに，進んで
外国の文化の理解を通じて，他国を尊重し，国際社
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会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
家族と家庭の役割，生活に必要な衣，食，住，情
報，産業その他の事項について基礎的な理解と技
能を養うこと。
五 読書に親しませ，生活に必要な国語を正しく理解
し，使用する基礎的な能力を養うこと。
六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し，処理
する基礎的な能力を養うこと。
七 生活にかかわる自然現象について，観察及び実
験を通じて，科学的に理解し，処理する基礎的な能
力を養うこと。
八 健康，安全で幸福な生活のために必要な習慣を
養うとともに，運動を通じて体力を養い，心身の調和
的発達を図ること。
九 生活を明るく豊かにする音楽，美術，文芸その他
の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
十 職業についての基礎的な知識と技能，勤労を重
んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択す
る能力を養うこと。

在，高等学校の学習評価については，観点別学習状
況の評価の趣旨を踏まえた学習評価を行い，授業の
改善につなげるよう努力している学校がある一方で，
ペーパーテストを中心としていわゆる平常点を加味し
た，成績付けのための評価にとどまっている学校もある
との指摘があり，小・中学校の状況とは異なっている点
も見られる。

四

（※4） 小学校学習指導要領第3章道徳第3において
は，「各学校においては，各学年を通じて自立心や
自律性，自他の生命を尊重する心を育てることに配
慮するとともに，児童の発達の段階や特性等を踏ま
え，指導内容の重点化を図ること。特に低学年では
あいさつなどの基本的な生活習慣，社会生活上の
きまりを身に付け，善悪を判断し，人間としてしては
ならないことをしないこと，中学年では集団や社会の
きまりを守り，身近な人々と協力し助け合う態度を身
に付けること，高学年では法やきまりの意義を理解
すること，相手の立場を理解し，支え合う態度を身に
付けること，集団における役割と責任を果たすこと，
国家・社会の一員としての自覚をもつことなどに配
慮し，児童や学校の実態に応じた指導を行うよう工
かっとう
夫すること。また，高学年においては，悩みや葛藤
等の心の揺れ，人間関係の理解等の課題を積極的
に取り上げ，自己の生き方についての考えを一層深
められるよう指導を工夫すること」と規定している。
また，中学校学習指導要領第3章道徳第3におい
ては「各学校においては，生徒の発達の段階や特
性等を踏まえ，指導内 容の重 点化を図ること。特
に，自他の生命を尊重し，規律ある生活ができ，自
分の将来を考え，法やきまりの意義の理解を深め，
主体的に社会の形成に参画し，国際社会に生きる
日本人としての自覚を身に付けるようにすることなど
に配慮し，生徒や学校の実態に応じた指導を行うよ
かっとう
う工夫すること。また，悩みや葛藤等の思春期の心
の揺れ，人間関係の理解等の課題を積極的に取り
上げ，道徳的価値に基づいた人間としての生き方に
ついて考えを深められるよう配慮すること」と規定し
ている。

○

しかし，学習指導と学習評価を一体的に行うことによ
り，生徒一人一人に学習内容の確実な定着を図り，授
業の改善に寄与するという学習評価の重要性は異な
るものではない。また，小・中学校において観点別学
習状況の評価が定着していることから，高等学校段階
においても，学習評価の前提となる指導と評価の計画
や，観点に対応した生徒一人一人の学習状況を生徒
や保護者に適切に伝えていくなど，学習評価の一層
の改善が求められる。

○

このようなことを踏まえ，高等学校においても，学校
教育法や新しい学習指導要領を踏まえ，基礎的・基本
的な知識・技能に加え，思考力・判断力・表現力等主
体的に学習に取り組む態度に関する観点についても
評価を行うなど，観点別学習状況の評価の実施を推
進し，きめの細かい学習指導と生徒一人一人の学習
の確実な定着を図っていく必要がある。

○

なお，高等学校における教科・科目の評価の観点
は，小・中学校との連続性に配慮しつつ，新しい学習
指導要領の趣旨に沿って整理して設定することが適
当である。また，国等が，教科・科目の評価の観点とそ
の趣旨，評価規準，評価方法等について参考となる資
料を示すとともに，具体的な事例の収集・提示等を行
っていくことにより，高等学校における観点別学習状況
の評価の実施を支援していくことが重要である。

