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はじめに

平成２０年３月に告示された小学校学習指導要領が，いよいよ平成２３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，各学校における児童や
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児童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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第１編

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。
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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。

- 13 -

- 14 -

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，思考力や想像力及
び言語感覚を養い，国語に対する関心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

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

国語で伝え合う力
を進んで高めると
ともに，国語に対
する関心を深め，
国語を尊重しよう
とする。

相手や目的，意図
に応じ，話したり
聞いたり話し合っ
たりし，自分の考
えを明確にしてい
る。

相手や目的，意図
に応じ，文章を書
き，自分の考えを
明確にしている。

目的に応じ，内容
をとらえながら本
や文章を読み，自
分の考えを明確に
している。

伝統的な言語文化
に触れたり，言葉
の特徴やきまり，
文字の使い方など
について理解し使
ったりするととも
に，文字を正しく
整えて書いてい
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学年及び第２学年

１

学年目標
(1) 相手に応じ，身近なことなどについて，事柄の順序を考えながら話す能力，大事なことを落とさな
いように聞く能力，話題に沿って話し合う能力を身に付けさせるとともに，進んで話したり聞いたり
しようとする態度を育てる。
(2) 経験したことや想像したことなどについて，順序を整理し，簡単な構成を考えて文や文章を書く能
力を身に付けさせるとともに，進んで書こうとする態度を育てる。
(3) 書かれている事柄の順序や場面の様子などに気付いたり，想像を広げたりしながら読む能力を身に
付けさせるとともに，楽しんで読書しようとする態度を育てる。
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２

３

第１学年及び第２学年の評価の観点の趣旨
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

国語で伝え合う力
を進んで高めると
ともに，国語に対
する関心を深め，
進んで話したり聞
いたり書いたり，
楽しんで読書した
りしようとする。

相手に応じ，身近
なことなどについ
て，事柄の順序を
考えながら話した
り，大事なことを
落とさないように
聞いたり，話題に
沿って話し合った
りしている。

経験したことや想
像したことなどに
ついて，順序を整
理し，簡単な構成
を考えて文や文章
を書いている。

書かれている事柄
の順序や場面の様
子などに気付いた
り，想像を広げた
りして本や文章を
読んでいる。

伝統的な言語文化
に触れたり，言葉
の特徴やきまり，
文字の使い方など
について理解し使
ったりするととも
に，文字を正しく
丁寧に書いている。

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てるため，次の事項について指導する。
ア 身近なことや経験したことなどから話題を決め，必要な事柄を思い出すこと。
イ 相手に応じて，話す事柄を順序立て，丁寧な言葉と普通の言葉との違いに気を付けて話すこと。
ウ 姿勢や口形，声の大きさや速さなどに注意して，はっきりした発音で話すこと。
エ 大事なことを落とさないようにしながら，興味をもって聞くこと。
オ 互いの話を集中して聞き，話題に沿って話し合うこと。
・ 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 事物の説明や経験の報告をしたり，それらを聞いて感想を述べたりすること。
イ 尋ねたり応答したり，グループで話し合って考えを一つにまとめたりすること。
ウ 場面に合わせてあいさつをしたり，必要なことについて身近な人と連絡をし合ったりすること。
エ 知らせたいことなどについて身近な人に紹介したり，それを聞いたりすること。
【
「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

・相手に応じ，身近なことなど ・身近なことや経験したことな ・言葉には，事物の内容を表す
について，事柄の順序を考え
どから話題を決めている。
（ア） 働きや，経験したことを伝え
ながら話したり，大事なこと ・話題に合わせて，必要な事柄
る働きがあることに気付いて
を落とさないように聞いたり， を思い出している。（ア）
話したり聞いたりしている。
話題に沿って話し合ったりし ・相手に応じて，話す事柄を順
（イ(ｱ)）
ようとしている。
序立てている。（イ）
・アクセントによる語の意味の
・話したい聞きたいという願い ・丁寧な言葉と普通の言葉との
違いに気付いて話したり聞い
をもって，進んで話したり聞
違いに気を付けて話している。 たりしている。（イ(ｲ)）
いたりしようとしている。
（イ）
・言葉には，意味による語句の
・姿勢や口形，声の大きさや速
まとまりがあることに気付い
さなどに注意して，はっきり
て話したり聞いたりしている。
した発音で話している。（ウ）
（イ(ｳ)）
・大事なことを落とさないよう ・文の中における主語と述語と
にしながら，興味をもって聞
の関係に注意して話したり聞
いている。（エ）
いたりしている。（イ(ｶ)）
・互いの話を集中して聞き，話 ・敬体で書かれた文章や敬体を
題に沿って話し合っている。
用いた話し方に慣れている。
（オ）
（イ(ｷ)）
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※

評価規準に盛り込むべき事項は，小学校学習指導要領・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

話す・聞く能力

言語についての知識・理解・技能

ア 「事物の説明や経験の報告をしたり，それらを聞いて感想を述べたりする言語活動」を通し
た指導
・対象となる事物について，詳 ・日常生活で目にする事物や自 ・言葉には，事物の内容を表す
しく説明したいという思いを
分がよく使っている物などか
働きがあることに気付いて話
膨らませて話す事柄を選ぼう
ら，説明する必要のある事物
したり聞いたりしている。（イ
としている。
を選んでいる。（ア）
(ｱ)）
・もっと聞いてみたいという思 ・対象をよく観察したり，自分 ・主語と述語とを照応させて話
いをもって聞き，感じたこと
がどのように使うのかを思い
している。（イ(ｶ)）
を述べようとしている。
出したりして，説明するため
に必要な事柄を挙げている。
（ア）
・どんな事物について説明する
のか，それは生活の中でどん
な役割を果たすのか，そのた
めにどんな構造になっている
のかなど，説明する事柄を順
序立てている。（イ）
・どんな言葉で話すのかを考え
た上で，学級全体の人たちに
向けて丁寧な言葉で話してい
る。（イ）
・自分が聞きたい話の内容と，
相手が伝えたい話の内容の大
事なこととを落とさないよう
にしながら聞き，感想を述べ
ている。（エ）
・話したいことを様々に思い浮 ・家庭生活や学校生活で経験し ・言葉には，経験したことを伝
かべた上で，一番伝えたいこ たことなどの中から話したい
える働きがあることに気付い
とを決めて話そうとしている。 ことを挙げ，一番話したいこ
て話したり聞いたりしている。
とを決めている。（ア）
（イ(ｱ)）
・おもしろかったことや楽しか
ったことを思い出して，ノー
トに書き出している。（ア）
・報告する内容の順序を考えた
り，それぞれの内容を時間の
経過に基づいて整理したりし
ている。（イ）
・内容が伝わるように，発音や
話す速さに注意し，聞き手全
員に届く声の大きさで話して
いる。（ウ）
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イ

「尋ねたり応答したり， グループで話し合って考えを一つにまとめたりする言語活動」を通
した指導

・話し合うことや話し合って物 ・グループで話し合う必要のあ ・言葉には，同義語，類義語,対
事を決めていくことのよさや
る話題を決めている。（ア）
義語など，意味による語句の
楽しさを感じながら，グルー ・話題について話し合うために
まとまりがあることに気付い
プの考えを一つにまとめよう
必要な材料を集めたり，考え
て話したり聞いたりしている。
としている。
を一つにまとめるために必要
（イ(ｳ)）
なことを理解したりしている。
（ア）
・グループの聞き手に自分の考
えが伝わるように，順序立て
て意見を述べている。（イ）
・グループの聞き手全員に聞こ
える声の大きさで話している。
（ウ）
・考えを一つにまとめるために，
自分はどれがよいと思うかを
考えたり，自分の意見と結び
付けたりしながら聞いている。
（エ）
・友達から出た意見を基に同じ
ものを見付けたり，似ている
ものを組み合わせたりして，
グループの意見をまとめなが
ら話合いを進めている。（オ）
・話し合って考えを一つにまと
めるために大切なことについ
て，振り返って確かめている。
（オ）
ウ 「場面に合わせてあいさつをしたり，必要なことについて身近な人と連絡をし合ったりする
言語活動」を通した指導
・あいさつが必要な場面で，日 ・日常生活の中のいろいろな場 ・相手や場に応じて言葉の使い
常的にあいさつをしようとし
面に応じたあいさつの言葉を
方が変わることを意識し，話
ている。
選んでいる。（イ）
している。 （イ(ｷ)）
・相手に応じて，丁寧な言葉と
普通の言葉との違いに気を付
けてあいさつをしている。
（イ）
・正確に伝えたり聞いたりする ・連絡する必要のある事柄を思 ・同音の語でもアクセントによ
ことの大切さを感じて，大事
い出し，相手に対して伝える
って意味が異なる場合がある
なことを落とさないように連
内容を決めている。（ア）
ことに気付いて話したり聞い
絡したり，聞いたことをメモ ・学習や学校行事，催し物など
たりしている。（イ(ｲ)）
したりしようとしている。
についての説明を聞き，日時
や場所，持ち物など必要な事
柄をノートにメモしている。
（エ）
・自分が取ったメモを基に，持
ち物や催し物などについて，
はっきりした発音で友達に連
絡している。（ウ）
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エ 「知らせたいことなどについて身近な人に紹介したり，それを聞いたりする言語活動」を通
した指導
・身近な出来事や事物の中から ・自分が興味を抱いたり，楽し ・気持ちを表す語句や色，大き
自分が一番紹介したい事柄を
く感じたり，好ましく思った
さ，形を表す語句など，意味
見付けたり，紹介の仕方を工
りした事物を思い出し，身近
による語句のまとまりがある
夫したりしようとしている。
な人に紹介したい話題を決め
ことに気付いて話したり聞い
・相手が紹介することについて
ている。（ア）
たりしている。（イ(ｳ)）
聞きたい，質問してみたいと ・紹介する内容が伝わるように，
いった期待や願いをもって聞
事物の様子や時間，場所など
こうとしている。
必要な事柄を挙げている。
（ア）
・何について紹介するか，どの
ようなものか，それについて
自分はどう思っているかなど，
話の組立てを考えている。
（イ）
・紹介する内容について，時間
的な順序や紹介したい事柄の
順序を考えている。（イ）
・紹介する際に用いる言葉を繰
り返し声に出して確かめなが
ら，内容がより具体的に伝わ
る言葉遣いを考えている。
（イ）
・聞き手に紹介したい事柄が伝
わるよう，姿勢や口形，声の
大きさや速さに注意して，は
っきりした発音で話している。
（ウ）
・相手が紹介したい事柄の大事
なことと，自分が聞きたい事
柄の大事なこととを落とさな
いように聞き，質問したり感
想を述べたりしている。（エ）
※

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，児童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てるため，次の事項について指導する。
ア 経験したことや想像したことなどから書くことを決め，書こうとする題材に必要な事柄を集め
ること。
イ 自分の考えが明確になるように，事柄の順序に沿って簡単な構成を考えること。
ウ 語と語や文と文との続き方に注意しながら，つながりのある文や文章を書くこと。
エ 文章を読み返す習慣を付けるとともに，間違いなどに気付き，正すこと。
オ 書いたものを読み合い，よいところを見付けて感想を伝え合うこと。
・ 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 想像したことなどを文章に書くこと。
イ 経験したことを報告する文章や観察したことを記録する文章などを書くこと。
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ウ
エ
オ
【
「Ｂ

身近な事物を簡単に説明する文章などを書くこと。
紹介したいことをメモにまとめたり，文章に書いたりすること。
伝えたいことを簡単な手紙に書くこと。
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

・経験したことや想像したこと ・経験したことや想像したこと ・言葉には，事物の内容を表す
などについて，順序を整理し， などから書くことを決めてい
働きや，経験したことを伝え
簡単な構成を考えて文や文章
る。（ア）
る働きがあることに気付いて
を書こうとしている。
・書こうとする題材に必要な事
文や文章を書いている。（イ
・自分の思いを書いて伝えるこ
柄を集めている。（ア）
(ｱ)）
とのよさを見付けたり楽しさ ・自分の考えが明確になるよう ・言葉には，意味による語句の
を感じたりしながら，進んで
に，事柄の順序に沿って簡単
まとまりがあることに気付い
書こうとしている。
な構成を考えている。（イ）
て文や文章を書いている。（イ
・語と語や文と文との続き方に
(ｳ)）
注意しながら，つながりのあ ・長音，拗音，促音，撥音の表
る文や文章を書いている。
（ウ） 記ができ，助詞の「は」，
「へ」
・文章を読み返す習慣を付ける
及び「を」を文の中で正しく
とともに，間違いなどに気付
使っている。（イ(ｴ)）
き，正している。（エ）
・句読点の打ち方や，かぎ
（「 」）
・書いたものを読み合い，よい
の使い方を理解して文章の中
ところを見付けて感想を伝え
で使っている。（イ(ｵ)）
合っている。（オ）
・文の中における主語と述語と
の関係に注意して文や文章を
書いている。（イ(ｶ)）
・敬体で書かれた文章に慣れ，
敬体で書いている。（イ(ｷ)）
・平仮名及び片仮名を正しく書
いたり，片仮名で書く語の種
類を理解して文や文章の中で
使ったりしている。（ウ(ｱ)）
・第１学年に配当されている漢
字を漸次書き，文や文章の中
で使っている。
（第１学年）
（ウ
(ｲ)）
・第１学年に配当されている漢
字を書き，文や文章の中で使
うとともに，第２学年に配当
されている漢字を漸次書き，
文や文章の中で使っている。
（第２学年）（ウ(ｳ)）
［書写］
・姿勢や筆記具の持ち方を正し
くし，文字の形に注意しなが
ら，丁寧に書いている。（ア）
・点画の長短や方向，接し方や
交わり方などに注意して，筆
順に従って文字を正しく書い
ている。（イ）
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【
「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

「想像したことなどを文章に書く言語活動」を通した指導

・想像したことを基にして，物 ・想像したことを手掛かりにし ・ 会 話 文 に 用 い る な ど ， か ぎ
語を書いたり，書き換えたり， て，場面や登場人物を決めて
（「 」）の使い方を理解し，
続きを書いたりしようとして
いる。（ア）
自分が書く文章の中で使って
いる。
・絵を見て，想像を膨らませな
いる。（イ(ｵ)）
がら，事柄の順序に沿って話 ・平仮名や片仮名を正しく書い
の筋を考えている。（イ）
ている。（ウ(ｱ)）
・場面の様子がよく分かるよう ・擬声語，外国の地名や人名，
に人物の行動や会話のつなが
外来語など，片仮名で書く語
りを考えて書いている。（ウ）
の種類を理解し，文や文章の
・自分や友達が書いた物語のお
中で使っている。（ウ(ｱ)）
もしろいところを見付けなが
ら読んでいる。（オ）
・友達が書いた物語を読んで，
一番おもしろかったところを
伝えている。（オ）
イ 「経験したことを報告する文章や観察したことを記録する文章などを書く言語活動」を通し
た指導
・発見したことや不思議に思っ ・学級や学校，家庭や地域など ・言葉には，自分が経験したこ
たことなどを知らせたいとい
で経験したことの中から，報
とを表現したり伝えたりする
う思いを膨らませ，経験した
告したい事柄を選び，報告す
働きがあることに気付いて文
ことを報告する文章を書こう
る相手を決めている。（ア）
章を書いている。（イ(ｱ)）
としている。
・経験したことを書くために必 ・第１学年に配当されている漢
・書いた文章を読んでもらうこ
要な事柄を，時間の経過や経
字を漸次書き，文や文章の中
とで，書くことのよさを実感
験した内容，その時感じたこ
で使っている。
（第１学年）
（ウ
し，さらによりよく書こうと
となどに注意して思い出して
(ｲ)）
している。
いる。（ア）
・第１学年に配当されている漢
・どんな経験について報告する
字を書き，文や文章の中で使
のか，経験の内容はどのよう
うとともに，第２学年に配当
なものだったか，その経験を
されている漢字を漸次書き，
通してどんなことを感じたり
文や文章の中で使っている。
考えたりしたかなど，文章の
（第２学年）（ウ(ｳ)）
構成を考えている。（イ）
・経験したことが伝わるように，
順序を表す言葉や，集めた材
料と材料とをつなぐ言葉や文
を用いて，報告する文章を書
いている。（ウ）
・書いた文章を読み合い，書き
手が報告したいことがよく伝
わってくる文を見付けたり，
その文を基にして読んだ感想
を伝えたりしている。（オ）
・観察したことやその時に感じ ・観察したことの中から発見し ・のばす音（長音），ねじれる音
たことを記録することのよさ
たことや印象に残ったことを
（拗音），つまる音（促音），
を味わいながら，正確に記録
見付けている。（ア）
はねる音（撥音）の表記がで
しようとしている。
・観察して分かったことや感じ
き，文の中で使っている。（イ
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たことなどを，その場で短い
(ｴ)）
文や箇条書きでメモしている。・助詞の「は」
，
「へ」及び「を」
（ア）
を文の中で正しく使っている。
・記録するために集めた事柄を， （イ(ｴ)）
観察した時間の経過や観察し
た対象のまとまりに即して並
べている。（イ）
・観察対象，観察内容の記録，
観察して感じたことなど，記
録文の構成を考えている。
（イ）
・時間の経過や観察対象の場所
や様子が伝わるよう，順序や
時間の経過が分かる言葉や大
きさ，形状，色などの描写に
気を付けて事実を記録する文
章を書いている。（ウ）
・観察したことやその時の感想
が正確に記録できたかを確か
めるために，書いた文章を読
み返している。（エ）
・書いた文章を読み合い，書き
手の気付きのよさを見付けて
いる。（オ）
・互いの書いた記録を読み合い，
観察対象について改めて気付
いたことなどを伝えている。
（オ）
ウ

「身近な事物を簡単に説明する文章などを書く言語活動」を通した指導

・自分の身近にあるお気に入り ・学校生活や自分が大切にして ・言葉には，事物の内容を表す
の物の特徴をつかみ，それを
いる物の中から，説明したい
働きがあることに気付いて文
読み手にも伝えたいという願
ものを決めている。（ア）
章を書いている。（イ(ｱ)）
いをもって書こうとしている。・自分が説明したい事物を詳し ・文末に句点を打って，文を書
く見たり，動かしたりしなが
いている。（イ(ｵ)）
ら特徴を見付けている。（ア） ・文頭の接続詞の後，主語の後，
・何を説明しようとしているの
従属節の後，並列する語の後
か，説明対象の特徴はどのよ
などに読点を打つことで意味
うなものか，それについて自
が伝わりやすくなることを理
分はどう思っているのかなど
解し，文や文章を書く際に使
の説明の順序を考えている。
っている。（イ(ｵ)）
（イ）
・主語と述語とを照応させて文
・伝えたい物の特徴や動きなど
を書いている。（イ(ｶ)）
が伝わるように，様子を表す
のにふさわしい言葉を用いて
書いている。（ウ）
・自分が書いた文章を読み返し，
間違いなどに気付き，正して
いる。（エ）
エ

「紹介したいことをメモにまとめたり，文章に書いたりする言語活動」を通した指導

・日常生活の中から一番紹介し ・好きな人物やお気に入りの遊 ・物の名前を表す語句，気持ち
たいことを選び，読み手に詳
びなど，日常生活の中から紹
を表す語句など，意味による
しく伝えたいという思いをも
介したいことを決めている。
語句のまとまりがあることに
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って書こうとしている。

オ

（ア）
・インタビューなどを通して，
気付いたことをメモしている。
（ア）
・紹介したいことについて，内
容のまとまりごとに分け，書
く順序を考えている。（イ）
・紹介したいことの中から，一
番紹介したいことを，箇条書
きや，絵に添えた文などの形
でメモしている。（ウ）
・友達が書いた紹介文を読んで，
感想を伝え合っている。（オ）

気付いて文や文章を書いてい
る。（イ(ｳ)）

「伝えたいことを簡単な手紙に書く言語活動」を通した指導

・手紙を書いたり，返事をもら ・手紙を書く相手に向けて，学 ・敬体で書かれた文章に慣れ，
ったりする楽しさを感じなが
校生活や自分の経験の中から， 文や文章を敬体で書いている。
ら，手紙で思いを伝え合おう
手紙に書きたいことを決めて
（イ(ｷ)）
としている。
いる。（ア）
・文字の概形に注意しながら，
・自分の生活や経験を思い出し
丁寧に手紙を書いている。
ながら，相手に伝えたいこと
［書写］（ア）
を集めたり，その中から自分
が一番伝えたいことを選んだ
りしている。（ア）
・相手に自分の思いが伝わるよ
うに，書いた手紙を読み返し，
間違いなどを正している。
（エ）
・手紙をもらって読んだり，そ
れに対して返事を書いたりし
ている。（オ）
［書写］
・姿勢や筆記具の持ち方を正し
くして，丁寧に書いている。
（ア）
・点画の長短や方向，接し方や
交わり方などに注意して，文
字を正しく書いている。（イ）
・筆順に従って文字を正しく書
いている。（イ）

（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てるため，次の事項について指導する。
ア 語のまとまりや言葉の響きなどに気を付けて音読すること。
イ 時間的な順序や事柄の順序などを考えながら内容の大体を読むこと。
ウ 場面の様子について，登場人物の行動を中心に想像を広げながら読むこと。
エ 文章の中の大事な言葉や文を書き抜くこと。
オ 文章の内容と自分の経験とを結び付けて，自分の思いや考えをまとめ，発表し合うこと。
カ 楽しんだり知識を得たりするために，本や文章を選んで読むこと。
・ 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 本や文章を楽しんだり，想像を広げたりしながら読むこと。
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イ
ウ
エ
オ
【
「Ｃ

物語の読み聞かせを聞いたり，物語を演じたりすること。
事物の仕組みなどについて説明した本や文章を読むこと。
物語や，科学的なことについて書いた本や文章を読んで，感想を書くこと。
読んだ本について，好きなところを紹介すること。
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

・書かれている事柄の順序や場 ・語のまとまりや言葉の響きな ・昔話や神話・伝承などの本や
面の様子などに気付いたり，
どに気を付けて音読している。 文章の読み聞かせを聞いたり，
想像を広げたりして読もうと
（ア）
発表し合ったりしている。（ア
している。
・時間的な順序や事柄の順序な
(ｱ)）
・知識を得たり好きなところを
どを考えながら内容の大体を ・言葉には，事物の内容を表す
紹介したりするために，本を
読んでいる。（イ）
働きや，経験したことを伝え
選んで，楽しんで読書しよう ・場面の様子について，登場人
る働きがあることに気付いて
としている。
物の行動を中心に想像を広げ
文や文章を読んでいる。（イ
ながら読んでいる。（ウ）
(ｱ)）
・文章の中の大事な言葉や文を ・音節と文字との関係や，アク
書き抜いている。（エ）
セントによる語の意味の違い
・文章の内容と自分の経験とを
などに気付いて声に出して読
結び付けて，自分の思いや考
んでいる。（イ(ｲ)）
えをまとめ，発表し合ってい ・言葉には，意味による語句の
る。（オ）
まとまりがあることに気付い
・楽しんだり知識を得たりする
て文や文章を読んでいる。（イ
ために，本や文章を選んで読
(ｳ)）
んでいる。（カ）
・文の中における主語と述語と
の関係に注意して文や文章を
読んでいる。（イ(ｶ)）
・敬体で書かれた文章に慣れて
いる。（イ(ｷ)）
・平仮名及び片仮名を正しく読
んでいる。（ウ(ｱ)）
・第１学年に配当されている漢
字を読んでいる。(第１学年)
（ウ(ｲ)）
・第２学年までに配当されてい
る漢字を読んでいる。(第２学
年)（ウ(ｳ)）

【
「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

読む能力

言語についての知識・理解・技能

「本や文章を楽しんだり，想像を広げたりしながら読む言語活動」を通した指導

・物語に描かれている世界に浸 ・楽しんだり知識を得たりする ・平仮名及び片仮名を正しく読
りながら，自分の大好きな本
ために，科学的な読み物や物
んでいる。（ウ(ｱ)）
や文章，お気に入りの場面な
語集，絵本などを様々に読ん ・文や文章の中で漢字を読み，
どを見付けて，登場人物の行
で，好きなものや興味のある
文脈の中での意味と結び付け
動や場面展開について想像を
ものを選んでいる。（カ）
ている。（第１学年）（ウ(ｲ)）
広げながら読もうとしている。・自分がおもしろいと思った場
面について，登場人物の行動
や会話に着目し，想像を広げ
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て読んでいる。（ウ）
・文章の内容と自分の知識や経
験，読書体験などとを結び付
けながら理由を挙げて，好き
なところや楽しいところを発
表し合っている。（オ）
イ

「物語の読み聞かせを聞いたり，物語を演じたりする言語活動」を通した指導

・物語の読み聞かせを聞いて， ・読み聞かせやストーリーテリ ・昔話や古事記，日本書紀，地
音読の楽しさに気付いたり，
ングを聞いて，登場人物の行
域に伝わる伝説などの読み聞
簡単な劇で自分の思いを表現
動が変化していくことを大ま
かせを聞いたり，発表し合っ
したりしようとしている。
かに把握した上で，好きな場
たりしている。（ア(ｱ)）
面の様子を想像している。
（ウ）・伝統的な言語文化に触れ，話
・好きな場面について，語のま
のおもしろさや独特の語り口
とまりや言葉の響きなどに気
調，言い回しなどに気付き，
を付けて音読している。（ア）
親しんでいる。（ア(ｱ)）
・場面の様子を劇で表すという ・音節と文字との関係に注意し
目的をもって，登場人物の行
ながら，平仮名や片仮名，漢
動に気を付けて読み，場面の
字を声に出して読んでいる。
様子を想像している。（ウ）
（イ(ｲ)）
・文章の内容と自分の知識や経 ・同音の語でもアクセントによ
験などとを結び付けながら，
って意味が異なる場合がある
心に残った場面を選び，表情
ことに気付いて声に出して読
や手振りを伴った劇やペープ
んでいる。（イ(ｲ)）
サートの劇を演じている。
（オ）
ウ

「事物の仕組みなどについて説明した本や文章を読む言語活動」を通した指導

・知りたいことや興味をもった ・事物の仕組みなどについて説 ・言葉には，事物の内容を表す
ことに関する情報を得るため
明した本や文章を読み，文章
働きがあることに気付いて文
に，事物の仕組みなどについ
の内容と自分の経験とを結び
や文章を読んでいる。
（イ(ｱ)）
て説明した本や文章を選んで
付けて感想をもったり，より ・主語と述語との照応関係に注
読もうとしている。
多くの知識を得るために様々
意して文や文章を読んでいる。
な本や文章を読むなどのめあ
（イ(ｶ)）
てや見通しをもったりしてい ・第１学年に配当されている漢
る。（オ）
字を読んでいる。（第１学年）
・自分の知りたいことや興味を
（ウ(ｲ)）
もったことに関する情報を得 ・第２学年までに配当されてい
るために，事物の仕組みなど
る漢字を読んでいる。（第２学
がなぜそうなっているのかを
年）（ウ(ｳ)）
文章から見付けながら読んで
いる。（イ）
・時間的な順序や事柄の順序，
冒頭でおおよそを述べてから
具体的な内容を説明するとい
った文章の構成上の順序など
に気を付けながら，文章を読
んでいる。（イ）
・知識を得るために，事物の仕
組みなどについて説明した本
や文章を，題名や目次，図や
写真などに着目して選んで読
んでいる。（カ）
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エ 「物語や，科学的なことについて書いた本や文章を読んで，感想を書く言語活動」を通した
指導
・科学的なことについて書いた ・科学的なことについて書いた ・感想を表す言葉には様々なも
本や文章を読んで，互いの思
本や文章を読んで，強く興味
のがあることを知り，本や文
いや感想を分かち合ったり，
をもったところや疑問に思っ
章を読んで感想を書く際に用
感じ方や考え方を認め合った
たところ，もっと読んで知り
いている。（イ(ｳ)）
りしようとしている。
たいところなど，大事な言葉
や文を書き抜いている。（エ）
・文章の内容と自分が既にもっ
ている知識や経験，読書体験
などとを結び付けて，感想を
書いている。（オ）
オ

「読んだ本について，好きなところを紹介する言語活動」を通した指導

・自分の大好きな本の特徴に気 ・好きな物語を様々に読んだ上 ・文末の表現に注意して，敬体
付き，選んだ作品に対する思
で，紹介したい本や文章を選
で書かれた文章に読み慣れて
いが伝わるように，本の楽し
んでいる。（カ）
いる。（イ(ｷ)）
さを共有しながら紹介しよう ・自分の好きな場面の様子につ
としている。
いて，登場人物の行動や会話
に着目して想像を広げて読ん
でいる。（ウ）
・物語を読んで，自分の思いを
もつことに強く影響した，文
章の中の大事な言葉や文を見
付けて，書き抜いている。
（エ）
・物語の中の好きなところにつ
いて，自分の知識や経験，読
書体験とを結び付けて紹介し
ている。（オ）

Ⅱ

第３学年及び第４学年
１

２

学年目標
(1) 相手や目的に応じ，調べたことなどについて，筋道を立てて話す能力，話の中心に気を付けて聞く
能力，進行に沿って話し合う能力を身に付けさせるとともに，工夫をしながら話したり聞いたりしよ
うとする態度を育てる。
(2) 相手や目的に応じ，調べたことなどが伝わるように，段落相互の関係などに注意して文章を書く能
力を身に付けさせるとともに，工夫をしながら書こうとする態度を育てる。
(3) 目的に応じ，内容の中心をとらえたり段落相互の関係を考えたりしながら読む能力を身に付けさせ
るとともに，幅広く読書しようとする態度を育てる。
第３学年及び第４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
する関心を深め，
工夫をしながら話
したり聞いたり書
いたり，幅広く読

話す・聞く能力

書く能力

読む能力

相手や目的に応じ，相手や目的に応じ，目的に応じ，内容
調べたことなどに 調べたことなどが の中心をとらえた
ついて，筋道を立 伝わるように，段 り段落相互の関係
てて話したり，話 落相互の関係など を考えたりしなが
の中心に気を付け に注意して文章を ら本や文章を読ん
て聞いたり，進行 書いている。
でいる。
に沿って話し合っ
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言語についての
知識・理解・技能
伝統的な言語文化
に触れたり，言葉
の特徴やきまり，
文字の使い方など
について理解し使
ったりするととも
に，文字を形や大

書したりしようと たりしている。
する。

３

きさ，配列，筆圧
などに注意して書
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てるため，次の事項について指導する。
ア 関心のあることなどから話題を決め，必要な事柄について調べ，要点をメモすること。
イ 相手や目的に応じて，理由や事例などを挙げながら筋道を立て，丁寧な言葉を用いるなど適切
な言葉遣いで話すこと。
ウ 相手を見たり，言葉の抑揚や強弱，間の取り方などに注意したりして話すこと。
エ 話の中心に気を付けて聞き，質問をしたり感想を述べたりすること。
オ 互いの考えの共通点や相違点を考え，司会や提案などの役割を果たしながら，進行に沿って話
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 出来事の説明や調査の報告をしたり，それらを聞いて意見を述べたりすること。
イ 学級全体で話し合って考えをまとめたり，意見を述べ合ったりすること。
ウ 図表や絵，写真などから読み取ったことを基に話したり，聞いたりすること。
【
「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
・相手や目的に応じ，調べたこ
となどについて，筋道を立て
て話したり，話の中心に気を
付けて聞いたり，進行に沿っ
て話し合ったりしようとして
いる。
・話の構成や内容への関心を深
め，工夫をしながら話したり
聞いたりしようとしている。

【
「Ａ

話す・聞く能力

言語についての知識・理解・技能

・関心のあることなどから話題 ・言葉には，考えたことや思っ
を決めている。（ア）
たことを表す働きがあること
・必要な事柄について調べ，要
に気付いて話したり聞いたり
点をメモしている。（ア）
している。（イ(ｱ)）
・相手や目的に応じて，理由や ・話したり聞いたりするために
事例などを挙げながら筋道を
必要な語句を増している。（イ
立てている。（イ）
(ｵ)）
・丁寧な言葉を用いるなど適切 ・修飾と被修飾との関係をはっ
な言葉遣いで話している。
（イ） きりさせて話したり，それら
・相手を見たり，言葉の抑揚や
に注意して聞いたりしている。
強弱，間の取り方などに注意
（イ(ｷ)）
したりして話している。（ウ） ・文と文との意味のつながりを
・話の中心に気を付けて聞き，
考えながら，指示語や接続語
質問をしたり感想を述べたり
を使って話したり，それらに
している。（エ）
注意して聞いたりしている。
・互いの考えの共通点や相違点
（イ(ｸ)）
を考え，司会や提案などの役
割を果たしながら，進行に沿
って話し合っている。（オ）

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 「出来事の説明や調査の報告をしたり，それらを聞いて意見を述べたりする言語活動」を通
した指導
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・関心をもったことなどについ ・日常生活で関心をもっている ・言葉には，自分の思考や感情
て詳しく説明したいという思
ことの中から説明することを
を表す働きがあることに気付
いを膨らませ，よりふさわし
決めている。（ア）
いて話したり聞いたりしてい
い事例や言葉遣いを見付け出 ・説明するために，本や文章を
る。（イ(ｱ)）
して話そうとしている。
読んだり人に聞いたりして， ・修飾と被修飾の関係などの文
・友達の説明を自分の経験や考
得た知識や情報の要点をメモ
の構成を明確にして話したり，
えと比べながら聞き，意見を
し，話したいことや聞きたい
それらに注意して聞いたりし
述べようとしている。
ことを明らかにしている。
（ア） ている。（イ(ｷ)）
・説明する事柄に関心を抱いた
理由やなぜそのような考えに
なったのかという根拠，事例
などを挙げながら筋道を立て
て，話す内容を構成している。
（イ）
・出来事の内容を知らない人が
聞いても理解しやすいように，
冒頭でどんなことについて話
すのかを大まかに述べたり，
出来事の経過をはっきりさせ
る言葉を使ったりして，丁寧
な言葉を選んで発表原稿を書
いている。（イ）
・聞き手の理解や注意を促すた
めに，聞き手に視線を向けた
り，言葉に調子を付けたり，
間を取ったりしている。（ウ）
・説明の順序や話の組立て方を
意識しながら，話の要点を聞
き，自分の経験や考えと比べ
るなどして，質問したり感想
を述べたりしている。（エ）
・自分の疑問を様々なところか ・関心のあることや各教科等で ・社会的な事象を表す語句を含
ら見いだして調べたり，報告
行う調査などから話題を選び， め，語句の量を増し，使い方
したりしようとしている。
それらを報告する相手や目的
の範囲を広げている。
（イ(ｵ)）
・調べて分かったことがよりよ
を具体的に設定している。
（ア）・指示語や接続語が文相互の関
く伝わるよう，自らの話し方 ・調査の目的に合わせて，本や
係や段落相互の関係を表す手
を工夫しようとしている。
インタビュー，アンケートな
掛かりになっていることを理
ど，調べるための方法を決め
解し，話したり聞いたりして
ている。（ア）
いる。（イ(ｸ)）
・調査目的や方法，調べたとき
の記録，結果や分かったこと，
それらを基に考えたことなど，
報告したい事柄を明らかにし
て，話す内容を構成している。
（イ）
・話し手が調べた課題やそのま
とめ方に気を付けて聞き，そ
の内容や報告の仕方の分かり
やすさなどについて，自分の
考えを述べている。（エ）
イ 「学級全体で話し合って考えをまとめたり，意見を述べ合ったりする言語活動」を通した指
導
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・話し合うことによって課題を ・学級全体の課題の解決に向け ・感想や意見を伝えたり，共有
解決したいという意欲をもち， て，話し合うための話題を決
したりするために，適切な言
役割を分担しながら，提案し
めている。（ア）
葉で自分の考えを表すことが
たり意見を整理したり，自分 ・話題について学級全体で一つ
大切であることに気付いてい
の考えを発言したりしようと
の考えに集約するのか，一人
る。（イ(ｱ)）
している。
一人の考えをそれぞれに深め
・互いの意見を踏まえて一つに
ることを目指すのかなど，話
まとめていくために，それぞ
合いの方向性を共通理解して
れの意見を尊重しながら話し
いる。（ア）
合おうとしている。
・話し合うために必要な事柄を
調べて，提案したり話合いで
決めたりしたいことをメモし
ている。（ア）
・話題について調べたり考えた
りしながら聞きたいことをは
っきりさせたり，話合いの場
で聞きたい事柄を質問したり
している。（エ）
・司会者として話合いの方向性
や柱立てを明らかにし，進行
したり意見を整理したりする
ための言葉を考えている。
（オ）
・司会者や提案者，参加者など
の役割に応じ，話合いの目的
や方向性をとらえて，互いの
考えの共通点や相違点を整理
して進行に沿って話し合って
いる。（オ）
ウ 「図表や絵，写真などから読み取ったことを基に話したり，聞いたりする言語活動」を通し
た指導
・図表や絵，写真などを用いて ・目的に応じて効果的に情報を ・指示語の役割を理解し，図表
説明することの利点を生かし
得るために，ふさわしい図表
を用いて説明するために適切
て自分の話したい事柄を説明
や絵，写真などを選んでいる。 に使っている。（イ(ｸ)）
したり，話し手が示した図表
（ア）
などと話の内容とを照らし合 ・図表や絵，写真などから必要
わせて興味をもったことを質
な事柄を見付け，自分が伝え
問したりしようとしている。
たいことを根拠付けている。
（イ）
・物事の変化を示した表やグラ
フを取り上げ，どのように変
化したのかについて全体的な
傾向を概説したり，そこから
読み取れることを数値などの
根拠を挙げて説明したりして
いる。（イ）
・図表などから話し手が読み取
ったことの妥当性を判断しな
がら，自分の聞きたい中心的
な事柄について，分からない
点や確かめたい点を質問した
り意見を述べたりしている。
（エ）
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（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てるため，次の事項について指導する。
ア 関心のあることなどから書くことを決め，相手や目的に応じて，書く上で必要な事柄を調べる
こと。
イ 文章全体における段落の役割を理解し，自分の考えが明確になるように，段落相互の関係など
に注意して文章を構成すること。
ウ 書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要に応じて理由や事例を挙げて書くこと。
エ 文章の敬体と常体との違いに注意しながら書くこと。
オ 文章の間違いを正したり，よりよい表現に書き直したりすること。
カ 書いたものを発表し合い，書き手の考えの明確さなどについて意見を述べ合うこと。
・ 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 身近なこと，想像したことなどを基に，詩をつくったり，物語を書いたりすること。
イ 疑問に思ったことを調べて，報告する文章を書いたり，学級新聞などに表したりすること。
ウ 収集した資料を効果的に使い，説明する文章などを書くこと。
エ 目的に合わせて依頼状，案内状，礼状などの手紙を書くこと。
【
「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

・相手や目的に応じ，調べたこ ・関心のあることなどから書く ・長い間使われてきたことわざ
となどが伝わるように，段落
ことを決めている。（ア）
や慣用句，故事成語などの意
相互の関係などに注意して文 ・相手や目的に応じて，書く上
味を知り，自分の文章の中で
章を書こうとしている。
で必要な事柄を調べている。
使っている。（ア(ｲ)）
・自分の考えが明確になるよう
（ア）
・言葉には，考えたことや思っ
に，工夫をしながら書こうと ・文章全体における段落の役割
たことを表す働きがあること
している。
を理解し，自分の考えが明確
を理解して文章を書いている。
になるように，段落相互の関
（イ(ｱ)）
係などに注意して文章を構成 ・漢字と仮名を用いた表記の利
している。（イ）
点に気付いている。（イ(ｲ)）
・書こうとすることの中心を明 ・送り仮名に注意して書き，ま
確にし，目的や必要に応じて
た，活用についての意識をも
理由や事例を挙げて書いてい
っている。（イ(ｳ)）
る。（ウ）
・句読点を適切に打ち，また，
・文章の敬体と常体との違いに
段落の始め，会話の部分など
注意しながら書いている。
（エ） の必要な箇所は行を改めて書
・文章の間違いを正したり，よ
いている。（イ(ｴ)）
りよい表現に書き直したりし ・表現したり理解したりするた
ている。（オ）
めに必要な語句を増し，また，
・書いたものを発表し合い，書
語句には性質や役割の上で類
き手の考えの明確さなどにつ
別があることを理解し，書い
いて意見を述べ合っている。
ている。（イ(ｵ)）
（カ）
・表現するために必要な文字や
語句について，辞書を利用し
て調べる方法を理解し，調べ
る習慣を付けている。
（イ(ｶ)）
・修飾と被修飾との関係など，
文の構成について初歩的な理
解をもっている。（イ(ｷ)）
・文と文との意味のつながりを
考えながら，指示語や接続語
を使っている。（イ(ｸ)）
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・日常使われている簡単な単語
について，ローマ字で書いて
いる。(第３学年)（ウ(ｱ)）
・当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文
や文章の中で使うとともに，
当該学年に配当されている漢
字を漸次書き，文や文章の中
で使っている。（ウ(ｲ)）
・漢字のへん，つくりなどの構
成についての知識をもち，文
や文章を書く際に使っている。
（ウ(ｳ)）
［書写］
・文字の組立て方を理解し，形
を整えて書いている。（ア）
・漢字や仮名の大きさ，配列に
注意して書いている。（イ）
・点画の種類を理解するととも
に，毛筆を使用して筆圧など
に注意して書いている。（ウ）