（学習評価を通じた高等学校における教育の質の保障）
○

一人一人の生徒の希望する進路が実現できるように
するためにも，高等学校学習指導要領に示す各教科・
科目の目標・内容に基づいて適切な指導が行われる
ことが必要である。
現在，中学校の卒業生の約98％が高等学校に進学
し，高等学校においては多様な興味・関心をもつ生徒
が在学するとともに，卒業後の進路も多様である中で，
高等学校における教育の質の向上を今まで以上に図
っていく必要がある。

○

学習評価は，生徒の学習状況を検証し，結果の面
から教育水準の維持向上を保障する機能を有するも
のである。したがって，学校が地域や生徒の実態を踏
まえて設定した観点別学習状況の評価規準や評価方
法等を明示するとともに，それらに基づき学校におい
て適切な評価を行うことなどにより，高等学校教育の質
の保障を図ることが求められる。

6．高等学校における学習評価の在り方について
（高等学校における学習評価についての基本的な考え
方）

（高等学校の指導要録）

○

○

「生きる力」をはぐくむという学習指導要領の趣旨
は，小・中・高等学校すべてに共通するものである。現
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平成13年4月27日初等中等教育局長通知において
は，例えば，観点別学習状況の評価を踏まえながら評

定を行うこととされているが，指導要録に記載すべき事
項としては評定のみが示され，観点別学習状況の評
価の結果は記載すべき事項とはされていない（※1）。
高等学校の指導要録の記載事項については，生徒
の特性，進路等に応じて多様な教育課程が編成され
ていることや，高等学校の指導要録の現状を考慮し
て，大枠のみを示すという基本的な考え方を維持する
こととする。
○

設置者である都道府県教育委員会等においては，
きめの細かい学習指導の充実と生徒一人一人の学習
内容の定着を図るため，指導要録において観点別学
習状況を記載できるようにすることも有効な手段である
と考えられる。その際，併せて，都道府県教育委員会
等において，国等が示す資料を参考にしつつ，評価
規準や評価の参考となる具体的な事例を示すなど，学
校の支援に努めることが重要である。

（障害のある児童生徒に対する学習指導の工夫）
○

近年，特別支援学校や小・中学校の特別支援学級
に在籍する児童生徒，通級による指導を受ける児童生
徒の数の増加が顕著である。これらの児童生徒につい
ては，視覚障害，聴覚障害，知的障害，肢体不自由，
病弱などの児童生徒だけではなく，LDやADHD等の
発達障害など様々な障害のある児童生徒が含まれ，
一人一人の障害の状態や発達の段階，特性を的確に
把握して，適切な指導を行うことが求められている。

○

小・中学校等の通常の学級では，通級による指導の
対象となっている児童生徒に対する通級以外の場面
での指導や，通級による指導の対象となっていないが
教育上特別な支援を必要とする児童生徒に対する指
導に当たって，障害の状態等に即した適切な配慮を
行うことが求められている。
例えば，発達障害等により読むことや書くことに困難
を有する児童生徒に対しては，プリント教材の漢字に
振り仮名を付けたり，試験の問題用紙の記入枠を大き
くしたりするなどの配慮を行うことが考えられる。また，
弱視や難聴，肢体不自由，病弱・身体虚弱などの児
童生徒に対しては実験・実習等の際に適切な役割分
担をしたり，学習内容に応じて障害の状態等に配慮し
た工夫を行ったりすることが考えられる。

○

なお，個別の指導計画については，個々の児童生
徒の実態に即した適切な指導を進めることをねらいと
しており，その活用に当たっては，PDCAサイクルを通
じて，適宜，指導計画自体の見直しを行い，指導内容
・方法の改善に生かしていくことが重要である。

○

また，個別の教育支援計画に基づいて関係機関等
と連携し，必要に応じ外部の専門家による指導・助言
を受け自立活動の指導や評価等に生かしていくことも
重要である。

（※1） 学校設定教科に関する科目は，指導要録にお
いて教科・科目として評定及び習得単位数を記録
することが，当該教科・科目の目標や内容等から数
値的な評価になじまない科目については評定は行
わず，学習状況や成果などを踏まえて，「総合所見
及び指導上参考となる諸事項」欄に所見等を記述
するなど，各学校で評価の在り方等について工夫
することが引き続き適当である。
7．障害のある児童生徒に係る学習評価の在り方につい
て
（1） 障害のある児童生徒の学習指導に係る基本的な
考え方
（特別支援教育に係る制度の整備）
○

障害のある児童生徒に対する指導については，様
々な制度改正が行われている。平成18年3月には，通
級による指導の対象に新たにLD，ADHDのある児童
生徒を加えるとともに，同年6月の学校教育法等の改
正により，特別支援学校に係る制度が整備された。ま
た，小・中学校等においても教育上特別な支援を必要
とする児童生徒等に対して障害による学習上又は生
活上の困難を克服するための教育を行うこととされた。

（2） 障害のある児童生徒の学習評価に係る基本的な
考え方
○

障害のある児童生徒の学習評価に当たっては，児
童生徒の障害の状態等を十分理解しつつ，行動の観
察やノート等の提出物の確認など様々な方法を活用し
て，一人一人の学習状況を一層丁寧に把握する工夫
が必要である。

○

ただし，その評価の考え方については，学習指導要
領に定める目標に準拠して評価を行うことや個人内評
価を重視すること，学習指導と学習評価とを一体的に
進めること，指導目標や指導内容，評価規準の設定に
おいては一定の妥当性が求められることなど，障害の
ない児童生徒に対する評価の考え方と基本的に変わ
りがない。したがって，障害の状態等に即した適切な
指導や評価上の工夫は必要であるが，一方で，評価
そのものへの信頼性にも引き続き十分配慮することが
求められる。

（学習指導要領の改訂による主な改善事項）
○

新しい学習指導要領では，一人一人に応じた指導
の充実を図るため，特別支援学校に在籍するすべて
の児童生徒について，自立活動だけでなく各教科等
の学習指導においても個別の指導計画を作成したり，
医療，福祉，労働等の業務を行う関係機関等との連携
を図るため個別の教育支援計画を作成したりすること
が義務付けられた。また，小・中学校等に在籍する障
害のある児童生徒についても，必要に応じて個別の指
導計画や個別の教育支援計画を作成することとされ
た。さらに，すべての学校種を通じて，障害のある児童
生徒と障害のない児童生徒の交流及び共同学習の推
進に配慮することとされた。
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（3） 特別支援学校に在籍する児童生徒への学習評価
の工夫
○

○

特別支援学校に在籍する児童生徒については，学
習指導要領において自立活動の指導だけでなく各教
科等の指導に当たっても個別の指導計画を作成する
ことが義務付けられたことを踏まえ，それに基づいて行
われた学習の状況や結果を評価する必要がある。
なお，知的障害及び重複障害のある児童生徒に対
する指導や自立活動の指導を行う場合には，児童生
徒一人一人の実態に即して，個別に指導目標や指導
内容を設定し，個別に評価することになるが，設定した
指導目標が高すぎたり，指導内容が具体性を欠いたり
するなどにより，結果として，効果的な指導につながら
ないことも考えられる。このため，設定する指導目標や
指導内容については，その妥当性の向上に十分配慮
する必要がある。

（特別支援学校に在籍する児童生徒に係る指導要録上
の工夫）
○

特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由，
病弱）の指導要録については，小・中・高等学校の指
導要録の改善に準じた改善を図ることが適当である。

る諸事項」に記述すること。
（4） 小・中学校等に在籍する様々な障害のある児童生
徒に対する学習評価の工夫
○

（特別支援学級に在籍する児童生徒に係る指導要録上
の工夫）
○

小・中学校の特別支援学級の児童生徒の指導要録
の様式は，特に必要がある場合には，特別支援学校
の指導要録に準じて作成することが引き続き適当であ
る。その際，記述の仕方については，特別支援学校に
おける評価方法等を参考にすることが考えられる。

（通常の学級に在籍する児童生徒に係る指導要録上の
工夫）
○

通級による指導を受けている児童生徒の指導要録
については，「総合所見及び指導上参考となる諸事
項」に，通級による指導を受ける学校名，通級による指
導の授業時数，指導期間，指導内容・方法や指導の
結果の概要に関すること等を記述することが引き続き
適当である。
なお，通級による指導における学習の評価に当たっ
ては，担当教師間において十分連携を密にする必要
がある。
また，通級による指導の対象となっていない児童生
徒で，教育上特別な支援を必要とする場合について
は，必要に応じて，「総合所見及び指導上参考となる
諸事項」に，効果的と考えられる指導方法や配慮事項
を記述することが考えられる。