【
「Ｂ

書くこと」の評価規準の設定例】

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

ア 「身近なこと，想像したことなどを基に，詩をつくったり，物語を書いたりする言語活動」
を通した指導
・身近なことやこれまでの経験 ・身近なことの中から，自分の ・言葉には，思ったことや考え
を基に，詩に書きたいことを
思いに合った情景や自分の心
たことを表す働きがあること
決め，自分の思いを膨らませ
を動かした出来事を詩の題材
に気付いて，詩に書き表して
て書こうとしている。
として選んでいる。（ア）
いる。（イ(ｱ)）
・詩の題材の中から自分の気持 ・
「漢字仮名交じり文」という日
ちを表現するのにふさわしい
本語の表記の仕方やその利点
場面や情景を選んで描写し，
に気付いている。（イ(ｲ)）
詩に書き表している。（ウ）
・漢字や仮名の大きさ，配列に
注意して，つくった詩を書い
ている。［書写］（イ）
・これまでの読書体験などを基 ・物語を読んで，続きの話を想 ・段落の始め，会話の部分など
に，自分の思いを大切にして
像したり，新たな物語の題材
の必要な箇所は行を改めて書
物語をつくり，創造的に表現
を考えたりしている。（ア）
いている。（イ(ｴ)）
することの楽しさを味わおう ・登場人物や場面設定，事件と ・修飾と被修飾との関係をはっ
としている。
その結末など，物語の基本的
きりさせて文を書いている。
な構成や，話の筋を考えてい
（イ(ｷ)）
る。（イ）
・当該学年の前の学年までに配
・主人公の性格を設定し，その
当されている漢字を書き，文
性格を表す行動や会話を物語
や文章の中で使うとともに，
に書いている。（ウ）
当該学年に配当されている漢
・物語を読み，心に残った表現
字を漸次書き，文や文章の中
や書き方の巧みさについて意
で使っている。（ウ(ｲ)）
見を述べ合っている。（カ）
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イ 「疑問に思ったことを調べて，報告する文章を書いたり，学級新聞などに表したりする言語
活動」を通した指導
・疑問に思ったことの中から興 ・身の回りの事柄や学習した事 ・言葉には，考えを深めたり高
味をもったことを選んだり，
柄について，不思議に思った
めたりする働きがあることに
調べていく過程で文章に書き
ことや疑問に思ったことの中
気付いて文章を書いている。
表したいという思いを膨らま
から，調査を報告する文章に
（イ(ｱ)）
せたりしながら書こうとして
書く題材を決めている。（ア） ・活用語尾を送るという送り仮
いる。
・読んでもらう相手や，調べて
名の原則的な付け方を理解し，
報告する目的を具体的に決め
送り仮名に注意して書いてい
ている。（ア）
る。（イ(ｳ)）
・複数の本やパンフレットなど
を使って，必要な情報を集め
ている。（ア）
・調査の目的や方法，調査の結
果とそこから考えたことなど，
調査を報告する文章のもつ構
成の特徴を踏まえて，文章の
構成を考えている。（イ）
・書く目的や必要に応じて理由
や事例を挙げていることが読
み手にも伝わるよう，「その理
由は～」，「例えば～」などの
表現を適切に用いて書いてい
る。（ウ）
・どんな学級新聞をつくりたい ・学級新聞で伝えたい内容につ ・社会的な事象を表す語句を含
かを考えながら，材料を幅広
いて協議し，編集方針やそれ
め，語句の量を増し，使い方
く集めたり，担当する記事を
にふさわしい新聞の題名など
の範囲を広げている。
（イ(ｵ)）
分担したりして書こうとして
を決めている。（ア）
・表現するために必要な文字や
いる。
・学級新聞の記事として取り上
語句について，国語辞典や漢
げたい内容を列挙し，その中
字辞典などを利用して調べる
から当該の号で取り上げるも
方法を理解し，調べる習慣を
のを選んで割り付けを考えて
付けている。（イ(ｶ)）
いる。（イ）
・地名や人名を含めた日常使わ
・割り付けを基に，記事を書く
れている簡単な単語について，
ために必要な情報を取材し，
ローマ字で書いている。（第３
客観的なデータを得ている。
学年）（ウ(ｱ)）
（ア）
・漢字や仮名の大きさ，配列に
・集めた材料を基に，出来事を
注意して学級新聞の見出しや
報道する記事，事物を紹介し
本文を書いている。
たり解説したりする記事など
［書写］（イ）
の種類に応じて記事を書いて
いる。（ウ）
・記事の種類に応じて，敬体や
常体を書き分けている。（エ）
・一番伝えたいことが伝わるよ
うな見出しを付けたり内容を
概括するリード文を付けたり
するなどの工夫をして，記事
を書いている。（ウ）
・記事を読み返し，間違いなど
を正したり，より正確な表現
に書き直したりしている。
（オ）
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・書いた新聞を読み合い，事実
を正確に伝えているか，読者
として興味をひかれた記事は
どれかなどについて意見を述
べ合っている。（カ）
ウ

「収集した資料を効果的に使い，説明する文章などを書く言語活動」を通した指導

・情報を読み手に分かりやすく ・説明する目的や，図鑑や小冊 ・文を読みやすくするために，
伝えるため，図表，絵，写真
子といった説明するための文
文脈に合わせて読点を適切に
などの視覚に訴える資料を活
章の種類に応じて，どのよう
打ちながら書いている。（イ
用しようとしている。
な資料が必要かを考えている。 (ｴ)）
（ア）
・物の名前，動き，様子を表す
・本や文章，図表，絵，写真，
語句など「性質」の上での語
具体物など，収集した資料か
句の類別や，文の主語，述語，
ら説明の目的や文章の種類に
修飾する語句など「役割」の
応じてより効果的なものを選
上での語句の類別があること
んでいる。（ア）
を理解している。（イ(ｵ)）
・視覚化したり具体化したりし ・漢字のへん，つくり，かんむ
て説明するために，文章を図
り，あし，たれ，かまえ，に
解したり写真やグラフを解説
ょうなど，部首と他の部分と
したりしながら，文章と図表
によって漢字が構成されてい
などの資料とを関係付けて説
ることを理解している。（ウ
明する文章を書いている。
（ウ） (ｳ)）
・説明したい内容によりふさわ
しいものとなるように，図表
などの提示の仕方に修正を加
えたり，文章を書き直したり
している。（オ）
・表記や文末表現の使い方など
に注意して間違いを正したり，
自分の考えを明確に記述して
いるか，表現の曖昧さはない
かなどについて確かめたりし
ている。（オ）
・友達の書いた文章を読んで，
分かったことやもっと知りた
いことを伝えている。（カ）
エ

「目的に合わせて依頼状，案内状，礼状などの手紙を書く言語活動」を通した指導

・自分が書いた手紙が相手にど ・だれに，どんな目的で，どん ・ことわざや慣用句，故事成語
のように受け止められるかを
な思いを伝えたいのかを考え
の意味を知り，手紙文などを
考えながら書こうとしている。 て，書こうとする手紙の種類
書く際に用いている。
（ア(ｲ)）
を選んでいる。（ア）
・指示語や接続語は，文相互の
・手紙の種類に応じて，基本的
関係，段落相互の関係を端的
な手紙の形式を理解し，手紙
に示す手掛かりとなることを
に書く内容を構成している。
理解し，文脈に沿って指示語
（イ）
や接続語を使っている。（イ
・読み手に伝えたい思いや考え
(ｸ)）
が明確になるように，ふさわ ・漢字や仮名の大きさ，配列に
しい言葉を選んで文章を書い
注意して依頼状，案内状，礼
ている。（ウ）
状などの手紙を書いている。
・依頼状や礼状を書く際に，敬
［書写］（イ）
体を使用して書いている。
（エ）
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・書いた手紙を読み返し，文末
表現などを正しく直している。
（オ）
［書写］
・文字の組立て方を理解し，そ
の特徴を踏まえて形を整えて
書いている。（ア）
・点画の種類を理解し，その形
を作る筆の動きに注意して書
いている。（ウ）
・毛筆を使用して，点画の種類
と関係付けながら，筆圧に注
意して書いている。（ウ）

（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てるため，次の事項について指導する。
ア 内容の中心や場面の様子がよく分かるように音読すること。
イ 目的に応じて，中心となる語や文をとらえて段落相互の関係や事実と意見との関係を考え，文
章を読むこと。
ウ 場面の移り変わりに注意しながら，登場人物の性格や気持ちの変化，情景などについて，叙述
を基に想像して読むこと。
エ 目的や必要に応じて，文章の要点や細かい点に注意しながら読み，文章などを引用したり要約
したりすること。
オ 文章を読んで考えたことを発表し合い，一人一人の感じ方について違いのあることに気付くこ
と。
カ 目的に応じて，いろいろな本や文章を選んで読むこと。
・ 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 物語や詩を読み，感想を述べ合うこと。
イ 記録や報告の文章，図鑑や事典などを読んで利用すること。
ウ 記録や報告の文章を読んでまとめたものを読み合うこと。
エ 紹介したい本を取り上げて説明すること。
オ 必要な情報を得るために，読んだ内容に関連した他の本や文章などを読むこと。
【
「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

・目的に応じ，内容の中心をと ・内容の中心や場面の様子がよ ・易しい文語調の短歌や俳句に
らえたり段落相互の関係を考
く分かるように音読してい
ついて，情景を思い浮かべた
えたりしながら，本や文章を
る。（ア）
り，リズムを感じ取りながら
読もうとしている。
・説明したり必要な情報を得た
音読や暗唱をしたりしてい
・読んで感じたことや考えたこ
りするなどの目的に応じて，
る。（ア(ｱ)）
とを明らかにしながら，幅広
中心となる語や文をとらえて ・長い間使われてきたことわざ
く読書しようとしている。
段落相互の関係や事実と意見
や慣用句，故事成語などの意
との関係を考え，文章を読ん
味を知り，使っている。（ア
でいる。（イ）
(ｲ)）
・場面の移り変わりに注意しな ・言葉には，考えたことや思っ
がら，登場人物の性格や気持
たことを表す働きがあること
ちの変化，情景などについて， に気付いて文や文章を読んで
叙述を基に想像して読んでい
いる。（イ(ｱ)）
る。（ウ）
・漢字と仮名を用いた表記など
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・目的や必要に応じて，文章の
に関心をもち，文や文章を読
要点や細かい点に注意しなが
んでいる。（イ(ｲ)）
ら読み，文章などを引用した ・理解するために必要な語句を
り要約したりしている。（エ）
増し，また，語句には性質や
・文章を読んで考えたことを発
役割の上で類別があることを
表し合い，一人一人の感じ方
理解している。（イ(ｵ)）
について違いのあることに気 ・理解するために必要な文字や
付いている。（オ）
語句について，辞書を利用し
・紹介や説明をしたり，必要な
て調べる方法を理解し，調べ
情報を得たりするなどの目的
る習慣を付けている。
（イ(ｶ)）
に応じて，いろいろな本や文 ・修飾と被修飾との関係など，
章を選んで読んでいる。（カ）
文の構成について初歩的な理
解をもっている。（イ(ｷ)）
・指示語や接続語が文と文との
意味のつながりに果たす役割
を理解している。（イ(ｸ)）
・日常使われている簡単な単語
について，ローマ字で表記さ
れたものを読んでいる。（第３
学年）（ウ(ｱ)）
・当該学年までに配当されてい
る漢字を読んでいる。
（ウ(ｲ)）
・漢字のへん，つくりなどの構
成について理解している。（ウ
(ｳ)）

【
「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

読む能力

言語についての知識・理解・技能

「物語や詩を読み，感想を述べ合う言語活動」を通した指導

・物語を読んで，好きなところ ・同じ主人公が登場する物語を ・漢字と仮名とでは，音節との
や心がひかれるところに着目
読んで感想を述べ合うために， 関係や書き表す語の種類など，
しながら感想を述べようとし
シリーズの中から作品を選ん
文字としての性質や役割が異
ている。
で読んでいる。（カ）
なることを理解し，「漢字仮名
・シリーズを通して描かれた登
交じり文」という日本語の表
場人物の性格や気持ちの変化
記の仕方に気を付けて，文や
などを，叙述を基に想像して
文章を読んでいる。（イ(ｲ)）
読んでいる。（ウ）
・物語を読んだ感想を，どの叙
述に基づいているか，自分の
経験などとどう関連している
のかを明らかにしながら発表
し合い，一人一人の感じ方に
ついて違いのあることに気付
いている。（オ）
・自分の感想を述べたり感じ方 ・詩集を読んで思ったことや感 ・短歌の三十一音，俳句の十七
の違いに気付いたり，好きな
じたことを述べ合うために，
音から，季節や風情，歌や句
詩を見付けたりしながら，楽
詩集に収められた詩を選んで
に込めた思いを思い浮かべた
しんで詩集を読もうとしてい
読んでいる。（カ）
り，七音五音を中心としたリ
る。
・詩を読んで印象的な表現を ズムから国語の美しい響きを
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とらえたり，伝わってくる 感じ取りながら音読や暗唱を
情景を想像したりしながら したりしている。（ア(ｱ)）
読んでいる。（ウ）
・声に出して読みながら詩の内
容や情景を想像し，自分の思
いと合わせながらよく分かる
ように音読している。（ア）
・詩集を読んで感じたことを発
表し合い，一人一人に伝わっ
てくる情景や印象について違
いのあることに気付いている。
（オ）
イ

「記録や報告の文章，図鑑や事典などを読んで利用する言語活動」を通した指導

・自分の課題を解決するために，・自分の課題を解決するのに必 ・物の名前，動き，様子を表す
本や文章の選び方や利用の仕
要な記録や報告の文章，図鑑
語句など「性質」の上での語
方を工夫しようとしている。
や事典など様々な分野の本を
句の類別や，文の主語，述語，
選んで読んでいる。（カ）
修飾する語句など「役割」の
・本の題名や種類に着目したり， 上での語句の類別があること
索引を利用して検索したりし
を理解し，文章を読んでいる。
て，必要な本や資料を選んで
（イ(ｵ)）
いる。（カ）
・理解するために必要な文字や
・自分の解決すべき課題に応じ
語句について，国語辞典や漢
て，中心となる語や文をとら
字辞典などを利用して調べる
えて読んでいる。（イ）
方法を理解し，調べる習慣を
・自分の解決すべき課題に応じ
付けている。（イ(ｶ)）
て，結論とその理由や根拠， ・日常生活で目にする簡単な単
事実とそれに基づく意見との
語について，ローマ字で表記
関係など，段落相互の関係を
されたものを読んでいる。（第
考えて読んでいる。（イ）
３学年）（ウ(ｱ)）
・自分の課題を解決するのに必 ・当該学年までに配当されてい
要な文章の要点に着目して読
る漢字を読んでいる。
（ウ(ｲ)）
み，自分の考えを補強したり ・漢字のへん，つくりなどの構
例示したりするために，必要
成について理解している。（ウ
な部分を引用したり要約した
(ｳ)）
りしている。（エ）
ウ

「記録や報告の文章を読んでまとめたものを読み合う言語活動」を通した指導

・説明的な文章を読んで感想を ・読む目的や必要に応じて，知 ・言葉には，考えたことや思っ
まとめたものを読み合い，互
識や情報を選択したり，表現
たことを表す働きがあること
いの感じ方や考え方のよさを
の仕方に着目したりして記録
に気付いて文や文章を読んで
認め合おうとしている。
や報告の文章を読んでいる。
いる。（イ(ｱ)）
（イ）
・修飾語と被修飾語との関係な
・以前に読んだ本や文章と比べ
ど，文の中での語句の役割や，
たり，自分のもっている知識
語句相互の関係に気を付けて，
や情報，日常生活などと結び
文がどのように組み立てられ
付けたりして記録や報告の文
ているかを理解している。（イ
章を読み，気付いたことや感
(ｷ)）
想をまとめている。（オ）
・記録や報告の文章を読んでま
とめた感想や考えを発表し合
い，一人一人の着眼点の良さ
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や感じ方の違いに気付いてい
る。（オ）
エ

「紹介したい本を取り上げて説明する言語活動」を通した指導

・紹介したい本について説明す ・相手が知らない本や，自分が ・指示語や接続語は，文相互の
るために，本を繰り返し読む
読んで紹介したいと思う本に
関係，段落相互の関係を端的
などして，改めて味わったり， ついて，選んだ理由を明らか
に示す手掛かりになることを
新たなおもしろさに気付いた
にしながら読んでいる。（カ）
理解し，文章を読んでいる。
（イ
りしながら読もうとしている。・紹介したい内容やその理由を
(ｸ)）
説明するために，中心となる
語や文をとらえ，事実と意見
との関係などを考えて本や文
章を読んでいる。（イ）
・自分が選んだ本のおもしろさ
を説明するために，場面の移
り変わりの印象的なところや
主人公の性格や気持ちの変化
をとらえて読んでいる。（ウ）
・紹介する理由を説明するため
に，ふさわしいところを引用
したり要約したりしている。
（エ）
・紹介したい中心的な部分や場
面の様子がよく分かるように，
軽重や速さを工夫しながら音
読し，内容を紹介している。
（ア）
オ 「必要な情報を得るために，読んだ内容に関連した他の本や文章などを読む言語活動」を通
した指導
・疑問や課題を解決したいとい ・目的や必要に応じて文章の要 ・長い間使われてきたことわざ
う意欲をもち，解決の手掛か
点や細かい点に注意しながら
や慣用句，故事成語などの意
りとなる本や文章を既習の方
読み，疑問に思ったことや課
味を辞書や言葉に関する本を
法を使って検索して見付けた
題としてさらに調べたいこと
用いて調べたり，使ったりし
り，それを読んで自分の考え
などを明らかにしている。
（エ） ている。（ア(ｲ)）
をまとめたりしようとしてい ・本や文章から見付けた疑問や ・社会的な事象を表す語句を含
る。
課題を解決するために，読み
め，理解するために必要な語
たい内容と関連する他の本や
句を増している。（イ(ｵ)）
文章を探して読んでいる。
（カ）
・必要な情報を得る上で中心と
なる語や文に着目して，要点
をまとめたり小見出しを付け
たりして，内容を整理してい
る。（イ）
・必要な情報は何なのかを考え
ながら読み，引用したり要約
したりして，自分の考えをま
とめている。（エ）
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Ⅲ

第５学年及び第６学年
１

２

学年目標
(1) 目的や意図に応じ，考えたことや伝えたいことなどについて，的確に話す能力，相手の意図をつか
みながら聞く能力，計画的に話し合う能力を身に付けさせるとともに，適切に話したり聞いたりしよ
うとする態度を育てる。
(2) 目的や意図に応じ，考えたことなどを文章全体の構成の効果を考えて文章に書く能力を身に付けさ
せるとともに，適切に書こうとする態度を育てる。
(3) 目的に応じ，内容や要旨をとらえながら読む能力を身に付けさせるとともに，読書を通して考えを
広げたり深めたりしようとする態度を育てる。
第５学年及び第６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
する関心を深め，
適切に話したり聞
いたり書いたり，
読書を通して考え
を広げたり深めた
りしようとする。

３

話す・聞く能力

書く能力

読む能力

目的や意図に応じ，目的や意図に応じ，目的に応じ，内容
考えたことや伝え 考えたことなどを や要旨をとらえな
たいことなどにつ 文章全体の構成の がら本や文章を読
いて，的確に話し 効果を考えて文章 んでいる。
たり，相手の意図 に書いている。
をつかみながら聞
いたり，計画的に
話し合ったりして
いる。

言語についての
知識・理解・技能
伝統的な言語文化
に触れたり，言葉
の特徴やきまり，
文字の使い方など
について理解し使
ったりするととも
に，文字を書く目
的や用紙全体との
関係，点画のつな
がりなどに注意し
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てるため，次の事項について指導する。
ア 考えたことや伝えたいことなどから話題を決め，収集した知識や情報を関係付けること。
イ 目的や意図に応じて，事柄が明確に伝わるように話の構成を工夫しながら，場に応じた適切な
言葉遣いで話すこと。
ウ 共通語と方言との違いを理解し，また，必要に応じて共通語で話すこと。
エ 話し手の意図をとらえながら聞き，自分の意見と比べるなどして考えをまとめること。
オ 互いの立場や意図をはっきりさせながら，計画的に話し合うこと。
・ 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 資料を提示しながら説明や報告をしたり，それらを聞いて助言や提案をしたりすること。
イ 調べたことやまとめたことについて，討論などをすること。
ウ 事物や人物を推薦したり，それを聞いたりすること。
【
「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

・目的や意図に応じ，考えたこ ・考えたことや伝えたいことな ・話し言葉と書き言葉との違い
とや伝えたいことなどについ
どから話題を決めている。
（ア） に気付いて話したり聞いたり
て，的確に話したり，話し手 ・収集した知識や情報を関係付
している。（イ(ｱ)）
の意図をつかみながら聞いた
けている。（ア）
・時間の経過による言葉の変化
り，計画的に話し合ったりし ・目的や意図に応じて，事柄が
や世代による言葉の違いに気
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ようとしている。
明確に伝わるように話の構成
・立場や意図をはっきりさせな
を工夫している。（イ）
がら，適切に話したり聞いた ・場に応じた適切な言葉遣いで
りしようとしている。
話している。（イ）
・共通語と方言との違いを理解
し，また，必要に応じて共通
語で話している。（ウ）
・話し手の意図をとらえながら
聞き，自分の意見と比べるな
どして考えをまとめている。
（エ）
・互いの立場や意図をはっきり
させながら，計画的に話し合
っている。（オ）

【
「Ａ

付いて話したり聞いたりして
いる。（イ(ｲ)）
・語感，言葉の使い方に対する
感覚などについて意識して話
したり聞いたりしている。（イ
(ｶ)）
・文や文章にはいろいろな構成
があることについて理解して
いる。（イ(ｷ)）
・日常よく使われる敬語の使い
方に慣れている。
（イ(ｸ)）
ゆ
・比喩や反復などの表現の工夫
に気付いている。（イ(ｹ)）

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 「資料を提示しながら説明や報告をしたり，それらを聞いて助言や提案をしたりする言語活
動」を通した指導
・資料の提示の仕方を工夫する ・日常生活の中で考えたことや ・話し言葉と書き言葉とでは，
ことで，説明や報告がより効
特に伝えたいことなどから，
表現上の特質などに違いがあ
果的なものとなることを感じ
説明や報告をするための話題
ることに気付き，その特質に
ながら話したり，話し方を振
を決めている。（ア）
注意して話したり聞いたりし
り返ったりしようとしている。・収集した知識や情報のメモや
ている。（イ(ｱ)）
・助言や提案をし合い，説明や
ノートの内容を比較・対照し ・時間の経過によって変化する
報告をよりよいものにしよう
たり分類したりして，提示す
という言葉の特質や，世代に
としている。
る資料や内容を選んでいる。
よって特有の言葉遣いがある
（ア）
こと，地方・地域によって言
・説明や報告をする事柄が明確
葉の違いがあることに気付き，
に伝わるように，事実と感想， 場に応じた適切な言葉遣いを
意見とを区別したり，必要な
している。（イ(ｲ)）
文言や数値などを引用したり，
図解したりして発表原稿を書
いている。（イ）
・実物や映像，リーフレットや
パンフレット，図表などの資
料を効果的に提示し，発表し
ている。（イ）
・改まった場面で，丁寧な言葉
を用いながら共通語で発表し
ている。（ウ）
・話し手の意図がより伝わるよ
うにするには，どこをどのよ
うに修正すればよいかを助言
したり，よりよい説明や報告
をするためには具体的にどう
すればよいかを考えて提案し
たりしている。（エ）
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イ

「調べたことやまとめたことについて，討論などをする言語活動」を通した指導

・討論するために，本や資料を ・日常生活で考えたことや伝え ・文の中での語句の係り方や照
用いて調べたり，インタビュ
たいことの中から，学級全体
応の仕方に気付き，いろいろ
ーやアンケートを行ったりし
で討論したい話題を決めてい
な文の構成があることを理解
て，自分の意見の根拠をより
る。（ア）
している。（イ(ｷ)）
確かなものにしようとしてい ・本や資料を用いたり，インタ ・尊敬語や謙譲語など，丁寧な
る。
ビューやアンケートを行った
言い方を理解し，相手や場面
りして調べ，自分の考えを根
に応じて使っている。
（イ(ｸ)）
拠付けたり，より幅広い視点
から考えを見直して意見をま
とめたりしている。（ア）
・討論に向けて材料を集めなが
ら，異なる意見や対立する意
見に対して，それらをどのよ
うに聞き取り，どのように質
問して自分の意見と関係付け
るか，どう切り返して反論す
るかなどを考えている。（エ）
・座談会やパネルディスカッシ
ョンなどの公開討論会の形式
を利用し，互いの考えの違い
を大事にしながら，時間内に
まとめられるよう，発言内容
や発言回数に注意して話し合
っている。（オ）
ウ

「事物や人物を推薦したり，それを聞いたりする言語活動」を通した指導

・推薦するために，対象となる ・推薦する事物や人物のよさを ・言葉の正しさや美しさをとら
事物や人物の特徴を様々な視
明らかにし，その推薦理由を
えたり，その言葉が適切であ
点から挙げた上で，そのよさ
考えている。（ア）
るかどうかを感じ取ったりし
を整理し，推薦理由を確かな ・事物や人物について，よさが
ながら，話したり聞いたりし
ものにしようとしている。
伝わるように，推薦の理由を
ている。
（イ(ｶ)）
ゆ
説明したり，エピソードを入 ・比喩や反復などの表現の工夫
れたりして，話の構成を工夫
に気付き，自分の表現に用い
している。（イ）
ている。（イ(ｹ)）
・推薦したい気持ちが伝わるよ
うに，声の出し方を工夫した
り，言葉を選んだりしている。
（イ）
・話し手の推薦した理由が納得
できるかどうかを考えながら
聞き，自分の考えをまとめて
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てるため，次の事項について指導する。
ア 考えたことなどから書くことを決め，目的や意図に応じて，書く事柄を収集し，全体を見通し
て事柄を整理すること。
イ 自分の考えを明確に表現するため，文章全体の構成の効果を考えること。
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ウ

事実と感想，意見などとを区別するとともに，目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書い
たりすること。
エ 引用したり，図表やグラフなどを用いたりして，自分の考えが伝わるように書くこと。
オ 表現の効果などについて確かめたり工夫したりすること。
カ 書いたものを発表し合い，表現の仕方に着目して助言し合うこと。
・ 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 経験したこと，想像したことなどを基に，詩や短歌，俳句をつくったり，物語や随筆などを書
いたりすること。
イ 自分の課題について調べ，意見を記述した文章や活動を報告した文章などを書いたり編集した
りすること。
ウ 事物のよさを多くの人に伝えるための文章を書くこと。
【
「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，考えたこ ・考えたことなどから書くこと ・古典について解説した文章を
となどを文章全体の構成の効
を決めている。（ア）
基に，昔の人のものの見方や
果を考えて書こうとしている。・目的や意図に応じて，書く事
感じ方を理解している。（ア
・自分の考えを明確に表現する
柄を収集し，全体を見通して
(ｲ））
ため，適切に文章を書こうと
事柄を整理している。（ア）
・話し言葉と書き言葉との違い
している。
・自分の考えを明確に表現する
に気付いて書いている。（イ
ため，文章全体の構成の効果
(ｱ)）
を考えている。（イ）
・時間の経過による言葉の変化
・事実と感想，意見などとを区
や世代による言葉の違いに気
別して書いている。（ウ）
付いて書いている。（イ(ｲ)）
・目的や意図に応じて簡単に書 ・送り仮名や仮名遣いに注意し
いたり詳しく書いたりしてい
て正しく書いている。
（イ(ｳ)）
る。（ウ）
・語句の構成，変化などについ
・引用したり，図表やグラフな
ての理解を深め，また，語句
どを用いたりして，自分の考
の由来などに意識を向けてい
えが伝わるように書いている。 る。（イ(ｴ)）
（エ）
・文章の中での語句と語句との
・表現の効果などについて確か
関係を理解している。
（イ(ｵ)）
めたり工夫したりしている。 ・語感，言葉の使い方に対する
（オ）
感覚などについて意識して書
・書いたものを発表し合い，表
いている。（イ(ｶ)）
現の仕方に着目して助言し合 ・文や文章にはいろいろな構成
っている。（カ）
があることについて理解して
いる。（イ(ｷ)）
・日常よく使われている敬語の
使い方に慣れている。
（イ(ｸ)）
ゆ
・比喩や反復などの表現の工夫
に気付き，自分の表現に用い
ている。（イ(ｹ)）
・当該学年の前の学年までに配
当されている漢字を書き，文
や文章の中で使うとともに，
当該学年に配当されている漢
字を漸次書き，文や文章の中
で使っている。（ウ(ｱ)）
・仮名及び漢字の由来，特質な
どについて理解している。（ウ
(ｲ)）
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［書写］
・用紙全体との関係に注意し，
文字の大きさや配列などを決
めるとともに，書く速さを意
識して書いている。（ア）
・目的に応じて使用する筆記具
を選び，その特徴を生かして
書いている。（イ）
・毛筆を使用して，穂先の動き
と点画のつながりを意識して
書いている。（ウ）

【
「Ｂ

書くこと」の評価規準の設定例】

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

ア 「経験したこと，想像したことなどを基に，詩や短歌，俳句をつくったり，物語や随筆など
を書いたりする言語活動」を通した指導
・身近な情景や場面をとらえ， ・経験したことや心に残った出
定型詩のリズムなどに親しみ
来事などから，自分の思いを
ながら短歌や俳句を創作しよ
託すのにふさわしい情景や自
うとしている。
分の心が揺さぶられた場面を
選んで，詩や短歌，俳句の題
材を設定している。（ア）
・選んだ情景や場面を通して自
分の思いが伝わるよう，言葉
のリズムや響きに注意して描
写している。（ウ）
・短歌や俳句の伝統的な定型詩
の特徴を踏まえて，創作して
いる。（イ）
・つくった短歌や俳句を読み返
し，用いた言葉が自分の思い
を表すのにふさわしいか確か
めたり，他の言葉に置き換え
てみるなどして表現の効果が
よりはっきりするよう工夫し
たりしている。（オ）

・古典について解説した文章を
基に，昔の人のものの見方や
感じ方を理解し，短歌や俳句
をつくる際に生かしている。
（ア(ｲ)）
・言葉が時間の経過によって変
化するものであることに気付
き，短歌や俳句をつくる際に
その特質を生かして書いてい
る。（イ(ｲ)）
・文や文章を書く際に，用いた
言葉が適切であるかどうかを
感じ取りながら書いている。
（イ(ｶ)）
ゆ
・比喩やユーモア，省略，倒置，
対句などの表現の工夫に気付
き，自分の表現に用いている。
（イ(ｹ)）
・用紙全体との関係に注意し，
文字の大きさや配列などを決
めて，詩や短歌や俳句を書い
ている。［書写］（ア）
・つくった短歌や俳句を書くた
めに使用する筆記具を選び，
その特徴を生かして書いてい
る。［書写］（イ）

・自分の思いや考えを表現する ・自分の身近に起こったことや ・読み手が繰り返し確認するこ
のにふさわしい題材や叙述を
見たこと聞いたことの中から， とができるという書き言葉の
見いだしながら，物語や随筆
物語や随筆に書きたいことを
特徴に気付き，それを生かし
を書こうとしている。
選んでいる。（ア）
て書いている。（イ(ｱ)）
・自分の考えの根拠となる出来 ・文章を特徴付ける語句に気付
事について，概説したり特定
き，語句と語句との関係を理
の場面を詳しく描写したりし
解して書いている。（イ(ｵ)）
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て他の人にも分かるように書
いている。（ウ）
・書き出しと結びの文が，自分
の思いを効果的に表すものと
なっているかを確かめたり，
複数書いてみてよりよい叙述
を選ぶなど工夫したりしてい
る。（オ）
・物語や随筆を発表し合い，そ
れらを書くことで自分のもの
の見方が深まったり生き方を
見つめ直したりできることに
気付いている。（カ）
イ 「自分の課題について調べ，意見を記述した文章や活動を報告した文章などを書いたり，編
集したりする言語活動」を通した指導
・自分の考えたことを伝えたい ・自分自身の経験や，読んだ資 ・語句の由来について，語源を
という願いをもち，それが伝
料，友達との意見の交流など
調べたり和語・漢語・外来語
わるように事実や考えたこと
から，意見を述べる文章に書
などを区別したりして理解し
などを関係付けたり比較した
く題材を決めている。（ア）
ている。（イ(ｴ)）
りしながら，効果的に書き表 ・題材に関する情報を集めて自 ・当該学年の前の学年までに配
そうとしている。
分の考えを明らかにしたり，
当されている漢字を書き，文
その考えを支えるための根拠
や文章の中で使うとともに，
や事例となる材料を集めたり
当該学年に配当されている漢
している。（ア）
字を漸次書き，文や文章の中
・現状認識と問題提起，解決に
で使っている。（ウ(ｱ)）
向けての提案とその事例の提 ・仮名や漢字がどのように形成
示，結論や展望といった意見
され，継承されてきたのかに
を述べる文章に必要な構成を
ついて基本的な知識をもって
考えて，集めた材料を構成し
いる。（ウ(ｲ)）
ている。（イ）
・書く速さを意識して，聞き取
・構成を踏まえて，さらに必要
りメモを取ったりノートを取
な材料が何かを考えたり追加
ったりしている。
［書写］
（ア）
の取材をしたりしている。
（ア）
・意見とそれを支える事実とが
読み手に明瞭に区別できるよ
う，接続語の使い方や文末表
現に注意して書いている。
（ウ）
・自分の意見を明確に伝えるた
めに，必要に応じて，結論を
端的に書いたり，考えの道筋
を順を追って詳しく書いたり
している。（ウ）
・文章や発言を引用したり，自
分の考えの根拠となる事実を
表す図表やグラフを用いたり
して，自分の意見が説得力を
もって伝わるように書いてい
る。（エ）
・書いた文章を読み返し，意見
が効果的に表現できていると
ころを確かめたり，意見とそ
れを支える根拠，具体化する
ための事例の選択などについ
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て改善すべき点を見付け，書
き直したりしている。（オ）
・書き手の意図を踏まえながら
文章を読み合って，意見の具
体性や明確さ，妥当性などの
面から見て改善すべき点を見
付け，どこをどう書き直せば
よいかを助言している。（カ）
・自分の日常生活や経験などを ・自分の経験に基づいて感じた ・正しく送り仮名を書くととも
振り返って書くことによって， り考えたりしたことを関係付
に，語句の構成などに注意し
自分の感じ方の幅が広がった
けながら，活動を報告する文
て正しい仮名遣いで表記して
り考えが深まったりするとい
章に書く事柄を決めている。
いる。（イ(ｳ)）
ったよさを感じながら書き表
（ア）
そうとしている。
・活動の報告を通して自分が感
じたり考えたりしたことを表
現するために必要な材料を集
めている。（ア）
・自分の考えが明確になるよう
に，活動を始めたきっかけ，
活動の過程において生じた課
題とその克服の経過，そこか
ら得たことや今後への展望な
ど，活動を報告する文章に必
要な構成を考えて組立ててい
る。（イ）
・表現の効果を考えて，読み手
の関心を喚起するような書き
出しや事例の配置を工夫して
いる。（イ）
・自分の考えが伝わるように，
端的に記述する部分と，取り
上げて詳述する部分とを区別
して書いている。（ウ）
・書き手の意図を踏まえながら
書いた文章を読み合って，書
き手らしさが表れるエピソー
ドや言葉に着目して助言し合
っている。（カ）
・日常目にする刊行物などの編 ・学校生活などについての意見 ・文章にはいろいろな構成があ
集の仕方に関心をもち，それ
交換を通して，活動したこと
ることについて理解し，目的
らを参考にしながら編集を工
を報告文集などに編集すると
に合った構成を選んで書いて
夫しようとしている。
いう目的を設定したり，編集
いる。（イ(ｷ)）
方針を協議して決めたりして
いる。（ア）
・課題に応じて，文集，本や新
聞，リーフレットやパンフレ
ットなど，様々な編集形態の
中から，適切なものを選んで
いる。（ア）
・課題に応じて，章立てや節な
どを考えたり，題名や前書き，
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目次，後書き，奥付などを付
けたりしている。（イ）
ウ

「事物のよさを多くの人に伝えるための文章を書く言語活動」を通した指導

・多面的に見たり，他と比較し ・自分が多くの人にぜひ薦めた ・接頭語，接尾語，複合語，略
たりしながら，その事物が推
いと思う事物のよさを，確か
語，慣用語などの語句の構成，
薦するに足るものであること
な根拠をもって選んだり，他
変化などについての理解を深
を確かめた上で，そのよさが
と比較してのよさをとらえた
めている。（イ(ｴ)）
より多くの人に伝わるように
りしている。（ア）
・日常よく使われている敬語の
推薦文を書こうとしている。 ・多くの人に事物のよさが伝わ
使い方に慣れるとともに，相
るように，推薦書や宣伝文，
手や目的に応じて適切に敬語
紹介のためのポスター，案内
を使っている。（イ(ｸ)）
のための小冊子など，様々な
形式の中から適切なものを選
んでいる。（ア）
・ポスターや小冊子の中に含ま
れる様々な文や文章の種類に
着目し，割り付けやレイアウ
トなどの構成を考えている。
（イ）
・不特定の相手にもよさが伝わ
るように，複数の根拠や事例
を挙げたりよさを表すのにふ
さわしい推薦するための語句
を使ったりしながら，事物を
推薦する文章を書いている。
（ウ）
［書写］
・毛筆を使用して，点画から点
画，文字から文字へと移動し
ていく過程における穂先の動
きと点画のつながりを意識し
て書いている。（ウ）

（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てるため，次の事項について指導する。
ア 自分の思いや考えが伝わるように音読や朗読をすること。
イ 目的に応じて，本や文章を比べて読むなど効果的な読み方を工夫すること。
ウ 目的に応じて，文章の内容を的確に押さえて要旨をとらえたり，事実と感想，意見などとの関
係を押さえ，自分の考えを明確にしながら読んだりすること。
エ 登場人物の相互関係や心情，場面についての描写をとらえ，優れた叙述について自分の考えを
まとめること。
オ 本や文章を読んで考えたことを発表し合い，自分の考えを広げたり深めたりすること。
カ 目的に応じて，複数の本や文章などを選んで比べて読むこと。
・ 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 伝記を読み，自分の生き方について考えること。
イ 自分の課題を解決するために，意見を述べた文章や解説の文章などを利用すること。
ウ 編集の仕方や記事の書き方に注意して新聞を読むこと。
エ 本を読んで推薦の文章を書くこと。
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【
「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

・目的に応じ，内容や要旨をと ・自分の思いや考えが伝わるよ ・親しみやすい古文や漢文，近
らえ，自分の考えを明確にし
うに音読や朗読をしている。
代以降の文語調の文章につい
ながら本や文章を読もうとし
（ア）
て，内容の大体を知り，音読
ている。
・自分の課題を解決したり，本
している。（ア(ｱ)）
・読書を通して自分の考えを広
の推薦をしたりするなどの目 ・古典について解説した文章を
げたり深めたりしようとして
的に応じて，本や文章を比べ
読み，昔の人のものの見方や
いる。
て読むなど効果的な読み方を
感じ方を理解している。（ア
工夫している。（イ）
(ｲ)）
・目的に応じて，文章の内容を ・話し言葉と書き言葉との違い
的確に押さえて要旨をとらえ， に気付いて文章を読んでいる。
自分の考えを明確にしながら
（イ(ｱ)）
読んでいる。（ウ）
・時間の経過による言葉の変化
・目的に応じて，事実と感想，
や世代による言葉の違いに気
意見などとの関係を押さえ，
付いて文章を読んでいる。（イ
自分の考えを明確にしながら
(ｲ)）
読んでいる。（ウ）
・語句の構成，変化などについ
・登場人物の相互関係や心情，
ての理解を深め，また，語句
場面についての描写をとらえ， の由来などに意識を向けてい
優れた叙述について自分の考
る。（イ(ｴ)）
えをまとめている。（エ）
・文章の中での語句と語句との
・本や文章を読んで考えたこと
関係を理解している。
（イ(ｵ)）
を発表し合い，自分の考えを ・語感，言葉の使い方に対する
広げたり深めたりしている。
感覚などについて意識して文
（オ）
章を読んでいる。（イ(ｶ)）
・目的に応じて，複数の本や文 ・文や文章にはいろいろな構成
章などを選んで比べて読んで
があることについて理解して
いる。（カ）
いる。（イ(ｷ)）
・日常よく使われる敬語の使い
方に慣れている。
（イ(ｸ)）
ゆ
・比喩や反復などの表現の工夫
を理解している。（イ(ｹ)）
・当該学年までに配当されてい
る漢字を読んでいる。
（ウ(ｱ)）
・仮名及び漢字の由来，特質な
どについて理解している。（ウ
(ｲ)）

【
「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

読む能力

言語についての知識・理解・技能

「伝記を読み，自分の生き方について考える言語活動」を通した指導

・人物の生き方を描いた伝記を ・伝記を読み，描かれた人物の ・古典について解説した文章を
読み，感銘を受けたり，あこ
行動や生き方から，読み手で
読み，昔の人のものの見方や
がれを抱いて自分を見つめ直
ある自分に強く伝わってきた
感じ方を，現代人のものの見
し，自分の生き方について考
ことを明確にしている。（オ）
方や感じ方と比べている。（ア
えたりしようとしている。
・伝記を読んで強く伝わってき
(ｲ)）
たことを明らかにし，それが ・話し言葉と書き言葉との違い
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どのように書き表されている
に気付いて，様々な文章を読
かに注意しながら音読してい
んでいる。（イ(ｱ)）
る。（ア）
・時間の経過によって変化する
・人物の行動や生き方が，どの
という言葉の特質や，世代に
ような事実を基に，どう意味
よって特有の言葉遣いがある
付けられているのかについて， ことに気付いて，文章を読ん
事実と意見，感想などとの関
でいる。（イ(ｲ)）
係を押さえて読んでいる。
（ウ）・当該学年までに配当されてい
・人物の行動や生き方を描き出
る漢字を読んでいる。
（ウ(ｱ)）
す優れた描写に着目して読ん
でいる。（エ）
・伝記に描かれた人物の生き方
と自分の経験や考えなどとの
共通点や相違点を見付け，自
分の考えをまとめている。
（オ）
・自分が解釈したことや感動し
たことについて，どのように
声に出して読めば聞き手にも
よく味わってもらえるかを考
えながら朗読している。（ア）
イ 「自分の課題を解決するために，意見を述べた文章や解説の文章などを利用する言語活動」
を通した指導
・自分の課題を解決したいとい ・自分の課題を見いだすために，・語句の由来について，語源を
う願いをもち，その課題解決
同じ事柄について異なる筆者
調べたり和語・漢語・外来語
のために複数の本や文章を比
が執筆した本や文章を読み比
などを区別したりして理解し
べて読み，情報を多面的に収
べて，疑問や調べたい事柄を
ている。（イ(ｴ)）
集しようとしている。
明らかにしている。（イ）
・仮名及び漢字の由来，特質な
・自分の課題を解決するために， どについて理解している。（ウ
比べ読み，速読，摘読，多読
(ｲ)）
などの多様な読み方の中から，
効果的な読み方を選択して読
んでいる。（イ）
・自分の課題を解決するために，
複数の本や文章などを比べて
読み，必要な情報を選んでい
る。（カ）
・意見を述べた文章や解説の文
章などに対する自分の考えを
もつために，必要な内容を押
さえて要旨をとらえたり，事
実と感想，意見などとの関係
を押さえたりして読んでいる。
（ウ）
・書き手の立場や考え方に注意
して読み，自分の考えとの共
通点や相違点を踏まえて，考
えをまとめている。（オ）
ウ

「編集の仕方や記事の書き方に注意して新聞を読む言語活動」を通した指導

・新聞の編集の仕方や記事の書 ・見出しで結論を先に示し，リ ・接頭語，接尾語，複合語，略
き方について関心をもち，そ
ードから本文へ次第に詳しく
語，慣用語などの語句の構成，
こに書き手の工夫があること
していくなどの新聞の記述の
変化などについて理解を深め
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を感じながら必要な情報を集
めようとしている。

エ

仕方に着目して，効果的な読
ている。（イ(ｴ)）
み方を工夫している。（イ）
・文や文章にはいろいろな構成
・どのような記事がどのように
があり，書く目的に応じた構
割り付けされているかなど編
成がなされていることを理解
集の仕方に注意して読み，情
している。（イ(ｷ)）
報を収集するための効果的な ・表音文字としての平仮名や片
読み方を工夫している。（イ）
仮名，表意文字としての漢字
・報道記事や社説，コラムなど
の特質などについて理解して
の記事の特徴を理解し，目的
いる。（ウ(ｲ)）
に応じて文章の内容を的確に
押さえ，自分の考えを明確に
して読んでいる。（ウ）
・同じ内容を取り上げた複数の
文章を比べて読み，そこに書
き手の意図が表れていること
を理解した上で，自分はどう
考えるかを明確にしている。
（オ）