○

特別支援学校（知的障害）の指導要録については，
各教科，特別活動，自立活動，総合的な学習の時間
の記録に関して，各学校において，一人一人に応じて
設定する具体的な指導内容を踏まえるとともに，教育
課程や実際の学習状況を考慮して記述することが適
当である。

○

交流及び共同学習については，効果的かつ継続的
に進めていく観点から，「総合所見及び指導上参考と
なる諸事項」に相手先の学校名や学級名，実施期間，
実施した内容や成果等を記述することが適当である。
なお，交流及び共同学習は，児童生徒の在籍する
学校における教育活動として実施していることから，在
籍する学校において評価を行うことになるが，その評
価に当たっては，在籍する学校と相手先の学校との間
で十分連携を図っていくことが重要である。

○

また，以下の事項については，引き続き，記述をす
ることが適当である。
・ 「自立活動の記録」については，個別の指導計画
を踏まえ，指導の目標，指導内容・方法，指導の結
果の概要に関すること等を記述すること。
・ 学習指導要領に規定する重複障害者等に関する
教育課程の取扱いにより指導上の配慮を行った場
合には，必要に応じてその状況を記述すること。例
えば，各教科の指導に当たっては，その目標・内容
を児童生徒の在籍する学年の前学年の目標・内容
の全部又は一部によって替えることができるが，その
評価を前学年の各教科の目標に照らして行うことが
適当な場合は，観点別学習状況の評価や評定とし
て記述した段階の意味を的確に表す観点から，前
学年の各教科の目標・内容によって替えて指導して
いる事実について，「総合所見及び指導上参考とな

○

○

小・中学校に在籍する障害のある児童生徒につい
ては，必要に応じ個別の指導計画を作成することなど
により，個々の児童生徒の障害の状態等に応じた指導
の工夫を行い，適切な学習評価を行うことが求められ
る。

8．学習評価に係る学校における組織的な取組と国や教
育委員会等の支援による効果的・効率的な学習評価
の推進
各学校で学習評価を効果的・効率的に推進し，学
習評価の妥当性，信頼性等の向上を図るとともに，教
師の負担感を軽減するためには，学校における組織
的な取組を進めていくとともに，国や教育委員会等に
よる支援を充実することが重要である。

（1）

学校や設置者における組織的な取組

（学校における組織的な取組と教師の役割）
○
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学校や教師は，国や教育委員会等が示す評価の
観点とその趣旨，評価規準，具体的な事例等を踏まえ
つつ，具体的な学習指導の目標や内容，使用する教
材に合わせて評価規準等を設定するとともに，児童生
徒の学習評価やそれを踏まえた学習指導の改善等を
実践する役割を担っている。このため，学校や教師

は，評価の実施者として，個々の児童生徒の学習評
価に関する妥当性，信頼性等を高め説明責任を果た
すとともに，児童生徒や保護者との間で必要な情報の
共有を進め，教育の効果の増進を図ることが重要であ
る。
○

○

各学校においては，各年度の学校全体の指導目標
などを校長が中心となって作成するなど，学習指導に
おける組織的な取組がなされている。学習評価につい
ても同様に，例えば，小学校にあっては各学年におい
て，中学校や高等学校にあっては各教科において，
評価規準や評価方法等を明確にすること，評価結果
について教師同士で検討すること，実践事例を着実に
継承していくこと，授業研究等を通じ教師一人一人の
力量の向上を図ること等に，校長のリーダーシップの
下で，学校として組織的・計画的に取り組むことが必要
である。このような組織的な取組が定着していくことに
より，学習評価の妥当性，信頼性等の向上や，教師の
負担感の軽減につながるものと考えられる。
今回の学習評価の改善の基本的な方向性の一つ
は学校や設置者の創意工夫を一層生かしていくことで
ある。そのためにも，学校や設置者は学習評価に係る
以上のような取組を進めていくことが求められる。

や，保護者の理解の促進を更に図っていくことが重要
である。
その際，評定等の学習評価の結果について，学年
等を単位として，結果として段階ごとにどのような割合
になったかを公表することも考えられるが，あらかじめ
割合を定め，それに児童生徒を割り振るものではあっ
てはならないのは，目標に準拠した評価の趣旨からみ
て当然のことである。
（学校の設置者である教育委員会等の役割）
○