「本を読んで推薦の文章を書く言語活動」を通した指導

・自分が推薦しようと考えた理 ・物語の特徴を把握して推薦す ・親しみやすい古文や漢文，近
由を明らかにしながら対象と
るために，登場人物の相互関
代以降の文語調の文章につい
なる本を読み返したり，相手
係から人物像や役割をとらえ
て，内容の大体を知り，音読
が求めている内容や情報に応
ている。（エ）
や暗唱をしている。（ア(ｱ)）
じて本を選んで推薦したりし ・物語を推薦するために，登場 ・文章を特徴付ける語句に気付
ようとしている。
人物の行動や会話などについ
き，語句と語句との関係を理
ての優れた叙述に着目して，
解して読んでいる。（イ(ｵ)）
内面に描かれた心情を想像し ・言葉の正しさや美しさをとら
て読んでいる。（エ）
えたり，その言葉が適切であ
・場面の展開に沿って読み，感
るかどうかを感じ取ったりし
動やユーモア，安らぎなどを
ながら読んでいる。（イ(ｶ)）
生み出す優れた叙述に着目し ・日常よく使われる敬語の使い
ながら，その本を推薦するた
方に慣れている。
（イ(ｸ)）
ゆ
めに，自分の考えをまとめて ・比喩やユーモア，省略，倒置，
いる。（エ）
対句など，文章に表れる表現
・相手が必要とする情報にふさ
の工夫に気付き，文や文章を
わしい本を推薦するために，
読んでいる。（イ(ｹ)）
筆者が提示する事実と意見と
の関係を押さえて読み，推薦
理由を見付けている。（ウ）
・推薦する対象となる本の内容
や書き手に関連する本を重ね
て読むなど，目的に応じて複
数の本や文章を選んで比べて
読んでいる。（カ）
・本の推薦の文章を読み合い，
感じたことや考えたことがど
のように共通していたり相違
したりしているのかを明らか
にし，自分の考えを広げたり
深めたりしている。（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
社会生活についての理解を図り，我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て，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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

社会的事象に関心をも
ち，それを意欲的に調べ，
社会の一員として自覚を
もってよりよい社会を考
えようとする。

社会的事象から学習問
題を見いだして追究
し，社会的事象の意味
について思考・判断し
たことを適切に表現し
ている。

社会的事象を的確に観
察，調査したり，各種
の資料を効果的に活用
したりして，必要な情
報をまとめている。

社会的事象の様子や働
き，特色及び相互の関
連を具体的に理解して
いる。

３

内容のまとまり
社会科においては，学習指導要領の各学年の内容（第３学年及び第４学年は内容（１）～（６），第
５学年は内容（１）～（４），第６学年は（１）～（３））をそれぞれ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３学年及び第４学年

１

学年目標
(1) 地域の産業や消費生活の様子，人々の健康な生活や良好な生活環境及び安全を守るための諸活動に
ついて理解できるようにし，地域社会の一員としての自覚をもつようにする。
(2) 地域の地理的環境，人々の生活の変化や地域の発展に尽くした先人の働きについて理解できるよう
にし，地域社会に対する誇りと愛情を育てるようにする。
(3) 地域における社会的事象を観察，調査するとともに，地図や各種の具体的資料を効果的に活用し，
地域社会の社会的事象の特色や相互の関連などについて考える力，調べたことや考えたことを表現す
る力を育てるようにする。

２

第３学年及び第４学年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

観察・資料活用の
技能

地域における社会的事象 地域における社会的事 地域における社会的事
に関心をもち，それを意 象から学習問題を見い 象を的確に観察，調査
欲的に調べ，地域社会の だして追究し，地域社 したり，地図や各種の
一員としての自覚をもつ 会の社会的事象の特色 具体的資料を活用した
とともに，地域社会に対 や相互の関連などにつ りして，必要な情報を
する誇りと愛情をもとう いて思考・判断したこ 集めて読み取ったりま
とする。
とを適切に表現してい とめたりしている。
る。
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社会的事象についての
知識・理解
地域の産業や消費生活
の様子，人々の健康な
生活や良好な生活環境
及び安全を守るための
諸活動，地域の地理的
環境，人々の生活の変
化や地域の発展に尽く
した先人の働きを理解
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）「身近な地域や市（区，町，村）の様子」
【学習指導要領の内容】
(1) 自分たちの住んでいる身近な地域や市（区，町，村）について，次のことを観察，調査したり白
地図にまとめたりして調べ，地域の様子は場所によって違いがあることを考えるようにする。
ア 身近な地域や市（区，町，村）の特色ある地形，土地利用の様子，主な公共施設などの場所と
働き，交通の様子，古くから残る建造物など
【
「身近な地域や市（区，町，村）の様子」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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

自分たちの住んでいる身
近な地域や市（区，町，
村）の様子に関心をもち，
それを意欲的に調べ，そ
の特色を考えようとして
いる。

自分たちの住んでいる
身近な地域や市（区，
町，村）の様子から学
習問題を見いだして追
究し，身近な地域や市
（区，町，村）の様子
は場所によって違いが
あることについて思考
・判断したことを言語
などで適切に表現して
いる。

自分たちの住んでいる
身近な地域や市（区，
町，村）の様子を的確
に観察，調査したり，
具体的資料を活用した
りして，必要な情報を
集めて読み取ったりま
とめたりしている。

地域の様子は場所によ
って違いがあることを
理解している。

【
「身近な地域や市（区，町，村）の様子」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

・学校の周りの地域や市
（区，町，村）の特色
ある地形，土地利用の
様子，主な公共施設な
どの場所と働き，交通
の様子，古くから残る
建造物などに関心をも
ち，意欲的に調べてい
る。
・学校の周りの地域や市
（区，町，村）の様子
の特色やよさを考えよ
うとしている。

・学校の周りの地域や
市（区，町，村）の
特色ある地形，土地
利用の様子，主な公
共施設などの場所と
働き，交通の様子，
古くから残る建造物
などについて，学習
問題や予想，学習計
画を考え表現してい
る。
・土地利用の様子を地
形的な条件や社会的
な条件と関連付けた
り，分布の様子を相
互に比較したりし
て，地域の様子は場
所によって違いがあ
ることを考え適切に
表現している。
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観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

・観点に基づいて観察 ・学校の周りの地域や
や聞き取り調査を行
市（区，町，村）の
ったり，地図や写真
特色ある地形，土地
などの資料を活用し
利用の様子，主な公
たりして，学校の周
共施設などの場所と
りの地域や市（区，
働き，交通の様子，
町，村）の様子につ
古くから残る建造物
いて必要な情報を集
の場所と様子などを
め，読み取っている。
理解している。
・調べたことを主な地 ・地域の様子は場所に
図記号や四方位など
よって違いがあるこ
を用いて絵地図や白
とを理解している。
地図にまとめてい
る。

（２）「地域の人々の生産や販売」
【学習指導要領の内容】
(2) 地域の人々の生産や販売について，次のことを見学したり調査したりして調べ，それらの仕事に
携わっている人々の工夫を考えるようにする。
ア 地域には生産や販売に関する仕事があり，それらは自分たちの生活を支えていること
イ 地域の人々の生産や販売に見られる仕事の特色及び国内の他地域などとのかかわり
【
「地域の人々の生産や販売」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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

地域の人々の生産や販売
の仕事の様子に関心をも
ち，それを意欲的に調べ，
地域の生産や販売の仕事
と自分たちの生活とのか
かわりを考えようとして
いる。

地域の人々の生産や販
売の仕事の様子から学
習問題を見いだして追
究し，それらの仕事に
携わっている人々の工
夫について思考・判断
したことを言語などで
適切に表現している。

地域の人々の生産や販
売の仕事の様子を的確
に見学，調査したり，
具体的資料を活用した
りして，必要な情報を
集めて読み取ったりま
とめたりしている。

地域の人々の生産や販
売の仕事に携わってい
る人々の工夫を理解し
ている。

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

【
「地域の人々の生産や販売」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度
・地域の人々の生産や販
売の仕事の様子に関心
をもち，意欲的に調べ
ている。
・地域の人々の生産や販
売の仕事と自分たちの
生活とのかかわりを考
えようとしている。

社会的な
思考・判断・表現

・地域の人々の生産や ・観点に基づいて見学
販売の仕事の様子に
したり資料を活用し
ついて，学習問題や
たりして，地域の人
予想，学習計画を考
々の生産や販売の仕
え表現している。
事の様子について必
・地域の人々の生産や
要な情報を集め，読
販売の仕事の工夫を
み取っている。
自分たちの生活と関 ・調べたことをグラフ
連付けて考え適切に
や白地図などにまと
表現している。
めている。

・地域には生産や販売
に関する仕事があ
り，それらは自分た
ちの生活を支えてい
ることを理解してい
る。
・地域の人々の生産や
販売に見られる仕事
の特色や国内の他地
域などとのかかわり
を理解している。

（３）「地域の人々の健康な生活や良好な生活環境を守るための諸活動」
【学習指導要領の内容】
(3) 地域の人々の生活にとって必要な飲料水，電気，ガスの確保や廃棄物の処理について，次のこと
を見学したり調査したりして調べ，これらの対策や事業は地域の人々の健康な生活や良好な生活環
境の維持と向上に役立っていることを考えるようにする。
ア 飲料水，電気，ガスの確保や廃棄物の処理と自分たちの生活や産業とのかかわり
イ これらの対策や事業は計画的，協力的に進められていること
【「地域の人々の健康な生活や良好な生活環境を守るための諸活動」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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

地域の人々の生活にとっ
て必要な飲料水，電気，

地域の人々の生活にと
って必要な飲料水，電

地域の人々の生活にと
って必要な飲料水，電

飲料水，電気，ガスの
確保や廃棄物の処理に
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ガスの確保や廃棄物の処
理の諸活動に関心をも
ち，それを意欲的に調べ，
地域社会の一員としてよ
りよい生活環境を考えよ
うとしている。

気，ガスの確保や廃棄
物の処理の諸活動から
学習問題を見いだして
追究し，これらの対策
や事業は地域の人々の
健康な生活や良好な生
活環境の維持と向上に
役立っていることにつ
いて思考・判断したこ
とを言語などで適切に
表現している。

気，ガスの確保や廃棄
物の処理の諸活動を的
確に見学，調査したり
具体的資料を活用した
りして，必要な情報を
集めて読み取ったりま
とめたりしている。

かかわる対策や事業は
地域の人々の健康な生
活や良好な生活環境の
維持と向上に役立って
いることを理解してい
る。

【
「地域の人々の健康な生活や良好な生活環境を守るための諸活動」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

観察・資料活用の
技能

・飲料水（電気，ガス） ・飲料水（電気，ガス） ・施設・設備などを観
の確保やごみ（下水）
の確保やごみ
（下水）
点に基づいて見学・
の処理にかかわる対策
の処理にかかわる対
聞き取り調査を行っ
や事業に関心をもち，
策や事業について，
たり，地図や統計な
意欲的に調べている。
学習問題や予想，学
どの資料を活用した
・地域社会の一員として
習計画を考え表現し
りして，飲料水（電
節水（省エネ），ごみ
ている。
気，ガス）の確保や
の減量や資源の再利用 ・飲料水（電気，ガス）
ごみ（下水）の処理
などの取組に協力しよ
の確保やごみ
（下水）
にかかわる対策や事
うとしている。
の処理にかかわる対
業について必要な情
策や事業が地域の人
報を集め，読み取っ
々の健康な生活や良
ている。
好な生活環境の維持 ・調べたことを白地図
と向上に役立ってい
や作品などにまとめ
ることを自分たちの
ている。
生活と関連付けて考
え適切に表現してい
る。

社会的事象についての
知識・理解
・飲料水（電気，ガス）
の確保やごみ
（下水）
の処理と自分たちの
生活や産業とのかか
わりを理解してい
る。
・飲料水（電気，ガス）
の確保やごみ
（下水）
の処理にかかわる対
策や事業は計画的，
協力的に進められて
いることを理解して
いる。
・飲料水（電気，ガス）
の確保やごみ
（下水）
の処理にかかわる対
策や事業が地域の人
々の健康な生活や良
好な生活環境の維持
と向上に役立ってい
ることを理解してい
る。

（４）「地域の人々の安全を守るための諸活動」
【学習指導要領の内容】
(4) 地域社会における災害及び事故の防止について，次のことを見学したり調査したりして調べ，人
々の安全を守るための関係機関の働きとそこに従事している人々や地域の人々の工夫や努力を考え
るようにする。
ア 関係機関は地域の人々と協力して，災害や事故の防止に努めていること
イ 関係の諸機関が相互に連携して，緊急に対処する体制をとっていること
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【
「地域の人々の安全を守るための諸活動」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

観察・資料活用の
技能

地域社会における災害及 地域社会における災害 地域社会における災害
び事故の防止のための諸 及び事故の防止のため 及び事故の防止のため
活動に関心をもち，それ の諸活動の様子から学 の諸活動の様子を的確
を意欲的に調べ，地域社 習問題を見いだして追 に見学，調査したり，
会の一員として地域の人 究し，人々の安全を守 具体的資料を活用した
々の安全な生活の維持に るための関係機関の働 りして，必要な情報を
ついて考えようとしてい きとそこに従事してい 集めて読み取ったりま
る。
る人々や地域の人々の とめたりしている。
工夫や努力について思
考・判断したことを言
語などで適切に表現し
ている。

社会的事象についての
知識・理解
人々の安全を守るため
の関係機関の働きとそ
こに従事している人々
や地域の人々の工夫や
努力を理解している。

【
「地域の人々の安全を守るための諸活動」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度
・地域社会における災害
及び事故から人々の安
全を守る工夫や努力に
関心をもち，意欲的に
調べている。
・地域社会の一員として
人々の安全を守るため
の活動に協力しようと
している。

社会的な
思考・判断・表現

観察・資料活用の
技能

・地域社会における災 ・消防署や警察署など
害及び事故から人々
の施設や設備などを
の安全を守る工夫や
観点に基づいて見学
努力について，学習
・聞き取り調査した
問題や予想，学習計
り，資料を活用した
画を考え表現してい
りして，地域社会に
る。
おける災害及び事故
・安全を守るための関
の防止のための諸活
係機関の働きや地域
動の様子について必
の人々の工夫や努力
要な情報を集め，読
を地域の人々の生活
み取っている。
と関連付けて考え適 ・調べたことを白地図
切に表現している。
や作品などにまとめ
ている。

社会的事象についての
知識・理解
・関係機関は地域の人
々と協力して，災害
や事故の防止に努め
ていることを理解し
ている。
・関係の諸機関が相互
に連携して，緊急に
対処する体制をとっ
ていることを理解し
ている。
・人々の安全を守るた
めの関係機関の働き
とそこに従事してい
る人々や地域の人々
の工夫や努力を理解
している。

（５）「地域の人々の生活や地域の発展に尽くした先人の働き」
【学習指導要領の内容】
(5) 地域の人々の生活について，次のことを見学，調査したり年表にまとめたりして調べ，人々の生
活の変化や人々の願い，地域の人々の生活の向上に尽くした先人の働きや苦心を考えるようにする。
ア 古くから残る暮らしにかかわる道具，それらを使っていたころの暮らしの様子
イ 地域の人々が受け継いできた文化財や年中行事
ウ 地域の発展に尽くした先人の具体的事例
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【
「地域の人々の生活や地域の発展に尽くした先人の働き」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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

地域の人々の生活の変化
や地域の人々が受け継い
できた文化財や年中行
事，地域の発展に尽くし
た先人の働きに関心をも
ち，それを意欲的に調べ，
地域社会のよりよい発展
を考えようとしている。

地域の人々の生活の変
化や地域の人々が受け
継いできた文化財や年
中行事，地域の発展に
尽くした先人の働きか
ら学習問題を見いだし
て追究し，人々の生活
の変化や人々の願い，
地域の人々の生活の向
上に尽くした先人の働
きや苦心について思考
・判断したことを言語
などで適切に表現して
いる。

地域の古い道具，文化
財や年中行事，地域の
発展に尽くした先人の
具体的事例を的確に見
学，調査したり，年表
などの資料を活用した
りして，必要な情報を
集めて読み取ったりま
とめたりしている。

地域の人々の生活の変
化や人々の願い，地域
の人々の生活の向上に
尽くした先人の働きや
苦心を理解している。

【
「地域の人々の生活や地域の発展に尽くした先人の働き」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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

・地域の人々の生活の変
化や地域の人々が受け
継いできた文化財や年
中行事，地域の発展に
尽くした先人の働きに
関心をもち，意欲的に
調べている。
・地域の人々の生活の歴
史的な背景や地域社会
の発展を願ってきた人
々の生き方に関心をも
ち，地域社会のよりよ
い発展を考えようとし
ている。

・地域の人々の生活の
変化や地域の人々が
受け継いできた文化
財や年中行事，地域
の発展に尽くした先
人の働きについて，
学習問題や予想，学
習計画を考え表現し
ている。
・地域の人々の生活の
今昔の違いや変化，
人々の生活の知恵を
考え適切に表現して
いる。
・地域の人々の願いや
生活の向上と先人の
働きや苦心，文化遺
産や年中行事を受け
継いできた人々の努
力とを関連付けて考
え適切に表現してい
る。

・郷土資料館などを観
点に基づいて見学し
たり地域の方から聞
き取り調査したりし
て，地域の人々の生
活の変化や地域の人
々が受け継いできた
文化財や年中行事，
地域の発展に尽くし
た先人の働きについ
て必要な情報を集
め，読み取っている。
・調べたことを年表や
白地図，作品などに
まとめている。

・古くから残る暮らし
にかかわる道具，そ
れらを使っていたこ
ろの暮らしの様子を
理解している。
・地域の人々が受け継
いできた文化財や年
中行事の様子を理解
している。
・地域の発展に尽くし
た先人の働きを理解
している。
・地域の人々の生活の
変化や向上が人々の
願い，努力や先人の
働き，苦心によるも
のであることを理解
している。

（６）「県（都，道，府）の様子」
【学習指導要領の内容】
(6) 県（都，道，府）の様子について，次のことを資料を活用したり白地図にまとめたりして調べ，
県（都，道，府）の特色を考えるようにする。
ア 県（都，道，府）内における自分たちの市（区，町，村）及び我が国における自分たちの県（都，
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道，府）の地理的位置，47都道府県の名称と位置
県（都，道，府）全体の地形や主な産業の概要，交通網の様子や主な都市の位置
県（都，道，府）内の特色ある地域の人々の生活
人々の生活や産業と国内の他地域や外国とのかかわり

イ
ウ
エ

【
「県（都，道，府）の様子」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

県（都，道，府）の様子 県（都，道，府）の様
に関心をもち，それを意 子から学習問題を見い
欲的に調べ，自分たちの だして追究し，県（都，
住んでいる県（都，道， 道，府）の特色につい
府）の特色を考えようと て思考・判断したこと
している。
を言語などで適切に表
現している。

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

県（都，道，府）の様
子について，地図や資
料を活用して，必要な
情報を集めて読み取っ
たりまとめたりしてい
る。

県（都，道，府）の特
色を具体的に理解して
いる。

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

【
「県（都，道，府）の様子」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

・県（都，道，府）の地 ・県（都，道，府）の ・地図や資料を活用し ・自分たちの住んでい
理的位置，地形や産業，
地理的位置，地形や
たり，インターネッ
る県（都，道，府）
県（都，道，府）内の
産業，県（都，道，
トを活用したりし
や市（区，町，村）
特色ある地域の様子，
府）内の特色ある地
て，県（都，道，府）
の地理的位置，47都
国内の他地域や外国と
域の様子，国内の他
の様子について必要
道府県の名称と位
のかかわりなどに関心
地域や外国とのかか
な情報を集め，読み
置，県（都，道，府）
をもち，意欲的に調べ
わりについて，学習
取っている。
全体の地形や主な産
ている。
問題や予想，学習計 ・調べたことを白地図
業の概要，交通網の
・自分たちの住んでいる
画を考え表現してい
や作品などにまとめ
様子や主な都市の位
県（都，道，府）の特
る。
ている。
置を理解している。
色やよさを考えようと ・他県とのかかわりや
・県（都，道，府）内
している。
位置関係を考えた
の特色ある地域の人
り，県（都，道，府）
々の生活の様子を理
内の地域の特色を相
解している。
互に比較したりし
・県（都，道，府）内
て，自分たちが住ん
の人々の生活や産業
でいる県（都，道，
と国内の他地域や外
府）の特色を考え適
国とのかかわりを理
切に表現している。
解している。

Ⅱ

第５学年
１

学年目標
(1) 我が国の国土の様子，国土の環境と国民生活との関連について理解できるようにし，環境の保全や
自然災害の防止の重要性について関心を深め，国土に対する愛情を育てるようにする。
(2) 我が国の産業の様子，産業と国民生活との関連について理解できるようにし，我が国の産業の発展
や社会の情報化の進展に関心をもつようにする。
(3) 社会的事象を具体的に調査するとともに，地図や地球儀，統計などの各種の基礎的資料を効果的に
活用し，社会的事象の意味について考える力，調べたことや考えたことを表現する力を育てるように
する。
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２

３

第５学年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

我が国の国土と産業の様
子に関する社会的事象に
関心をもち，それを意欲
的に調べ，国土の環境の
保全と自然災害の防止の
重要性，産業の発展や社
会の情報化の進展に関心
を深めるとともに，国土
に対する愛情をもとうと
する。

我が国の国土と産業の
様子に関する社会的事
象から学習問題を見い
だして追究し，社会的
事象の意味について思
考・判断したことを適
切に表現している。

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

我が国の国土と産業の 我が国の国土と産業の
様子に関する社会的事 様子，国土の環境や産
象 を 的 確 に 調 査 し た 業と国民生活との関連
り，地図や地球儀，統 を理解している。
計などの各種の基礎的
資料を活用したりし
て，必要な情報を集め
て読み取ったりまとめ
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）「我が国の国土の自然などの様子」
【学習指導要領の内容】
(1) 我が国の国土の自然などの様子について，次のことを地図や地球儀，資料などを活用して調べ，
国土の環境が人々の生活や産業と密接な関連をもっていることを考えるようにする。
ア 世界の主な大陸と海洋，主な国の名称と位置，我が国の位置と領土
イ 国土の地形や気候の概要，自然条件から見て特色ある地域の人々の生活
ウ 公害から国民の健康や生活環境を守ることの大切さ
エ 国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止
【
「我が国の国土の自然などの様子」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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

我が国の国土の自然など 我が国の国土の自然な 我が国の国土の自然な 国土の環境が人々の生
の様子に関心をもち，そ どの様子から学習問題 どの様子について，地 活や産業と密接な関連
れを意欲的に調べ，国土 を見いだして追究し， 図や地球儀，その他の をもっていることを理
の環境保全や自然災害の 国土の環境が人々の生 基 礎 的 資 料 を 活 用 し 解している。
防止の重要性や国民一人 活や産業と密接な関連 て，必要な情報を集め
一人の協力の大切さを考 をもっていることにつ て読み取ったりまとめ
えようとしている。
いて思考・判断したこ たりしている。
とを言語などで適切に
表現している。

【
「我が国の国土の自然などの様子」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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

・世界の主な大陸や海洋
と我が国の国土との位
置関係，国土の地形や
気候の概要，自然条件
から見て特色ある地域

・世界の主な大陸や海
洋と我が国の国土と
の位置関係，国土の
地形や気候の概要，
自然条件から見て特

・地図や地球儀，その
他の資料などを活用
して，我が国の国土
の自然などの様子に
ついて必要な情報を

・世界の主な大陸と海
洋，主な国の名称と
位置，我が国の位置
と領土を理解してい
る。
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の人々の生活，公害と
生活環境，森林資源の
働き，自然災害の防止
の取組などに関心をも
ち，意欲的に調べてい
る。
・国土の環境保全や自然
災害の防止の重要性に
関心をもち，協力の大
切さを考えようとして
いる。

色ある地域の人々の
集め，読み取ってい
生活，公害と生活環
る。
境，森林資源の働き， ・調べたことを白地図
自然災害の防止の取
や作品などにまとめ
組などについて，学
ている。
習問題や予想，学習
計画を考え表現して
いる。
・自然条件，自然災害
や公害，人々の生活
や産業などを相互に
関連付けて，国土の
環境が人々の生活や
産業と密接な関連を
もっていることを考
え適切に表現してい
る。

・国土の地形や気候の
概要，自然条件から
見て特色ある地域の
人々の生活を理解し
ている。
・公害から国民の健康
や生活環境を守るこ
との大切さを理解し
ている。
・国土の保全などのた
めの森林資源の働き
及び自然災害の防止
の取組を理解してい
る。
・国土の環境が人々の
生活や産業と密接な
関連をもっているこ
とを理解している。

（２）「我が国の農業や水産業」
【学習指導要領の内容】
(2) 我が国の農業や水産業について，次のことを調査したり地図や地球儀，資料などを活用したりし
て調べ，それらは国民の食料を確保する重要な役割を果たしていることや自然環境と深いかかわり
をもって営まれていることを考えるようにする。
ア 様々な食料生産が国民の食生活を支えていること，食料の中には外国から輸入しているものが
あること。
イ 我が国の主な食料生産物の分布や土地利用の特色など
ウ 食料生産に従事している人々の工夫や努力，生産地と消費地を結ぶ運輸などの働き
【
「我が国の農業や水産業」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

観察・資料活用の
技能

我が国の農業や水産業の 我が国の農業や水産業 我が国の農業や水産業
様子に関心をもち，それ の様子から学習問題を の様子を的確に調査し
を意欲的に調べ，国民の 見いだして追究し，そ たり，地図や地球儀，
食生活を支える我が国の れらが国民の食料を確 統計などの各種の基礎
食料生産の発展を考えよ 保する重要な役割を果 的資料を活用したりし
うとしている。
たしていることや自然 て，必要な情報を集め
環境と深いかかわりを て読み取ったりまとめ
もって営まれているこ たりしている。
とについて思考・判断
したことを言語などで
適切に表現している。

社会的事象についての
知識・理解
我が国の農業や水産業
は国民の食料を確保す
る重要な役割を果たし
ていることや自然環境
と深いかかわりをもっ
て営まれていることを
理解している。

【
「我が国の農業や水産業」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

観察・資料活用の
技能

・我 が 国 の 農 業 や 水 産 ・我が国の農業や水産 ・地図や地球儀，統計
業，様々な食料生産の
業，様々な食料生産
などの資料を活用し
- 57 -

社会的事象についての
知識・理解
・様々な食料生産が国
民の食生活を支えて

様子に関心をもち，意
欲的に調べている。
・国民生活を支えている
我が国の農業や水産
業，様々な食料生産の
発展を考えようとして
いる。

の様子について，学
習問題や予想，学習
計画を考え表現して
いる。
・食料生産の様子と自
然環境や国民の食生
活とを関連付けて，
我が国の農業や水産
業が国民の食料を確
保する重要な役割を
果たしていることや
自然環境と深いかか
わりをもって営まれ
ていることを考え適
切に表現している。

て，我が国の農業や
いること，食料の中
水産業の様子につい
には外国から輸入し
て必要な情報を集
ているものがあるこ
め，読み取っている。
とを理解している。
・調べたことを白地図 ・我が国の主な食料生
や作品などにまとめ
産物の分布や土地利
ている。
用の特色などを理解
している。
・食料生産に従事して
いる人々の工夫や努
力，生産地と消費地
を結ぶ運輸などの働
きを理解している。
・我が国の農業や水産
業は国民の食料を確
保する重要な役割を
果たしていることや
自然環境と深いかか
わりをもって営まれ
ていることを理解し
ている。

（３）「我が国の工業生産」
【学習指導要領の内容】
(3) 我が国の工業生産について，次のことを調査したり地図や地球儀，資料などを活用したりして調
べ，それらは国民生活を支える重要な役割を果たしていることを考えるようにする。
ア 様々な工業製品が国民生活を支えていること。
イ 我が国の各種の工業生産や工業地域の分布など
ウ 工業生産に従事している人々の工夫や努力，工業生産を支える貿易や運輸などの働き
【
「我が国の工業生産」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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

我が国の工業生産の様子 我が国の工業生産の様 我が国の工業生産の様 我が国の工業生産は国
に関心をもち，それを意 子から学習問題を見い 子 を 的 確 に 調 査 し た 民生活を支える重要な
欲的に調べ，国民生活を だして追究し，それら り，地図や地球儀，統 役割を果たしているこ
支える我が国の工業生産 が国民生活を支える重 計などの各種の基礎的 とを理解している。
の発展を考えようとして 要な役割を果たしてい 資 料 を 活 用 し た り し
いる。
ることについて思考・ て，必要な情報を集め
判断したことを言語な て読み取ったりまとめ
どで適切に表現してい たりしている。
る。

【
「我が国の工業生産」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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

・我が国の工業生産の様
子に関心をもち，意欲
的に調べている。

・我が国の工業生産の
様子について，学習
問題や予想，学習計

・地図や地球儀，統計
などの資料を活用し
て，我が国の工業生

・様々な工業製品が国
民生活を支えている
ことを理解してい
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・国民生活を支える我が
国の工業生産の発展を
考えようとしている。

画を考え表現してい
産の様子や様々な工
る。
業製品について必要
・工業生産の様子と国
な情報を集め，読み
民生活とを関連付け
取っている。
て，工業生産が国民 ・調べたことを白地図
生活を支える重要な
や作品などにまとめ
役割を果たしている
ている。
ことを考え適切に表
現している。

る。
・我が国の各種の工業
生産や工業地域の分
布などを理解してい
る。
・工業生産に従事して
いる人々の工夫や努
力，工業生産を支え
る貿易や運輸などの
働きを理解してい
る。
・我が国の工業生産は
国民生活を支える重
要な役割を果たして
いることを理解して
いる。

（４）「我が国の情報産業や情報化した社会の様子」
【学習指導要領の内容】
(4) 我が国の情報産業や情報化した社会の様子について，次のことを調査したり資料を活用したりし
て調べ，情報化の進展は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切で
あることを考えるようにする。
ア 放送，新聞などの産業と国民生活とのかかわり
イ 情報化した社会の様子と国民生活とのかかわり
【
「我が国の情報産業や情報化した社会の様子」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

観察・資料活用の
技能

我が国の情報産業や情報 我が国の情報産業や情 我が国の情報産業や情
化した社会の様子に関心 報化した社会の様子か 報化した社会の様子を
をもち，それを意欲的に ら学習問題を見いだし 的確に見学したり，各
調べ，国民生活を支える て追究し，情報化の進 種の基礎的資料を活用
情報産業の発展や社会の 展が国民の生活に大き したりして，必要な情
情報化のよりよい進展を な影響を及ぼしている 報を集めて読み取った
考えようとしている。
ことや情報の有効な活 り ま と め た り し て い
用が大切であることに る。
ついて思考・判断した
ことを言語などで適切
に表現している。

社会的事象についての
知識・理解
情報化の進展は国民の
生活に大きな影響を及
ぼしていることや情報
の有効な活用が大切で
あることを理解してい
る。

【
「我が国の情報産業や情報化した社会の様子」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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

・放送（新聞）などのマ
スメディアを通して情
報を提供している産業
や情報化した社会の様
子と国民生活とのかか
わりに関心をもち，意

・放送（新聞）などの
マスメディアを通し
て情報を提供してい
る産業や情報化した
社会の様子と国民生
活とのかかわりにつ

・資料やインターネッ
トを活用したり，聞
き取り調査をしたり
して，我が国の情報
産業や情報化した社
会の様子について必

・放送，新聞などの産
業と国民生活とのか
かわりを理解してい
る。
・情報化した社会の様
子と国民生活とのか
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欲的に調べている。
いて，学習問題や予
・情報産業の発展や社会
想，学習計画を考え
の情報化の進展に関心
表現している。
をもち，情報を有効に ・情報産業の様子や情
活用しようとしてい
報化した社会の様子
る。
と国民生活とを関連
付けて，情報化の進
展は国民の生活に大
きな影響を及ぼして
いることや情報の有
効な活用が大切であ
ることを考え適切に
表現している。

Ⅲ

要な情報を集め，読
み取っている。
・調べたことを図表や
作品などにまとめて
いる。

かわりを理解してい
る。
・情報化の進展は国民
の生活に大きな影響
を及ぼしていること
や情報の有効な活用
が大切であることを
理解している。

第６学年
１

２

学年目標
(1) 国家・社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文化遺産について興味・関心と理解を深
めるようにするとともに，我が国の歴史や伝統を大切にし，国を愛する心情を育てるようにする。
(2) 日常生活における政治の働きと我が国の政治の考え方及び我が国と関係の深い国の生活や国際社会
における我が国の役割を理解できるようにし，平和を願う日本人として世界の国々の人々と共に生き
ていくことが大切であることを自覚できるようにする。
(3) 社会的事象を具体的に調査するとともに，地図や地球儀，年表などの各種の基礎的資料を効果的に
活用し，社会的事象の意味をより広い視野から考える力，調べたことや考えたことを表現する力を育
てるようにする。

３

第６学年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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

我が国の歴史と政治及び
国際社会における我が国
の役割に関心をもち，そ
れを意欲的に調べ，我が
国の歴史や伝統を大切に
し国を愛する心情をもつ
とともに，平和を願う日
本人として世界の国々の
人々と共に生きていくこ
とが大切であることの自
覚をもとうとする。

我が国の歴史と政治及
び国際理解に関する社
会的事象から学習問題
を見いだして追究し，
社会的事象の意味につ
いてより広い視野から
思考・判断したことを
適切に表現している。

我が国の歴史と政治及
び国際理解に関する社
会的事象を的確に調査
したり，地図や地球儀，
年表などの各種の基礎
的資料を活用したりし
て，必要な情報を集め
て読み取ったりまとめ
たりしている。

国家・社会の発展に大
きな働きをした先人の
業績や優れた文化遺
産，日常生活における
政治の働きと我が国の
政治の考え方及び我が
国と関係の深い国の生
活や国際社会における
我が国の役割を理解し
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）「我が国の歴史」
【学習指導要領の内容】
(1) 我が国の歴史上の主な事象について，人物の働きや代表的な文化遺産を中心に遺跡や文化財，資
料などを活用して調べ，歴史を学ぶ意味を考えるようにするとともに，自分たちの生活の歴史的背
景，我が国の歴史や先人の働きについて理解と関心を深めるようにする。
ア 狩猟・採集や農耕の生活，古墳について調べ，大和朝廷による国土の統一の様子が分かること。
その際，神話・伝承を調べ，国の形成に関する考え方などに関心をもつこと。
イ 大陸文化の摂取，大化の改新，大仏造営の様子，貴族の生活について調べ，天皇を中心とした
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政治が確立されたことや日本風の文化が起こったことが分かること。
源平の戦い，鎌倉幕府の始まり，元との戦いについて調べ，武士による政治が始まったことが
分かること。
エ 京都の室町に幕府が置かれたころの代表的な建造物や絵画について調べ，室町文化が生まれた
ことが分かること。
オ キリスト教の伝来，織田・豊臣の天下統一，江戸幕府の始まり，参勤交代，鎖国について調べ，
戦国の世が統一され，身分制度が確立し武士による政治が安定したことが分かること。
カ 歌舞伎や浮世絵，国学や蘭学について調べ，町人の文化が栄え新しい学問が起こったことが分
かること。
キ 黒船の来航，明治維新，文明開化などについて調べ，廃藩置県や四民平等などの諸改革を行い，
欧米の文化を取り入れつつ近代化を進めたことが分かること。
ク 大日本帝国憲法の発布，日清・日露の戦争，条約改正，科学の発展などについて調べ，我が国
の国力が充実し国際的地位が向上したことが分かること。
ケ 日華事変，我が国にかかわる第二次世界大戦，日本国憲法の制定，オリンピックの開催などに
ついて調べ，戦後我が国は民主的な国家として出発し，国民生活が向上し国際社会の中で重要な
役割を果たしてきたことが分かること。
ウ

【
「我が国の歴史」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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

我が国の歴史上の主な事 我が国の歴史上の主な 我が国の歴史上の主な 自分たちの生活の歴史
象にかかわる人物の働き 事象にかかわる人物の 事象にかかわる人物の 的背景，我が国の歴史
や代表的な文化遺産など 働きや代表的な文化遺 働きや代表的な文化遺 や先人の働きを理解し
に関心をもち，それを意 産から学習問題を見い 産 を 的 確 に 調 査 し た ている。
欲的に調べ，我が国の歴 だして追究し，人物の り，遺跡や文化財，地
史や伝統の大切さととも 願いや働き，文化遺産 図や年表などの各種の
に歴史を学ぶ意味を考え の意味について思考・ 基礎的資料を活用した
ようとしている。
判断したことを言語な りして，必要な情報を
どで適切に表現してい 集めて読み取ったりま
る。
とめたりしている。

【
「我が国の歴史」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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

・我が国の歴史上の主な
事象にかかわる人物の
働きや代表的な文化遺
産などに関心をもち，
意欲的に調べている。
・自分たちの生活の歴史
的背景や歴史を学ぶ意
味を考えようとしてい
る。
・我が国の歴史や伝統の
大切さを考えようとし
ている。

・我が国の歴史上の主
な事象にかかわる人
物の働きや代表的な
文化遺産について，
学習問題や予想，学
習計画を考え表現し
ている。
・我が国の歴史上の主
な事象について調べ
たことを比較したり
関連付けたり総合し
たりして，人物の願
いや働き，代表的な
文化遺産の意味を考
え適切に表現してい
る。

・遺跡や文化財，地図
や年表，その他の資
料を活用して，我が
国の歴史上の主な事
象にかかわる人物の
働きや代表的な文化
遺産について必要な
情報を集め，読み取
っている。
・調べたことを白地図
や年表，作品などに
まとめている。

・大和朝廷による国土
の統一の様子が分か
っている。
・天皇を中心とした政
治が確立されたこと
や日本風の文化が起
こったことが分かっ
ている。
・武士による政治が始
まったことが分かっ
ている。
・室町文化が生まれた
ことが分かってい
る。
・戦国の世が統一さ
れ，身分制度が確立
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し，武士による政治
が安定したことが分
かっている。
・町人の文化が栄え新
しい学問が起こった
ことが分かってい
る。
・廃藩置県や四民平等
などの諸改革を行
い，欧米の文化を取
り入れつつ近代化を
進めたことが分かっ
ている。
・我が国の国力が充実
し国際的地位が向上
したことが分かって
いる。
・戦後我が国は民主的
な国家として出発
し，国民生活が向上
し国際社会の中で重
要な役割を果たして
きたことが分かって
いる。
・自分たちの生活の歴
史的背景を理解して
いる。

（２）「我が国の政治の働き」
【学習指導要領の内容】
(2) 我が国の政治の働きについて，次のことを調査したり資料を活用したりして調べ，国民主権と関
連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていること，現在の我が国の民
主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考えるようにする。
ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。
イ 日本国憲法は，国家の理想，天皇の地位，国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基
本を定めていること。
【
「我が国の政治の働き」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

観察・資料活用の
技能

我が国の政治の働きに関 我が国の政治の働きに 我が国の政治の働きを
する社会的事象に関心を 関する社会的事象から 的確に調査したり，各
もち，それを意欲的に調 学習問題を見いだして 種の基礎的資料を活用
べ，日本国憲法に基づく 追究し，国民主権と関 したりして，必要な情
我が国の政治の働きを考 連付けて政治は国民生 報を集めて読み取った
えようとしている。
活の安定と向上を図る り ま と め た り し て い
ために大切な働きをし る。
ていること，現在の我
が国の民主政治は日本
国憲法の基本的な考え
方に基づいていること
について，より広い視
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社会的事象についての
知識・理解
国民主権と関連付けて
政治は国民生活の安定
と向上を図るために大
切な働きをしているこ
と，現在の我が国の民
主政治は日本国憲法の
基本的な考え方に基づ
いていることを理解し
ている。

野から思考・判断した
ことを言語などで適切
に表現している。

【
「我が国の政治の働き」の評価規準の設定例】
社会的事象への
関心・意欲・態度
・地方公共団体や国の政
治の働き，日本国憲法
と我が国の政治や国民
生活との関連に関心を
もち，意欲的に調べて
いる。
・日本国憲法に基づく我
が国の政治の働きを考
えようとしている。

社会的な
思考・判断・表現

観察・資料活用の
技能

・地方公共団体や国の ・資料やインターネッ
政治の働き，日本国
トを活用したり，聞
憲法と我が国の政治
き取り調査をしたり
や国民生活との関連
して，地方公共団体
について，学習問題
や国の政治の働きに
や予想，学習計画を
ついて必要な情報を
考え表現している。
集め，読み取ってい
・我が国の民主政治の
る。
考え方や働きと国民 ・調べたことをレポー
生活とを関連付け
トや作品などにまと
て，政治は国民生活
めている。
の安定と向上を図る
ために大切な働きを
していることや現在
の我が国の民主政治
は日本国憲法の基本
的な考え方に基づい
ていることを考え適
切に表現している。

社会的事象についての
知識・理解
・国民生活には地方公
共団体や国の政治の
働きが反映している
ことを理解してい
る。
・日本国憲法は，国家
の理想，天皇の地位，
国民としての権利及
び義務など国家や国
民生活の基本を定め
ていることを理解し
ている。
・政治は国民生活の安
定と向上を図るため
に大切な働きをして
いること，現在の我
が国の民主政治は日
本国憲法の基本的な
考え方に基づいてい
ることを理解してい
る。

（３）「世界の中の日本の役割」
【学習指導要領の内容】
(3) 世界の中の日本の役割について，次のことを調査したり地図や地球儀，資料などを活用したりし
て調べ，外国の人々と共に生きていくためには異なる文化や習慣を理解し合うことが大切であるこ
と，世界平和の大切さと我が国が世界において重要な役割を果たしていることを考えるようにする。
ア 我が国と経済や文化などの面でつながりが深い国の人々の生活の様子
イ 我が国の国際交流や国際協力の様子及び平和な国際社会の実現に努力している国際連合の働き
【
「世界の中の日本の役割」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

世界の中の日本の役割に 世界の中の日本の役割
関する社会的事象に関心 に関する社会的事象か
をもち，それを意欲的に ら学習問題を見いだし
調べ，異なる文化や習慣 て追究し，外国の人々
を理解し合うことや世界 と共に生きていくため
平和の大切さ，我が国が には異なる文化や習慣
世界において重要な役割 を理解し合うことが大
を果たすことの大切さを 切であること，世界平
考えようとしている。
和の大切さと我が国が
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観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

世界の中の日本の役割
に関する社会的事象を
的確に調査したり，地
図や地球儀，各種の基
礎的資料を活用したり
して，必要な情報を集
めて読み取ったりまと
めたりしている。

外国の人々と共に生き
ていくためには異なる
文化や習慣を理解し合
うことが大切であるこ
と，世界平和の大切さ
と我が国が世界におい
て重要な役割を果たし
ていることを理解して
いる。

世界において重要な役
割を果たしていること
について，より広い視
野から思考・判断した
ことを言語などで適切
に表現している。

【
「世界の中の日本の役割」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

観察・資料活用の
技能

社会的事象についての
知識・理解

・我が国と経済や文化な
どの面でつながりが深
い国の人々の生活の様
子や我が国の国際交流
や国際協力の様子に関
心をもち，意欲的に調
べている。
・異なる文化や習慣を理
解し合うことや世界平
和の大切さ，我が国が
世界において重要な役
割を果たすことの大切
さを考えようとしてい
る。

・我が国と経済や文化
などの面でつながり
が深い国の人々の生
活の様子や我が国の
国際交流や国際協力
の様子について，学
習問題や予想，学習
計画を考え表現して
いる。
・文化や習慣を比較し
たり，国際交流や国
際協力の様子，国際
連合の働きと平和や
発展への人々の願い
とを関連付けたりし
て，異なる文化や習
慣を理解し合うこと
や世界平和の大切
さ，我が国が世界に
おいて重要な役割を
果たしていることを
考え適切に表現して
いる。

・地図や地球儀，各種
の基礎的資料を活用
したり，聞き取り調
査をしたりして，我
が国と経済や文化な
どの面でつながりが
深い国の人々の生活
の様子や我が国の国
際交流や国際協力の
様子について必要な
情報を集め，読み取
っている。
・調べたことを白地図
や作品などにまとめ
ている。

・我が国と経済や文化
などの面でつながり
が深い国の人々の生
活の様子を理解して
いる。
・我が国の国際交流や
国際協力の様子及び
平和な国際社会の実
現に努力している国
際連合の働きを理解
している。
・外国の人々と共に生
きていくためには異
なる文化や習慣を理
解し合うことが大切
であること，世界平
和の大切さと我が国
が世界において重要
な役割を果たしてい
ることを理解してい
る。
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第３章
第１

算数

教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１

教科目標
算数的活動を通して，数量や図形についての基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け，日常の事象
について見通しをもち筋道を立てて考え，表現する能力を育てるとともに，算数的活動の楽しさや数理
的な処理のよさに気付き，進んで生活や学習に活用しようとする態度を育てる。

２

評価の観点及びその趣旨
算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

数理的な事象に関心を 日常の事象を数理的に
もつとともに，算数的 とらえ，見通しをもち
活動の楽しさや数理的 筋道立てて考え表現し
な 処 理 の よ さ に 気 付 たり，そのことから考
き，進んで生活や学習 え を 深 め た り す る な
に活用しようとする。 ど，数学的な考え方の
基礎を身に付けてい
る。

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

数量や図形についての
数学的な表現や処理に
かかわる技能を身に付
けている。

数量や図形についての豊
かな感覚をもち，それら
の意味や性質などについ
て理解している。

３

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

第２

数と計算」「Ｂ

量と測定」「Ｃ

図形」「Ｄ

数量

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) 具体物を用いた活動などを通して，数についての感覚を豊かにする。数の意味や表し方について理
解できるようにするとともに，加法及び減法の意味について理解し，それらの計算の仕方を考え，用
いることができるようにする。
(2) 具体物を用いた活動などを通して，量とその測定についての理解の基礎となる経験を重ね，量の大
きさについての感覚を豊かにする。
(3) 具体物を用いた活動などを通して，図形についての理解の基礎となる経験を重ね，図形についての
感覚を豊かにする。
(4) 具体物を用いた活動などを通して，数量やその関係を言葉，数，式，図などに表したり読み取った
りすることができるようにする。

２

第１学年の評価の観点の趣旨
算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

数量や図形に親しみを 数量や図形についての
もち，それらについて 基礎的・基本的な知識
様々な経験をもとうと 及び技能の習得や活用
する。
を通して，数理的な処
理に親しみ，考え表現
したり工夫したりして

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

整数の計算をしたり，
身の回りにある量の大
きさを比較したり，図
形を構成したり，数量
の関係などを表したり
読み取ったりするなど

数量や図形についての感
覚を豊かにするととも
に，整数の意味と表し方
及び整数の計算の意味を
理解し，量，図形及び数
量の関係についての理解
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いる。

３

の技能を身に付けてい
る。

の基礎となる経験を豊か
にしている。

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 数と計算」
【学習指導要領の内容】
(1) ものの個数を数えることなどの活動を通して，数の意味について理解し，数を用いることができ
るようにする。
ア ものとものとを対応させることによって，ものの個数を比べること。
イ 個数や順番を正しく数えたり表したりすること。
ウ 数の大小や順序を考えることによって，数の系列を作ったり，数直線の上に表したりすること。
エ 一つの数をほかの数の和や差としてみるなど，ほかの数と関係付けてみること。
オ ２位数の表し方について理解すること。
カ 簡単な場合について，３位数の表し方を知ること。
キ 数を十を単位としてみること。
(2) 加法及び減法の意味について理解し，それらを用いることができるようにする。
ア 加法及び減法が用いられる場合について知ること。
イ １位数と１位数との加法及びその逆の減法の計算の仕方を考え，それらの計算が確実にできる
こと。
ウ 簡単な場合について，２位数などの加法及び減法の計算の仕方を考えること。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
ア 具体物をまとめて数えたり等分したりし，それを整理して表す活動
イ 計算の意味や計算の仕方を，具体物を用いたり，言葉，数，式，図を用いたりして表す活動
〔用語・記号〕 一の位 十の位 ＋ － ＝
【
「Ａ

数と計算」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

数の意味と加法及び減 数の意味や表し方，加
法の計算に親しみをも 法及び減法の計算など
ち，それらについて様 についての知識及び技
々な経験をもとうとし 能の習得や活用を通し
ている。
て，数理的な処理に親
しみ，考え表現したり
工夫したりしている。

【
「Ａ

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

ものの個数や順番を数
えたり，加法及び減法
の計算をしたりするな
どの技能を身に付けて
いる。

数についての感覚を豊か
にするとともに，整数の
意味と表し方や，加法及
び減法の意味について理
解している。

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

数と計算」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度
・具体物などのものの
個数を正しく数えた
り表したりしようと
している。
・ものの個数や順番を
数を用いて表すこと
のよさに気付いてい

数学的な考え方

・ものの個数を数えた ・ものとものとを対応
り比べたりすること
させることによっ
を通して，数の読み
て，ものの個数を比
方，表し方，大小や
べることができる。
順序について考えて ・ものの個数や順番を
いる。
正しく数えたり表し
・10 のまとまりを作
たりすることができ
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・一つの数をほかの数の
和や差としてみるな
ど，数の構成について
の豊かな感覚をもって
いる。
・２位数の表し方につい
て理解している。

る。

って数えることを通
して，十を単位とし
た数の表し方を考え
ている。

る。
・数の大小や順序を考
えることによって，
数の系列を作った
り，数直線の上に表
したりすることがで
きる。
・一つの数をほかの数
の和や差としてみる
ことができる。
・数を十を単位として
みることができる。
・具体物を幾つかずつ
まとめて数えたり等
分したりすることが
できる。

・簡単な場合について，
３位数の表し方を知っ
ている。
・具体物をまとめて数え
たり等分したりするな
ど，数の大きさや構成
についての豊かな感覚
をもっている。

・１位数と１位数との ・１位数と１位数との
加法及びその逆の減
加法及びその逆の減
法の計算の仕方を考
法の計算の仕方を考
えようとしている。
えている。
・加法及び減法を用い ・ 簡 単 な 場 合 に つ い
て身の回りの問題を
て，２位数などの加
解決するなど，加法
法及び減法の計算の
及び減法を進んで用
仕方を考えている。
いようとしている。

・１位数と１位数との
加法及びその逆の減
法の計算が確実にで
きる。

・合併や増加，求残や求
差など，加法及び減法
の意味について理解し
ている。

（２）「Ｂ 量と測定」
【学習指導要領の内容】
(1) 大きさを比較するなどの活動を通して，量とその測定についての理解の基礎となる経験を豊かに
する。
ア 長さ，面積，体積を直接比べること。
イ 身の回りにあるものの大きさを単位として，その幾つ分かで大きさを比べること。
(2) 日常生活の中で時刻を読むことができるようにする。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
ウ 身の回りにあるものの長さ，面積，体積を直接比べたり，他のものを用いて比べたりする活動
【
「Ｂ

量と測定」の評価規準に盛り込むべき事項】

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

長さ，面積，体積，時 長さ，面積，体積を比 長さ，面積，体積を比
刻に親しみをもち，そ 較したり，時刻を読ん 較したり，身の回りに
れらについて様々な経 だ り す る こ と を 通 し あるものの大きさの幾
験 を も と う と し て い て，数理的な処理に親 つ分かで表したり，日
る。
しみ，考え表現したり 常生活の中で時刻を読
工夫したりしている。 んだりするなどの技能
を身に付けている。
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数量や図形についての
知識・理解
長さ，面積，体積の大き
さについての感覚を豊か
にするとともに，それら
の量とその測定について
の理解の基礎となる経験
を豊かにし，また時刻に
ついて理解している。

【
「Ｂ

量と測定」の評価規準の設定例】

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

・長さ，面積，体積に
関心をもち，大きさ
を比較しようとして
いる。
・媒介物を用いて大き
さを比べることで，
直接には比べられな
いものが比べられる
ようになるというよ
さに気付いている。
・身の回りにあるもの
の大きさを単位とし
てその幾つ分かで数
値化することで，大
きさの違いを明確に
することができるよ
さに気付いている。

・長さ，面積，体積に
ついて，媒介物を用
いて間接的に比べた
り，身の回りにある
ものの大きさを単位
としてその幾つ分か
で数値化して測定し
たりするなど，比べ
方を考えている。

・ものの大きさを直接
比べる方法や媒介物
を用いて間接的に比
べる方法を用いて，
長さ，面積，体積を
比べることができ
る。
・長さ，面積，体積に
ついて，身の回りに
あるものの大きさを
単位としてその幾つ
分かで数値化し，比
べることができる。

・長さ，面積，体積につ
いて，身の回りにある
ものの大きさを単位と
して，その幾つ分かで
大きさが比べられるこ
とを理解している。
・身の回りにあるものの
長さ，面積，体積の大
小をとらえるなど，量
の大きさについての豊
かな感覚をもってい
る。

・日常生活の中で進ん
で時刻を用いようと
している。

・時計の長針，短針を
見て，時刻の読み方
を考えている。

・時計の長針，短針を
見て，時刻を読むこ
とができる。

・時計の長針，短針の役
割について理解してい
る。

（３）「Ｃ 図形」
【学習指導要領の内容】
(1) 身の回りにあるものの形についての観察や構成などの活動を通して，図形についての理解の基礎
となる経験を豊かにする。
ア ものの形を認めたり，形の特徴をとらえたりすること。
イ 前後，左右，上下など方向や位置に関する言葉を正しく用いて，ものの位置を言い表すこと。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
エ 身の回りから，いろいろな形を見付けたり，具体物を用いて形を作ったり分解したりする活動
【
「Ｃ

図形」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

身の回りにあるものの 身の回りにあるものの
形に親しみをもち，そ 形についての観察や構
れらについて様々な経 成などを通して，数理
験 を も と う と し て い 的な処理に親しみ，考
る。
え表現したり工夫した
りしている。

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

形を作ったり，ものの
位置を言い表したりす
るなどの技能を身に付
けている。

ものの形についての感覚
を豊かにするとともに，
図形についての理解の基
礎となる経験を豊かにし
ている。
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【
「Ｃ

図形」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度

数量や図形についての
技能

数学的な考え方

・身の回りにあるもの ・身の回りにあるもの ・積み木や箱，色板や
の形について，観察
の形を比較して，も
棒などを用いて，い
したり触れたり，構
のの色，大きさ，位
ろいろなものの形を
成したり分解したり
置や材質に関係な
作ることができる。
しようとしている。
く，形を認め，形の
・身の回りから，箱の
特徴をとらえてい
形や筒の形，ボール
る。
の形をしたものを見 ・立体の面の形に着目
付けようとしてい
して，まる，さんか
る。
く，しかくなどを見
・積み木や箱，色板や
いだしている。
棒などを用いて，い ・色板などをずらした
ろいろなものの形を
り回したり裏返した
作ろうとしている。
りして，いろいろな
形を構成したり分解
したりすることを考
えている。
・二つのものの位置関 ・ものの位置を言葉で ・前後，左右，上下な
係を表すのに，前後，
表す方法を考えてい
ど方向や位置に関す
左右，上下などの言
る。
る言葉を正しく用い
葉を用いようとして
て，ものの位置を言
いる。
い表すことができ
る。

数量や図形についての
知識・理解
・身の回りにあるものの
形の特徴（平ら，丸い，
かどがあるなど）や形
の機能的な特徴（ころ
がる，重ねられるなど）
をとらえるなど，図形
についての豊かな感覚
をもっている。
・身の回りにあるものの
形について，観察した
り，構成したり，分解
したりする活動を通し
て，図形についての理
解の基礎となる経験を
豊かにしている。

・前後，左右，上下など
の言葉の意味について
理解している。

（４）「Ｄ 数量関係」
【学習指導要領の内容】
(1) 加法及び減法が用いられる場面を式に表したり，式を読み取ったりすることができるようにする。
(2) ものの個数を絵や図などを用いて表したり読み取ったりすることができるようにする。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
オ 数量についての具体的な場面を式に表したり，式を具体的な場面に結び付けたりする活動
【
「Ｄ

数量関係」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

式に表すことやものの 場面を式に表したり式
個数を表すことに親し を読み取ったりするこ
みをもち，それらにつ とやものの個数を絵や
いて様々な経験をもと 図などを用いて表した
うとしている。
り読み取ったりするこ
とを通して，数理的な
処理に親しみ，考え表
現したり工夫したりし
ている。

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

場面を式に表したり式
を読み取ったりするこ
とやものの個数を絵や
図などを用いて表した
り読み取ったりするな
どの技能を身に付けて
いる。

数量の関係についての理
解の基礎となる経験を豊
かにしている。
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【
「Ｄ

数量関係」の評価規準の設定例】

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

・加法及び減法の式に
表したり，式を読み
取ったりすることに
親しみをもってい
る。

・加法及び減法が用い
られる場面を，具体
物や図などを用いて
考え，式に表してい
る。
・加法及び減法の式
を，具体的な場面に
結び付けてとらえて
いる。

・加法及び減法が用い
られる場面を式に表
したり，式を読み取
ったりすることがで
きる。

・式に表したり，式を読
み取ったりすることを
通して，加法及び減法
が用いられる場面の数
量の関係について理解
している。

・ものの個数を絵や図
などを用いて表した
り読み取ったりする
ことに親しみをもっ
ている。

・同じ種類の絵や図な
どを集め，個数の大
小が分かりやすくな
るような表し方を考
えている。

・ものの個数を絵や図
などを用いて表した
り読み取ったりする
ことができる。

・ものの個数を絵や図を
用いて整理して表す
と，個数の大小が分か
りやすくなることを理
解している。
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Ⅱ

第２学年
１

２

学年目標
(1) 具体物を用いた活動などを通して，数についての感覚を豊かにする。数の意味や表し方についての
理解を深めるとともに，加法及び減法についての理解を深め，用いることができるようにする。また，
乗法の意味について理解し，その計算の仕方を考え，用いることができるようにする。
(2) 具体物を用いた活動などを通して，長さや体積などの単位と測定について理解できるようにし，量
の大きさについての感覚を豊かにする。
(3) 具体物を用いた活動などを通して，三角形や四角形などの図形について理解できるようにし，図形
についての感覚を豊かにする。
(4) 具体物を用いた活動などを通して，数量やその関係を言葉，数，式，図，表，グラフなどに表した
り読み取ったりすることができるようにする。
第２学年の評価の観点の趣旨
算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

数量や図形に親しみを 数量や図形についての
もち，それらについて 基礎的・基本的な知識
様々な経験をもとうと 及び技能の習得や活用
するとともに，知識や を通して，数理的な処
技能などを進んで用い 理に親しみ，考え表現
ようとする。
したり工夫したりして
いる。

３

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

整数の計算をしたり，
長さや体積などを測定
したり，図形を構成し
たり，数量の関係など
を表したり読み取った
りするなどの技能を身
に付けている。

数量や図形についての感
覚を豊かにするととも
に，整数の意味と表し方，
整数の計算の意味，長さ
や体積などの単位と測定
の意味，図形の意味及び
数量の関係などについて
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
｜
４

１
｜
２

（１）「Ａ 数と計算」
【学習指導要領の内容】
(1) 数の意味や表し方について理解し，数を用いる能力を伸ばす。
ア 同じ大きさの集まりにまとめて数えたり，分類して数えたりすること。
イ ４位数までについて，十進位取り記数法による数の表し方及び数の大小や順序について理解す
ること。
ウ 数を十や百を単位としてみるなど，数の相対的な大きさについて理解すること。
エ 一つの数をほかの数の積としてみるなど，ほかの数と関係付けてみること。
オ
， など簡単な分数について知ること。
(2) 加法及び減法についての理解を深め，それらを用いる能力を伸ばす。
ア ２位数の加法及びその逆の減法の計算の仕方を考え，それらの計算が１位数などについての基
本的な計算を基にしてできることを理解し，それらの計算が確実にできること。また，それらの
筆算の仕方について理解すること。
イ 簡単な場合について，３位数などの加法及び減法の計算の仕方を考えること。
ウ 加法及び減法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考えたり計算の確かめをした
りすることに生かすこと。
(3) 乗法の意味について理解し，それを用いることができるようにする。
ア 乗法が用いられる場合について知ること。
イ 乗法に関して成り立つ簡単な性質を調べ，それを乗法九九を構成したり計算の確かめをしたり
することに生かすこと。
ウ 乗法九九について知り，１位数と１位数との乗法の計算が確実にできること。
エ 簡単な場合について，２位数と１位数との乗法の計算の仕方を考えること。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
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ア 身の回りから，整数が使われている場面を見付ける活動
イ 乗法九九の表を構成したり観察したりして，計算の性質やきまりを見付ける活動
〔用語・記号〕 × ＞ ＜
【
「Ａ

数と計算」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

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

数を用いる能力を伸ば
すとともに，整数の加
法，減法，乗法の計算
をするなどの技能を身
に付けている。

数についての感覚を豊か
にするとともに，整数の
意味と表し方，整数の加
法及び減法の計算の仕
方，乗法の意味について
理解している。

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

・身の回りのものの個 ・ものの個数を実際に
数を10や100のまと
数え，図に表すなど
まりにして数えた
して，十進位取り記
り，数えたものを数
数法の仕組みによる
字を使って書いたり
数の表し方を考えて
読んだりしようとし
いる。
ている。
・数の相対的な大きさ
・身の回りから，整数
をとらえたり，一つ
が使われている場面
の数をほかの数の積
を見付けようとして
としてみたりするな
いる。
ど，数を多面的にと
らえている。

・ものの個数を，２ず
つ,５ずつ,10 ずつま
とめて数えたり，分
類して数えたりする
ことができる。
・４位数までの数につ
いて，書いたり読ん
だりすることができ
る。
・一つの数をほかの数
の積としてみること
ができる。
・二つの数の大小関係
を「＞」，「＜」を用
いて表すことができ
る。

・４位数までについて，
十進位取り記数法によ
る数の表し方及び数の
大小や順序について理
解している。
・数を十や百を単位とし
てみるなど，数の相対
的な大きさについて理
解している。
・数の相対的な大きさを
とらえたり，一つの数
をほかの数の積として
みたりするなど，数に
ついての豊かな感覚を
もっている。
・ ， など簡単な分数
について知っている。

・２位数の加法及びそ ・２位数の加法及びそ
の逆の減法の計算の
の逆の減法の計算の
仕方を考えようとし
仕方を考えている。
ている。
・簡単な場合につい
・加法及び減法の計算
て，３位数などの加
を生活や学習に活用
法及び減法の計算の
しようとしている。
仕方を考えている。

・２位数の加法及びそ
の逆の減法の計算が
確実にできる。

・２位数の加法及びその
逆の減法の計算が１位
数などについての基本
的な計算を基にしてで
きることを理解してい
る。
・２位数の加法及びその
逆の減法の筆算の仕方
について理解してい
る。

数学的な考え方

数の意味や表し方，加 数の意味や表し方，加
法，減法，乗法の計算 法，減法，乗法の計算
に親しみをもち，それ などについての知識及
らについて様々な経験 び技能の習得や活用を
をもとうとするととも 通して，数理的な処理
に，知識や技能などを に親しみ，考え表現し
進んで用いようとして たり工夫したりしてい
いる。
る。

【
「Ａ

数と計算」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

１
｜
４
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１
｜
２

・加法及び減法に関し
て成り立つ性質を調
べ，それを計算の仕
方を考えたり計算の
確かめをしたりする

ことに生かしてい
る。
・累加の簡潔な表現と ・乗法に関して成り立 ・１位数と１位数との
しての乗法のよさに
つ簡単な性質を調
乗法の計算が確実に
気付き，ものを数え
べ，それを乗法九九
できる。
るときに乗法を用い
を構成したり計算の
ようとしている。
確かめをしたりする
・進んで乗法九九を構
ことに生かしてい
成しようしている。
る。
・乗法について成り立 ・ 簡 単 な 場 合 に つ い
つ性質やきまりを進
て，２位数と１位数
んで見付けようとし
との乗法の計算の仕
ている。
方を考えている。

・乗法は，一つ分の大き
さが決まっているとき
に，その幾つ分かに当
たる大きさを求める場
合に用いられるなど，
乗法の意味について理
解している。
・乗法は累加で答えを求
めることができること
を理解している。
・乗法九九について知っ
ている。

（２）「Ｂ 量と測定」
【学習指導要領の内容】
(1) 長さについて単位と測定の意味を理解し，長さの測定ができるようにする。
ア 長さの単位（ミリメートル（mm），センチメートル（cm），メートル（m））について知るこ
と。
(2) 体積について単位と測定の意味を理解し，体積の測定ができるようにする。
ア 体積の単位（ミリリットル（ml），デシリットル（dl），リットル（l））について知ること。
(3) 時間について理解し，それを用いることができるようにする。
ア 日，時，分について知り，それらの関係を理解すること。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
ウ 身の回りにあるものの長さや体積について，およその見当を付けたり，単位を用いて測定した
りする活動
〔用語・記号〕 単位
【
「Ｂ

量と測定」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

長さ，体積，時間に親 長さ，体積を測定した
しみをもち，それらに り，時間を用いたりす
ついて様々な経験をも ることを通して，数理
とうとするとともに， 的な処理に親しみ，考
知識や技能などを進ん え表現したり工夫した
で 用 い よ う と し て い りしている。
る。

【
「Ｂ

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

長さや体積を測定した
り，時間を用いたりす
るなどの技能を身に付
けている。

長さや体積の大きさにつ
いての感覚を豊かにする
とともに，長さや体積の
単位と測定の意味，時間
について理解している。

量と測定」の評価規準の設定例】

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

・生活で用いられる長
さに関心をもち，身
の回りの長さを測定

・普遍単位の必要性に
気付き，長さの表し
方を考えている。

・長さの単位（mm，
cm，m）を用いて，
身の回りの具体物の

・長さの単位(mm，cm，
m)と測定の意味につ
いて理解している。

- 73 -

しようとしている。

長さを測定すること
ができる。
・測定するものに応じ
て，適切な長さの単
位を選ぶことができ
る。

・ものさしの目盛りの仕
組みについて理解して
いる。
・１ m がどのくらいの
長さであるかを，身の
回りにあるものの大き
さを基にしてとらえる
など，長さの大きさに
ついての豊かな感覚を
もっている。

・生活で用いられる体
積に関心をもち，身
の回りの体積を測定
しようとしている。

・普遍単位の必要性に
気付き，体積の表し
方を考えている。

・体積の単位(ml，dl， ・体積の単位(ml，dl，l)
l)を用いて，身の回
と測定の意味について
りの具体物の体積を
理解している。
測定することができ ・１ l がどのくらいの体
る。
積であるかを，身の回
・測定するものに応じ
りにあるものの大きさ
て，適切な体積の単
を基にしてとらえるな
位を選ぶことができ
ど，体積の大きさにつ
る。
いての豊かな感覚をも
っている。

・日常生活の中で必要
な時間を求めようと
している。

・必要な時間の求め方
を考えている。

・日，時，分を用いる
ことができる。

・時間の単位（日，時，
分）について知り，そ
れらの関係を理解して
いる。

（３）「Ｃ 図形」
【学習指導要領の内容】
(1) ものの形についての観察や構成などの活動を通して，図形を構成する要素に着目し，図形につい
て理解できるようにする。
ア 三角形，四角形について知ること。
イ 正方形，長方形，直角三角形について知ること。
ウ 箱の形をしたものについて知ること。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
エ 正方形，長方形，直角三角形をかいたり，作ったり，それらで平面を敷き詰めたりする活動
〔用語・記号〕 直線 直角 頂点 辺 面
【
「Ｃ

図形」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度
三角形，四角形，正方
形，長方形，直角三角
形，箱の形に親しみを
もち，それらについて
様々な経験をもとうと
するとともに，知識や
技能などを進んで用い
ようとしている。

数学的な考え方
三角形，四角形，正方
形，長方形，直角三角
形，箱の形についての
観察や構成などを通し
て，数理的な処理に親
しみ，考え表現したり
工夫したりしている。

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

三角形，四角形，正方
形，長方形，直角三角
形，箱の形を構成する
などの技能を身に付け
ている。

三角形，四角形，正方形，
長方形，直角三角形，箱
の形についての感覚を豊
かにするとともに，それ
らの意味について理解し
ている。
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【
「Ｃ

図形」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度
・身の回りから，三角
形や四角形を見付け
ようとしている。

・身の回りから，直角
や正方形，長方形，
直角三角形を見付け
ようとしている。
・正方形，長方形，直
角三角形で平面を敷
き詰める活動を楽し
み，できる模様の美
しさや平面の広がり
に気付いている。

・身の回りから，箱の
形をしたものを見付
けようとしている。
・正方形や長方形を組
み合わせるなどし
て，箱の形を構成し
ようとしている。

数学的な考え方

数量や図形についての
技能

・直線で囲まれた図形
（三角形や四角形）
について，その違い
に気付き分類し，分
類した図形の特徴を
見いだしている。

・紙を折ったり切った
りして三角形や四角
形を作ったり，三角
形や四角形を作図し
たりすることができ
る。

数量や図形についての
知識・理解

・三角形や四角形の意味
について理解してい
る。
・いろいろな三角形や四
角形を見付けたり，そ
の特徴をとらえたりす
るなど，図形について
の豊かな感覚をもって
いる。
・四角形（正方形や長 ・紙を折って直角を作 ・直角の意味について理
方形など）について，
ることができる。
解している。
その違いに気付き分 ・格子状に並んだ点な ・正方形，長方形，直角
類し，分類した四角
どを用いて，正方形，
三角形の意味について
形の特徴を見いだし
長方形，直角三角形
理解している。
ている。
を作図したり，紙を ・正方形，長方形，直角
折って，正方形，長
三角形で平面を敷き詰
方形や直角三角形を
めて，敷き詰めた図形
作ったりすることが
の中にいろいろな形を
できる。
認めたり，できる模様
の美しさを感じるな
ど，図形についての豊
かな感覚をもってい
る。
・箱の形について，そ ・正方形や長方形を組 ・箱の形をしたものにつ
の違いに気付き分類
み合わせたり，ひご
いて理解している。
し，分類した箱の形
などを用いたりし
の特徴を見いだして
て，箱の形を構成す
いる。
ることができる。

（４）「Ｄ 数量関係」
【学習指導要領の内容】
(1) 加法と減法の相互関係について理解し，式を用いて説明できるようにする。
(2) 乗法が用いられる場面を式に表したり，式を読み取ったりすることができるようにする。
(3) 身の回りにある数量を分類整理し，簡単な表やグラフを用いて表したり読み取ったりすることが
できるようにする。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
オ 加法と減法の相互関係を図や式に表し，説明する活動
【
「Ｄ

数量関係」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

加 法 と 減 法 の 相 互 関 加法と減法の相互関係
係，式に表すこと，簡 や，場面を式に表した

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

場面を式に表したり式
を読み取ったり，数量

加法と減法の相互関係や
簡単な表やグラフについ
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単な表やグラフに親し り式を読み取ったりす
みをもち，それらにつ ることや，数量を分類
いて様々な経験をもと 整理し簡単な表やグラ
うとするとともに，知 フを用いて表したりす
識や技能などを進んで ることなどを通して，
用いようとしている。 数 理 的 な 処 理 に 親 し
み，考え表現したり工
夫したりしている。

【
「Ｄ

を分類整理し簡単な表
やグラフを用いて表し
たりするなどの技能を
身に付けている。

て理解している。

数量関係」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度
・加法と減法の相互関
係に関心をもち，加
法と減法の場面を式
に表そうとしてい
る。

数量や図形についての
技能

数学的な考え方

・加法と減法の相互関 ・加法と減法の相互関
係について，式を用
係を用いて，加法の
いて説明すること
式を減法の式に直し
を，図を基に考えて
たり，減法の式を加
いる。
法の式に直したりす
ることができる。

数量や図形についての
知識・理解
・加法と減法は互いに逆
の関係になっているな
ど，加法と減法の相互
関係について理解して
いる。

・ 乗 法 の 式 に 表 し た ・乗法が用いられる場
り，式を読み取った
面を，具体物や図な
りすることに関心を
どを用いて考え，式
もち，いろいろな場
に表している。
面を式に表そうとし ・乗法の式を，具体的
ている。
な場面に結び付けて
とらえている。

・乗法が用いられる場
面を式に表したり，
式を読み取ったりす
ることができる。

・式に表したり，式を読
み取ったりすることを
通して，乗法が用いら
れる場面の数量の関係
について理解してい
る。

・簡単な表やグラフを
用いて表すと，それ
ぞれの大きさが比べ
やすくなるというよ
さに気付いている。

・身の回りにある数量
を分類整理し，簡単
な表やグラフを用い
て表したり読み取っ
たりすることができ
る。

・簡単な表やグラフを用
いて表したり，読み取
ったりする仕方につい
て理解している。

・数量を分類整理する
方法や，簡単な表や
グラフを用いて表す
方法を考えている。
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Ⅲ

第３学年
１

２

学年目標
(1) 加法及び減法を適切に用いることができるようにするとともに，乗法についての理解を深め，適切
に用いることができるようにする。また，除法の意味について理解し，その計算の仕方を考え，用い
ることができるようにする。さらに，小数及び分数の意味や表し方について理解できるようにする。
(2) 長さ，重さ及び時間の単位と測定について理解できるようにする。
(3) 図形を構成する要素に着目して，二等辺三角形や正三角形などの図形について理解できるようにす
る。
(4) 数量やその関係を言葉，数，式，図，表，グラフなどに表したり読み取ったりすることができるよ
うにする。
第３学年の評価の観点の趣旨
算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

数理的な事象に関心を 数量や図形についての
もつとともに，知識や 基礎的・基本的な知識
技能などの有用さ及び 及び技能の習得や活用
数量や図形の性質や関 を通して，日常の事象
係を調べたり筋道を立 について見通しをもち
てて考えたりすること 筋道を立てて考え表現
のよさに気付き，進ん したり，そのことから
で生活や学習に活用し 考えを深めたりするな
ようとする。
ど，数学的な考え方の
基礎を身に付けてい
る。

３

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

整数などの計算をした
り，長さや重さなどを
測定したり，図形を構
成要素に着目して構成
したり，数量の関係な
どを表したり読み取っ
たりするなどの技能を
身に付けている。

数量や図形についての感
覚を豊かにするととも
に，整数，小数及び分数
の意味と表し方，計算の
意味，長さや重さなどの
単位と測定の意味，図形
の意味及び数量の関係な
どについて理解してい
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｜

（１）「Ａ 数と計算」
【学習指導要領の内容】
(1) 整数の表し方についての理解を深め，数を用いる能力を伸ばす。
ア 万の単位について知ること。
イ 10倍，100倍，10の大きさの数及びその表し方について知ること。
ウ 数の相対的な大きさについての理解を深めること。
(2) 加法及び減法の計算が確実にできるようにし，それらを適切に用いる能力を伸ばす。
ア ３位数や４位数の加法及び減法の計算の仕方を考え，それらの計算が２位数などについての基
本的な計算を基にしてできることを理解すること。また，それらの筆算の仕方について理解する
こと。
イ 加法及び減法の計算が確実にでき，それらを適切に用いること。
ウ 加法及び減法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考えたり計算の確かめをした
りすることに生かすこと。
(3) 乗法についての理解を深め，その計算が確実にできるようにし，それを適切に用いる能力を伸ば
す。
ア ２位数や３位数に１位数や２位数をかける乗法の計算の仕方を考え，それらの計算が乗法九九
などの基本的な計算を基にしてできることを理解すること。また，その筆算の仕方について理解
すること。
イ 乗法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。
ウ 乗法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考えたり計算の確かめをしたりするこ
とに生かすこと。
(4) 除法の意味について理解し，それを用いることができるようにする。
ア 除法が用いられる場合について知ること。また，余りについて知ること。
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１｜

イ 除法と乗法や減法との関係について理解すること。
ウ 除数と商が共に１位数である除法の計算が確実にできること。
エ 簡単な場合について，除数が１位数で商が２位数の除法の計算の仕方を考えること。
(5) 小数の意味や表し方について理解できるようにする。
ア 端数部分の大きさを表すのに小数を用いること。また，小数の表し方及び1/10の位について知
ること。
イ 10の位までの小数の加法及び減法の意味について理解し，計算の仕方を考え，それらの計算が
できること。
(6) 分数の意味や表し方について理解できるようにする。
ア 等分してできる部分の大きさや端数部分の大きさを表すのに分数を用いること。また，分数の
表し方について知ること。
イ 分数は，単位分数の幾つ分かで表せることを知ること。
ウ 簡単な場合について，分数の加法及び減法の意味について理解し，計算の仕方を考えること。
(7) そろばんによる数の表し方について知り，そろばんを用いて簡単な加法及び減法の計算ができる
ようにする。
ア そろばんによる数の表し方について知ること。
イ 加法及び減法の計算の仕方について知ること。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
ア 整数，小数及び分数についての計算の意味や計算の仕方を，具体物を用いたり，言葉，数，式，
図を用いたりして考え，説明する活動
イ 小数や分数を具体物，図，数直線を用いて表し，大きさを比べる活動
〔用語・記号〕 等号 不等号 小数点 10の位 数直線 分母 分子 ÷
１｜

【
「Ａ

数と計算」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

整数，小数，分数の意 整数，小数，分数の意
味や表し方，整数の四 味や表し方，整数の四
則計算にかかわる性質 則計算などについての
や関係を調べたり筋道 知識及び技能の習得や
を立てて考えたりする 活用を通して，日常の
ことの楽しさやよさに 事象について見通しを
気付き，進んで生活や もち筋道を立てて考え
学習に活用しようとし 表現したり，そのこと
ている。
から考えを深めたりし
ている。

【
「Ａ

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

整数を表したり，端数
部分の大きさなどを小
数や分数で表したり，
整数の四則計算や，小
数及び分数の加法及び
減法の計算をしたりす
るなどの技能を身に付
けている。

整数，小数，分数につい
ての感覚を豊かにすると
ともに，整数の表し方に
ついての理解を深め，整
数の四則計算の意味，小
数や分数の意味と表し
方，小数の加法及び減法
の意味について理解して
いる。

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

・万の単位を用いて数
を表したり，読んだ
だりすることができ
る。
・一つの数を10倍,100
倍，10にした大きさ
を表すことができ
る。

・万の単位について理解
している。
・10倍，100倍，10の大
きさの数及びその表し
方について理解してい
る。
・数の多面的な見方や相
対的な大きさについて

数と計算」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度

- 78 -

１｜

・一つの数と，その10
倍，100倍，10の大
きさの数との関係を
調べ，それぞれの数
字の並び方は変わら
ないことを見いだし
ている。
・数の相対的な大きさ

１
｜

１｜

・十進位取り記数法の
有用さに気付き，１
万より大きな数を表
そうとしている。

数学的な考え方

の見方を活用して，
計算の仕方を考えて
いる。

理解し，身の回りにあ
る数の大きさについて
具体的にとらえるな
ど，数についての豊か
な感覚をもっている。

・２位数や３位数に１
位数や２位数をかけ
る乗法の計算の仕方
を考えたり，計算を
活用したりすること
の楽しさやよさに気
付いている。

・２位数や３位数に１
位数や２位数をかけ
る乗法の計算の仕方
を考えている。
・乗法に関して成り立
つ性質を調べ，それ
を計算の仕方を考え
たり計算の確かめを
したりすることに生
かしている。

・２位数や３位数に１
位数や２位数をかけ
る乗法の計算が確実
にできる。
・２位数と１位数との
乗法の答えを暗算で
求めることができ
る。

・２位数や３位数に１位
数や２位数をかける乗
法の計算が乗法九九な
どの基本的な計算を基
にしてできることを理
解している。
・２位数や３位数に１位
数や２位数をかける乗
法の筆算の仕方につい
て理解している。

・除法の意味や計算の ・ 簡 単 な 場 合 に つ い ・除数と商が共に１位
仕方を，乗法や減法
て，除数が１位数で
数である除法の計算
と関連付けて考えよ
商が２位数の除法の
が確実にできる。
うとしている。
計算の仕方を考えて
いる。

・包含除や等分除など，
整数の除法の意味につ
いて理解している。
・除法と乗法や減法との
関係について理解して
いる。
・除法の余りの意味や余
りは除数よりも小さい
ことを理解している。

・小数を用いると整数
で表せない端数部分
の大きさを表すこと
ができるなどのよさ
に気付き，進んで生
活や学習に活用しよ
うとしている。

・10の位までの小数の
加法及び減法の計算
の仕方を考えようと
している。

・端数部分の大きさを ・端数部分の大きさを
表すとき，整数の十
小数を用いて表すこ
進位取り記数法の考
とができる。
えを基に，１を十等
分して新たな単位
(0.1)をつくり，そ
の大きさの幾つ分か
で表すなど，拡張し
て考えている。
・10の位までの小数の ・10の位までの小数の
加法及び減法の計算
加法及び減法の計算
の仕方を考えてい
ができる。
る。

・小数が用いられる場合
や小数の表し方，10の
位について知り，小数
の意味について理解し
ている。
・小数の構成や小数の大
きさなどについての豊
かな感覚をもってい
る。
・10の位までの小数の加
法及び減法の意味につ
いて理解している。

・分数を用いると整数
で表せない等分して
できる部分の大きさ

・等分してできる部分 ・等分してできる部分
の大きさや端数部分
の大きさや端数部分
の大きさを表すと
の大きさを分数を用

・分数が用いられる場合
や分数の表し方につい
て知り，分数の意味に

１｜
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１｜

・３位数や４位数の加法
及び減法の計算が２位
数などについての基本
的な計算を基にしてで
きることを理解してい
る。
・３位数や４位数の加法
及び減法の筆算の仕方
について理解してい
る。

１｜

・３位数や４位数の加
法及び減法の計算が
確実にできる。
・２位数と２位数との
加法及びその逆の減
法の答えを暗算で求
めることができる。

１
｜

・３位数や４位数の加
法及び減法の計算の
仕方を考えている。
・加法及び減法に関し
て成り立つ性質を調
べ，それを計算の仕
方を考えたり計算の
確かめをしたりする
ことに生かしてい
る。

１｜

・３位数や４位数の加
法及び減法の計算の
仕方を考えたり，計
算を活用したりする
ことの楽しさやよさ
に気付いている。

や端数部分の大きさ
き，単位分数の幾つ
を表すことができる
分かで表すことを考
などのよさに気付
えている。
き，進んで生活や学 ・ 簡 単 な 場 合 に つ い
習に活用しようとし
て，分数の加法及び
ている。
減法の計算の仕方を
考えている。

・そろばんによって，
数を表したり，計算
したりすることがで
きることに気付いて
いる。

・そろばんによる加法
及び減法の計算の仕
方を考えている。

いて表すことができ
る。

ついて理解している。
・分数は，単位分数の幾
つ分かで表せることを
理解している。
・分数の構成や分数の大
きさなどについての豊
かな感覚をもってい
る。
・簡単な場合について，
分数の加法及び減法の
意味を理解している。

・そろばんを用いて数
を表したり，簡単な
加法及び減法の計算
をしたりすることが
できる。

・そろばんによる数の表
し方について理解して
いる。
・そろばんによる加法及
び減法の計算の仕方に
ついて理解している。

（２）「Ｂ 量と測定」
【学習指導要領の内容】
(1) 長さについての理解を深めるとともに，重さについて単位と測定の意味を理解し，重さの測定が
できるようにする。
ア 長さの単位（キロメートル（km））について知ること。
イ 重さの単位（グラム（g），キログラム（kg））について知ること。
(2) 長さや重さについて，およその見当を付けたり，目的に応じて単位や計器を適切に選んで測定し
たりできるようにする。
(3) 時間について理解できるようにする。
ア 秒について知ること。
イ 日常生活の中で必要となる時刻や時間を求めること。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
ウ 長さ，体積，重さのそれぞれについて単位の関係を調べる活動
【
「Ｂ

量と測定」の評価規準に盛り込むべき事項】
算数への

関心・意欲・態度

数学的な考え方

長さ，重さ，時間につ 長さ，重さを測定した
いて調べたり筋道を立 り，時間を求めたりす
てて考えたりすること ることを通して，日常
の楽しさやよさに気付 の事象について見通し
き，進んで生活や学習 をもち筋道を立てて考
に活用しようとしてい え表現したり，そのこ
る。
とから考えを深めたり
している。

数量や図形についての

数量や図形についての

技能

知識・理解

長さ，重さの測定をし
たり，必要な時間を求
めたりするなどの技能
を身に付けている。

長さ，重さ，時間の大き
さについての感覚を豊か
にするとともに，長さ，
重さの単位と測定の意
味，時間について理解し
ている。
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【
「Ｂ

量と測定」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度

数量や図形についての
技能

数学的な考え方

数量や図形についての
知識・理解

・長さの単位(km)が ・普遍単位の必要性に ・ 長 さ の 単 位 （ km）
生活で用いられるこ
気付き，重さの表し
を用いて，身の回り
とに関心をもち，１
方を考えている。
の長さを調べること
km の長さを進んで ・長さ,体積,重さにつ
ができる。
調べようとしてい
いて，1km は 1000m，・重さの単位（g，kg）
る。
１ l は 1000ml，１ kg
を用いて，身の回り
・生活で用いられる重
は 1000g という関係
の具体物の重さを測
さに関心をもち，重
を基に，単位の大き
定することができ
さの量を数値化する
さについて考えてい
る。
ことのよさに気付
る。
き，身の回りのもの
の重さを測定しよう
としている。

・長さの単位（km）に
ついて理解している。
・１ km がどのくらいの
長さであるかを，学校
からの道のりを基にと
らえるなど，長さの大
きさについての豊かな
感覚をもっている。
・重さの単位（g，kg）
と測定の意味について
理解している。
・１ kg や１ g がどのく
らいの重さであるか
を，身の回りにあるも
のの重さを基にしてと
らえるなど，重さの大
きさについての豊かな
感覚をもっている。

・長さや重さについ ・長さや重さについ ・長さや重さについ
て，およその見当を
て，目的に応じて単
て，単位や計器を適
付け，目的に応じて
位を選んだり，計器
切に選んで測定する
単位や計器を適切に
を選んだりすること
ことができる。
選んで測定しようと
を考えている。
している。
・測定して得られた長
さや重さを，適切な
単位を選択して，扱
いやすい大きさに表
すことのよさに気付
いている。

・長さや重さについて，
およその見当を付け，
測定に用いる単位や計
器を適切に選択するこ
とを通して，単位の大
きさについての豊かな
感覚をもっている。

・日常生活で時間の単 ・日常生活の中で必要
位(秒）が用いられ
となる時刻や時間の
ている場面を調べよ
求め方を考えてい
うとしている。
る。
・日常生活の中で時刻
や時間に関心をも
ち，進んで活用しよ
うとしている。