学校の設置者である市町村教育委員会等は，地域
や学校の実情を踏まえながら学習評価の基本的な事
項を定める役割を担っている。
また，市町村教育委員会等は，国や都道府県教育
委員会等の示す資料を踏まえながら，各学校が具体
的に定める指導と評価の計画，評価規準や評価方法
に関して指導・助言を行うことが求められる。さらに，都
道府県等と連携しながら，教師の実践的な研修等を行
っていくことも重要であり，例えば，一つの学習活動や
児童生徒の作品等を複数の目で評価することによって
評価規準や評価方法を見直す研修等も考えられる。

○

また，地域の教育研究会などと連携を図り，評価に
ついての実践的な研究を深めたり，地域で単元計画
や評価規準を共有したりするなど学習評価の妥当性，
信頼性等を向上させる取組なども見られるところであ
り，地域や学校の実情を踏まえながら，このような取組
を今後とも継続して進めていくことが求められる。

○

さらに，新しい学習指導要領は学校間の接続を重
視していることから，設置者としても，進学時における
指導要録の授受により，児童生徒の学習評価がより適
切に継承されるよう努めていくことが重要である。

（保護者の理解の促進等）
○

○

学習評価に関する信頼を確保するためには，各学
校等において，評価規準など評価に関する仕組みに
ついて事前に説明したり，評価結果の説明を充実した
りするなどして，評価に関する情報をより積極的に提供
し保護者や児童生徒の理解を進めることが重要であ
る。
特に，通信簿は，学校から保護者に児童生徒の学
習状況を伝えるとともに，今後の指導方針を共有する
上で重要な役割を果たしている。通信簿の扱いや様
式は各学校の判断で定めるものであり，通信簿が児童
生徒の学習の過程や成果，一人一人の進歩の状況な
どを適切に示し，その後の学習を支援することに役立
てられるものとなることが重要である。このため，通信簿
は，学校から児童生徒の学習状況を伝えることに加
え，保護者や児童生徒の考えも伝えられるものとする
など，情報を共有する手段として記載内容や記載方
法，様式などを改善充実することが求められる。

○

また，評価に関する情報を積極的に提供する具体
的な方途としては，例えば，総合的な学習の時間等に
おいて導入している例が見られるポートフォリオ（※1）
等を活用してより丁寧な情報提供を行うことも考えられ
る。

○

このように，各学校から保護者に対し丁寧な情報提
供が行われることにより，保護者が児童生徒の学習状
況を把握し，家庭学習の充実につながることも期待さ
れる。

○

目標に準拠した評価の妥当性，信頼性等を確保し
ていくためには，学校における組織的な取組の充実

（2） 各学校における学習評価の円滑な実施のための
国や都道府県教育委員会等の取組
○

学習評価の意義等を踏まえ，国や都道府県教育委
員会等においては，これまでと同様，学習指導と学習
評価の在り方，評価の観点とその趣旨，評価規準，評
価方法等について参考となる資料を示すとともに，具
体的な事例の収集・提示等を行っていくことが重要で
ある。

○

その際，国においては，これまでの研究指定事業の
成果や都道府県の取組の状況等を踏まえつつ，それ
ぞれの観点にふさわしい評価規準や具体的な評価方
法を示すことなどにより，学校や教師にとって一層使い
やすく分かりやすい資料を作成することが求められる。

○

また，学習評価において，各学校における創意工夫
を生かすことは重要であるが，異なる学校段階におい
て児童生徒の学習状況を円滑に伝達するため，評価
の結果が進学等において活用される都道府県等の地
域ごとに評価の在り方等を適切に考え，一定の統一性
を保つことが必要な場合もあると考えられる。

○

さらに，国や都道府県教育委員会等においては，
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保護者等に対し，新しい学習指導要領の趣旨と併せ，
学習評価についても，集団に準拠した評価ではなく，
目標に準拠した評価を行うことが求められること（※2）
や，観点別学習状況の評価の趣旨等について，十分
な説明を行い，周知していくことが重要である。

○

法令に基づく文書である指導要録について，書面
の作成，保存，送付を情報通信技術を活用して行うこ
とは，現行の制度上でも可能であり，現在，地方公共
団体においては，指導要録の記入・活用やその際の
電子認証，成績処理を含めた教務事務全体の情報化
とともに，学習評価の改善を行っている例も見られる。

○

このような情報通信技術を活用した場合の効果や具
体的な活用事例等を踏まえつつ，学習評価における
情報通信技術の活用について，指導要録及びその抄
本や出席簿等の関連する文書の様式を含めて，各学
校の設置者においても検討を進めていくことが重要で
ある。

（評価規準・評価方法の研究開発の推進）
○

○

○

評価規準や評価方法については，近年諸外国にお
いても様々な研究や取組（※3）が行われており，例え
ば，「思考・判断・表現」に関する評価規準としては，学
年等ごとに細分化したものを定めるのではなく，複数
年を見通して，児童生徒の学習状況の段階を複数設
定し，長期的な変化・成長・発達をとらえるような評価
規準が用いられている場合もあるとの指摘があった。
我が国においても参考となる評価規準や評価方法
を紹介することや，我が国の教育課程に合った評価規
準や評価方法を研究していくことは極めて重要であ
る。その際，「思考・判断・表現」や「関心・意欲・態度」
について課題を感じている教師が多いことから，それら
の観点に関する評価規準や評価方法，学習評価を通
じた学習指導の改善方法の研究を進めていくことが必
要である。
特に，「思考・判断・表現」等に係る能力を育成する
ために，各学年単位ではなく長期間を掛けての成長の
レベルを幾つか想定して評価規準を設定していくこと
などを研究していくことが求められる。
そのため，国立教育政策研究所や独立行政法人国
立特別支援教育総合研究所において積極的な研究
を推進することが期待される。また，大学等の研究機
関においても，評価規準や評価方法，学習評価を通
じた学習指導の改善方法の研究開発を行い，各学校
の評価に関する取組の支援等を進めることが期待され
る。

（3）

（※1） 学習評価におけるポートフォリオの活用とは，児
童生徒の学習活動の過程や成果などの記録や作
品を計画的に集積したファイル等を保存し，そのフ
ァイル等を活用して児童生徒の学習状況を把握す
るとともに，児童生徒や保護者等に対し，その成長
の過程や今後の課題等を示すことである。
（※2） 本報告4ページ脚注2に示しているとおり，平成1
2年12月4日教育課程審議会答申は，評定について
も目標に準拠した評価に改める理由を5つにまとめ
ている。
（※3） 思考力・判断力・表現力等を評価するに当たっ
て，「パフォーマンス評価」に取り組んでいる例も見
られる。パフォーマンス評価とは，様々な学習活動
の部分的な評価や実技の評価をするという単純なも
のから，レポートの作成や口頭発表等による評価す
るという複雑なものまでを意味している。または，そ
れら筆記と実演を組み合わせたプロジェクトを通じて
評価を行うことを指す場合もある。

学習評価における情報通信技術の活用

○

各学校において学習評価に当たり，その妥当性，信
頼性等を高めるとともに，教師の負担の軽減を図るた
めには，情報通信技術を活用していくことも重要であ
る。
例えば，学習活動の目標や内容，評価規準，評価
方法等も含めた，指導計画や指導案等について，学
校内で一元的な管理・活用を図ったり，同一地域の学
校間で共有したりすることにより，関係者による資料の
共同利用が可能となり，評価の妥当性，信頼性等の向
上や，教師の負担の軽減につながっていくことが考え
られる。

○

一方，情報通信技術を活用して評価資料を記録・
整理することについては，各地方公共団体の文書取
扱い規定や個人情報保護条例等との整合を図るととも
に，特に外部に対する証明等に役立たせるための原
簿となる指導要録については，原本の真実性の保持，
改ざん防止，長期保存への対応等にも配慮する必要
がある。また，個人情報保護等の観点からデータの流
出や消失等の防止に配慮することも重要である。
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（表１）小学校
改
国

正

語
国語への関心・意欲・態度
話す・聞く能力
書く能力
読む能力

現
国

行

語
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・技能
社
会
社会的事象への関心・意欲・態度
社会的な思考・判断・表現
観察・資料活用の技能
社会的事象についての知識・理解