・秒について理解してい
る。

・日常生活の中で必要
となる時刻や時間を
求めることができ
る。

（３）「Ｃ 図形」
【学習指導要領の内容】
(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，図形を構成する要素に着目し，図形について理
解できるようにする。
ア 二等辺三角形，正三角形について知ること。
イ 角について知ること。
ウ 円，球について知ること。また，それらの中心，半径，直径について知ること。
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〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
エ 二等辺三角形や正三角形を定規とコンパスを用いて作図する活動
【
「Ｃ

図形」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

二等辺三角形，正三角 二等辺三角形，正三角
形，円などの性質や関 形，円などの図形につ
係を調べたり筋道を立 いての観察や構成など
てて考えたりすること を通して，日常の事象
の楽しさやよさに気付 について見通しをもち
き，進んで生活や学習 筋道立てて考え表現し
に活用しようとしてい たり，そのことから考
る。
えを深めたりしてい
る。

【
「Ｃ

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

二等辺三角形，正三角
形，円などの図形を構
成するなどの技能を身
に付けている。

二等辺三角形，正三角形，
円などの図形についての
感覚を豊かにするととも
に，それらの意味や性質
について理解している。

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

・定規とコンパスを用
いて，二等辺三角形
や正三角形を作図す
ることができる。
・二つの角を重ねるこ
とによって，角の大
きさが同じかどうか
を調べることができ
る。

・二等辺三角形や正三角
形の意味や性質につい
て理解している。
・二等辺三角形や正三角
形で平面を敷き詰め
て，敷き詰めた図形の
中にいろいろな形を認
めたり，できる模様の
美しさを感じたりする
など，図形についての
豊かな感覚をもってい
る。
・一つの頂点から出る２
本の辺が作る形を角と
いうことを理解してい
る。
・円の中心，半径，直径
について理解してい
る。
・コンパスの使い方につ
いて理解している。
・球の中心，半径，直径
について理解してい
る。
・球を平面で切ると切り
口はすべて円になるこ
とや，球を中心を通る
平面で切ると切り口が
最大になることを理解
している。

図形」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度
・身の回りから，二等
辺三角形や正三角形
を見付けようとして
いる。
・二等辺三角形や正三
角形を作図したり，
構成したりしようと
している。
・二等辺三角形や正三
角形で平面を敷き詰
める活動を楽しみ，
できる模様の美しさ
や平面の広がりに気
付いている。

数学的な考え方
・三角形について，そ
の違いに気付き分類
し，分類した三角形
の特徴を見いだして
いる。
・二等辺三角形や正三
角形を観察したり，
折ったり重ねたりす
ることを通して，二
等辺三角形や正三角
形の性質を見いだし
ている。

・身の回りから，円や ・円周上のどの点も中 ・コンパスを用いて円
球を見付けようとし
心から等距離にある
をかくことができ
ている。
ことを見付けてい
る。
・身の回りで，円や球
る。
・コンパスを用いて，
がどのように使われ ・円の半径や直径は無
等しい長さを測り取
ているかに関心をも
数にあることを見付
ったり，長さを移し
っている。
けている。
たりすることができ
・円の模様作りの活動
る。
を楽しみ，円のもつ
美しさに気付いてい
る。
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（４）「Ｄ 数量関係」
【学習指導要領の内容】
(1) 除法が用いられる場面を式に表したり，式を読み取ったりすることができるようにする。
(2) 数量の関係を表す式について理解し，式を用いることができるようにする。
ア 数量の関係を式に表したり，式と図を関連付けたりすること。
イ 数量を□などを用いて表し，その関係を式に表したり，□などに数を当てはめて調べたりする
こと。
(3) 資料を分類整理し，表やグラフを用いて分かりやすく表したり読み取ったりすることができるよ
うにする。
ア 棒グラフの読み方やかき方について知ること。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
オ 日時や場所などの観点から資料を分類整理し，表を用いて表す活動
【
「Ｄ

数量関係」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

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

数量の関係を式を用い
て表したり，資料を分
類整理して表や棒グラ
フに表したり読み取っ
たりするなどの技能を
身に付けている。

□などを用いた式，棒グ
ラフの読み方やかき方な
どについて理解してい
る。

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

・ 除 法 の 式 に 表 し た ・除法が用いられる場
り，式を読み取った
面を，具体物や図な
りすることに関心を
どを用いて考え，式
もち，いろいろな場
に表している。
面を式に表そうとし ・除法の式を，具体的
ている。
な場面に結び付けて
とらえている。

・除法が用いられる場
面を式に表したり，
式を読み取ったりす
ることができる。

・式に表したり，式を読
み取ったりすることを
通して，除法が用いら
れる場面の数量の関係
について理解してい
る。

・式で表されているこ
とを図で表そうとし
たり，図で表されて
いることを式で表そ
うとしたりしてい
る。
・未知の数量を□など
の記号を用いて表す
ことのよさに気付い
ている。

・式で表されているこ
とを図で表したり，
図で表されているこ
とを式で表したりす
ることができる。
・数量を□などを用い
て表し，その関係を
式に表したり，□な
どに数を当てはめて
調べたりすることが

・式で表されていること
と図で表されているこ
との関連について理解
している。
・未知の数量を□などを
用いて表すことによ
り，数量の関係を式で
表せることを理解して
いる。

数学的な考え方

式に表すこと，表や棒 数量の関係を式に表し
グラフに表すことなど たり，資料を分類整理
について調べたり筋道 し，表や棒グラフに表
を立てて考えたりする したり読み取ったりす
ことの楽しさやよさに ることを通して，日常
気付き，進んで生活や の事象について見通し
学習に活用しようとし をもち筋道を立てて考
ている。
え表現したり，そのこ
とから考えを深めたり
している。

【
「Ｄ

数量関係」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

・数量の関係を表す式
と図を関連付けて考
えている。
・□などを用いた式に
ついて，□などに当
てはまる数の調べ方
を考えている。
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できる。
・身の回りにある事象
について，目的に応
じて観点を決め，資
料を分類整理した
り，表やグラフに表
したりしようとして
いる。
・簡単な二次元の表を
用いて，資料を目的
にあった手際のよい
方法で分かりやすく
整理しようとしてい
る。

・資料を分類整理する
とき，目的に応じた
分類の観点を選ぶこ
とを考えている。
・資料を分類整理する
とき，資料に落ちや
重なりがないことを
確認したり，誤りが
おきにくいような方
法を考えている。
・棒グラフをかくとき
に，グラフ用紙での
目盛りの取り方を工
夫することを考えて
いる。

・資料を分類整理して
棒グラフに表した
り，棒グラフを読み
取ったりすることが
できる。
・簡単な二次元の表を
作ったり，表を読み
取ったりすることが
できる。
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・棒グラフの読み方やか
き方について知り，資
料の特徴のとらえ方に
ついて理解している。
・棒グラフで表すと，数
量の大小や差などがと
らえやすくなることを
理解している。
・簡単な二次元の表の読
み方や表し方について
理解している。

Ⅳ

第４学年
１

２

学年目標
(1) 除法についての理解を深め，適切に用いることができるようにする。また，小数及び分数の意味や
表し方についての理解を深め，小数及び分数についての加法及び減法の意味を理解し，それらの計算
の仕方を考え，用いることができるようにする。さらに，概数について理解し，目的に応じて用いる
ことができるようにする。
(2) 面積の単位と測定について理解し，図形の面積を求めることができるようにするとともに，角の大
きさの単位と測定について理解できるようにする。
(3) 図形を構成要素及びそれらの位置関係に着目して考察し，平行四辺形やひし形などの平面図形及び
直方体などの立体図形について理解できるようにする。
(4) 数量やその関係を言葉，数，式，図，表，グラフなどに表したり調べたりすることができるように
する。
第４学年の評価の観点の趣旨
算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

数理的な事象に関心を 数量や図形についての
もつとともに，知識や 基礎的・基本的な知識
技能などの有用さ及び 及び技能の習得や活用
数量や図形の性質や関 を通して，日常の事象
係を調べたり筋道を立 について見通しをもち
てて考えたりすること 筋道を立てて考え表現
のよさに気付き，進ん したり，そのことから
で生活や学習に活用し 考えを深めたりするな
ようとする。
ど，数学的な考え方の
基礎を身に付けてい
る。

３

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

整数，小数及び分数の
計算をしたり，図形の
面積を求めたり，図形
を構成要素の位置関係
に着目して構成した
り，数量の関係などを
表したり調べたりする
などの技能を身に付け
ている。

数量や図形についての感
覚を豊かにするととも
に，整数，小数及び分数
の意味と表し方，計算の
意味，面積などの単位と
測定の意味，図形の意味
及び数量の関係などにつ
いて理解している。

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 数と計算」
【学習指導要領の内容】
(1) 整数が十進位取り記数法によって表されていることについての理解を深める。
ア 億，兆の単位について知り，十進位取り記数法についてまとめること。
(2) 概数について理解し，目的に応じて用いることができるようにする。
ア 概数が用いられる場合について知ること。
イ 四捨五入について知ること。
ウ 目的に応じて四則計算の結果の見積りをすること。
(3) 整数の除法についての理解を深め，その計算が確実にできるようにし，それを適切に用いる能力
を伸ばす。
ア 除数が１位数や２位数で被除数が２位数や３位数の場合の計算の仕方を考え，それらの計算が
基本的な計算を基にしてできることを理解すること。また，その筆算の仕方について理解するこ
と。
イ 除法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。
ウ 除法について，被除数，除数，商及び余りの間の関係を調べ，次の式にまとめること。
（被除数）＝（除数）×（商）＋（余り）
エ 除法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考えたり計算の確かめをしたりするこ
とに生かすこと。
(4) 整数の計算の能力を定着させ，それを用いる能力を伸ばす。
(5) 小数とその加法及び減法についての理解を深めるとともに，小数の乗法及び除法の意味について
理解し，それらを用いることができるようにする。
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ア

小数が整数と同じ仕組みで表されていることを知るとともに，数の相対的な大きさについての
理解を深めること。
イ 小数の加法及び減法の計算の仕方を考え，それらの計算ができること。
ウ 乗数や除数が整数である場合の小数の乗法及び除法の計算の仕方を考え，それらの計算ができ
ること。
(6) 分数についての理解を深めるとともに，同分母の分数の加法及び減法の意味について理解し，そ
れらを用いることができるようにする。
ア 簡単な場合について，大きさの等しい分数があることに着目すること。
イ 同分母の分数の加法及び減法の計算の仕方を考え，それらの計算ができること。
(7) そろばんを用いて，加法及び減法の計算ができるようにする。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
ア 目的に応じて計算の結果の見積りをし，計算の仕方や結果について適切に判断する活動
〔用語・記号〕 和 差 積 商 以上 以下 未満 真分数 仮分数 帯分数
【
「Ａ

数と計算」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

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

目的に応じて概数を用
いたり，整数の除法の
計算，小数の加法及び
減法の計算，同分母の
分数の加法及び減法の
計算をしたりするなど
の技能を身に付けてい
る。

整数，小数，分数につい
ての感覚を豊かにすると
ともに，十進位取り記数
法や概数の意味，整数の
除法についての理解を深
め，小数や分数の意味と
表し方，小数の加法及び
減法の意味について理解
している。

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

・億や兆を用いる大き
な数を十進位取り記
数法によって表すこ
とができる。

・億や兆の単位について
知り，整数が十進位取
り記数法によって表さ
れていることについて
の理解を深めている。
・１億や１兆などの大き
な数の大きさや構成に
ついての豊かな感覚を
もっている。

・目的に応じて，計算 ・四捨五入して数を概
の結果のおよその大
数にすることができ
きさを判断してい
る。
る。
・目的に応じて，和，
差，積，商を概数で
見積もることができ
る。

・概数が用いられる場合
や四捨五入について理
解している。
・加法，減法，乗法，除
法の計算の結果のおよ
その大きさをとらえる
など，数についての豊

数学的な考え方

整数，小数，分数の意 整数，小数，分数の意
味と表し方，それらの 味や表し方，それらの
計算にかかわる性質や 計算，概数についての
関係を調べたり筋道を 知識及び技能の習得や
立てて考えたりするこ 活用を通して，日常の
との楽しさやよさに気 事象について見通しを
付き，進んで生活や学 もち筋道を立てて考え
習に活用しようとして 表現したり，そのこと
いる。
から考えを深めたりし
ている。

【
「Ａ

数と計算」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

１｜

・億や兆を用いる大き ・億や兆を用いる整数
な数でも，十進位取
について，10倍,100
り記数法によって簡
倍，10にした数を考
単に表すことができ
え，そのことから十
るというよさに気付
進位取り記数法の仕
き，大きな数を表そ
組みについてまとめ
うとしている。
ている。

・概数を用いると物事
の判断や処理が容易
になるなどのよさに
・目的に応じて計算の
結果を見積もり，生
活や学習の場面で用
いようとしている。
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かな感覚をもってい
る。
・(何十)÷(何十)の計 ・除数が１位数や２位
算を十を単位として
数で被除数が２位数
考えれば一位数の計
や３位数の場合の除
算として求められる
法の計算の仕方を考
というよさに気付い
えている。
ている。
・除法に関して成り立
・暗算を，筆算や見積
つ性質を調べ，それ
りに生かそうとして
を計算の仕方を考え
いる。
たり計算の確かめを
したりすることに生
かしている。

・除数が１位数や２位
数で被除数が２位数
や３位数の場合の除
法の計算が確実にで
きる。
・簡単な除法につい
て，暗算で答えを求
めることができる。

・除数が１位数や２位数
で被除数が２位数や３
位数の場合の除法の計
算が基本的な計算を基
にしてできることを理
解している。
・除数が１位数や２位数
で被除数が２位数や３
位数の場合の除法の筆
算の仕方について理解
している。
・整数の除法において，
被除数，除数，商及び
余りの間の関係につい
て理解している。

・桁数の多い整数の計
算について考える際
に，既習の基本的な
計算の意味や計算の
仕方などを活用しよ
うとしている。

・整数の基本的な計算
の技能に習熟してい
る。

・整数の計算の意味につ
いて理解している。

・桁数の多い整数の計
算の仕方を既習の基
本的な計算の意味や
計算の仕方などを基
にして考えている。

１｜
・小数が整数と同じ仕組
みで表されていること
を知り，小数について
の理解を深めている。
・数の相対的な大きさか
ら小数をとらえるな
ど，小数についての豊
かな感覚をもっている。
・小数の加法及び減法に
ついての理解を深めて
いる。
・乗数や除数が整数であ
る場合の小数の乗法及
び除法の意味について
理解している。
・整数を整数で割って商
が小数になる除法につ
いて，商の意味を理解
している。

・大きさの等しい分数
やその表し方に関心
をもっている。

・簡単な場合について，
表し方が違っても大き
さの等しい分数がある
ことを理解している。
・真分数，仮分数，帯分
数の意味について理解
している。
・１より大きい分数を仮
分数でも帯分数でも表

１
｜

・小数の加法及び減法 ・端数部分の大きさを ・100の位までの小数の
の計算の仕方とその
小数で表すとき，
加法及び減法の計算
意味を考えることの
0.1の単位をつくっ
ができる。
楽しさに気付いてい
た と き の 考 え を 基 ・1.2を0.1が12個集ま
る。
に，0.01の単位をつ
った数とみるなど，
くることを考えてい
数の相対的な大きさ
る。
から，小数をとらえ
・100 の位までの小数の
ることができる。
加法及び減法の計算
の仕方を考えてい
る。
・乗数や除数が整数で ・乗数や除数が整数で ・乗数や除数が整数で
ある場合の小数の乗
ある場合の小数の乗
ある場合の小数の乗
法及び除法の計算の
法及び除法の計算の
法及び除法の計算が
仕方を，整数の乗法
仕方を考えている。
できる。
や除法と関連付けて
・整数を整数で割って
考えようとしてい
商が小数になる除法
る。
の計算ができる。

・分数の大きさを，数
直線や図などで表し
たり，分数が表され
た数直線や図を読み
取ったりして，分数
の大きさについて考
えている。

・数直線や図を用い
て，分数の大きさを
表すことができる。
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・単位分数の幾つ分と
みると，同分母の分
数の加法及び減法は
整数の計算と同じよ
うにできるというよ
さに気付いている。

・そろばんを用いて億
や兆の単位までの整
数や の位までの小
100
法の仕組みと関連付
数の加法及び減法の
けようとしている。
計算の仕方を考えて
いる。

・そろばんを用いて億
や兆の単位までの整
数や の位までの小
100
数を表したり，２位
数などの加法及び減
法の計算をしたりす
ることができる。

・そろばんに関心をも
ち，そろばんの構造
を十進数位取り記数

１｜

・同分母の分数の加法
及び減法の計算がで
きる。

１｜

・同分母の分数の加法
及び減法の計算の仕
方を考えている。

すことができるなど，
分数の大きさについて
の豊かな感覚をもって
いる。
・同分母の分数の加法及
び減法の意味について
理解している。

・そろばんには，十進位
取り記数法の仕組みが
用いられていることを
理解している。

（２）「Ｂ 量と測定」
【学習指導要領の内容】
(1) 面積について単位と測定の意味を理解し，面積を計算によって求めることができるようにする。
ア 面積の単位（平方センチメートル（cm2），平方メートル（m2），平方キロメートル（km2））に
ついて知ること。
イ 正方形及び長方形の面積の求め方を考えること。
(2) 角の大きさについて単位と測定の意味を理解し，角の大きさの測定ができるようにする。
ア 角の大きさを回転の大きさとしてとらえること。
イ 角の大きさの単位（度（°））について知ること。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
イ 長方形を組み合わせた図形の面積の求め方を，具体物を用いたり，言葉，数，式，図を用いた
りして考え，説明する活動
ウ 身の回りにあるものの面積を実際に測定する活動
【
「Ｂ

量と測定」の評価規準に盛り込むべき事項】
算数への

関心・意欲・態度

数学的な考え方

面積，角の大きさにつ 面積を求めたり，角の
いて調べたり筋道を立 大きさを測定したりす
てて考えたりすること ることを通して，日常
の楽しさやよさに気付 の事象について見通し
き，進んで生活や学習 をもち筋道を立てて考
に活用しようとしてい え表現したり，そのこ
る。
とから考えを深めたり
している。

数量や図形についての

数量や図形についての

技能

知識・理解

正方形や長方形の面積
を求めたり，角の大き
さを測定したりするな
どの技能を身に付けて
いる。

面積や角の大きさについ
ての感覚を豊かにすると
ともに，面積の単位と測
定の意味及び角の大きさ
の単位と測定の意味につ
いて理解している。
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【
「Ｂ

量と測定」の評価規準の設定例】
算数への

関心・意欲・態度

数学的な考え方

・面積の大きさを数値 ・正方形や長方形の面
化して表すことのよ
積の求め方を考えて
さに気付いている。
いる。
・正方形や長方形の面
積の公式を導きだそ
うとしている。

数量や図形についての

数量や図形についての

技能

知識・理解

・正方形や長方形の面
積を公式を用いて求
めることができる。

・面積の単位（㎝２，ｍ２，
㎞ ２ ，ａ，ha）と測定
の意味について理解し
ている。
・必要な部分の長さを用
いることで，正方形や
長方形の面積は計算に
よって求めることがで
きることを理解してい
る。
・１ｍ ２ がどれくらいの
面積なのかを，身の回
りのものの面積を基に
してとらえるなど面積
の大きさについての豊
かな感覚をもってい
る。

・角の大きさについて ・ 角 の 大 き さ に つ い ・分度器を用いて角の
関心をもち，角の大
て，普遍単位の幾つ
大きさを測定した
きさに着目して，身
分とみて数値化する
り，必要な大きさの
の回りにある図形を
ことを考えている。
角を作ったりするこ
とらえようとしてい
とができる。
る。

・角の大きさを回転の大
きさとしてとらえ，そ
の単位（度（°））と
測定の意味について理
解している。
・角を見て，90ﾟより大
きいか小さいかをとら
えるなど，角の大きさ
についての豊かな感覚
をもっている。

（３）「Ｃ 図形」
【学習指導要領の内容】
(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，図形の構成要素及びそれらの位置関係に着目し，
図形についての理解を深める。
ア 直線の平行や垂直の関係について理解すること。
イ 平行四辺形，ひし形，台形について知ること。
(2) 図形についての観察や構成などの活動を通して，立体図形について理解できるようにする。
ア 立方体，直方体について知ること。
イ 直方体に関連して，直線や平面の平行や垂直の関係について理解すること。
(3) ものの位置の表し方について理解できるようにする。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
エ 平行四辺形，ひし形，台形で平面を敷き詰めて，図形の性質を調べる活動
〔用語・記号〕 平行 垂直 対角線 平面
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【
「Ｃ

図形」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

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

平行四辺形，ひし形，
台形，立方体，直方体
を構成するなどの技能
を身に付けている。

平行四辺形，ひし形，台
形，立方体や直方体など
の図形についての感覚を
豊かにするとともに，そ
れらの意味，直線の平行
や垂直の関係などについ
て理解している。

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

・平行な二直線や垂直
な二直線をかくこと
ができる。
・平行四辺形，台形，
ひし形を作図するこ
とができる。

・直線の平行や垂直の関
係について理解してい
る。
・平行四辺形，台形，ひ
し形の意味や性質につ
いて理解している。
・平行四辺形，台形，ひ
し形で平面を敷き詰め
て，敷き詰めた図形の
中にいろいろな形を認
めたり，できる模様の
美しさを感じたりする
など，図形についての
豊かな感覚をもってい
る。

・身の回りから，立方 ・立体図形（立方体， ・立方体や直方体の見
体や直方体を見付け
直方体）について，
取図や展開図をかく
ようとしている。
その違いに気付き分
ことができる。
・正方形や長方形を組
類し，分類した立体 ・立方体や直方体を展
み合わせて，立方体
図形の特徴を見いだ
開図を基に構成する
や直方体を構成しよ
している。
ことができる。
うとしている。
・辺や面のつながりや
位置関係に着目し
て，立方体や直方体
を構成したり，立方
体や直方体の見取図
や展開図をかいたり
する方法を考えてい
る。

・立方体や直方体につい
て知り，立方体や直方
体の構成要素や，それ
らの位置関係について
理解している。
・身の回りから立方体や
直方体を見付けたり，
その特徴をとらえたり
するなど，立体図形に
ついての豊かな感覚を
もっている。

数学的な考え方

平行四辺形，ひし形， 平行四辺形，ひし形，
台形，立方体や直方体 台形，立方体や直方体
や構成要素の位置関係 などの図形についての
について調べたり筋道 観察や構成などを通し
を立てて考えたりする て，日常の事象につい
ことの楽しさやよさに て見通しをもち筋道を
気付き，進んで生活や 立 て て 考 え 表 現 し た
学習に活用しようとし り，そのことから考え
ている。
を深めたりしている。

【
「Ｃ

図形」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度
・身の回りから，平行
や垂直になっている
二直線を見付けよう
としている。
・身の回りから，平行
四辺形，台形，ひし
形を見付けようとし
ている。
・平行四辺形，台形，
ひし形を作図した
り，構成したりしよ
うとしている。
・平行四辺形，台形，
ひし形で平面を敷き
詰める活動を楽し
み，できる模様の美
しさや平面の広がり
に気付いている。

数学的な考え方
・二直線について，平
行や垂直という位置
関係があることを見
いだしている。
・四角形（台形，平行
四辺形，ひし形）に
ついて，その違いに
気付き分類し，分類
した四角形の特徴を
見いだしている。

- 90 -

・平面の上や空間の中
でのものの位置の表
し方に関心をもち，
数を用いてものの位
置を表そうとしてい
る。

・平面の上や空間の中
でのものの位置の簡
潔な表し方を考えて
いる。
・直線や平面の上での
ものの位置の表し方
から類推して，空間
の中でのものの位置
の表し方を考えてい
る。

・平面の上でのものの
位置を二つの要素で
表したり，空間の中
でのものの位置を三
つの要素で表したり
することができる。

・平面の上や空間の中に
あるものの位置を表す
際，平面上では二つの
要素が必要で，空間の
中では三つの要素が必
要であることを理解し
ている。

（４）「Ｄ 数量関係」
【学習指導要領の内容】
(1) 伴って変わる二つの数量の関係を表したり調べたりすることができるようにする。
ア 変化の様子を折れ線グラフを用いて表したり，変化の特徴を読み取ったりすること。
(2) 数量の関係を表す式について理解し，式を用いることができるようにする。
ア 四則の混合した式や（ ）を用いた式について理解し，正しく計算すること。
イ 公式についての考え方を理解し，公式を用いること。
ウ 数量を□，△などを用いて表し，その関係を式に表したり，□，△などに数を当てはめて調べ
たりすること。
(3) 四則に関して成り立つ性質についての理解を深める。
ア 交換法則，結合法則，分配法則についてまとめること。
(4) 目的に応じて資料を集めて分類整理し，表やグラフを用いて分かりやすく表したり，特徴を調べ
たりすることができるようにする。
ア 資料を二つの観点から分類整理して特徴を調べること。
イ 折れ線グラフの読み方やかき方について知ること。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
オ 身の回りから，伴って変わる二つの数量を見付け，数量の関係を表やグラフを用いて表し，調
べる活動
【
「Ｄ

数量関係」の評価規準に盛り込むべき事項】
算数への

関心・意欲・態度
折れ線グラフ，式に表
すこと，四則に関して
成り立つ性質について
調べたり筋道を立てて
考えたりすることの楽
しさやよさに気付き，
進んで生活や学習に活
用しようとしている。

数学的な考え方
数量の関係を折れ線グ
ラフや式に表したり，
資料を分類整理したり
することを通して，日
常の事象について見通
しをもち筋道を立てて
考え表現したり，その
ことから考えを深めた
りしている。

数量や図形についての

数量や図形についての

技能

知識・理解

数量の関係を折れ線グ
ラフや□，△などを用
いた式に表したり，目
的に応じて資料を収集
し，分類整理したりす
るなどの技能を身に付
けている。

折れ線グラフ，□，△な
どを用いた式，公式につ
いての考え方，四則に関
して成り立つ性質につい
て理解している。
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【
「Ｄ

数量関係」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度

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

・伴って変わる二つの ・身の回りから伴って
数量の関係につい
変わる二つの数量を
て，対応する数量を
見付け数量の関係の
考えたり，表などに
変化の特徴を見いだ
整理したりしようと
している。
している。
・折れ線グラフに表し
・変化の様子を折れ線
た伴って変わる二つ
グラフに表したり，
の数量の変化の特徴
そのグラフから伴っ
を考えている。
て変わる二つの数量
の変化の特徴を読み
取ったりしようとし
ている。
・関数の考えや統計的
な見方のよさに気付
き，進んで生活や学
習に活用しようとし
ている。

・伴って変わる二つの
数量の関係を表に表
すことができる。
・変化の様子を折れ線
グラフを用いて表し
たり，折れ線グラフ
を読み取ったりする
ことができる。

・伴って変わる二つの数
量の関係を明確にする
ためには，資料を表に
表したりグラフを用い
て表したりできること
を理解している。
・折れ線グラフを用いる
と，伴って変わる二つ
の数量の変化の様子を
わかりやすく表すこと
ができることを理解し
ている。

・四則の混合した式や
（ ）を用いた式の
よさに気付き，式を
適切に用いようとし
ている。

・四則の混合した式や
（ ）を用いた式の
計算の順序について
考えている。

・数量の関係を式で簡
潔に表したり，式を
読み取ったりするこ
とができる。
・四則の混合した式や
（ ）を用いた式に
ついて正しく計算す
ることができる。

・公式を用いると，数
量の関係を一般的に
表すことができると
いうよさに気付き，
進んで用いようとし
ている。
・□，△などを用いて
式に表すことによ
り，数量の関係を簡
潔に一般的に表すこ
とができるというよ
さに気付いている。

・公式はいろいろな問
題に活用できること
を見いだしている。

・一つの数量を表すのに
（ ）を用いることや
乗法，除法を用いて表
された式が一つの数量
を表すことなどを理解
している。
・乗法，除法を加法，減
法より先に計算するこ
とや（ ）の中を先に
計算することなどのき
まりがあることを理解
している。
・公式が一般的な数量の
関係を表していること
など，公式についての
考え方を理解してい
る。

・公式を用いて数量の
関係を表したり，公
式の言葉で表されて
いるものにいろいろ
な数を当てはめるこ
とができる。
・数量を□，△などを ・□，△などを用いた式
用いて表し，その関
において，□，△など
係を式にしたり，□，
は変量を表すことを理
△などに数を当ては
解している。
めて調べたりするこ ・□，△を用いた式では，
とができる。
□，△の一方の大きさ
が決まれば，それに伴
って，他方の大きさが
決まることを理解して
いる。

数学的な考え方

・□，△などを用いた
式について，□，△
などに当てはまる数
の調べ方を考えてい
る。

・交換法則，結合法則， ・交換法則，結合法則， ・□，△などの記号を
分配法則を進んで活
分配法則を用いて計
用いて，交換法則，
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・計算の範囲を整数から
小数に広げても，交換

用しようとしてい
る。

算を簡単に行うこと
を考えている。

結合法則，分配法則
を表すことができ
る。

法則，結合法則，分配
法則が成り立つことを
理解している。
・□，△などを用いた式
では，「同じ記号には
同じ数が入る」ことを
理解している。

・目的に応じて必要な
資料を集め，それを
分類整理して，特徴
を調べようとしてい
る。
・表に表すとき，正し
い結果が得られるよ
うに間違いをなくし
ていこうとしてい
る。

・目的に応じて集めた
資料を二つの観点か
ら分類整理して表に
表したことから，資
料の特徴について考
えている。

・資料を，二つの観点
から落ちや重なりが
ないように分類整理
して表に表すことが
できる。

・資料を整理するとき，
分類する項目を決める
ことを理解している。

・資料を分類整理して
表した折れ線グラフ
から，資料の特徴や
傾向について考えて
いる。

・資料を分類整理して
折れ線グラフに表し
たり，折れ線グラフ
を読み取ったりする
ことができる。

・折れ線グラフの読み方
やかき方について理解
している。
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Ⅴ

第５学年
１

２

学年目標
(1) 整数の性質についての理解を深める。また，小数の乗法及び除法や分数の加法及び減法の意味につ
いての理解を深め，それらの計算の仕方を考え，用いることができるようにする。
(2) 三角形や平行四辺形などの面積及び直方体などの体積を求めることができるようにする。また，測
定値の平均及び異種の二つの量の割合について理解できるようにする。
(3) 平面図形についての理解を深めるとともに，角柱などの立体図形について理解できるようにする。
(4) 数量の関係を考察するとともに，百分率や円グラフなどを用いて資料の特徴を調べることができる
ようにする。
第５学年の評価の観点の趣旨
算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

数理的な事象に関心を 数量や図形についての
もつとともに，数量や 基礎的・基本的な知識
図形の性質や関係など 及び技能の習得や活用
に着目して考察処理し を通して，日常の事象
たり，論理的に考えた について論理的に考え
りすることのよさに気 表現したり，そのこと
付き，進んで生活や学 を基に発展的，統合的
習 に 活 用 し よ う と す に考えたりするなど，
る。
数学的な考え方の基礎
を身に付けている。

３

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

小数や分数の計算をし
たり，図形の面積や体
積を求めたり，図形の
性質を調べたり，数量
の関係などを表したり
調べたりするなどの技
能を身に付けている。

数量や図形についての感
覚を豊かにするととも
に，整数の性質，分数の
意味，小数や分数の計算
の意味，面積の公式，体
積の単位と測定の意味，
図形の意味や性質及び数
量の関係などについて理
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｜

１
｜

（１）「Ａ 数と計算」
【学習指導要領の内容】
(1) 整数の性質についての理解を深める。
ア 整数は，観点を決めると偶数，奇数に類別されることを知ること。
イ 約数，倍数について知ること。
(2) 記数法の考えを通して整数及び小数についての理解を深め，それを計算などに有効に用いること
ができるようにする。
ア 10倍，100倍，10，100 などの大きさの数をつくり，それらの関係を調べること。
(3) 小数の乗法及び除法の意味についての理解を深め，それらを用いることができるようにする。
ア 乗数や除数が整数である場合の計算の考え方を基にして，乗数や除数が小数である場合の乗法
及び除法の意味について理解すること。
イ 小数の乗法及び除法の計算の仕方を考え，それらの計算ができること。また，余りの大きさに
ついて理解すること。
ウ 小数の乗法及び除法についても，整数の場合と同じ関係や法則が成り立つことを理解すること。
(4) 分数についての理解を深めるとともに，異分母の分数の加法及び減法の意味について理解し，そ
れらを用いることができるようにする。
ア 整数及び小数を分数の形に直したり，分数を小数で表したりすること。
イ 整数の除法の結果は，分数を用いると常に一つの数として表すことができることを理解するこ
と。
ウ 一つの分数の分子及び分母に同じ数を乗除してできる分数は，元の分数と同じ大きさを表すこ
とを理解すること。
エ 分数の相等及び大小について考え，大小の比べ方をまとめること。
オ 異分母の分数の加法及び減法の計算の仕方を考え，それらの計算ができること。
カ 乗数や除数が整数である場合の分数の乗法及び除法の意味について理解し，計算の仕方を考え，
それらの計算ができること。
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〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
ア 小数についての計算の意味や計算の仕方を，言葉，数，式，図，数直線を用いて考え，説明す
る活動
〔用語・記号〕 最大公約数 最小公倍数 通分 約分
【
「Ａ

数と計算」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

１｜

【
「Ａ

整数の性質，記数法， 整数を偶数，奇数に類
小数の乗法及び除法， 別したり，約数や倍数
分数の四則計算につい を求めたり，整数や小
ての知識及び技能の習 数の10倍，100倍，10 ，
得や活用を通して，日 100などの大きさをつく
常の事象について論理 ったり，小数の乗法及
的に考え表現したり， び除法，異分母の分数
そ の こ と を 基 に 発 展 の加法及び減法の計算
的，統合的に考えたり をしたりするなどの技
している。
能を身に付けている。
１｜

整数，小数，分数やそ
れら計算の性質や関係
などに着目して考察処
理したり，論理的に考
えたりすることの楽し
さやよさに気付き，進
んで生活や学習に活用
しようとしている。

数量や図形についての
技能

数学的な考え方

数量や図形についての
知識・理解
整数，小数，分数につい
ての感覚を豊かにすると
ともに，整数の性質と記
数法，小数の乗法や除法
の意味及び分数の計算の
意味などについて理解し
ている。

数と計算」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度

数量や図形についての
技能

数学的な考え方

・整数は，観点を決め ・整数は，観点を決め
ると偶数，奇数に類
ると偶数，奇数に類
別できるというよさ
別されることを見い
に気付いている。
だしている。
・約数，倍数の考えが ・ある数の約数や倍数
日常生活の場面で活
の全体をそれぞれ一
用できるというよさ
つの集合としてとら
に気付いている。
えている。

数量や図形についての
知識・理解

・整数を偶数，奇数に
分けることができ
る。

・整数は，観点を決める
と偶数，奇数に類別さ
れることを理解してい
る。
・約数，公約数，倍数， ・約数，公約数，最大公
公倍数を求めること
約数，倍数，公倍数，
ができる。
最小公倍数の意味につ
いて理解している。
・公約数や公倍数，素数
など，数についての豊
かな感覚をもってい
る。

１｜

１｜

１｜

１｜

１｜

１
｜

・整数と小数が同じ十 ・ 整 数 や 小 数 に つ い ・ 整 数 や 小 数 に つ い ・整数や小数について，
進位取り記数法で表
て，10倍，100倍，
て，10倍，100倍，
一つの数とその10倍，
されていることのよ
100倍，10，100 などの
10，100 などにした数
10，100 などの大きさ
さに気付いている。
を考え，整数や小数
の数を小数点の位置
大きさの数との関係に
の表し方を十進位取
を移動してつくるこ
ついて理解している。
り記数法としてまと
とができる。
・10倍,100倍，10，100 な
めている。
どの関係をとらえるな
ど，整数や小数の構成
についての豊かな感覚
をもっている。
１｜

１｜

１｜
・小数の乗法及び除法 ・小数の乗法及び除法
の意味を整数の計算
の計算の仕方を考え

・100の位までの小数の
乗法及び除法の計算
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・乗 数 や 除 数 が 整 数 で
ある場合の計算の考え

の意味と関連付けて
考えようとしてい
る。
・小数の乗法及び除法
の計算の仕方を整数
の計算と関連付けて
考えようとしてい
る。
・小数の乗法及び除法
の計算に，乗法及除
法の性質が有効に働
いていることのよさ
に気付いている。
・小数が整数と同じ十
進位取り記数法で表
されていることを活
用し，小数の計算も
整数の計算と同じよ
うに考えることがで
きるというよさに気
付いている。

ている。

ができる。

方を基にして，乗数や
除数が小数である場合
の乗法及び除法の意味
について理解してい
る。
・小数の乗法及び除法に
ついて，整数の場合と
同じ関係や法則が成り
立つことを理解してい
る。
・小数の除法の計算にお
ける余りの大きさにつ
いて理解している。

・分数を約分したり，
通分したりすること
ができる。
・分数の大小を比べる
ことができる。

・分数の相等及び大小
についての考えを生
かして，異分母の分
数の加法及び減法の
計算の仕方を考えよ
うとしている。

・異分母の分数の加法
及び減法の計算がで
きる。
・乗数や除数が整数で
ある場合の分数の乗
法及び除法の計算が
できる。

・一つの分数の分子及び
分母に同じ数を乗除し
てできる分数は，元の
分数と同じ大きさを表
すことを理解している。
・通分することで，分数
の相等及び大小を比べ
ることができることを
理解している。
・表し方が違っていても
大きさが等しいととら
えるなど，分数の大き
さについての豊かな感
覚をもっている。
・異分母の分数の加法及
び減法の意味について
理解している。
・乗数や除数が整数であ
る場合の分数の乗法及
び除法の意味について
理解している。

・異分母の分数の加法
及び減法の計算の仕
方を考えている。
・乗数や除数が整数で
ある場合の分数の乗
法及び除法の計算の
仕方を考えている。
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ａ｜ｂ

・整数及び小数を分数の
形に直したり，分数を
小数で表したりできる
ことを理解している。
・整数の除法の結果を分
数を用いて一つの数と
して表すことを理解
し，分数についての理
解を深めている。

ａ｜ｂ

・整数及び小数を分数
の形に直したり，分
数を小数で表したり
することができる。
・ａ÷ｂを とみた
り， をａ÷ｂとみ
たりすることができ
る。

ａ｜ｂ

・整数の除法の結果を ・整数及び小数を分数
分数で表すことによ
の形に直したり，分
って計算の結果をい
数を小数で表したり
つでも一つの数で表
することを通して，
すことができるとい
数の表し方を考えて
うよさに気付てい
いる。
る。
・ａ÷ｂは などと整
数の除法の結果は一
つの数として表せる
ことを見いだしてい
る。
・分数の相等について ・分数の相等について
関心をもち，生活や
考え，大きさの等し
学習に活用しようと
い分数の性質を見い
している。
だしている。

（２）「Ｂ 量と測定」
【学習指導要領の内容】
(1) 図形の面積を計算によって求めることができるようにする。
ア 三角形，平行四辺形，ひし形及び台形の面積の求め方を考えること。
(2) 体積について単位と測定の意味を理解し，体積を計算によって求めることができるようにする。
ア 体積の単位（立方センチメートル（cm3），立方メートル（m3））について知ること。
イ 立方体及び直方体の体積の求め方を考えること。
(3) 量の大きさの測定値について理解できるようにする。
ア 測定値の平均について知ること。
(4) 異種の二つの量の割合としてとらえられる数量について，その比べ方や表し方を理解できるよう
にする。
ア 単位量当たりの大きさについて知ること。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
イ 三角形，平行四辺形，ひし形及び台形の面積の求め方を，具体物を用いたり，言葉，数，式，
図を用いたりして考え，説明する活動
【
「Ｂ

量と測定」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

三角形，平行四辺形， 三角形，平行四辺形，
ひし形，台形の面積， ひし形，台形の面積，
立 方 体 や 直 方 体 の 体 立方体や直方体の体積
積，異種の二つの量の の求め方を考えたり，
割合について考察処理 異種の二つの量の割合
したり，論理的に考え を調べたりすることな
たりすることの楽しさ どを通して，日常の事
やよさに気付き，進ん 象について論理的に考
で生活や学習に活用し え表現したり，そのこ
ようとしている。
とを基に発展的，統合
的に考えたりしてい
る。

【
「Ｂ

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

三角形，平行四辺形，
ひし形，台形の面積，
立方体や直方体の体積
を求めたり，異種の二
つの量の割合を比べた
り表したりするなどの
技能を身に付けてい
る。

面積や体積，異種の二つ
の量の割合の大きさにつ
いての感覚を豊かにする
とともに，体積の単位と
測定の意味，測定値の平
均，単位量当たりの大き
さなどについて理解して
いる。

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

量と測定」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

・既習の正方形や長方 ・三角形，平行四辺形， ・三角形，平行四辺形， ・面積の大きさについて
形の面積の求め方に
ひし形，台形の面積
ひし形，台形の面積
の豊かな感覚をもって
帰着させて考えるこ
の求め方を考えてい
を公式を用いて求め
いる。
とで，三角形，平行
る。
ることができる。
・必要な部分の長さを用
四辺形，ひし形，台
いることで，三角形，
形の面積を求めるこ
平行四辺形，ひし形，
とができるというよ
台形の面積は計算によ
さに気付き，進んで
って求めることができ
活用しようとしてい
ることを理解してい
る。
る。
・三角形，平行四辺形，
ひし形及び台形の面
積の公式を導きだそ
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うとしている。
・立体図形の体積につ ・立方体や直方体の体
いても，単位の大き
積の求め方を考えて
さを決めると，その
いる。
幾つ分として数値化
できるというよさに
気付き，進んで活用
しようとしている。
・身の回りにあるもの
の体積を求めようと
している。
・立方体や直方体の体
積の公式を導きだそ
うとしている。

・立方体や直方体の体
積を公式を用いて求
めることができる。

・体積の単位（㎝３, m ３）
と測定の意味について
理解している。
・必要な部分の長さを用
いることで，立方体や
直方体の体積は計算に
よって求めることがで
きることを理解してい
る。
・身の回りにあるものの
体積を１ｍ ３ を基にと
らえるなど，体積の大
きさについての豊かな
感覚をもっている。

・妥当な測定値を求め
るために平均を用い
るよさに気付き，進
んで生活や学習に活
用しようとしてい
る。

・身の回りにある事柄
について，妥当な測
定値を求めるために
平均を用いることを
考えている。

・測定値の平均を求め
ることができる。

・同じ大きさの数量にな
らすことでより妥当な
数値が得られる場合
は，測定値を平均する
とよいことを理解して
いる。

・異種の二つの量の割
合でとらえられる人
口密度などを，単位
量当たりの大きさな
どを用いて数値化し
たり，それらを進ん
で問題解決に生かし
たりしようとしてい
る。