言語についての知識・理解・技能
社
会
社会的事象への関心・意欲・態度
社会的な思考・判断
観察・資料活用の技能・表現
社会的事象についての知識・理解

算

算

理

数
算数への関心・意欲・態度
数学的な考え方
数量や図形についての技能
数量や図形についての知識・理解
科
自然事象への関心・意欲・態度

理

科学的な思考・表現
観察・実験の技能
自然事象についての知識・理解

数
算数への関心・意欲・態度
数学的な考え方
数量や図形についての表現・処理
数量や図形についての知識・理解
科
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

生

活
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

活
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

音

楽
音楽への関心・意欲・態度
音楽表現の創意工夫

音

楽
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

音楽表現の技能
鑑賞の能力
図画工作
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
図画工作
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
家
庭
家庭生活への関心・意欲・態度
生活を創意工夫する能力

鑑賞の能力
家
庭
家庭生活への関心・意欲・態度
生活を創意工夫する能力

生活の技能
家庭生活についての知識・理解

生活の技能
家庭生活についての知識・理解

体

育
運動や健康・安全への関心・意欲・態度
運動や健康・安全についての思考・判断
運動の技能
健康・安全についての知識・理解

体

育
運動や健康・安全への関心・意欲・態度
運動や健康・安全についての思考・判断
運動の技能
健康・安全についての知識・理解

（※）下線部は今回見直す部分。
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（表２）中学校
改
国

正

語
国語への関心・意欲・態度
話す・聞く能力

現
国

書く能力
読む能力

書く能力
読む能力
言語についての知識・理解・技能

言語についての知識・理解・技能
社

会
社会的事象への関心・意欲・態度
社会的な思考・判断・表現

社

資料活用の技能
社会的事象についての知識・理解
数

学
数学への関心・意欲・態度
数学的な見方や考え方

数

楽
音楽への関心・意欲・態度

数学的な表現・処理

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
音

楽
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

音楽表現の創意工夫
音楽表現の技能
鑑賞の能力
美
術
美術への関心・意欲・態度
発想や構想の能力

学
数学への関心・意欲・態度
数学的な見方や考え方

数量，図形などについての知識・理解
理
科
自然事象への関心・意欲・態度

科学的な思考・表現
観察・実験の技能
自然事象についての知識・理解
音

会
社会的事象への関心・意欲・態度
社会的な思考・判断
資料活用の技能・表現
社会的事象についての知識・理解

数学的な技能
数量や図形などについての知識・理解
理
科
自然事象への関心・意欲・態度

行

語
国語への関心・意欲・態度
話す・聞く能力

美

術
美術への関心・意欲・態度
発想や構想の能力
創造的な技能

創造的な技能
鑑賞の能力
保健体育
運動や健康・安全への関心・意欲・態度

鑑賞の能力
保健体育
運動や健康・安全への関心・意欲・態度

運動や健康・安全についての思考・判断
運動の技能
運動や健康・安全についての知識・理解

運動や健康・安全についての思考・判断
運動の技能
運動や健康・安全についての知識・理解

技術・家庭
生活や技術への関心・意欲・態度

技術・家庭
生活や技術への関心・意欲・態度

生活を工夫し創造する能力
生活の技能
生活や技術についての知識・理解

生活を工夫し創造する能力
生活の技能
生活や技術についての知識・理解

外 国 語

外 国 語

コミュニケーションへの関心・意欲・態度
外国語表現の能力

コミュニケーションへの関心・意欲・態度
表現の能力

外国語理解の能力

理解の能力

言語や文化についての知識・理解

言語や文化についての知識・理解

（※）下線部は今回見直す部分。
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児童生徒の学習評価の在り方について（報告）の概要

１．学習評価の基本的な考え方とその見直しの経緯等
○

学習評価は，学習指導要領の目標の実現状況を把握し指導の改善に生かすもの。

○

そのため，学習指導要領の改訂に伴い，学習評価の基本的な在り方について検
討を行うとともに，指導要録に記載すべき事項等を文部科学省として提示。

２．学習評価の現状と課題
○

現在の「観点別学習状況の評価」と「目標に準拠した評価」は，小・中学校に
おいて教師に定着してきているが，負担感があるとの声がある。

○

高等学校においては，小・中学校ほど観点別学習状況の評価が定着していない。

３．学習評価の今後の方向性
○

学 習 指 導 に 係 る PDCAサ イ ク ル の 中 で ， 学 習 評 価 を 通 じ ， 授 業 の 改 善 や 学 校 の 教
育 活 動 全 体 の 改 善 を 図 る こ と が 重 要 で あ り ， 以 下 の 3つ の 考 え 方 を 中 心 に 学 習 評
価を改善。
①