・異種の二つの量の割
合としてとらえられ
る数量について，そ
の比べ方や表し方を
考えている。

・異種の二つの量の割
合でとらえられる人
口密度などを比べた
り表したりすること
ができる。

・異種の二つの量の割合
としてとらえられる数
量について，その比べ
方や表し方について理
解している。
・単位量当たりの大きさ
について理解してい
る。
・１ｍ ２ でそろえて考え
たとき，数値が大きい
方が混んでいるととら
えるなど，人口密度な
どの量の大きさについ
ての豊かな感覚をもっ
ている。

（３）「Ｃ 図形」
【学習指導要領の内容】
(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，平面図形についての理解を深める。
ア 多角形や正多角形について知ること。
イ 図形の合同について理解すること。
ウ 図形の性質を見いだし，それを用いて図形を調べたり構成したりすること。
エ 円周率について理解すること。
(2) 図形についての観察や構成などの活動を通して，立体図形について理解できるようにする。
ア 角柱や円柱について知ること。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
ウ 合同な図形をかいたり，作ったりする活動
エ 三角形の三つの角の大きさの和が180ﾟになることを帰納的に考え，説明する活動。四角形の四
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つの角の大きさの和が360ﾟになることを演繹的に考え，説明する活動
〔用語・記号〕 底面 側面
【
「Ｃ

図形」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

多角形，角柱，円柱な 多角形，角柱，円柱な
どの性質や関係などに どについての観察や構
着目して考察処理した 成などを通して，日常
り，論理的に考えたり の事象について論理的
することの楽しさやよ に考え表現したり，そ
さに気付き，進んで生 のことを基に発展的，
活や学習に活用しよう 統合的に考えたりして
としている。
いる。

【
「Ｃ

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

多角形，角柱，円柱な
どを構成するなどの技
能を身に付けている。

多角形，角柱，円柱など
についての感覚を豊かに
するとともに，それらの
意味や性質，図形の合同，
円周率について理解して
いる。

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

図形」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

・身の回りから，多角
形や正多角形を見付
けようとしている。
・多角形や正多角形を
作図したり，構成し
たりしようとしてい
る。

・円と組み合わせるこ ・円と組み合わせるこ
とで，正多角形を作
とで，正六角形など
図する方法を考えて
を作図することがで
いる。
きる。
・円と組み合わせるこ
とで，正多角形の性
質や特徴を見いだし
ている。
・身の回りから，合同 ・合同な三角形につい ・二つの合同な図形に
な図形を見付けよう
て，かき方を考え，
ついて，ずらしたり，
としている。
合同な三角形をかく
回したり，裏返した
・合同な図形を作図し
ために必要な構成要
りして置かれた場合
たり，構成したりし
素を見いだしてい
でも，その位置に関
ようとしている。
る。
係なく，辺と辺，角
と角の対応を付ける
ことができる。
・合同な三角形を，対
応する辺の長さや角
の大きさに着目し，
作図することができ
る。
・図形の性質に関心を ・三角形の三つの角の ・図形の性質を用いて
もち，図形の性質を
大きさの和が180ﾟで
図形を構成すること
調べようとしてい
あることを帰納的に
ができる。
る。
見いだしている。
・三角形や四角形の角 ・四角形の四つの角の
の大きさの和につい
大きさの和が360ﾟに
て，筋道立てて考え
なることを，三角形
ようとしている。
の三つの角の大きさ
の和が180ﾟであるこ
とを基に，演繹的に
考えている。
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・多角形や正多角形につ
いて知り，平面図形に
ついての理解を深めて
いる。

・図形の合同について理
解している。
・合同な図形では，対応
する辺の長さ，対応す
る角の大きさがそれぞ
れ等しいことを理解し
ている。

・三角形の三つの角の大
きさの和が180ﾟになる
ことや，四角形の四つ
の角の大きさの和が
360ﾟになることを理解
している。
・四角形の四つの角の大
きさの和は，三角形の
三つの角の大きさの和
を基にすれば求められ
ることを理解してい

・ 円 周 率 に 関 心 を も ・内接する正六角形と
ち，円周率を用いよ
外接する正方形との
うとしている。
関係を用いて，円周
は直径の３倍より大
きく４倍より小さい
ことを見いだしてい
る。
・身の回りから，角柱
や円柱を見付けよう
としている。
・角柱や円柱を構成し
たり，角柱や円柱の
見取図や展開図をか
いたりしようとして
いる。

・円周率を用いて，円
の直径から円周を求
めたり，円周から直
径を求めたりするこ
とができる。

・立体図形（角柱，円 ・角柱や円柱の見取図
柱）について，その
や展開図をかくこと
違いに気付き分類
ができる。
し，分類した立体図 ・角柱や円柱を展開図
形の特徴を見いだし
を基に構成すること
ている。
ができる。
・立方体や直方体も角
柱としてとらえてい
る。
・辺や面のつながりや
位置関係に着目し
て，角柱や円柱を構
成したり，角柱や円
柱の見取図や展開図
をかいたりする方法
を考えている。

る。
・どの円についても(円
周)÷(直径)の値が一
定であることや，その
値を円周率というこ
と，円周率は3.14を用
いることなどを理解し
ている。
・角柱や円柱について知
り，角柱や円柱の構成
要素や，辺や面の位置
関係について理解して
いる。
・身の回りから，角柱や
円柱を見付けたり，そ
の特徴をとらえたりす
るなど，立体図形につ
いての豊かな感覚をも
っている。

（４）「Ｄ 数量関係」
【学習指導要領の内容】
(1) 表を用いて，伴って変わる二つの数量の関係を考察できるようにする。
ア 簡単な場合について，比例の関係があることを知ること。
(2) 数量の関係を表す式についての理解を深め，簡単な式で表されている関係について，二つの数量
の対応や変わり方に着目できるようにする。
(3) 百分率について理解できるようにする。
(4) 目的に応じて資料を集めて分類整理し，円グラフや帯グラフを用いて表したり，特徴を調べたり
することができるようにする。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
オ 目的に応じて表やグラフを選び，活用する活動
〔用語・記号〕
比例
%
【
「Ｄ

数量関係」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度
比例，数量の対応や変
わり方，百分率などの
性質や関係などに着目
して考察処理したり，
論理的に考えたりする
ことの楽しさやよさに
気付き，進んで生活や
学習に活用しようとし
ている。

数学的な考え方
表，円グラフや帯グラ
フに表したり，特徴を
調べたりすることなど
を通して，日常の事象
について論理的に考え
表現したり，そのこと
を基に発展的，統合的
に考えたりしている。

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

百分率を用いたり，目
的に応じて資料を分類
整理し，円グラフ，帯
グラフを用いて表した
り，簡単な式で表され
ている関係について，
数量の関係を調べたり
するなどの技能を身に
付けている。

比例の関係，百分率，円
グラフや帯グラフについ
て理解している。
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【
「Ｄ

数量関係」の評価規準の設定例】

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

・伴って変わる二つの
数量の変わり方に関
心をもち，特徴を見
いだそうとしてい
る。

・二つの数量の関係に ・ 乗 法 の 場 面 に つ い
ついて，表に数量を
て，「一方が２倍，
当てはめて調べてい
３倍，４倍，…にな
く中で，一方が２倍，
れば，他方も２倍，
３倍，４倍，…にな
３倍，４倍，…にな
れば，他方も２倍，
る」などのように言
３倍，４倍，…にな
葉を用いて表すこと
るなど，二つの数量
ができる。
の対応や変わり方の
特徴を見いだしてい
る。

・簡単な場合について，
比例の関係があること
を知っている。

・式を用いて，二つの
数量の対応や変わり
方を調べようとして
いる。

・簡単な式で表されて
いる関係について，
二つの数量の対応や
変わり方の調べ方を
考えている。

・簡単な式で表されて
いる関係について，
二つの数量の対応や
変わり方に着目でき
る。

・数量の関係を簡潔に一
般的に表すという式の
役割について理解して
いる。

・百分率を用いると，
割合を整数で表すこ
とができ分かりやす
いというよさに気付
いている。
・百分率や歩合が日常
生活の様々な場面に
用いられていること
に気付いている。

・資料の全体と部分，
部分と部分の関係に
ついて，割合を用い
た表し方を考えてい
る。

・全体と部分，部分と
部分の関係を割合を
用いて表すことがで
きる。

・全体と部分，部分と部
分の関係を割合を用い
て表すことができるこ
とを理解している。
・百分率の意味について
理解している。

・日常の事象を割合を ・資料について，全体
用いて考えたり，円
と部分，部分と部分
グラフや帯グラフに
の間の関係を調べ特
表したりしようとし
徴をとらえている。
ている。
・目的に応じて表やグ
ラフを選び，活用し
ている。

・円グラフや帯グラフ
を用いて表したり，
円グラフや帯グラフ
を読み取ったりする
ことができる。

・円グラフや帯グラフは
割合を表すグラフであ
ることを理解してい
る。
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Ⅵ

第６学年
１

２

学年目標
(1) 分数の乗法及び除法の意味についての理解を深め，それらの計算の仕方を考え，用いることができ
るようにする。
(2) 円の面積及び角柱などの体積を求めることができるようにするとともに，速さについて理解し，求
めることができるようにする。
(3) 縮図や拡大図，対称な図形について理解し，図形についての理解を深める。
(4) 比や比例について理解し，数量の関係の考察に関数の考えを用いることができるようにするととも
に，文字を用いて式に表すことができるようにする。また，資料の散らばりを調べ統計的に考察する
ことができるようにする。
第６学年の評価の観点の趣旨
算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

数理的な事象に関心を 数量や図形についての
もつとともに，数量や 基礎的・基本的な知識
図形の性質や関係など 及び技能の習得や活用
に着目して考察処理し を通して，日常の事象
たり，論理的に考えた について論理的に考え
りすることのよさに気 表現したり，そのこと
付き，進んで生活や学 を基に発展的，統合的
習 に 活 用 し よ う と す に考えたりするなど，
る。
数学的な考え方の基礎
を身に付けている。

３

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

分数の計算をしたり，
図形の面積や体積を求
めたり，図形を構成し
たり，数量の関係など
を表したり調べたりす
るなどの技能を身に付
けている。

数量や図形についての感
覚を豊かにするととも
に，分数の計算の意味，
速さの意味，図形の意味
及び数量の関係などにつ
いて理解している。

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 数と計算」
【学習指導要領の内容】
(1) 分数の乗法及び除法の意味についての理解を深め，それらを用いることができるようにする。
ア 乗数や除数が整数や小数である場合の計算の考え方を基にして，乗数や除数が分数である場合
の乗法及び除法の意味について理解すること。
イ 分数の乗法及び除法の計算の仕方を考え，それらの計算ができること。
ウ 分数の乗法及び除法についても，整数の場合と同じ関係や法則が成り立つことを理解すること。
(2) 小数及び分数の計算の能力を定着させ，それらを用いる能力を伸ばす。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
ア 分数についての計算の意味や計算の仕方を，言葉，数，式，図，数直線を用いて考え，説明す
る活動
【
「Ａ

数と計算」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

分数の計算の性質や関
係などに着目して考察
処理したり，論理的に
考えたりすることの楽
しさやよさに気付き，

分数の計算などについ
ての知識及び技能の習
得や活用を通して，日
常の事象について論理
的に考え表現したり，

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

分数の乗法及び除法の
計算をするなどの技能
を身に付けている。

分数についての感覚を豊
かにするとともに，分数
の乗法及び除法の意味に
ついて理解している。
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進んで生活や学習に活 そ の こ と を 基 に 発 展
用しようとしている。 的，統合的に考えたり
している。

【
「Ａ

数と計算」の評価規準の設定例】

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

・分数の乗法及び除法
の意味を整数や小数
の計算の意味と関連
付けて考えようとし
ている。
・分数の乗法及び除法
の計算の仕方を，整
数や小数の計算に関
連付けて考えようと
している。
・分数の乗法及び除法
の計算に，乗法及び
除法の性質が有効に
働いていることのよ
さに気付いている。

・分数の乗法及び除法
の計算の仕方を考え
ている。
・逆数を用いて除法を
乗法の計算としてみ
たり，整数や小数の
乗法や除法を分数の
場合の計算にまとめ
たりしている。

・分数の乗法及び除法
の計算ができる。

・乗数や除数が整数や小
数である場合の計算の
考え方を基にして，乗
数や除数が分数である
場合の乗法及び除法の
意味について理解して
いる。
・分数の乗法及び除法に
ついて，整数の場合と
同じ関係や法則が成り
立つことを理解してい
る。

・小数及び分数の計算
を生活や学習に活用
しようとしている。

・小数及び分数の計算
を生活や学習に活用
することについて考
えている。

・小数及び分数の基本
的な計算の技能に習
熟している。

・小数及び分数の計算の
意味について理解して
いる。

（２）「Ｂ 量と測定」
【学習指導要領の内容】
(1) 身の回りにある形について，その概形をとらえ，およその面積などを求めることができるように
する。
(2) 図形の面積を計算によって求めることができるようにする。
ア 円の面積の求め方を考えること。
(3) 図形の体積を計算によって求めることができるようにする。
ア 角柱及び円柱の体積の求め方を考えること。
(4) 速さについて理解し，求めることができるようにする。
(5) メートル法の単位の仕組みについて理解できるようにする。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
イ 身の回りで使われている量の単位を見付けたり，それがこれまでに学習した単位とどのような
関係にあるかを調べたりする活動
【
「Ｂ

量と測定」の評価規準に盛り込むべき事項】

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

およその面積，円の面
積，角柱や円柱の体積

およその面積，円の面
積，角柱や円柱の体積

およその面積や円の面
積を求めたり，角柱や

面積や体積，速さについ
ての感覚を豊かにすると
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や速さについて考察処 の求め方を考えること
理したり，論理的に考 などを通して，日常の
えたりすることの楽し 事象について論理的に
さやよさに気付き，進 考え表現したり，その
んで生活や学習に活用 ことを基に発展的，統
しようとしている。
合的に考えたりしてい
る。

円柱の体積を求めた
り，速さを求めたりす
るなどの技能を身に付
けている。

ともに，速さの意味，メ
ートル法の仕組みなどに
ついて理解している。

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

・身の回りにある様々
な図形の面積などを
求めるために，その
概形をとらえて，測
定しやすい図形とみ
たり，測定しやすい
図形に分けたりする
ことを考えている。

・身の回りにある形に
ついて，その概形を
とらえ，およその面
積などを求めること
ができる。

・身の回りにあるものの
面積や体積の大きさの
見当を付けることがで
きるなど，面積や体積
の大きさについての豊
かな感覚をもってい
る。
・身の回りにある図形に
ついて，その概形をと
らえることでおよその
面積を求めることがで
きることを理解してい
る。

・円の中に１㎝ ２ の正 ・円の面積の求め方を
方形が幾つあるか数
考えている。
えたり，円を分割し
て平行四辺形のよう
に変形したりする活
動の楽しさに気付い
ている。
・円の面積の公式を導
きだそうとしてい
る。

・円の面積を公式を用
いて求めることがで
きる。

・必要な部分の長さを用
いることで，円の面積
は計算によって求める
ことができることを理
解している。

・角柱や円柱の体積の ・角柱や円柱の体積を
求め方を考えてい
公式を用いて求める
る。
ことができる。

・必要な部分の長さを用
いることで，角柱や円
柱の体積は計算によっ
て求めることができる
ことを理解している。

【
「Ｂ

量と測定」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度
・身の回りにある図形
について，その概形
をとらえて，およそ
の面積を求めようと
している。

・角柱や円柱の体積の
公式を導きだそうと
している。

数学的な考え方

・速さを，単位量当た ・速さの求め方を考え
りの大きさなどを用
ている。
いて数値化したり，
実際の場面と結び付
けて，生活や学習に
活用したりしようと
している。

・ ( 速 さ ) ＝ (長 さ )÷
(時間)を用いて，長
さと時間から速さを
求めたり，速さと時
間から長さを求めた
り，長さと速さから
時間を求めたりする
ことができる。
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・速さは単位量当たりの
大きさとして表すこと
ができることを理解し
ている。
・１時間でそろえたと
き，数値が大きい方が
速いととらえるなど，
速さの量の大きさにつ
いての豊かな感覚をも
っている。

・身の回りで使われて
いる量の単位を見付
け，既習の単位との
関係を進んで調べよ
うとしている。
・｢ m ｣｢ c ｣｢ k ｣など
の接頭語が共通に用
いられているという
メートル法の単位の
仕組みのよさに気付
いている。

・メートル法の単位の ・いろいろな量の測定
仕組みを活用し，新
値を適切な単位を用
しい単位に出会った
いて表すことができ
ときも類推して量の
る。
大きさを考えてい
る。

・メートル法の単位の仕
組みについて理解して
いる。

（３）「Ｃ 図形」
【学習指導要領の内容】
(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，平面図形についての理解を深める。
ア 縮図や拡大図について理解すること。
イ 対称な図形について理解すること。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
ウ 身の回りから，縮図や拡大図，対称な図形を見付ける活動
〔用語・記号〕線対称 点対称
【
「Ｃ

図形」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

縮図や拡大図，対称な 縮図や拡大図，対称な
図形の性質や関係など 図形についての観察や
に着目して考察処理し 構成などを通して，日
たり，論理的に考えた 常の事象について論理
りすることの楽しさや 的に考え表現したり，
よさに気付き，進んで そ の こ と を 基 に 発 展
生活や学習に活用しよ 的，統合的に考えたり
うとしている。
している。

【
「Ｃ

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

縮図や拡大図，対称な
図形を構成するなどの
技能を身に付けてい
る。

縮図や拡大図，対称な図
形についての感覚を豊か
にするとともに，それら
の意味について理解して
いる。

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

・方眼紙のます目を用
いたり，対応する辺
の長さや角の大きさ
を用いたりして，縮
図や拡大図を作図す
ることができる。

・縮図や拡大図について
理解している。
・縮図や拡大図では，対
応する角の大きさはす
べて等しく，対応する
辺の長さの比はどこも
一定であることを理解
している。

図形」の評価規準の設定例】

算数への
関心・意欲・態度
・身の回りから，縮図
や拡大図を見付けよ
うとしている。
・縮図や拡大図を作図
したり，構成したり
しようとしている。
・実際には測定しにく
い長さを縮図や拡大
図を用いると解決で
きるというよさに気

数学的な考え方
・縮図や拡大図を活用
して，実際には測定
しにくい長さの求め
方を考えている。
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付いている。
・身の回りから，対称
な図形を見付けよう
としている。
・対称な図形を作図し
たり，構成したりし
ようとしている。
・均整のとれた美し
さ，安定性など対称
な図形の美しさに気
付いている。

・対称という観点から ・線対称な図形や点対
既習の図形を見直
称な図形を作図した
し，図形を分類整理
り，構成したりする
したり，分類した図
ことができる。
形の特徴を見いだし
たりしている。

・線対称な図形や点対称
な図形の意味や性質に
ついて理解している。
・身の回りから線対称な
図形や点対称な図形を
見付けたり，その特徴
をとらえたりするな
ど，図形についての豊
かな感覚をもってい
る。

（４）「Ｄ 数量関係」
【学習指導要領の内容】
(1) 比について理解できるようにする。
(2) 伴って変わる二つの数量の関係を考察することができるようにする。
ア 比例の関係について理解すること。また，式，表，グラフを用いてその特徴を調べること。
イ 比例の関係を用いて，問題を解決すること。
ウ 反比例の関係について知ること。
(3) 数量の関係を表す式についての理解を深め，式を用いることができるようにする。
ア 数量を表す言葉や□，△などの代わりに，a，x などの文字を用いて式に表したり，文字に数
を当てはめて調べたりすること。
(4) 資料の平均や散らばりを調べ，統計的に考察したり表現したりすることができるようにする。
ア 資料の平均について知ること。
イ 度数分布を表す表やグラフについて知ること。
(5) 具体的な事柄について，起こり得る場合を順序よく整理して調べることができるようにする。
〔算数的活動〕
(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」
，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に示す事項については，例
えば，次のような算数的活動を通して指導するものとする。
エ 身の回りから，比例の関係にある二つの数量を見付けたり，比例の関係を用いて問題を解決し
たりする活動
〔用語・記号〕 ：
【
「Ｄ

数量関係」の評価規準に盛り込むべき事項】

算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

比，比例，平均の性質 数量の関係の特徴を，
や関係などに着目して 式，表，グラフを用い
考察処理したり，論理 て調べることなどを通
的に考えたりすること して，日常の事象につ
の楽しさやよさに気付 いて論理的に考え表現
き，進んで生活や学習 したり，そのことを基
に活用しようとしてい に発展的，統合的に考
る。
えたりしている。

【
「Ｄ

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

文字を用いて式に表し
たり，起こり得る場合
を調べたりするなどの
技能を身に付けてい
る。

比，比例や反比例の関係，
資料の平均，度数分布を
表す表やグラフについて
理解している。

数量関係」の評価規準の設定例】

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

・身の回りから，比を

・比を割合と関連付け

・二つの数量の関係を

・比について理解してい
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見付けようとしてい
る。
・二つの数量を共通の
基準を用いて比較す
るという比のよさに
気付き，進んで生活
や学習に活用しよう
としている。

て考えている。

調べ，比で表すこと
ができる。

る。

・身の回りの伴って変 ・比例の関係という観 ・比例の関係にある二
わる二つの数量の中
点から，伴って変わ
つの数量の関係を，
から比例の関係にあ
る二つの数量の関係
式，表，グラフに表
るものを見付けよう
について考えてい
すことができる。
としている。
る。
・ 比 例 の 関 係 を 用 い ・式，表，グラフを用
て，問題を解決しよ
いて，比例の関係の
うとしている。
特徴を調べている。

・比例の関係について理
解している。
・反比例の関係について
理解している。

・簡潔に表すことがで ・文字には整数だけで
きる など，a，x な
なく，小数や分数も
どの文字を用いて式
当てはめることがで
に表すことのよさに
きることを用いて数
気付き，用いようと
の範囲を拡張して考
している。
えている。

・数量を表す言葉や
□，△などの代わり
に， a，x などの文
字を用いて式に表し
たり，文字に数を当
てはめて調べたりす
ることができる。

・数量を表す言葉や□，
△などの代わりに，a，x
などの文字を用いて式
に表すことを理解して
いる。

・集団の特徴を表す値
として平均を用いる
よさに気付き，身の
回りにある事柄につ
いて統計的に考えよ
うとしている。

・資料の平均や散らば
りを用いて集団の特
徴を考えている。

・資料の平均や散らば
りを調べ，数直線や
グラフなどに表現す
ることができる。
・集団の特徴を表す値
として平均を用いる
ことができる。
・度数分布を表す表や
グラフをかいたり読
み取ったりすること
ができる。

・資料の平均について理
解している。
・平均が同じでも，資料
の散らばりによって資
料の特徴が異なる場合
があることを理解して
いる。
・度数分布を表す表やグ
ラフは，資料全体の分
布の様子や特徴を分か
りやすくするために用
いることを理解してい
る。

・具体的な事柄に即し
て，図，表などを用
いて表すなどの工夫
をしながら，落ちや
重なりがないよう
に，順序よく調べて
いこうとしている。

・具体的な事柄を整理
する際，落ちや重な
りがないように，図
や表を適切に用いた
り，名前を記号化し
て端的に表したりし
て，順序よく筋道立
てて考えている。

・具体的な事柄につい
て，落ちや重なりが
ないように，起こり
得る場合を順序よく
整理して調べること
ができる。

・起こり得る場合を落ち
や重なりがないように
調べるには，ある観点
に着目したり，図や表
などにかき表したりす
るとよいことを理解し
ている。
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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
自然に親しみ，見通しをもって観察，実験などを行い，問題解決の能力と自然を愛する心情を育てる
とともに，自然の事物・現象についての実感を伴った理解を図り，科学的な見方や考え方を養う。

２

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

自然に親しみ，意欲をも 自然の事物・現象から
って自然の事物・現象を 問題を見いだし，見通
調べる活動を行い，自然 しをもって事象を比較
を愛するとともに生活に したり，関係付けたり，
生かそうとする。
条件に着目したり，推
論したりして調べるこ
とによって得られた結
果を考察し表現して，
問題を解決している。

内容のまとまり
理科においては，学習指導要領の内容の「Ａ
まりとした。

自然事象についての
知識・理解

観察・実験の技能
自然の事物・現象を観
察し，実験を計画的に
実施し，器具や機器な
どを目的に応じて工夫
して扱うとともに，そ
れらの過程や結果を的
確に記録している。

自然の事物・現象の性
質や規則性，相互の関
係などについて実感を
伴って理解している。

３

第２

物質・エネルギー」，「Ｂ

生命・地球」を内容のまと

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３学年

１

学年目標
(1) 物の重さ，風やゴムの力並びに光，磁石及び電気を働かせたときの現象を比較しながら調べ，見い
だした問題を興味・関心をもって追究したりものづくりをしたりする活動を通して，それらの性質や
働きについての見方や考え方を養う。
(2) 身近に見られる動物や植物，日なたと日陰の地面を比較しながら調べ，見いだした問題を興味・関
心をもって追究する活動を通して，生物を愛護する態度を育てるとともに，生物の成長のきまりや体
のつくり，生物と環境とのかかわり，太陽と地面の様子との関係についての見方や考え方を養う。

２

第３学年の評価の観点の趣旨
自然事象への
関心・意欲・態度
自然の事物・現象を興味
・関心をもって追究し，
生物を愛護するととも
に，見いだした特性を生
活に生かそうとする。

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

自然の事物・現象を比
較しながら問題を見い
だし，差異点や共通点
について考察し表現し
て，問題を解決してい
る。

簡単な器具や材料を見
付けたり，使ったり，
作ったりして観察，実
験やものづくりを行
い，その過程や結果を
分かりやすく記録して
いる。

物の重さ，風やゴムの
力並びに光，磁石の性
質や働き及び電気を働
かせたときの現象や，
生物の成長のきまりや
体のつくり，生物と環
境とのかかわり，太陽
と地面の様子などにつ
いて実感を伴って理解
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 物質・エネルギー」
【学習指導要領の内容】
(1) 物と重さ
粘土などを使い，物の重さや体積を調べ，物の性質についての考えをもつことができるようにす
る。
ア 物は，形が変わっても重さは変わらないこと。
イ 物は，体積が同じでも重さは違うことがあること。
(2) 風やゴムの働き
風やゴムで物が動く様子を調べ，風やゴムの働きについての考えをもつことができるようにする。
ア 風の力は，物を動かすことができること。
イ ゴムの力は，物を動かすことができること。
(3) 光の性質
鏡などを使い，光の進み方や物に光が当たったときの明るさや暖かさを調べ，光の性質について
の考えをもつことができるようにする。
ア 日光は集めたり反射させたりできること。
イ 物に日光を当てると，物の明るさや暖かさが変わること。
(4) 磁石の性質
磁石に付く物や磁石の働きを調べ，磁石の性質についての考えをもつことができるようにする。
ア 物には，磁石に引き付けられる物と引き付けられない物があること。また，磁石に引き付けら
れる物には，磁石に付けると磁石になる物があること。
イ 磁石の異極は引き合い，同極は退け合うこと。
(5) 電気の通り道
乾電池に豆電球などをつなぎ，電気を通すつなぎ方や電気を通す物を調べ，電気の回路について
の考えをもつことができるようにする。
ア 電気を通すつなぎ方と通さないつなぎ方があること。
イ 電気を通す物と通さない物があること。
【
「Ａ

物質・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

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

物の重さ，風やゴムの力
並びに光，磁石及び電気
を働かせたときの現象を
興味・関心をもって追究
し，見いだした特性を生
活に生かそうとしてい
る。

物の重さ，風やゴムの
力並びに光，磁石及び
電気を働かせたときの
現象を比較しながら問
題を見いだし，差異点
や共通点について考察
し表現している。

簡単な器具や材料を見
付けたり，使ったり，
作ったりして観察，実
験やものづくりを行
い，その過程や結果を
分かりやすく記録して
いる。

物の重さ，風やゴムの
力並びに光，磁石の性
質や働き及び電気を働
かせたときの現象など
について，その性質や
働きを理解している。

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

【
「Ａ

物質・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

科学的な思考・表現

・物の形や体積と重さの
関係に興味・関心をも
ち，進んで物の性質を
調べようとしている。
・物の形や体積と重さの
関係を適用し，身の回

・物の形を変えたとき
の重さや，物の体積
を同じにしたときの
重さを比較して，そ
れらについて予想や
仮説をもち，表現し
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・てんびんや自動上皿 ・物は，形が変わって
はかりを適切に使っ
も重さは変わらない
て，安全に実験やも
ことを理解してい
のづくりをしてい
る。
る。
・物は，体積が同じで
・物の形や体積と重さ
も重さは違うことが

りの現象を見直そうと
ている。
している。
・物の形を変えたとき
の重さや，物の体積
を同じにしたときの
重さを比較して，そ
れらを考察し，自分
の考えを表現してい
る。

の関係について体感
を基にしながら調
べ，その過程や結果
を記録している。

あることを理解して
いる。

・風やゴムの力を働かせ
たときの現象に興味・
関心をもち，進んで風
やゴムの働きを調べよ
うとしている。
・風やゴムの力の働きを
活用してものづくりを
したり，その働きを利
用した物を見つけたり
しようとしている。

・風を当てたときの物 ・送風機やゴムを適切
の動く様子や，ゴム
に使って，安全に実
を引っぱったり，ね
験やものづくりをし
じったりしたときの
ている。
物の動く様子を比較 ・風を受けたときやゴ
して，それらについ
ムを働かせたときの
て予想や仮説をも
現象の違いについ
ち，表現している。
て，手ごたえなどの
・風を当てたときの物
体感を基にしながら
の動く様子や，ゴム
調べ，その過程や結
を引っぱったり，ね
果を記録している。
じったりしたときの
物の動く様子を比較
して，それらを考察
し，自分の考えを表
現している。

・風の力は，物を動か
すことができること
を理解している。
・ゴムの力は，物を動
かすことができるこ
とを理解している。

・平面鏡や虫眼鏡に日光
を当てたときの現象に
興味・関心をもち，進
んで光の性質を調べよ
うとしている。
・光の進み方や性質を使
ってものづくりをしよ
うとしている。

・光を働かせたときと ・平面鏡や虫眼鏡を適 ・日光は集めたり反射
そうでないときの現
切に使って，安全に
させたりできること
象や，光を集めたり
実験やものづくりを
を理解している。
重ね合わせたりした
している。
・物に日光を当てる
ときの物の明るさや ・光を反射させたり集
と，物の明るさや暖
暖かさを比較して，
めたりしたときの明
かさが変わることを
それらについて予想
るさや暖かさの違い
理解している。
や仮説をもち，表現
を調べ，その過程や
している。
結果を記録してい
・光を働かせたときと
る。
そうでないときの現
象や，光を集めたり
重ね合わせたりした
ときの物の明るさや
暖かさを比較して，
それらを考察し，自
分の考えを表現して
いる。

・磁石に物を付けたり自
由に動くようにしたり
したときの現象に興味
・関心をもち，進んで
磁石の働きや性質を調
べようとしている。
・磁石の働きや性質を使
ってものづくりをしよ
うとしている。

・磁石に引き付けられ
る物と引き付けられ
ない物や，磁石同士
や磁石に引き付けら
れる物との間を空け
ても引き付ける力が
働いている現象を比
較して，それらにつ
いて予想や仮説をも
ち，表現している。
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・磁石を使って付く物
を調べたり着磁させ
たり，ものづくりを
したりしている。
・磁石に付く物や磁石
の極性を調べ，その
過程や結果を記録し
ている。

・物には，磁石に引き
付けられる物と引き
付けられない物があ
ることや，磁石に引
き付けられる物に
は，磁石に付けると
磁石になる物がある
ことを理解してい
る。
・磁石の異極は引き合

・磁石に引き付けられ
る物と引き付けられ
ない物や，磁石同士
や磁石に引き付けら
れる物との間を空け
ても引き付ける力が
働いている現象を比
較して，それらを考
察し，自分の考えを
表現している。
・乾電池に豆電球をつな ・豆電球が点灯すると
いだり回路に物を入れ
きとしないときや，
たりしたときの現象に
回路の一部にいろい
興味・関心をもち，進
ろな物を入れたとき
んで電気の回路を調べ
を比較して，それら
ようとしている。
について予想や仮説
・乾電池と豆電球の性質
をもち，表現してい
を使ってものづくりを
る。
しようとしている。
・豆電球が点灯すると
きとしないときや，
回路の一部にいろい
ろな物を入れたとき
を比較して，それら
を考察し，自分の考
えを表現している。

い，同極は退け合う
ことを理解してい
る。

・乾電池と豆電球を使
って回路をつくった
り，ものづくりをし
たりしている。
・回路の一部にいろい
ろな物を入れたりし
て，豆電球が点灯す
るときとしないとき
の違いを調べ，その
過程や結果を記録し
ている。

・電気を通すつなぎ方
と通さないつなぎ方
があることを理解し
ている。
・電気を通す物と通さ
ない物があることを
理解している。

（２）「Ｂ 生命・地球」
【学習指導要領の内容】
(1) 昆虫と植物
身近な昆虫や植物を探したり育てたりして，成長の過程や体のつくりを調べ，それらの成長のき
まりや体のつくりについての考えをもつことができるようにする。
ア 昆虫の育ち方には一定の順序があり，成虫の体は頭，胸及び腹からできていること。
イ 植物の育ち方には一定の順序があり，その体は根，茎及び葉からできていること。
(2) 身近な自然の観察
身の回りの生物の様子を調べ，生物とその周辺の環境との関係についての考えをもつことができ
るようにする。
ア 生物は，色，形，大きさなどの姿が違うこと。
イ 生物は，その周辺の環境とかかわって生きていること。
(3) 太陽と地面の様子
日陰の位置の変化や，日なたと日陰の地面の様子を調べ，太陽と地面の様子との関係についての
考えをもつことができるようにする。
ア 日陰は太陽の光を遮るとでき，日陰の位置は太陽の動きによって変わること。
イ 地面は太陽によって暖められ，日なたと日陰では地面の暖かさや湿り気に違いがあること。
【
「Ｂ

生命・地球」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

身近に見られる動物や植
物，日なたと日陰の地面
を興味・関心をもって追
究し，生物を愛護すると

身近に見られる動物や
植物，日なたと日陰の
地面を比較しながら問
題を見いだし，差異点

身近に見られる動物や
植物を探したり育てた
り，簡単な器具を使っ
たりして，観察や実験

身近に見られる動物や
植物，日なたと日陰の
地面などについて，生
物の成長のきまりや体
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ともに，見いだした特性
を生活に生かそうとして
いる。

【
「Ｂ

や共通点について考察
し表現している。

を行い，その過程や結
果を分かりやすく記録
している。

のつくり，生物と環境
とのかかわり，太陽と
地面の様子との関係を
理解している。

生命・地球」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

・身近な昆虫や植物に興
味・関心をもち，進ん
でそれらの成長のきま
りや体のつくりを調べ
ようとしている。
・身近な昆虫や植物に愛
情をもって，探したり
育てたりしようとして
いる。

・昆虫同士や植物同士
を比較して，差異点
や共通点について予
想や仮説をもち，表
現している。
・昆虫同士や植物同士
を比較して，差異点
や共通点を考察し，
自分の考えを表現し
ている。

・昆虫の飼育や植物の
栽培をしながら，虫
眼鏡などの器具を適
切に使って，その活
動や成長を観察して
いる。
・昆虫や植物の体のつ
くりや育ち方を観察
し，その過程や結果
を記録している。

・昆虫の育ち方には一
定の順序があり，そ
の体は頭，胸及び腹
からできていること
を理解している。
・植物の育ち方には一
定の順序があり，そ
の体は根，茎及び葉
からできていること
を理解している。

・身の回りの生物の様子 ・身の回りの生物の様
やその周辺の環境に興
子やその周辺の環境
味・関心をもち，進ん
とのかかわりを比較
で生物とその周辺の環
して，差異点や共通
境との関係を調べよう
点について予想や仮
としている。
説をもち，表現して
・身の回りの生物に愛情
いる。
を も っ て か か わ っ た ・身の回りの生物の様
り，生態系の維持に配
子やその周辺の環境
慮したりしようとして
とのかかわりを比較
いる。
して，差異点や共通
点を考察し，自分の
考えを表現してい
る。

・身の回りの生物の様 ・生物は，色，形，大
子やその周辺の環境
きさなどの姿が違う
とのかかわりについ
ことを理解してい
て諸感覚で確認した
る。
り，虫眼鏡や携帯型 ・生物は，その周辺の
の顕微鏡などの器具
環境とかかわって生
を適切に使ったりし
きていることを理解
ながら観察してい
している。
る。
・身の回りの生物の様
子やその周辺の環境
を観察し，その過程
や結果を記録してい
る。

・日陰の位置の変化や日
なたと日陰の地面の様
子の違いに興味・関心
をもち，進んで太陽と
地面の様子との関係を
調べようとしている。
・見いだした太陽と地面
との関係で，日常の現
象を見直そうとしてい
る。

・温度計や遮光板，方 ・日陰は太陽の光を遮
位磁針を適切に使っ
るとでき，日陰の位
て，日陰の位置の変
置は太陽の動きによ
化と，日なたと日陰
って変わることを理
の地面の様子や太陽
解している。
の動きを安全に観察 ・地面は太陽によって
している。
暖められ，日なたと
・日なたと日陰の地面
日陰では地面の暖か
の様子や太陽の動き
さや湿り気に違いが
を調べ，その過程や
あることを理解して
結果を記録してい
いる。
る。

・日陰の位置の変化や
日なたと日陰の地面
の様子，日陰の位置
の変化と太陽の動き
を比較して，それら
について予想や仮説
をもち，表現してい
る。
・日陰の位置の変化や
日なたと日陰の地面
の様子を比較して，
それらを考察し，自
分の考えを表現して
いる。
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Ⅱ

第４学年
１

２

学年目標
(1) 空気や水，物の状態の変化，電気による現象を力，熱，電気の働きと関係付けながら調べ，見いだ
した問題を興味・関心をもって追究したりものづくりをしたりする活動を通して，それらの性質や働
きについての見方や考え方を養う。
(2) 人の体のつくり，動物の活動や植物の成長，天気の様子，月や星の位置の変化を運動，季節，気温，
時間などと関係付けながら調べ，見いだした問題を興味・関心をもって追究する活動を通して，生物
を愛護する態度を育てるとともに，人の体のつくりと運動，動物の活動や植物の成長と環境とのかか
わり，気象現象，月や星の動きについての見方や考え方を養う。
第４学年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

自然の事物・現象を興味 自然の事物・現象の変 簡単な器具や材料を見
・関心をもって追究し， 化とその要因とのかか 付けたり，使ったり，
生 物 を 愛 護 す る と と も わ り に 問 題 を 見 い だ 作ったりして観察，実
に，見いだした特性を生 し，変化と関係する要 験 や も の づ く り を 行
活に生かそうとする。
因について考察し表現 い，その過程や結果を
して，問題を解決して 分かりやすく記録して
いる。
いる。

３

自然事象についての
知識・理解
空気や水の性質や働
き，物の状態の変化，
電気による現象や，人
の体のつくりと運動，
動物の活動や植物の成
長と環境とのかかわ
り，気象現象，月や星
の動きなどについて実
感を伴って理解してい
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 物質・エネルギー」
【学習指導要領の内容】
(1) 空気と水の性質
お
閉じ込めた空気及び水に力を加え，その体積や圧し返す力の変化を調べ，空気及び水の性質につ
いての考えをもつことができるようにする。
お
お
ア 閉じ込めた空気を圧すと，体積は小さくなるが，圧し返す力は大きくなること。
お
お
イ 閉じ込めた空気は圧し縮められるが，水は圧し縮められないこと。
(2) 金属，水，空気と温度
金属，水及び空気を温めたり冷やしたりして，それらの変化の様子を調べ，金属，水及び空気の
性質についての考えをもつことができるようにする。
ア 金属，水及び空気は，温めたり冷やしたりすると，その体積が変わること。
イ 金属は熱せられた部分から順に温まるが，水や空気は熱せられた部分が移動して全体が温まる
こと。
ウ 水は，温度によって水蒸気や氷に変わること。また，水が氷になると体積が増えること。
(3) 電気の働き
乾電池や光電池に豆電球やモーターなどをつなぎ，乾電池や光電池の働きを調べ，電気の働きに
ついての考えをもつことができるようにする。
ア 乾電池の数やつなぎ方を変えると，豆電球の明るさやモーターの回り方が変わること。
イ 光電池を使ってモーターを回すことなどができること。
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【
「Ａ

物質・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

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

空気や水，物の状態の変
化，電気による現象と力，
熱，電気の働きとの関係
を興味・関心をもって追
究し，見いだした特性を
生活に生かそうとしてい
る。

空気や水，物の状態の
変化，電気による現象
と力，熱，電気の働き
との関係に問題を見い
だし，変化と関係する
要因について考察し表
現している。

簡単な器具や材料を見
付けたり，使ったり，
作ったりして観察，実
験やものづくりを行
い，その過程や結果を
分かりやすく記録して
いる。

空気や水，物の状態の
変化，電気による現象
と力，熱，電気の働き
との関係などを理解し
ている。

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

【
「Ａ

物質・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

・閉じ込めた空気や水に
力を加えたときの現象
に興味・関心をもち，
進んで空気と水の性質
を調べようとしてい
る。
・空気と水の性質を使っ
てものづくりをした
り，その性質を利用し
た物を見つけたりしよ
うとしている。

科学的な思考・表現

・閉じ込めた空気や水 ・容器を使って空気や
の体積や圧し返す力
水の力の変化を調べ
の変化によって起こ
る実験やものづくり
る現象とそれぞれの
をしている。
性質を関係付けて， ・空気や水による現象
それらについて予想
の変化を調べ，その
や仮説をもち，表現
過程や結果を記録し
している。
ている。
・閉じ込めた空気や水
の体積や圧し返す力
の変化によって起こ
る現象とそれぞれの
性質を関係付けて考
察し，自分の考えを
表現している。

・閉じ込めた空気を圧
すと，体積は小さく
なるが，圧し返す力
は大きくなることを
理解している。
・閉じ込めた空気は圧
し縮められるが，水
は圧し縮められない
ことを理解してい
る。

・金属，水及び空気を温 ・金属，水及び空気の
めたり冷やしたりした
体積変化の様子，温
ときの現象に興味・関
まり方と温度変化
心をもち，進んでそれ
や，水蒸気や氷に姿
らの性質を調べようと
を変える水の状態変
している。
化と温度を関係付け
・物の温まり方の特徴を
て，それらについて
適用し，身の回りの現
予想や仮説をもち，
象を見直そうとしてい
表現している。
る。
・金属，水及び空気の
体積変化の様子，温
まり方と温度変化
や，水蒸気や氷に姿
を変える水の状態変
化と温度変化を関係
付けて考察し，自分
の考えを表現してい
る。

・加熱器具などを安全
に操作し，金属，水
及び空気の体積変化
や温まり方の特徴を
調べる実験やものづ
くりをしている。
・金属，水及び空気の
体積変化の様子や温
まり方の特徴や，水
の状態変化を調べ，
その過程や結果を記
録している。

・金属，水及び空気は，
温めたり冷やしたり
すると，その体積が
変わることを理解し
ている。
・金属は熱せられた部
分から順に温まる
が，水や空気は熱せ
られた部分が移動し
て全体が温まること
を理解している。
・水は，温度によって
水蒸気や氷に変わる
ことを理解してい
る。
・水が氷になると体積
が増えることを理解
している。