きめの細かな指導の充実や児童生徒一人一人の学習の定着を図ることのでき
る「目標に準拠した評価」による「観点別学習状況の評価」や「評定」を着実
に実施。（学習評価の在り方の大枠は維持し，深化を図る。）

②

学習評価においても学習指導要領等の改正の趣旨を反映。

③

学校等の創意工夫を生かす現場主義を重視した学習評価の促進。

４．観点別学習状況の評価の在り方
○

学習状況を分析的に見る「評価の観点」については，成績付けのための評価だ
けでなく，指導の改善に生かす評価においても重要な役割。

○

そのため，今回，学習指導要領等で定める学力の３つの要素に合わせ，評価の
観点を整理することとし，概ね，
①

基礎的・基本的な知識・技能は「知識・理解」「技能」において，

②

これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等は
「思考・判断・表現」において，

③

主体的に学習に取り組む態度は「関心・意欲・態度」において，

それぞれ評価を行うことと整理。
○
(※ )

各教科の評価の観点は上に示した観点を基本としつつ教科の特性に応じて設定。
各教科の内容等に即して思考・判断したことについて，その内容を言語活動
を中心とする表現に係る活動と一体的に評価する観点として「思考・判断・表
現」を設定する。
それに伴い，従来の「技能・表現」の観点の「表現」との混同を避けるため，
当該観点を「技能」に改める。
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５．指導要録の改善
○

指導要録は，指導の過程と結果の要約を記録し，その後の指導と外部に対する
証明等に使用するもの。指導要録においても，学習評価の基本的方向性（学習指
導要領等の改正の趣旨の反映）を踏まえた改善を行うことが必要。

○

具体的には，
・

「関心・意欲・態度」の評価に伴う負担感等について指摘があったことを受
け ， 評 価 方 法 や 評 価 時 期 等 の 工 夫 を 推 進 。 （ 評 価 の 段 階 を 3段 階 か ら 2段 階 と す
る等の工夫を行う場合は，都道府県等ごとに一定の統一性を保ちつつ行うこと
が必要。）

・

小学校「外国語活動」について，「総合的な学習の時間」と同様に文章記述
により評価。

・

「特別活動」について，学習指導要領の目標を踏まえ，各学校における教育
活動に合わせて評価の観点を定めて評価することを促進。

・

児童生徒の行動の様子を評価する「行動の記録」の基本的な在り方は維持。
設定項目について各学校がその教育目標に合わせて項目を加えることも適当。

６．高等学校における学習評価の在り方
○

高等学校においても，評価による指導の改善を図るとともに，評価を通じた教
育の質の保障を図るため，観点別学習状況の評価を推進していくことが必要。

○

一方，各学校の生徒の特性，進路等が多様であることへの配慮も必要。

７．障害のある児童生徒に係る学習評価の在り方
○

障害のある児童生徒に係る学習評価の考え方は，障害のない児童生徒に対する
学習評価と基本的に変わりがないが，学習評価に当たっては，児童生徒の障害の
状態等を十分理解しつつ，様々な方法を用いて，一人一人の学習状況を一層丁寧
に把握することが必要。

○

また，学習指導要領等の改正の主な改善事項を踏まえ，個別の指導計画に基づ
いて行われた学習状況や学習の結果の評価を実施することなどが必要。

８．学習評価に係る学校における組織的な取組と国や教育委員会等の支援による効
果的・効率的な学習評価の推進
○

教師の負担感の軽減を図るとともに，各学校における評価の妥当性，信頼性等
を高めるためには，学校，設置者，都道府県，国は，学習評価におけるそれぞれ
の役割を果たすことが必要。
①

学校・設置者においては，学習評価に関する規準や方法の一層の共有化や教
師の力量の向上を図るなど組織的に学習評価に取り組むことが重要。
また，児童生徒や保護者に対して，評価結果の説明を充実することも重要。

②

国・都道府県等においては，学習評価に関する研究を進め，参考となる評価
の観点等を示すとともに，学習評価に係る具体的な事例を収集・提示。

○

その際，情報通信技術を活用し，学校や同一地域で評価関係資料を共有したり，
指導要録の電子化を進めたりすることにより事務の改善を推進することも重要。

- 248 -