・乾電池や光電池に豆電

・簡易検流計などを適

・乾電池の数やつなぎ

・乾電池や光電池に豆
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球やモーターなどをつ
ないだときの明るさや
回り方に興味・関心を
もち，進んで電気の働
きを調べようとしてい
る。
・電気の働きを使っても
のづくりをしたり，そ
の働きを利用した物を
見つけたりしようとし
ている。

電球やモーターなど
切に操作し，乾電池
をつないだときの明
と光電池の性質を調
るさや回り方を関係
べる実験やものづく
付けて，それらにつ
りをしている。
いて予想や仮説をも ・豆電球の明るさやモ
ち，表現している。
ーターの回り方の変
・乾電池の数やつなぎ
化などを調べ，その
方，光電池に当てる
過程や結果を記録し
光の強さを変えて，
ている。
回路を流れる電流の
強さとその働きを関
係付けて考察し，自
分の考えを表現して
いる。

方を変えると，豆電
球の明るさやモータ
ーの回り方が変わる
ことを理解してい
る。
・光電池を使ってモー
ターを回すことなど
ができることを理解
している。

（２）「Ｂ 生命・地球」
【学習指導要領の内容】
(1) 人の体のつくりと運動
人や他の動物の体の動きを観察したり資料を活用したりして，骨や筋肉の動きを調べ，人の体の
つくりと運動とのかかわりについての考えをもつことができるようにする。
ア 人の体には骨と筋肉があること。
イ 人が体を動かすことができるのは，骨，筋肉の働きによること。
(2) 季節と生物
身近な動物や植物を探したり育てたりして，季節ごとの動物の活動や植物の成長を調べ，それら
の活動や成長と環境とのかかわりについての考えをもつことができるようにする。
ア 動物の活動は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあること。
イ 植物の成長は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあること。
(3) 天気の様子
１日の気温の変化や水が蒸発する様子などを観察し，天気や気温の変化，水と水蒸気との関係を
調べ，天気の様子や自然界の水の変化についての考えをもつことができるようにする。
ア 天気によって１日の気温の変化の仕方に違いがあること。
イ 水は，水面や地面などから蒸発し，水蒸気になって空気中に含まれていくこと。また，空気中
の水蒸気は，結露して再び水になって現れることがあること。
(4) 月と星
月や星を観察し，月の位置と星の明るさや色及び位置を調べ，月や星の特徴や動きについての考
えをもつことができるようにする。
ア 月は日によって形が変わって見え，１日のうちでも時刻によって位置が変わること。
イ 空には，明るさや色の違う星があること。
ウ 星の集まりは，１日のうちでも時刻によって，並び方は変わらないが，位置が変わること。
【
「Ｂ

生命・地球」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

人の体のつくり，動物の
活動や植物の成長，天気
の様子，月や星の位置の
変化と運動，季節，気温，
時間などとの関係を興味
・関心をもって追究し，
生物を愛護するととも
に，見いだした特性を生
活に生かそうとしてい
る。

人の体のつくり，動物
の活動や植物の成長，
天気の様子，月や星の
位置の変化と運動，季
節，気温，時間などと
の関係に問題を見いだ
し，変化と関係する要
因について考察し表現
している。

身近に見られる動物や
植物を探したり育てた
り観察したり，簡単な
器具を使って観察や実
験を行ったりして，そ
の過程や結果を分かり
やすく記録している。

人の体のつくり，動物
の活動や植物の成長，
天気の様子，月や星の
位置の変化と運動，季
節，気温，時間などと
の関係などを理解して
いる。
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【
「Ｂ

生命・地球」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

・骨や筋肉の動きに興味 ・骨の位置や筋肉の存
・関心をもち，進んで，
在，骨と筋肉の動き
人や他の動物の体のつ
を関係付けて，それ
くりと運動とのかかわ
らについて予想や仮
りを調べようとしてい
説をもち，表現して
る。
いる。
・人や他の動物の体のつ ・骨の位置や筋肉の存
くりと運動に生命のた
在，骨と筋肉の動き
くみさを感じ，観察し
を関係付けて考察
ようとしている。
し，自分の考えを表
現している。
・身近な動物の活動や植
物の成長に興味・関心
をもち，進んでそれら
の変化と季節とのかか
わりを調べようとして
いる。
・身近な動物や植物に愛
情をもって，探したり
育てたり観察したりし
ようとしている。

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

・自分の体に直接触れ ・人の体には骨と筋肉
たり，映像や模型な
があることを理解し
どを活用したりし
ている。
て，人の体の骨や筋 ・人が体を動かすこと
肉とその動きを観察
ができるのは，骨，
している。
筋肉の働きによるこ
・人の体の骨や筋肉と
とを理解している。
その動きを調べ，そ
の過程や結果を記録
している。

・身近な動物の活動や ・動物や植物を探した ・動物の活動は，暖か
植物の成長の変化と
り育てたりして，定
い季節，寒い季節な
季節の気温の変化を
期的に観察してい
どによって違いがあ
比較して，それらに
る。
ることを理解してい
ついて予想や仮説を ・動物の活動や植物の
る。
もち，表現している。
成長の違いを調べ， ・植物の成長は，暖か
・身近な動物の活動や
その過程や結果を記
い季節，寒い季節な
植物の成長の変化と
録している。
どによって違いがあ
季節の気温の変化を
ることを理解してい
関係付けて考察し，
る。
自分の考えを表現し
ている。

・１日の気温の変化や水 ・ 天 気 と 気 温 の 変 化 ・いろいろな天気と１
が蒸発する様子に興味
や，水蒸気や結露に
日の気温の変化の様
・関心をもち，進んで
姿を変える水の状態
子の関係や水の状態
天気の様子や自然界の
変化と気温を関係付
変化を定点で観測し
水の変化を調べようと
けて，それらについ
ている。
している。
て 予 想 や 仮 説 を も ・１日の気温の変化す
・天気の様子や自然界の
ち，表現している。
る様子を適切に測っ
水の変化に不思議さや ・ 天 気 と 気 温 の 変 化
たり，自然蒸発や結
面白さを感じ，見いだ
や，水蒸気や結露に
露などの現象を観察
したきまりで日常生活
姿を変える水の状態
したりして，その過
を見直そうとしてい
変化と気温を関係付
程や結果を記録して
る。
けて考察し，自分の
いる。
考えを表現してい
る。

・天気によって１日の
気温の変化の仕方に
違いがあることを理
解している。
・水は，水面や地面な
どから蒸発し，水蒸
気になって空気中に
含まれていくことを
理解している。
・空気中の水蒸気は，
結露して再び水にな
って現れることがあ
ることを理解してい
る。

・月や星の位置の変化，
星の明るさや色に興味
・関心をもち，進んで
月や星の特徴や動きを
調べようとしている。
・月や夜空に輝く星から
自然の美しさを感じ，
観察しようとしてい
る。

・月は日によって形が
変わって見え，１日
のうちでも時刻によ
って位置が変わるこ
とを理解している。
・空には，明るさや色
の違う星があること
を理解している。
・星の集まりは，１日
のうちでも時刻によ

・月や星の位置の変化
と時間や，星の明る
さや色を関係付け
て，それらについて
予想や仮説をもち，
表現している。
・月や星の位置の変化
と時間を関係付けて
考察し，自分の考え
を表現している。
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・必要な器具を適切に
操作し，月や星を観
察している。
・地上の目印や方位な
どを使って月や星の
位置を調べ，その過
程や結果を記録して
いる。

って，並び方は変わ
らないが，位置が変
わることを理解して
いる。

Ⅲ

第５学年
１

２

学年目標
(1) 物の溶け方，振り子の運動，電磁石の変化や働きをそれらにかかわる条件に目を向けながら調べ，
見いだした問題を計画的に追究したりものづくりをしたりする活動を通して，物の変化の規則性につ
いての見方や考え方を養う。
(2) 植物の発芽から結実までの過程，動物の発生や成長，流水の様子，天気の変化を条件，時間，水量，
自然災害などに目を向けながら調べ，見いだした問題を計画的に追究する活動を通して，生命を尊重
する態度を育てるとともに，生命の連続性，流水の働き，気象現象の規則性についての見方や考え方
を養う。
第５学年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

自然の事物・現象を意欲 自然の事物・現象の変 問題解決に適した方法
的に追究し，生命を尊重 化とその要因との関係 を工夫し，装置を組み
するとともに，見いだし に問題を見いだし，条 立てたり使ったりして
たきまりを生活に当ては 件に着目して計画的に 観察，実験やものづく
めてみようとする。
追究し，量的変化や時 りを行い，その過程や
間的変化について考察 結果を的確に記録して
し表現して，問題を解 いる。
決している。

３

自然事象についての
知識・理解
物の溶け方，振り子の
運動の規則性，電流の
働きや，生命の連続性，
流水の働き，気象現象
の規則性などについて
実感を伴って理解して
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 物質・エネルギー」
【学習指導要領の内容】
(1) 物の溶け方
物を水に溶かし，水の温度や量による溶け方の違いを調べ，物の溶け方の規則性についての考え
をもつことができるようにする。
ア 物が水に溶ける量には限度があること。
イ 物が水に溶ける量は水の温度や量，溶ける物によって違うこと。また，この性質を利用して，
溶けている物を取り出すことができること。
ウ 物が水に溶けても，水と物とを合わせた重さは変わらないこと。
(2) 振り子の運動
おもりを使い，おもりの重さや糸の長さなどを変えて振り子の動く様子を調べ，振り子の運動の
規則性についての考えをもつことができるようにする。
ア 糸につるしたおもりが１往復する時間は，おもりの重さなどによっては変わらないが，糸の長
さによって変わること。
(3) 電流の働き
電磁石の導線に電流を流し，電磁石の強さの変化を調べ，電流の働きについての考えをもつこと
ができるようにする。
ア 電流の流れている巻き線は，鉄心を磁化する働きがあり，電流の向きが変わると，電磁石の極
が変わること。
イ 電磁石の強さは，電流の強さや導線の巻数によって変わること。

- 118 -

【
「Ａ

物質・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

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

物の溶け方，振り子の運
動の規則性，電流の働き
について意欲的に追究
し，見いだしたきまりを
生活に当てはめてみよう
としている。

物の溶け方，振り子の
運動の規則性，電流の
働きについての変化と
その要因との関係に問
題を見いだし，条件に
着目して計画的に追究
し，量的変化や時間的
変化について考察し表
現している。

物の溶け方，振り子の
運動の規則性，電流の
働きについての問題解
決に適した方法を工夫
し，装置を組み立てた
り使ったりして実験や
ものづくりを行い，そ
の過程や結果を的確に
記録している。

物の溶け方，振り子の
運動の規則性，電流の
働きなどについて，物
の変化の規則性を理解
している。

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

【
「Ａ

物質・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

科学的な思考・表現

・物を水に溶かし，物が
溶ける量や水の量と温
度を変えたときの現象
に興味・関心をもち，
自ら物の溶け方の規則
性を調べようとしてい
る。
・物が水に溶けるときの
規則性を適用し，身の
回りの現象を見直そう
としている。

・物の溶け方とその要 ・物の溶け方の違いを
因について予想や仮
調べる工夫をし，ろ
説をもち，条件に着
過器具や加熱器具な
目して実験を計画
どを適切に操作し，
し，表現している。
安全で計画的に実験
・物が溶ける量を，水
をしている。
の温度や水の量と関 ・物の溶け方の規則性
係付けて考察し，自
を調べ，その過程や
分の考えを表現して
結果を定量的に記録
いる。
している。

・振り子の運動の変化に
興味・関心をもち，自
ら振り子の運動の規則
性を調べようとしてい
る。
・振り子の運動の規則性
を適用してものづくり
をしたり，その規則性
を利用した物の工夫を
見直したりしようとし
ている。

・振り子の運動の変化
とその要因について
予想や仮説をもち，
条件に着目して実験
を計画し，表現して
いる。
・振り子の運動の変化
とその要因を関係付
けて考察し，自分の
考えを表現してい
る。

・振り子の運動の規則 ・糸につるしたおもり
性を調べる工夫を
が１往復する時間
し，それぞれの実験
は，おもりの重さな
装置を的確に操作
どによっては変わら
し，安全で計画的に
ないが，糸の長さに
実験やものづくりを
よって変わることを
している。
理解している。
・振り子の運動の規則
性を調べ，その過程
や結果を定量的に記
録している。

・電磁石の導線に電流を
流したときに起こる現
象に興味・関心をも
ち，自ら電流の働きを
調べようとしている。
・電磁石の性質や働きを

・電磁石に電流を流し
たときの電流の働き
の変化とその要因に
ついて予想や仮説を
もち，条件に着目し
て実験を計画し，表

・電磁石の強さの変化
を調べる工夫をし，
導線などを適切に使
って，安全で計画的
に実験やものづくり
をしている。
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・物が水に溶ける量に
は限度があることを
理解している。
・物が水に溶ける量は
水の量や温度，溶け
る物によって違うこ
とや，この性質を利
用して，溶けている
物を取り出すことが
できることを理解し
ている。
・物が水に溶けても，
水と物とを合わせた
重さは変わらないこ
とを理解している。

・電流の流れているコ
イルは，鉄心を磁化
する働きがあり，電
流の向きが変わる
と，電磁石の極が変
わることを理解して

使ってものづくりをし
たり，その性質や働き
を利用した物の工夫を
見直したりしようとし
ている。

現している。
・電磁石の強さと電流
の強さや導線の巻
数，電磁石の極の変
化と電流の向きを関
係付けて考察し，自
分の考えを表現して
いる。

・電磁石の強さの変化
を調べ，その過程や
結果を定量的に記録
している。

いる。
・電磁石の強さは，電
流の強さや導線の巻
数によって変わるこ
とを理解している。

（２）「Ｂ 生命・地球」
【学習指導要領の内容】
(1) 植物の発芽，成長，結実
植物を育て，植物の発芽，成長及び結実の様子を調べ，植物の発芽，成長及び結実とその条件に
ついての考えをもつことができるようにする。
ア 植物は，種子の中の養分を基にして発芽すること。
イ 植物の発芽には，水，空気及び温度が関係していること。
ウ 植物の成長には，日光や肥料などが関係していること。
エ 花にはおしべやめしべなどがあり，花粉がめしべの先に付くとめしべのもとが実になり，実の
中に種子ができること。
(2) 動物の誕生
魚を育てたり人の発生についての資料を活用したりして，卵の変化の様子や水中の小さな生物を
調べ，動物の発生や成長についての考えをもつことができるようにする。
ア 魚には雌雄があり，生まれた卵は日がたつにつれて中の様子が変化してかえること。
イ 魚は，水中の小さな生物を食べ物にして生きていること。
ウ 人は，母体内で成長して生まれること。
(3) 流水の働き
地面を流れる水や川の様子を観察し，流れる水の速さや量による働きの違いを調べ，流れる水の
働きと土地の変化の関係についての考えをもつことができるようにする。
ア 流れる水には，土地を浸食したり，石や土などを運搬したり堆積させたりする働きがあること。
イ 川の上流と下流によって，川原の石の大きさや形に違いがあること。
ウ 雨の降り方によって，流れる水の速さや水の量が変わり，増水により土地の様子が大きく変化
する場合があること。
(4) 天気の変化
１日の雲の様子を観測したり，映像などの情報を活用したりして，雲の動きなどを調べ，天気の
変化の仕方についての考えをもつことができるようにする。
ア 雲の量や動きは，天気の変化と関係があること。
イ 天気の変化は，映像などの気象情報を用いて予想できること。
【
「Ｂ

生命・地球」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

植物の発芽から結実まで
の過程，動物の発生や成
長，流水の様子，天気の
変化と条件，時間，水量，
自然災害などの関係を意
欲的に追究し，生命を尊
重したり自然の力の大き
さを感じたりするととも
に，見いだしたきまりを
生活に当てはめてみよう
としている。

植物の発芽から結実ま
での過程，動物の発生
や成長，流水の様子，
天気の変化と条件，時
間，水量，自然災害な
どとその要因との関係
に問題を見いだし，条
件に着目して計画的に
追究し，量的変化や時
間的変化について考察
し表現している。

植物や動物を育てた
り，問題解決に適した
方法を工夫したり，天
気や流水の変化につい
ての装置を組み立てた
り使ったりして観察，
実験を行い，その過程
や結果を的確に記録し
ている。

植物の発芽から結実ま
での過程，動物の発生
や成長，流水の様子，
天気の変化などについ
て，生命の連続性，流
水の働き，気象現象の
規則性を理解してい
る。
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【
「Ｂ

生命・地球」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

・植物の発芽や成長，結
実の様子に興味・関心
をもち，自らそれらの
変化にかかわる条件を
調べようとしている。
・植物の発芽や成長，結
実の様子に生命のたく
みさを感じ，それらを
調べようとしている。

・植物の発芽，成長，
結実について予想や
仮説をもち，条件に
着目して観察や実験
を計画し，表現して
いる。
・植物の発芽から結実
までの過程とその変
化にかかわる条件を
関係付けて考察し，
自分の考えを表現し
ている。

・種子に含まれている
養分を，ヨウ素液な
どを適切に使って観
察している。
・花のつくりや花粉な
どを，顕微鏡などを
適切に操作して観察
している。
・植物の発芽から結実
までの過程とその変
化にかかわる条件や
種子に含まれる養
分，花のつくりや花
粉などについて調
べ，その過程や結果
を記録している。

・植物は，種子の中の
養分を基にして発芽
することを理解して
いる。
・植物の発芽には，水，
空気及び温度が関係
していることを理解
している。
・植物の成長には，日
光や肥料などが関係
していることを理解
している。
・花にはおしべやめし
べなどがあり，花粉
がめしべの先に付く
とめしべのもとが実
になり，実の中に種
子ができることを理
解している。

・魚の卵の内部の様子や
水中の小さな生物，人
の母体内での成長の様
子に興味・関心をも
ち，自らそれらの変化
や成長を調べようとし
ている。
・卵の内部の変化の様子
や人の母体内での成長
の様子に生命の神秘さ
を感じ，それらの生命
の連続性を調べようと
している。

・動物の発生や成長に
ついて予想や仮説を
もち，条件に着目し
て観察を計画し，表
現している。
・動物の発生や成長と
その変化にかかわる
時間を関係付けて考
察し，自分の考えを
表現している。

・魚を育てたり，魚の
卵の内部の変化の様
子や水中の小さな生
物を顕微鏡などを操
作したりして，それ
らを継続的・計画的
に観察している。
・魚の卵の内部の変化
の様子や水中の小さ
な生物を観察し，そ
の過程や結果を記録
している。
・人が母体内で成長し
ていく様子を，映像
資料や模型などを活
用して調べ，その過
程や結果を記録して
いる。

・魚には雌雄があり，
生まれた卵は日がた
つにつれて中の様子
が変化してかえるこ
とを理解している。
・魚は，水中の小さな
生物を食べ物にして
生きていることを理
解している。
・人は，母体内で成長
して生まれることを
理解している。

・地面を流れる水や川の ・流れる水と土地の変 ・流れる水の速さや量 ・流れる水には，土地
流れの様子，川の上流
化の関係について予
の変化を調べる工夫
を侵食したり，石や
と下流の川原の石の違
想や仮説をもち，条
をし，モデル実験の
土などを運搬したり
いに興味・関心をも
件に着目して実験を
装置を操作し，計画
堆積させたりする働
ち，自ら流れる水と土
計画し，表現してい
的に実験をしてい
きがあることを理解
地の変化の関係を調べ
る。
る。
している。
ようとしている。
・流れる水と土地の変 ・安全で計画的に野外 ・川の上流と下流によ
・増水で土地が変化する
化を関係付けたり，
観察を行ったり，映
って川原の石の大き
ことなどから自然の力
野外での観察やモデ
像資料などを活用し
さや形に違いがある
の大きさを感じ，川や
ル実験で見いだした
て調べたりしてい
ことを理解してい
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土地の様子を調べよう
としている。

Ⅳ

きまりを実際の川に
る。
当てはめたりして考 ・流れる水と土地の変
察し，自分の考えを
化の関係について調
表現している。
べ，その過程や結果
を記録している。

る。
・雨の降り方によっ
て，流れる水の速さ
や水の量が変わり，
増水により土地の様
子が大きく変化する
場合があることを理
解している。

・天気の変化などの気象 ・天気の変化と雲の量 ・雲の様子を観察する
情報に興味・関心をも
や動きなどの関係に
など天気の変化を調
ち，自ら雲の量や動き
ついて予想や仮説を
べる工夫をし，気象
を観測したり，気象情
もち，条件に着目し
衛星やインターネッ
報を収集したりして天
て観察を計画し，表
トなどを活用して計
気を予想しようとして
現している。
画的に情報を収集し
いる。
・天気の変化と雲の量
ている。
・雲の様子や気象情報を
や動きなどを関係付 ・雲の量や動きなどを
基にした天気の予想を
けて考察し，自分の
観測し，その過程や
日常生活で活用しよう
考えを表現してい
結果を記録してい
としている。
る。
る。

・雲の量や動きは，天
気の変化と関係があ
ることについて理解
している。
・天気の変化は，映像
などの気象情報を用
いて予想できること
を理解している。

第６学年
１

２

学年目標
(1) 燃焼，水溶液，てこ及び電気による現象についての要因や規則性を推論しながら調べ，見いだした
問題を計画的に追究したりものづくりをしたりする活動を通して，物の性質や規則性についての見方
や考え方を養う。
(2) 生物の体のつくりと働き，生物と環境，土地のつくりと変化の様子，月と太陽の関係を推論しなが
ら調べ，見いだした問題を計画的に追究する活動を通して，生命を尊重する態度を育てるとともに，
生物の体の働き，生物と環境とのかかわり，土地のつくりと変化のきまり，月の位置や特徴について
の見方や考え方を養う。
第６学年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

自然の事物・現象を意欲 自然の事物・現象の変 問題解決に適した方法
的に追究し，生命を尊重 化とその要因との関係 を工夫し，装置を組み
するとともに，見いだし に問題を見いだし，推 立てたり使ったりして
たきまりを生活に当ては 論しながら追究し，規 観察，実験やものづく
めてみようとする。
則性や相互関係につい りを行い，その過程や
て考察し表現して，問 結果を的確に記録して
題を解決している。
いる。
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自然事象についての
知識・理解
燃焼，水溶液の性質，
てこの規則性及び電気
による現象や，生物の
体の働き，生物と環境
とのかかわり，土地の
つくりと変化のきま
り，月の位置や特徴な
どについて実感を伴っ
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 物質・エネルギー」
【学習指導要領の内容】
(1) 燃焼の仕組み
物を燃やし，物や空気の変化を調べ，燃焼の仕組みについての考えをもつことができるようにす
る。
ア 植物体が燃えるときには，空気中の酸素が使われて二酸化炭素ができること。
(2) 水溶液の性質
いろいろな水溶液を使い，その性質や金属を変化させる様子を調べ，水溶液の性質や働きについ
ての考えをもつことができるようにする。
ア 水溶液には，酸性，アルカリ性及び中性のものがあること。
イ 水溶液には，気体が溶けているものがあること。
ウ 水溶液には，金属を変化させるものがあること。
(3) てこの規則性
てこを使い，力の加わる位置や大きさを変えて，てこの仕組みや働きを調べ，てこの規則性につ
いての考えをもつことができるようにする。
ア 水平につり合った棒の支点から等距離に物をつるして棒が水平になったとき，物の重さは等し
いこと。
イ 力を加える位置や力の大きさを変えると，てこを傾ける働きが変わり，てこがつり合うときに
はそれらの間に規則性があること。
ウ 身の回りには，てこの規則性を利用した道具があること。
(4) 電気の利用
手回し発電機などを使い，電気の利用の仕方を調べ，電気の性質や働きについての考えをもつこ
とができるようにする。
ア 電気は，つくりだしたり蓄えたりすることができること。
イ 電気は，光，音，熱などに変えることができること。
ウ 電熱線の発熱は，その太さによって変わること。
エ 身の回りには，電気の性質や働きを利用した道具があること。
【
「Ａ

物質・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

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

燃焼，水溶液の性質，て
この規則性及び電気によ
る現象を意欲的に追究
し，見いだしたきまりを
生活に当てはめてみよう
としている。

燃焼，水溶液の性質，
てこの規則性及び電気
による現象についての
変化とその要因との関
係に問題を見いだし，
推論しながら追究し，
要因や規則性について
考察し表現している。

燃焼，水溶液の性質，
てこの規則性及び電気
による現象についての
問題解決に適した方法
を工夫し，装置を組み
立てたり使ったりして
実験やものづくりを行
い，その過程や結果を
的確に記録している。

燃焼，水溶液の性質，
てこの規則性及び電気
による現象などについ
て，物の性質や規則を
理解している。

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

【
「Ａ

物質・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

科学的な思考・表現

・植物体を燃やしたとき
に起こる現象に興味・
関心をもち，自ら物の
燃焼の仕組みを調べよ

・物の燃焼と空気の変
化を関係付けなが
ら，物の燃焼の仕組
みについて予想や仮
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・植物体が燃える様子 ・植物体が燃えるとき
を調べる工夫をし，
には，空気中の酸素
気体検知管や石灰水
が使われて二酸化炭
などを適切に使っ
素ができることを理

うとしている。
説をもち，推論しな
・物の燃焼の仕組みを適
がら追究し，表現し
用し，身の回りの現象
ている。
を 見 直 そ う と し て い ・物の燃焼と空気の変
る。
化について，自ら行
った実験の結果と予
想や仮説を照らし合
わせて推論し，自分
の考えを表現してい
る。

て，安全に実験をし
ている。
・植物体の燃焼の様子
や空気の性質を調
べ，その過程や結果
を記録している。

解している。

・いろいろな水溶液の液
性や溶けている物及び
金属を変化させる様子
に興味・関心をもち，
自ら水溶液の性質や働
きを調べようとしてい
る。
・水溶液の性質や働きを
適用し，身の回りにあ
る水溶液を見直そうと
している。

・水溶液の性質や働き ・水溶液の性質を調べ ・水溶液には，酸性，
について予想や仮説
る工夫をし，リトマ
アルカリ性及び中性
をもち，推論しなが
ス紙や加熱器具など
のものがあることを
ら追究し，表現して
を適切に使って，安
理解している。
いる。
全 に 実 験 を し て い ・水溶液には，気体が
・水溶液の性質や働き
る。
溶けているものがあ
について，自ら行っ ・ 水 溶 液 の 性 質 を 調
ることを理解してい
た実験の結果と予想
べ，その過程や結果
る。
や仮説を照らし合わ
を記録している。
・水溶液には，金属を
せて推論し，自分の
変化させるものがあ
考えを表現してい
ることを理解してい
る。
る。

・てこやてこの働きを利
用した道具に興味・関
心をもち，自らてこの
仕組みやてこを傾ける
働き，てこがつり合う
ときの規則性を調べよ
うとしている。
・てこの働きを適用して
ものづくりをしたり，
日常生活に使われてい
るてこの規則性を利用
した道具を見直したり
しようとしている。

・てこがつり合うとき ・てこの働きを調べる ・水平につり合った棒
のおもりの重さや支
工夫をし，てこの実
の支点から等距離に
点からの距離を関係
験装置などを操作
物をつるして棒が水
付けながら，てこの
し，安全で計画的に
平になったとき，物
規則性について予想
実験やものづくりを
の重さは等しいこと
や仮説をもち，推論
している。
を理解している。
しながら追究し，表 ・てこの働きの規則性 ・力を加える位置や力
現している。
を調べ，その過程や
の大きさを変える
・てこの働きや規則性
結果を定量的に記録
と，てこを傾ける働
について，自ら行っ
している。
きが変わり，てこが
た実験の結果と予想
つり合うときにはそ
や仮説を照らし合わ
れらの間に規則性が
せて推論し，自分の
あることを理解して
考えを表現してい
いる。
る。
・身の回りには，てこ
の規則性を利用した
道具があることを理
解している。

・電気の利用の仕方に興
味・関心をもち，自ら
電気の性質や働きを調
べようとしている。
・電気の性質や働きを適
用してものづくりをし
たり，日常生活に使わ
れている電気を利用し
た道具を見直したりし
ようとしている。

・電気の性質や働きと
その利用について予
想や仮説をもち，推
論しながら追究し，
表現している。
・電気の性質や働きと
その利用について，
自ら行った実験の結
果と予想や仮説を照
らし合わせて推論
し，自分の考えを表
現している。
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・電気の性質や働きと
その利用の仕方を調
べる工夫をし，手回
し発電機などを適切
に使って，安全に実
験をしている。
・電気の性質や働きを
調べ，その過程や結
果を定量的に記録し
ている。

・電気は，つくりだし
たり蓄えたりするこ
とができることを理
解している。
・電気は，光，音，熱
などに変えることが
できることを理解し
ている。
・電熱線の発熱は，そ
の太さによって変わ
ることを理解してい
る。

・身の回りには，電気
の性質や働きを利用
した道具があること
を理解している。

（２）「Ｂ 生命・地球」
【学習指導要領の内容】
(1) 人の体のつくりと働き
人や他の動物を観察したり資料を活用したりして，呼吸，消化，排出及び循環の働きを調べ，人
や他の動物の体のつくりと働きについての考えをもつことができるようにする。
ア 体内に酸素が取り入れられ，体外に二酸化炭素などが出されていること。
イ 食べ物は，口，胃，腸などを通る間に消化，吸収され，吸収されなかった物は排出されること。
ウ 血液は，心臓の働きで体内を巡り，養分，酸素及び二酸化炭素を運んでいること。
エ 体内には，生命活動を維持するための様々な臓器があること。
(2) 植物の養分と水の通り道
植物を観察し，植物の体内の水などの行方や葉で養分をつくる働きを調べ，植物の体のつくりと
働きについての考えをもつことができるようにする。
ア 植物の葉に日光が当たるとでんぷんができること。
イ 根，茎及び葉には，水の通り道があり，根から吸い上げられた水は主に葉から蒸散しているこ
と。
(3) 生物と環境
動物や植物の生活を観察したり，資料を活用したりして調べ，生物と環境とのかかわりについて
の考えをもつことができるようにする。
ア 生物は，水及び空気を通して周囲の環境とかかわって生きていること。
イ 生物の間には，食う食われるという関係があること。
(4) 土地のつくりと変化
土地やその中に含まれる物を観察し，土地のつくりや土地のでき方を調べ，土地のつくりと変化
についての考えをもつことができるようにする。
れき
ア 土地は，礫，砂，泥，火山灰及び岩石からできており，層をつくって広がっているものがある
こと。
イ 地層は，流れる水の働きや火山の噴火によってでき，化石が含まれているものがあること。
ウ 土地は，火山の噴火や地震によって変化すること。
(5) 月と太陽
月と太陽を観察し，月の位置や形と太陽の位置を調べ，月の形の見え方や表面の様子についての
考えをもつことができるようにする。
ア 月の輝いている側に太陽があること。また，月の形の見え方は，太陽と月の位置関係によって
変わること。
イ 月の表面の様子は，太陽と違いがあること。
【
「Ｂ

生命・地球」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

生物の体のつくりと働
き，生物と環境，土地の
つくりと変化の様子，月
と太陽の関係などを意欲
的に追究し，生命を尊重
したり自然の力の大きさ
を感じたりするととも
に，見いだしたきまりを

生物の体のつくりと働
き，生物と環境，土地
のつくり，月と太陽に
ついての変化とその要
因との関係に問題を見
いだし，推論しながら
追究し，規則性や相互
関係について考察し表

生物の体のつくりと働
き，生物と環境とのか
かわり，土地のつくり
と変化のきまり，月の
位置や特徴について問
題解決に適した方法を
工夫し，装置を組み立
てたり使ったりして観

生物の体のつくりと働
き，生物と環境，土地
のつくりと変化の様
子，月と太陽の関係に
ついて，生物の体の働
き，生物と環境とのか
かわり，土地のつくり
と変化のきまり，月の
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生活に当てはめてみよう
としている。

【
「Ｂ

現している。

察，実験を行い，その
過程や結果を的確に記
録している。

位置や特徴を理解して
いる。

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

生命・地球」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

・人や他の動物の呼吸，
消化，排出，循環など
の働きに興味・関心を
もち，自ら体の内部の
つくりや働きを調べよ
うとしている。
・人や他の動物の体のつ
くりや働きに生命のた
くみさを感じ，それら
の関係を調べようとし
ている。

・人や他の動物の体の ・ 指 示 薬 や 気 体 検 知 ・体内に酸素が取り入
つくりと呼吸，消化，
管，石灰水などを安
れられ，体外に二酸
排出，循環などの働
全に使って呼気と吸
化炭素などが出され
きやそのかかわりに
気の違いを調べてい
ていることを理解し
ついて予想や仮説を
る。
ている。
もち，推論しながら ・ 映 像 資 料 や 魚 の 解 ・食べ物は，口，胃，
追究し，表現してい
剖，模型などを活用
腸などを通る間に消
る。
して呼吸，消化，排
化，吸収され，吸収
・人や他の動物の体の
出，循環などの働き
されなかった物は排
つくりと呼吸，消化，
を調べている。
出されることを理解
排出，循環などにつ ・人や他の動物を観察
している。
いて，自ら調べた結
し，呼吸，消化，排 ・血液は，心臓の働き
果と予想や仮説を照
出，循環などの働き
で体内を巡り，養分，
らし合わせて推論
を調べ，その過程や
酸素及び二酸化炭素
し，自分の考えを表
結果を記録してい
を運んでいることを
現している。
る。
理解している。
・体内には生命を維持
するための様々な臓
器があることを理解
している。

・植物の体内の水などの
行方や葉で養分をつく
る働きに興味・関心を
もち，自ら植物の体の
つくりと働きを調べよ
うとしている。
・植物体内の水の行方や
葉で養分をつくる働き
に生命のたくみさを感
じ，それらの関係を調
べようとしている。

・日光とでんぷんので
き方との関係や植物
の体内の水などの行
方について予想や仮
説をもち，推論しな
がら追究し，表現し
ている。
・日光とでんぷんので
き方との関係や植物
の体内の水などの行
方について，自ら行
った実験の結果と予
想や仮説を照らし合
わせて推論し，自分
の考えを表現してい
る。

・生物が水や空気などの
周囲の環境の影響を受
けたりかかわり合った
りして生きていること
に興味・関心をもち，
自ら生物と環境のかか

・生物が，水及び空気， ・動物や植物の生活を ・生物は，水及び空気
食べ物を通してかか
観察したり，資料を
を通して周囲の環境
わり合っていること
活用したりしなが
とかかわって生きて
を整理し，生物と環
ら，水及び空気を通
いることを理解して
境とのかかわりにつ
した生物と環境との
いる。
いて予想や仮説をも
かかわりや食う食わ ・生物の間には，食う
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・ヨウ素液などを適切
に使って日光とでん
ぷんのでき方を比較
したり，植物に着色
した水を吸わせ，蒸
散する水について実
験したりして調べて
いる。
・植物を観察し，植物
体内の水の行方や葉
で養分をつくる働き
について調べ，その
過程や結果を記録し
ている。

・植物の葉に日光が当
たるとでんぷんがで
きることを理解して
いる。
・根，茎及び葉には，
水の通り道があり，
根から吸い上げた水
は主に葉から蒸散し
ていることを理解し
ている。

わりを調べようとして
いる。
・生物が周囲の環境の影
響を受けたりかかわり
合ったりして生きてい
ることに生命のたくみ
さを感じ，自然界のつ
ながりを総合的に調べ
ようとしている。

ち，推論しながら追
れるの関係について
究し，表現している。
調べている。
・生物と水，空気及び ・水及び空気を通した
食べ物とのかかわり
生物と環境とのかか
を関係付けて調べ，
わりや食う食われる
自ら調べた結果と予
の関係について調
想や仮説を照らし合
べ，その過程や結果
わせて推論し，自分
を記録している。
の考えを表現してい
る。

食われるという関係
があることを理解し
ている。

れき

・身の回りの土地やその ・土地の様子や構成物
中に含まれる物，土地
などから，土地のつ
の変化，土地の変化と
くりと変化のきまり
自然災害との関係など
について予想や仮説
に興味・関心をもち，
をもち，推論しなが
自ら土地のつくりと変
ら追究し，表現して
化の様子を調べようと
いる。
している。
・土地のつくりや変化
・土地をつくったり変化
の様子について数地
させたりする自然の力
点の土地の構成物を
の大きさを感じ，生活
関係付けて調べ，自
している地域の特性を
ら調べた結果と予想
見直そうとしている。
や仮説を照らし合わ
せて推論し，自分の
考えを表現してい
る。

・ボーリングの資料や
映像資料などを活用
したり，安全に野外
観察を行ったりしな
がら，土地のつくり
と変化の様子につい
て工夫して調べてい
る。
・土地のつくりと変化
の様子を調べ，その
過程や結果を記録し
ている。

・土地は，礫，砂，粘
土，火山灰及び岩石
からできており，層
をつくって広がって
いるものがあること
を理解している。
・地層は，流れる水の
働きや火山の噴火に
よってでき，化石が
含まれているものが
あることを理解して
いる。
・土地は，火山の噴火
や地震によって変化
することを理解して
いる。

・月の形の見え方や月の
表面に興味・関心をも
ち，自ら月の位置や形
と太陽の位置，月の表
面の様子を調べようと
している。
・月の形の見え方や月の
表面から自然の美しさ
を感じ，観察しようと
している。

・月の形の見え方や月
の表面について，必
要な器具を適切に操
作したり，映像や資
料，模型などを活用
したりして調べてい
る。
・月の位置や形と太陽
の位置，月の表面の
様子を調べ，その過
程や結果を記録して
いる。

・月の輝いている側に
太陽があることを理
解している。
・月の形の見え方は，
太陽と月の位置関係
によって変わること
を理解している。
・月の表面の様子は，
太陽と違いがあるこ
とを理解している。

・月の位置や形と太陽
の位置，月の表面の
様子について予想や
仮説をもち，推論し
ながら追究し，表現
している。
・月の位置や形と太陽
の位置，月の表面の
様子について調べ，
自ら調べた結果と予
想や仮説を照らし合
わせて推論し，自分
の考えを表現してい
る。
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第５章
第１

生活

教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１

教科目標
具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，社会及び自然とのかかわりに関心をもち，自分自
身や自分の生活について考えさせるとともに，その過程において生活上必要な習慣や技能を身に付けさ
せ，自立への基礎を養う。

２

３

評価の観点及びその趣旨
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

身近な環境や自分自身に関心を
もち，進んでそれらとかかわり，
楽しく学習したり，生活したり
しようとする。

具体的な活動や体験について，
自分なりに考えたり，工夫した
りして，それをすなおに表現し
ている。

具体的な活動や体験によって，
自分と身近な人，社会，自然と
のかかわり及び自分自身のよさ
などに気付いている。

第２

内容のまとまり
生活科においては，学習指導要領の内容の（１）～（９）をそれぞれ内容のまとまりとした。

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学年及び第２学年

１

学年目標
(1) 自分と身近な人々及び地域の様々な場所，公共物などとのかかわりに関心をもち，地域のよさに気
付き，愛着をもつことができるようにするとともに，集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕
方について考え，安全で適切な行動ができるようにする。
(2) 自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわりに関心をもち，自然のすばらしさに気付き，自然
を大切にしたり，自分たちの遊びや生活を工夫したりすることができるようにする。
(3) 身近な人々，社会及び自然とのかかわりを深めることを通して，自分のよさや可能性に気付き，意
欲と自信をもって生活することができるようにする。
(4) 身近な人々，社会及び自然に関する活動の楽しさを味わうとともに，それらを通して気付いたこと
や楽しかったことなどについて，言葉，絵，動作，劇化などの方法により表現し，考えることができ
るようにする。

２

第１学年及び第２学年の評価の観点の趣旨
生活への関心・意欲・態度
身近な人，社会，自然及び自分
自身に関心をもち，進んでそれ
らとかかわり，楽しく意欲的に
学習したり，生活したりしよう
とする。

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

調べたり，育てたり，作ったり 具体的な活動や体験によって，
するなどの活動や学校，家庭， 学校，家庭，地域，公共物，身
地域における自分の生活につい 近な自然，動植物，自分の成長
て，自分なりに考えたり，工夫 などの様子，それらと自分との
したり，振り返ったりして，そ かかわり及び自分自身のよさに
れをすなおに表現している。
気付いている。
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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）「学校と生活」
【学習指導要領の内容】
学校の施設の様子及び先生など学校生活を支えている人々や友達のことが分かり，楽しく安心して遊
びや生活ができるようにするとともに，通学路の様子やその安全を守っている人々などに関心をもち，
安全な登下校ができるようにする。
【
「学校と生活」の評価規準に盛り込むべき事項】
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

学校の施設の様子，学校生活を
支えている人々や友達，通学路
の様子やその安全を守っている
人々に関心をもち，楽しく学校
生活を送るとともに，安全な登
下校をしようとしている。

学校の施設の利用，学校生活を
支えている人々や友達とのかか
わり，安全な登下校などについ
て，自分なりに考えたり，工夫
したり，振り返ったりして，そ
れをすなおに表現している。

学校の施設，学校生活を支えて
いる人々や友達，及び通学路の
様子などが分かり，それらと自
分とのかかわりに気付いてい
る。

【
「学校と生活」の評価規準の設定例】
生活への関心・意欲・態度
・学校の施設，先生や友達など
に関心をもってかかわろうと
している。
・思いや願いをもって，施設を
利用したり遊んだりしようと
している。
・施設の利用の仕方やマナーを
大切にし，楽しく安心して遊
んだり生活したりしようとし
ている。
・通学路の様子やその安全を守
っている人々に関心をもち，
安全な登下校をしようとして
いる。

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

・行ってみたい場所ややってみ ・施設の位置や特徴，役割，学
たいことを選んでいる。
校を支えている人々の存在や
・施設の利用や人々とのかかわ
働きなどが分かっている。
りについて振り返り，めあて ・みんなで施設を利用する楽し
を新たにしている。
さやよさに気付いている。
・施設の利用の仕方や友達との ・学校の施設はみんなのもので
かかわり方，マナーについて
あること，学校にはみんなで
考えている。
気持ちよく生活するためのき
・毎日の登下校を振り返り，自
まりやマナーがあることに気
分たちの安全を守ってくれる
付いている。
人々に感謝している。
・通学路の様子や危険な箇所，
安全を守っている施設や人々
に気付いている。

（２）「家庭と生活」
【学習指導要領の内容】
家庭生活を支えている家族のことや自分でできることなどについて考え，自分の役割を積極的に果た
すとともに，規則正しく健康に気を付けて生活することができるようにする。
【
「家庭と生活」の評価規準に盛り込むべき事項】
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

家庭生活を支えている家族のこ

家庭生活やそれを支えている家

家庭生活を支えている家族のこ
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とや自分でできることなどにつ
いて関心をもち，自分の役割を
積極的に果たすとともに，規則
正しく健康に気を付けて生活し
ようとしている。

族のこと，自分でできることな
どについて，自分なりに考えた
り，工夫したり，振り返ったり
して，それをすなおに表現して
いる。

とが分かり，自分でできること
に気付いている。

【
「家庭と生活」の評価規準の設定例】
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

・家庭生活を振り返り，家族の
ことや自分のこと，自分でで
きることについて考えてい
る。
・自分でできることや家族が喜
ぶことを見付け，家庭生活が
楽しくなるように工夫してい
る。
・家庭生活をよりよくするため
に取り組んできたことを振り
返ったり，交流したりしてい
る。
・家庭における自分の生活を見
直している。

・家庭生活には，それぞれの果
たしている仕事や役割がある
ことに気付いている。
・家庭の温かさ，家族一人一人
のよさに気付いている。
・自分でできることや自分の役
割に気付いている。
・家族の大切さや自分が家族に
よって支えられていることに
気付いている。
・規則正しく健康に生活するこ
との大切さが分かっている。

生活への関心・意欲・態度
・家族のことや家庭での自分の
生活を見つめようとしてい
る。
・家族のために自分でできるこ
とをしようとしている。
・家族の一員として，継続的に
自分の役割を果たそうとして
いる。
・生活リズムを大切にし，健康
に気を付けて生活しようとし
ている。

（３）「地域と生活」
【学習指導要領の内容】
自分たちの生活は地域で生活したり働いたりしている人々や様々な場所とかかわっていることが分か
り，それらに親しみや愛着をもち，人々と適切に接することや安全に生活することができるようにする。
【
「地域と生活」の評価規準に盛り込むべき事項】
活動や体験についての
思考・表現

生活への関心・意欲・態度
地域で生活したり働いたりして
いる人々や様々な場所に関心を
もち，親しみや愛着をもって，
人々と適切に接したり安全に生
活したりしようとしている。

身近な環境や自分についての
気付き

地域で生活したり働いたりして 自分たちの生活は，地域で生活
いる人々や様々な場所とのかか したり働いたりしている人々や
わり，人々と適切に接すること 様々な場所とかかわりをもって
や安全に生活することについ いることが分かり，地域のよさ
て，自分なりに考えたり，工夫 に気付いている。
したり，振り返ったりして，そ
れをすなおに表現している。

【
「地域と生活」の評価規準の設定例】
生活への関心・意欲・態度

活動や体験についての
思考・表現

身近な環境や自分についての
気付き

・地域の人々や様々な場所に関
心をもってかかわろうとして
いる。

・行きたい場所や会ってみたい
人，してみたいことを決めて
いる。

・地域には様々な場所があり，
そこには幼児や高齢者，障害
のある人など多様な人々が生
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・地域の人々の様子や様々な場
所について，見たり，調べた
りしようとしている。
・地域の一員として，マナーを
守り，安全に気を付けて活動
しようとしている。
・地域の人々や様々な場所に親
しみや愛着をもち，繰り返し
かかわろうとしている。

・相手や場に応じた行動につい
活していることに気付いてい
て考え，活動の計画を立てた
る。
り約束を決めたりしている。 ・地域には様々な仕事があり，
・その場の状況をとらえ，危険
それらの仕事に携わっている
などについて考え，予測して
人がいることに気付いてい
いる。
る。
・好きになった場所や親しくな ・地域で生活したり働いたりし
った人々などのことを振り返
ている人々や様々な場所が，
り，自分なりの方法で表し，
自分たちの生活を支えている
友達や地域の人々などに知ら
ことが分かっている。
せている。
・親しみや愛着のある場所が増
えたり，人々と適切に接した
りすることができるようにな
った自分に気付いている。

（４）「公共物や公共施設の利用」
【学習指導要領の内容】
公共物や公共施設を利用し，身の回りにはみんなで使うものがあることやそれを支えている人々がい
ることなどが分かり，それらを大切にし，安全に気を付けて正しく利用することができるようにする。
【
「公共物や公共施設の利用」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活への関心・意欲・態度
公共物や公共施設，それを支え
ている人々に関心をもち，公共
物や公共施設を大切にし，安全
に気を付けて正しく利用しよう
としている。

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

公共物や公共施設の利用の仕方
を工夫したり，みんなで使うも
のがあることやそれを支えてい
る人々がいることなどについ
て，自分なりに考えたり，振り
返ったりして，それをすなおに
表現している。

身の回りにはみんなで使うもの
があることやそれを支えている
人々がいることなどが分かり，
それらと自分とのかかわりに気
付いている。

【
「公共物や公共施設の利用」の評価規準の設定例】
生活への関心・意欲・態度
・公共物や公共施設に関心をも
って利用しようとしている。
・適切なあいさつや言葉遣いを
しながら，公共施設を支えた
り利用したりしている人々と
親しみをもってかかわろうと
している。
・ルールやマナーを大切にし，
公共物や公共施設を正しく安
全に利用しようとしている。
・公共物や公共施設，それらを
支えている人々に親しみや愛
着をもち，大切にしようとし
ている。

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

・身の回りにある公共物や公共 ・多くの人が公共物や公共施設
施設を探し，その利用につい
を利用していることに気付い
て考えている。
ている。
・公共物や公共施設を見たり調 ・身の回りには，みんなで使う
べたりしながら，みんなが気
ものやみんなのための施設が
持ちよく利用できるように，
あることが分かっている。
どのような工夫がされている ・公共物や公共施設にはそれら
かを考えている。
を支えている人々がいること
・公共物や公共施設の利用を振
が分かっている。
り返り，自分なりの方法で表 ・みんなで気持ちよく利用する
し，友達や公共施設を支えて
ためのルールやマナーがある
いる人々などに伝えている。
こと，安全に気を付けて正し
く利用することが大切である
ことなどに気付いている。

- 132 -

・公共物や公共施設を利用する
と，自分たちの生活が楽しく
豊かになることに気付いてい
る。

（５）「季節の変化と生活」
【学習指導要領の内容】
身近な自然を観察したり，季節や地域の行事にかかわる活動を行ったりなどして，四季の変化や季節
によって生活の様子が変わることに気付き，自分たちの生活を工夫したり楽しくしたりできるようにす
る。
【
「季節の変化と生活」の評価規準に盛り込むべき事項】

生活への関心・意欲・態度

身近な自然，季節や地域の行事
に関心をもち，それらとかかわ
る活動を行うなどして，楽しく
生活しようとしている。

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

四季の変化，季節によって生活 四季の変化や季節によって生活
の様子が変わることについて， の様子が変わること，それらと
自分なりに考えたり，振り返っ 自分とのかかわりに気付いてい
たりして，自分たちの生活を工 る。
夫し，それをすなおに表現して
いる。

【
「季節の変化と生活」の評価規準の設定例】

生活への関心・意欲・態度

・身近な自然，季節や地域の行
事に目を向け，関心をもって
かかわろうとしている。
・体全体を使って身近な自然と
触れ合ったり，思いや願いを
もって自然とかかわったりし
ようとしている。

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

・諸感覚を使って，身近な自然 ・身近な自然の様子や特徴に気
を観察している。
付いている。
・四季の変化や季節の特徴に合 ・季節や地域にちなんだ行事が
わせて，身近な自然とのかか
あることに気付いている。
わり方を工夫している。
・季節の移り変わりに気付いて
・季節や地域の特徴と人々の生
いる。
活とのつながりを考え，地域

・季節によって生活の様子が変

・思いや願いをもって季節や地

の行事とのかかわり方を工夫

わることに気付いている。

域の行事にかかわる活動を行
おうとしている。
・身近な自然，季節や地域の行
事とかかわり，自分たちの生
活を工夫したり楽しくしたり
しようとしている。

している。
・四季の変化や季節と自分たち
の生活とのかかわりを振り返
り，自分なりの方法で表して
いる。

・季節と自分たちの生活とのか
かわりに気付いている。

（６）「自然や物を使った遊び」
【学習指導要領の内容】
身近な自然を利用したり，身近にある物を使ったりなどして，遊びや遊びに使う物を工夫してつくり，
その面白さや自然の不思議さに気付き，みんなで楽しむことができるようにする。
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【
「自然や物を使った遊び」の評価規準に盛り込むべき事項】

生活への関心・意欲・態度

身近な自然や物を利用した遊び
に関心をもち，みんなで楽しく
遊ぼうとしている。

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

身近な自然や物を利用して遊び 遊びや遊びに使うものをつくる
を考えたり，遊びに使うものを 面白さ，自然の不思議さ，みん
自分なりに工夫したりして，そ なで遊ぶ楽しさに気付いてい
れをすなおに表現している。
る。

【
「自然や物を使った遊び」の評価規準の設定例】

生活への関心・意欲・態度

活動や体験についての
思考・表現

身近な環境や自分についての
気付き

・身近な自然や物を利用した遊

・身近な自然や物の中から，遊

・身近な自然や物を利用して遊

びに関心をもって遊ぼうとし
ている。
・思いや願いをもって，遊びや

びを考えたり，使ってみたい

べることに気付いている。

物を見付けたりしている。
・遊びの楽しさや遊びを工夫し
・比べたり，試したり，見立て
たり遊びを創り出したりする

遊びに使う物をつくろうとし

たりして，遊びを工夫してい

ている。
・身近な自然や物を使って，遊

る。
・遊びの約束やルールなどを考

びや遊びに使う物をつくろう

え，遊びを創り出している。

としている。
・みんなで楽しく遊ぶために，

・必要な道具や安全な使い方を
考えている。

道具や用具の準備，片付け，
整理整頓をしようとしている
・友達とかかわりながら，みん

・遊びを工夫したり，友達とか
とに気付いている。
かわって遊んだりしたことを ・友達とかかわって遊ぶ楽し
振り返り，自分なりの方法で
さ，友達のよさや自分との違

なで楽しく遊ぼうとしてい
る。

表している。

面白さに気付いている。
・自然の中のきまり，自然の事
物や現象の不思議さに気付い
ている。
・約束やルールが大切なことや
それを守って遊ぶと楽しいこ

いに気付いている。

（７）「動植物の飼育・栽培」
【学習指導要領の内容】
動物を飼ったり植物を育てたりして，それらの育つ場所，変化や成長の様子に関心をもち，また，そ
れらは生命をもっていることや成長していることに気付き，生き物への親しみをもち，大切にすること
ができるようにする。
【
「動植物の飼育・栽培」の評価規準に盛り込むべき事項】

生活への関心・意欲・態度
動植物やそれらの育つ場所，変
化や成長の様子に関心をもち，
生き物に親しんだり，大切にし
たりしようとしている。

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

動物を飼ったり植物を育てたり 生き物は生命をもっていること
することについて，自分なりに や成長していること，生き物と
考えたり，工夫したり，振り返 自分とのかかわりに気付いてい
ったりして，それをすなおに表 る。
現している。
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【
「動植物の飼育・栽培」の評価規準の設定例】
生活への関心・意欲・態度
・身近な動植物に関心をもって
かかわろうとしている。
・動植物の育つ場所，変化や成
長の様子に関心をもって，世
話をしようとしている。
・育てている動植物に心を寄
せ，繰り返しかかわろうとし
ている。
・生き物に親しみをもち，生き
物を大切にしようとしてい
る。

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

・育ててみたい動植物を選んだ
り決めたりしている。
・動植物の育つ場所，変化や成
長について考え，世話の仕方
を工夫している。
・動植物の立場に立って考え，
世話の仕方を工夫している。
・育ててきた動植物とのかかわ
りを振り返り，自分なりの方
法で表している。

・動植物の特徴，育つ場所，変
化や成長の様子に気付いてい
る。
・育てている動植物に合った世
話の仕方があることに気付い
ている。
・生き物は生命をもっているこ
とや成長していることに気付
いている。
・生き物への親しみが増し，上
手に世話ができるようになっ
たことに気付いている。

（８）「生活や出来事の交流」
【学習指導要領の内容】
自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を行い，身近な人々とかかわることの楽
しさが分かり，進んで交流することができるようにする。
【
「生活や出来事の交流」の評価規準に盛り込むべき事項】
生活への関心・意欲・態度
自分たちの生活や地域の出来事
を身近な人々と伝え合うことに
関心をもち，進んで交流しよう
としている。

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

自分たちの生活や地域の出来事
を身近な人々と伝え合う活動に
ついて，自分なりに考えたり，
工夫したり，振り返ったりして
いる。

身近な人々とかかわることの楽
しさが分かり，互いに交流する
ことのよさに気付いている。

【
「生活や出来事の交流」の評価規準の設定例】
生活への関心・意欲・態度
・自分たちの生活や地域の出来
事に関心をもち，伝え合おう
としている。
・伝えたいことを見付けたり，
集めたりしようとしている。
・相手や目的に応じて，伝えた
いことを表現しようとしてい
る。
・楽しく伝え合い，繰り返し交
流しようとしている。
・適切なあいさつや言葉遣いに
気を付けて，交流しようとし
ている。

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

・誰に何を伝えるかを考え，伝 ・相手や目的に応じた伝え方が
えたいことを選んでいる。
分かっている。
・多様な手段の中から，相手や ・自分のことや伝えたいことが
目的に応じた伝え方を選び，
相手に伝わる楽しさが分かっ
活用している。
ている。
・これまでの体験をもとに，比 ・相手のことや相手が伝えたい
べたり，たとえたりして，分
と考えていることを理解でき
かりやすい伝え方の工夫をし
る楽しさが分かっている。
ている。
・言葉や表情，しぐさなど，多
・相手の気持ちを考え，表情や
様な伝え方があることに気付
しぐさ，態度などで気持ちを
いている。
表し，交流している。
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（９）「自分の成長」
【学習指導要領の内容】
自分自身の成長を振り返り，多くの人々の支えにより自分が大きくなったこと，自分でできるように
なったこと，役割が増えたことなどが分かり，これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持
ちをもつとともに，これからの成長への願いをもって，意欲的に生活することができるようにする。
【
「自分の成長」の評価規準に盛り込むべき事項】
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

自分自身の成長を振り返り，こ
れまでの生活や成長を支えてく
れた人々，これからの成長につ
いて考え，それをすなおに表現
している。

多くの人々の支えにより自分が
大きくなったこと，自分ででき
るようになったこと，役割が増
えたことなどが分かり，自分
のよさや可能性に気付いてい
る。

生活への関心・意欲・態度
自分自身の成長に関心をもち，
これまでの生活や成長を支えて
くれた人々へ感謝の気持ちをも
つとともに，これからの成長へ
の願いをもって意欲的に生活し
ようとしている。

【
「自分の成長」の評価規準の設定例】
生活への関心・意欲・態度
・自分自身の成長に関心をも
ち，自分の成長を振り返ろう
としている。
・成長を振り返るために必要な
手がかりを見付けたり，集め
たりしようとしている。
・自分自身の成長を支えてくれ
た人々に感謝の気持ちをも
ち，伝えようとしている。
・これからの成長への願いをも
って，意欲的に生活しようと
している。

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

・過去の自分自身や出来事を振
り返り，現在の自分と比較し
て考えている。
・自分の生活や成長について振
り返り，自分なりの方法で表
している。
・自分の成長を支えてくれた人
々とのかかわりについて考
え，感謝の気持ちを表してい
る。
・自分の成長に希望をもち，こ
れからの生活について考えて
いる。

・自分が大きくなったこと，自
分でできるようになったこ
と，役割が増えたことなどに
気付いている。
・自分の成長を支えてくれた人
々の存在に気付いている。
・優しい気持ち，他者への思い
やり，我慢する心など，内面
的な成長に気付いている。
・自分自身のよさが分かり，こ
れからも成長できることに気
付いている。
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第６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
表現及び鑑賞の活動を通して，音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育てるとともに，音楽活動
の基礎的な能力を培い，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，音
楽表現や鑑賞の学習に自
ら取り組もうとする。

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
要素を聴き取り，それ
らの働きが生み出すよ
さや面白さなどを感じ
取りながら，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。

音楽表現をするための
基礎的な技能を身に付
け，歌ったり，楽器を
演奏したり，音楽をつ
くったりしている。

音楽を形づくっている
要素を聴き取り，それ
らの働きが生み出すよ
さや面白さなどを感じ
取りながら，楽曲の特
徴や演奏のよさなどを
考え，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，音楽づくりと
「Ｂ 鑑賞」を内容のまとまり（
「Ａ 表現・歌唱」，「Ａ 表現・器楽」，「Ａ 表現・音楽づくり」，
「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学年及び第２学年

１

学年目標
（1） 楽しく音楽にかかわり，音楽に対する興味・関心をもち，音楽経験を生かして生活を明るく潤い
のあるものにする態度と習慣を育てる。
（2） 基礎的な表現の能力を育て，音楽表現の楽しさに気付くようにする。
（3） 様々な音楽に親しむようにし，基礎的な鑑賞の能力を育て，音楽を味わって聴くようにする。

２

第１学年及び第２学年の評価の観点の趣旨
音楽への
関心・意欲・態度
楽しく音楽にかかわり，
音や音楽に対する関心を
もち，音楽表現や鑑賞の
学習に自ら取り組もうと
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
要素を聴き取り，それ
らの働きが生み出すよ
さや面白さなどを感じ
取りながら，音楽表現
を工夫し，どのように
表すかについて思いを
もっている。

音楽表現をするための
基礎的な技能を身に付
け，歌ったり，楽器を
演奏したり，音楽をつ
くったりしている。

音楽を形づくっている
要素を聴き取り，それ
らの働きが生み出すよ
さや面白さなどを感じ
取りながら，楽曲や演
奏の楽しさに気付き，
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 範唱を聴いて歌ったり，階名で模唱したり暗唱したりすること。
イ 歌詞の表す情景や気持ちを想像したり，楽曲の気分を感じ取ったりし，思いをもって歌うこと。
ウ 自分の歌声及び発音に気を付けて歌うこと。
エ 互いの歌声や伴奏を聴いて，声を合わせて歌うこと。
〔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 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それらの働きが生み出すよさや
面白さ，美しさを感じ取ること。
(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，拍の流れやフレーズなどの音楽を特徴付けている要素
(ｲ) 反復，問いと答えなどの音楽の仕組み
イ 身近な音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，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

歌唱の表現に興味・関心をもち，音楽を形づくっている要素を聴 範唱を聴いて歌ったり，階名で
歌唱の学習に進んで取り組もう き取り，それらの働きが生み出 模唱したり暗唱したり，歌詞の
としている。
すよさや面白さなどを感じ取り 表す情景や気持ち，楽曲の気分
ながら，歌詞の表す情景や気持 に合った表現で歌ったり，自分
ちを想像したり，楽曲の気分を の歌声や発音に気を付けて歌っ
感じ取ったりして表現を工夫し，たり，声を合わせて歌ったりす
どのように歌うかについて思い るなどの基礎的な技能を身に付
をもっている。
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

音楽表現の創意工夫

・範唱を聴いて歌ったり，階名
で模唱したり暗唱したりする
学習に進んで取り組もうとし
ている。
・歌詞の表す情景や気持ちを想 ・音楽を形づくっている要素を
像したり，楽曲の気分を感じ
聴き取り，それらの働きが生
取ったりし，思いをもって歌
み出すよさや面白さなどを感
う学習に進んで取り組もうと
じ取りながら，歌詞の表す情
している。
景や気持ちを想像したり，楽
曲の気分を感じ取ったりして
表現を工夫し，どのように歌
うかについて自分の考えや願
いをもっている。
・自分の歌声や発音に気を付け
て歌う学習に進んで取り組も
うとしている。
・友達の歌声や伴奏の響きを聴
きながら，自分の声を合わせ
て歌う学習に進んで取り組も
うとしている。
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音楽表現の技能
・範唱を聴いて歌ったり，階名
で模唱したり暗唱したりして
いる。
・歌詞の表す情景や気持ち，楽
曲の気分に合った表現で歌っ
ている。

・自分の歌声や発音に気を付け
て歌っている。
・友達の歌声や伴奏の響きを聴
きながら，自分の声を合わせ
て斉唱や輪唱をしている。

上記の「音楽を形づくっている要素」の内容は，音色，リズム，速度，旋律，強弱，拍の流れや
フレーズなどの音楽を特徴付けている要素，反復，問いと答えなどの音楽の仕組みを含む。
なお，指導のねらい，教材，学習活動等に即して適切な要素を選択して取り扱うようにする。

（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 範奏を聴いたり，リズム譜などを見たりして演奏すること。
イ 楽曲の気分を感じ取り，思いをもって演奏すること。
ウ 身近な楽器に親しみ，音色に気を付けて簡単なリズムや旋律を演奏すること。
エ 互いの楽器の音や伴奏を聴いて，音を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 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それらの働きが生み出すよさや
面白さ，美しさを感じ取ること。
(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，拍の流れやフレーズなどの音楽を特徴付けている要素
(ｲ) 反復，問いと答えなどの音楽の仕組み
イ 身近な音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，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

器楽の表現に興味・関心をもち，音楽を形づくっている要素を聴
器楽の学習に進んで取り組もう き取り，それらの働きが生み出
としている。
すよさや面白さなどを感じ取り
ながら，楽曲の気分を感じ取っ
て表現を工夫し，どのように演
奏するかについて思いをもって
いる。

【
「Ａ

音楽表現の技能
範奏を聴いたり，リズム譜など
を見たりして演奏したり，楽曲
の気分に合った表現で演奏した
り，音色に気を付けて簡単なリ
ズムや旋律を演奏したり，音を
合わせて演奏したりするなどの
基礎的な技能を身に付けて楽器
を演奏している。

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

・範奏を聴いたり，リズム譜な
・範奏を聴いたり，簡単なリズ
どを見たりして演奏する学習
ム譜などを見たりして演奏し
に進んで取り組もうとしてい
ている。
る。
・楽曲の気分を感じ取り，思い ・音楽を形づくっている要素を ・楽曲の気分に合った表現で演
をもって演奏する学習に進ん
聴き取り，それらの働きが生
奏している。
で取り組もうとしている。
み出すよさや面白さなどを感
じ取りながら，楽曲の気分を
感じ取って表現を工夫し，ど
のように演奏するかについて
自分の考えや願いをもってい
る。
・身近な楽器に親しみ，音色に
・身近な楽器に親しみ，音色に
気を付けて簡単なリズムや旋
気を付けて簡単なリズムや旋
律を演奏する学習に進んで取
律を演奏している。
り組もうとしている。
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・友達の楽器の音や伴奏を聴き
ながら，自分の音を合わせて
演奏する学習に進んで取り組
もうとしている。

・友達の楽器の音や伴奏を聴き
ながら，自分の音を合わせて
斉奏や合奏をしている。

上記の「音楽を形づくっている要素」の内容，及びその取扱いについては，「Ａ表現・歌唱」の評
価規準の設定例に同じ。

（３）「Ａ 表現・音楽づくり」
【学習指導要領の内容】
(3) 音楽づくりの活動を通して，次の事項を指導する。
ア 声や身の回りの音の面白さに気付いて音遊びをすること。
イ 音を音楽にしていくことを楽しみながら，音楽の仕組みを生かし，思いをもって簡単な音楽を
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 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それらの働きが生み出すよさや
面白さ，美しさを感じ取ること。
(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，拍の流れやフレーズなどの音楽を特徴付けている要素
(ｲ) 反復，問いと答えなどの音楽の仕組み
イ 身近な音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，音楽活動を通して理解すること。
【
「Ａ

表現・音楽づくり」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

声や音の様々な特徴や面白さ，
音楽の仕組みに興味・関心をも
ち，音遊びや簡単な音楽をつく
る学習に進んで取り組もうとし
ている。

音楽を形づくっている要素を聴
き取り，それらの働きが生み出
すよさや面白さなどを感じ取り
ながら，音遊びや音を音楽にし
ていくことを工夫し，どのよう
に音楽をつくるかについて思い
をもっている。

声や音の様々な特徴に気付いた
り，音楽の仕組みを生かしたり
するなどの基礎的な技能を身に
付けて，音遊びをしたり，音を
音楽にしたりしている。

【
「Ａ

表現・音楽づくり」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

・声や身の回りの音の面白さに ・声や身の回りの音の様々な特 ・声や身の回りの音の様々な特
興味・関心をもち，音遊びに
徴を聴き取り，それらの働き
徴に気付き，それを生かして
進んで取り組もうとしている。 が生み出すよさや面白さなど
音遊びをしている。
を感じ取りながら，声や音の
出し方を工夫している。
・音楽の仕組みや音を音楽にし ・音楽を形づくっている要素を ・音楽の仕組みを生かし，音を
ていくことに興味・関心をも
聴き取り，それらの働きが生
音楽にしている。
ち，思いをもって簡単な音楽
み出すよさや面白さなどを感
をつくる学習に進んで取り組
じ取りながら，音楽の仕組み
もうとしている。
を生かし，音を音楽にしてい
くことをいろいろと試して，
自分の考えや願いをもって簡
単な音楽をつくる工夫をして
いる。
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上記の「音楽を形づくっている要素」の内容，及びその取扱いについては，「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 楽曲の気分を感じ取って聴くこと。
イ 音楽を形づくっている要素のかかわり合いを感じ取って聴くこと。
ウ 楽曲を聴いて想像したことや感じ取ったことを言葉で表すなどして，楽曲や演奏の楽しさに気
付くこと。
〔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 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それらの働きが生み出すよさや
面白さ，美しさを感じ取ること。
(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，拍の流れやフレーズなどの音楽を特徴付けている要素
(ｲ) 反復，問いと答えなどの音楽の仕組み
イ 身近な音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，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

楽曲の気分，音楽を形づくっている要素のかかわ 音楽を形づくっている要素を聴き取り，それら
り合い，楽曲や演奏の楽しさに興味・関心をもち， の働きが生み出すよさや面白さなどを感じ取り
鑑賞の学習に進んで取り組もうとしている。
ながら，楽曲の気分，音楽を形づくっている要
素のかかわり合いを感じ取ったり，楽曲や演奏
の楽しさに気付いたりして，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

・楽曲全体にわたる気分を感じ取って聴く学習に
進んで取り組もうとしている。
・音楽を形づくっている要素のかかわり合いを感
じ取って聴く学習に進んで取り組もうとしてい
る。

・楽曲全体にわたる気分を感じ取って聴いてい
る。
・音楽を形づくっている要素を聴き取り，それ
らの働きが生み出すよさや面白さなどを感じ
取りながら，音楽を形づくっている要素のか
かわり合いを感じ取って聴いている。
・楽曲の気分や音楽を形づくっている要素のか
かわり合いから，想像したことや感じ取った
ことを言葉で表すなどして，楽曲や演奏の楽
しさに気付いて聴いている。

・想像したことや感じ取ったことを言葉で表すな
どして，楽曲や演奏の楽しさに気付いて聴く学
習に進んで取り組もうとしている。

上記の「音楽を形づくっている要素」の内容，及びその取扱いについては，「Ａ表現・歌唱」の評
価規準の設定例に同じ。

Ⅱ

第３学年及び第４学年
１

学年目標
(1) 進んで音楽にかかわり，音楽活動への意欲を高め，音楽経験を生かして生活を明るく潤いのあるも
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のにする態度と習慣を育てる。
(2) 基礎的な表現の能力を伸ばし，音楽表現の楽しさを感じ取るようにする。
(3) 様々な音楽に親しむようにし，基礎的な鑑賞の能力を伸ばし，音楽を味わって聴くようにする。
２

第３学年及び第４学年の評価の観点の趣旨
音楽への
関心・意欲・態度

音楽表現の創意工夫

進んで音楽にかかわり，音楽を形づくっている要
音や音楽に対する関心 素を聴き取り，それらの
をもち，音楽表現や鑑 働きが生み出すよさや面
賞の学習に自ら取り組 白さなどを感じ取りなが
もうとする。
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。

３

音楽表現の技能

鑑賞の能力

音楽表現をするための 音楽を形づくっている
基礎的な技能を伸ばし，要素を聴き取り，それ
歌ったり，楽器を演奏 らの働きが生み出すよ
したり，音楽をつくっ さや面白さなどを感じ
たりしている。
取りながら，楽曲の特
徴や演奏のよさに気付
き，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 範唱を聴いたり，ハ長調の楽譜を見たりして歌うこと。
イ 歌詞の内容，曲想にふさわしい表現を工夫し，思いや意図をもって歌うこと。
ウ 呼吸及び発音の仕方に気を付けて，自然で無理のない歌い方で歌うこと。
エ 互いの歌声や副次的な旋律，伴奏を聴いて，声を合わせて歌うこと。
〔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 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それらの働きが生み出すよさや
面白さ，美しさを感じ取ること。
(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なり，音階や調，拍の流れやフレーズなどの音楽
を特徴付けている要素
(ｲ) 反復，問いと答え，変化などの音楽の仕組み
イ 音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，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

歌唱の表現に興味・関心をもち，音楽を形づくっている要素を聴
歌唱の学習に進んで取り組もう き取り，それらの働きが生み出
としている。
すよさや面白さなどを感じ取り
ながら，歌詞の内容，曲想にふ
さわしい表現などを工夫し，ど
のように歌うかについて思いや
意図をもっている。

【
「Ａ

音楽表現の技能
範唱を聴いたり，ハ長調の楽譜
を見たりして歌ったり，歌詞の
内容，曲想にふさわしい表現で
歌ったり，自然で無理のない歌
い方で歌ったり，声を合わせて
歌ったりするなどの基礎的な技
能を身に付けて歌っている。

表現・歌唱」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

・範唱を聴いたり，ハ長調の楽

音楽表現の技能
・範唱を聴いたり，ハ長調の楽
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譜を見たりして歌う学習に進
譜を見たりして歌っている。
んで取り組もうとしている。
・歌詞の内容，曲想にふさわし ・音楽を形づくっている要素を ・歌詞の内容，曲想にふさわし
い表現を工夫し，思いや意図
聴き取り，それらの働きが生
い表現で歌っている。
をもって歌う学習に進んで取
み出すよさや面白さなどを感
り組もうとしている。
じ取りながら，歌詞の内容，
曲想にふさわしい表現を工夫
し，どのように歌うかについ
て自分の考えや願い，意図を
もっている。
・呼吸及び発音の仕方に気を付
・呼吸及び発音の仕方に気を付
けて，自然で無理のない歌い
けて，曲想にふさわしい自然
方で歌う学習に進んで取り組
で無理のない歌い方で歌って
もうとしている。
いる。
・友達の歌声や副次的な旋律， ・互いの歌声，主な旋律や副次 ・友達の歌声や副次的な旋律，
伴奏の響きを聴きながら，自
的な旋律，音の重なりを聴き
伴奏を聴きながら，自分の声
分の声を合わせて歌う学習に
取り，それらの働きが生み出
を合わせて斉唱や合唱をして
進んで取り組もうとしている。 すよさや面白さなどを感じ取
いる。
りながら，声を合わせて歌う
表現を工夫し，どのように歌
うかについて自分の考えや願
い，意図をもっている。
上記の「音楽を形づくっている要素」の内容は，音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なり，
音階や調，拍の流れやフレーズなどの音楽を特徴付けている要素，反復，問いと答え，変化などの
音楽の仕組みを含む。
なお，指導のねらい，教材，学習活動等に即して適切な要素を選択して取り扱うようにする。

（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 範奏を聴いたり，ハ長調の楽譜を見たりして演奏すること。
イ 曲想にふさわしい表現を工夫し，思いや意図をもって演奏すること。
ウ 音色に気を付けて旋律楽器及び打楽器を演奏すること。
エ 互いの楽器の音や副次的な旋律，伴奏を聴いて，音を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 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それらの働きが生み出すよさや
面白さ，美しさを感じ取ること。
(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なり，音階や調，拍の流れやフレーズなどの音楽
を特徴付けている要素
(ｲ) 反復，問いと答え，変化などの音楽の仕組み
イ 音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，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

器楽の表現に興味・関心をもち，音楽を形づくっている要素を聴
器楽の学習に進んで取り組もう き取り，それらの働きが生み出
としている。
すよさや面白さなどを感じ取り
ながら，曲想にふさわしい表現
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音楽表現の技能
範奏を聴いたり，ハ長調の楽譜
を見て演奏したり，曲想にふさ
わしい表現で演奏したり，音色
に気を付けて旋律楽器及び打楽

などを工夫し，どのように演奏 器を演奏したり，音を合わせて
するかについて思いや意図をも 演奏したりするなどの基礎的な
っている。
技能を身に付けて楽器を演奏し
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

・範奏を聴いたり，ハ長調の楽
譜を見たりして演奏する学習
に進んで取り組もうとしてい
る。
・曲想にふさわしい表現を工夫 ・音楽を形づくっている要素を
し，思いや意図をもって演奏
聴き取り，それらの働きが生
する学習に進んで取り組もう
み出すよさや面白さなどを感
としている。
じ取りながら，曲想にふさわ
しい表現を工夫し，どのよう
に演奏するかについて自分の
考えや願い，意図をもってい
る。
・楽器の音色に気を付けて，旋
律楽器や打楽器を演奏する学
習に進んで取り組もうとして
いる。
・友達の楽器の音や副次的な旋 ・互いの楽器の音，リズム，主
律，伴奏を聴きながら，自分
な旋律や副次的な旋律，音の
の音を合わせて演奏する学習
重なりを聴き取り，それらの
に進んで取り組もうとしてい
働きが生み出すよさや面白さ
る。
などを感じ取りながら，音を
合わせて演奏する表現を工夫
し，どのように演奏するかに
ついて自分の考えや願い，意
図をもっている。

音楽表現の技能
・範奏を聴いたり，ハ長調の楽
譜を見たりして演奏している。

・曲想にふさわしい表現で演奏
している。

・楽器の音色に気を付けて，旋
律楽器や打楽器を演奏してい
る。
・友達の楽器の音や副次的な旋
律，伴奏を聴きながら，自分
の音を合わせて重奏や合奏を
している。

上記の「音楽を形づくっている要素」の内容，及びその取扱いについては，「Ａ表現・歌唱」の評
価規準の設定例に同じ。

（３）「Ａ 表現・音楽づくり」
【学習指導要領の内容】
(3) 音楽づくりの活動を通して，次の事項を指導する。
ア いろいろな音の響きやその組合せを楽しみ，様々な発想をもって即興的に表現すること。
イ 音を音楽に構成する過程を大切にしながら，音楽の仕組みを生かし，思いや意図をもって音楽
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 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それらの働きが生み出すよさや
面白さ，美しさを感じ取ること。
(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なり，音階や調，拍の流れやフレーズなどの音楽
を特徴付けている要素
(ｲ) 反復，問いと答え，変化などの音楽の仕組み
イ 音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，音楽活動を通して理解すること。
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【
「Ａ

表現・音楽づくり」の評価規準に盛り込むべき事項】

音楽への関心・意欲・態度
いろいろな音の響きやその組合
せ，音楽の仕組みに興味・関心
をもち，即興的に表現したり，
音楽をつくったりする学習に進
んで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聴 いろいろな音を組み合わせたり，
き取り，それらの働きが生み出 音楽の仕組みを生かしたりする
すよさや面白さなどを感じ取り などの基礎的な技能を身に付け
ながら，即興的な表現や音を音 て，即興的に表現したり，音を
楽に構成していくことを工夫し，音楽に構成したりしている。
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・音楽づくり」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

・いろいろな音の響きやその組 ・楽器や音の素材の音色，音の ・いろいろな音の響きやその組
合せに興味・関心をもち，即
重なりを聴き取り，それらの
合せから得た発想を生かし，
興的な表現に進んで取り組も
働きが生み出すよさや面白さ
即興的に表現している。
うとしている。
などを感じ取りながら，いろ
いろな音の響きやその組合せ
を工夫し，どのように音楽を
つくるかについて発想をもっ
ている。
・音楽の仕組みを生かし，音を ・音楽を形づくっている要素を ・音楽の仕組みを生かし，音を
音楽に構成することに興味・
聴き取り，それらの働きが生
音楽に構成している。
関心をもち，思いや意図をも
み出すよさや面白さなどを感
って音楽をつくる学習に進ん
じ取りながら，音楽の仕組み
で取り組もうとしている。
を生かし，音を音楽に構成す
るための試行錯誤をして，ど
のように音楽をつくるかにつ
いて自分の考えや願い，意図
をもっている。
上記の「音楽を形づくっている要素」の内容，及びその取扱いについては，「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 曲想とその変化を感じ取って聴くこと。
イ 音楽を形づくっている要素のかかわり合いを感じ取り，楽曲の構造に気を付けて聴くこと。
ウ 楽曲を聴いて想像したことや感じ取ったことを言葉で表すなどして，楽曲の特徴や演奏のよさ
に気付くこと。
〔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 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それらの働きが生み出すよさや
面白さ，美しさを感じ取ること。
(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なり，音階や調，拍の流れやフレーズなどの音楽
を特徴付けている要素
(ｲ) 反復，問いと答え，変化などの音楽の仕組み
イ 音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，音楽活動を通して理解すること。
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【
「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

曲想とその変化，楽曲の構造，楽曲の特徴や演奏
のよさに興味・関心をもち，鑑賞の学習に進んで
取り組もうとしている。

音楽を形づくっている要素を聴き取り，それら
の働きが生み出すよさや面白さなどを感じ取り
ながら，曲想とその変化を感じ取ったり，楽曲
の構造，楽曲の特徴や演奏のよさに気付いたり
して，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

・楽曲全体にわたる曲想とその変化を感じ取って
聴く学習に進んで取り組もうとしている。
・音楽を形づくっている要素のかかわり合いによ
ってつくられる楽曲の構造に気を付けて聴く学
習に進んで取り組もうとしている。

・楽曲全体にわたる曲想とその変化を感じ取っ
て聴いている。
・音楽を形づくっている要素を聴き取り，それ
らの働きが生み出すよさや面白さなどを感じ
取りながら，音楽を形づくっている要素のか
かわり合いによってつくられる楽曲の構造に
気を付けて聴いている。
・曲想とその変化や音楽を形づくっている要素
のかかわり合いから，想像したことや感じ取
ったことを言葉で表すなどして，楽曲の特徴
や演奏のよさに気付いて聴いている。

・想像したことや感じ取ったことを言葉で表すな
どして，楽曲の特徴や演奏のよさに気付いて聴
く学習に進んで取り組もうとしている。

上記の「音楽を形づくっている要素」の内容，及びその取扱いについては，「Ａ表現・歌唱」の評
価規準の設定例に同じ。

Ⅲ

第５学年及び第６学年
１

２

学年目標
(1) 創造的に音楽にかかわり，音楽活動への意欲を高め，音楽経験を生かして生活を明るく潤いのある
ものにする態度と習慣を育てる。
(2) 基礎的な表現の能力を高め，音楽表現の喜びを味わうようにする。
(3) 様々な音楽に親しむようにし，基礎的な鑑賞の能力を高め，音楽を味わって聴くようにする。
第５学年及び第６学年の評価の観点の趣旨
音楽への
関心・意欲・態度

音楽表現の創意工夫

創造的に音楽にかかわり，音楽を形づくっている
音や音楽に対する関心を 要素を聴き取り，それ
もち，音楽表現や鑑賞の らの働きが生み出すよ
学習に自ら取り組もうと さや面白さなどを感じ
する。
取りながら，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。
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音楽表現の技能

鑑賞の能力

音楽表現をするための
基礎的な技能を高め，
歌ったり，楽器を演奏
したり，音楽をつくっ
たりしている。

音楽を形づくっている
要素を聴き取り，それ
らの働きが生み出すよ
さや面白さなどを感じ
取りながら，楽曲の特
徴や演奏のよさを理解
し，味わって聴いてい
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 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 範唱を聴いたり，ハ長調及びイ短調の楽譜を見たりして歌うこと。
イ 歌詞の内容，曲想を生かした表現を工夫し，思いや意図をもって歌うこと。
ウ 呼吸及び発音の仕方に気を付けて，自然で無理のない，響きのある歌い方で歌うこと。
エ 各声部の歌声や全体の響き，伴奏を聴いて，声を合わせて歌うこと。
〔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 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それらの働きが生み出すよさや
面白さ，美しさを感じ取ること。
(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なりや和声の響き，音階や調，拍の流れやフレー
ズなどの音楽を特徴付けている要素
(ｲ) 反復，問いと答え，変化，音楽の縦と横の関係などの音楽の仕組み
イ 音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，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

歌唱の表現に興味・関心をもち，音楽を形づくっている要素を聴
歌唱の学習に主体的に取り組も き取り，それらの働きが生み出
うとしている。
すよさや面白さなどを感じ取り
ながら，歌詞の内容，曲想を生
かした表現などを工夫し，どの
ように歌うかについて思いや意
図をもっている。

【
「Ａ

音楽表現の技能
範唱を聴いたり，ハ長調及びイ
短調の楽譜を見たりして歌った
り，歌詞の内容，曲想を生かし
た表現で歌ったり，自然で無理
のない，響きのある歌い方で歌
ったり，声を合わせて歌ったり
するなどの基礎的な技能を身に
付けて歌っている。

表現・歌唱」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

・範唱を聴いたり，ハ長調やイ
短調の楽譜を見たりして歌う
学習に主体的に取り組もうと
している。
・歌詞の内容，曲想を生かした ・音楽を形づくっている要素を
表現を工夫し，思いや意図を
聴き取り，それらの働きが生
もって歌う学習に主体的に取
み出すよさや面白さなどを感
り組もうとしている。
じ取りながら，歌詞の内容，
曲想などを生かした表現を工
夫し，どのように歌うかにつ
いて自分の考えや願い，意図
をもっている。
・呼吸や発声の仕方を工夫して，
自然で無理のない，響きのあ
る歌い方で歌う学習に主体的
に取り組もうとしている。
・各声部の歌声や全体の響き， ・互いの歌声，主な旋律や副次
伴奏を聴きながら，自分の声
的な旋律，音の重なりや和声
を友達の声と調和させて歌う
の響き，音楽の縦と横の関係
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音楽表現の技能
・範唱を聴いたり，ハ長調やイ
短調の楽譜を見たりして歌っ
ている。
・歌詞の内容，曲想を生かした
表現で歌っている。

・呼吸や発音の仕方に気を付け
て，曲想にふさわしい自然で
無理のない，響きのある歌い
方で歌っている。
・主な旋律や副次的な旋律，全
体の響き，伴奏を聴きながら，
自分の声を友達の声と調和さ

学習に主体的に取り組もうと
している。

を聴き取り，それらの働きが
生み出すよさや面白さなどを
感じ取りながら，声を合わせ
て歌う表現を工夫し，どのよ
うに歌うかについて自分の考
えや願い，意図をもっている。

せて斉唱や合唱をしている。

上記の「音楽を形づくっている要素」の内容は，音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なり
や和声の響き，音階や調，拍の流れやフレーズなどの音楽を特徴付けている要素，反復，問いと答
え，変化，音楽の縦と横の関係などの音楽の仕組みを含む。
なお，指導のねらい，教材，学習活動等に即して適切な要素を選択して取り扱うようにする。

（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 範奏を聴いたり，ハ長調及びイ短調の楽譜を見たりして演奏すること。
イ 曲想を生かした表現を工夫し，思いや意図をもって演奏すること。
ウ 楽器の特徴を生かして旋律楽器及び打楽器を演奏すること。
エ 各声部の楽器の音や全体的な響き，伴奏を聴いて，音を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 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それらの働きが生み出すよさや
面白さ，美しさを感じ取ること。
(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なりや和声の響き，音階や調，拍の流れやフレー
ズなどの音楽を特徴付けている要素
(ｲ) 反復，問いと答え，変化，音楽の縦と横の関係などの音楽の仕組み
イ 音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，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

器楽の表現に興味・関心をもち，音楽を形づくっている要素を聴
器楽の学習に主体的に取り組も き取り，それらの働きが生み出
うとしている。
すよさや面白さなどを感じ取り
ながら，曲想を生かした表現な
どを工夫し，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。

【
「Ａ

音楽表現の技能
範奏を聴いたり，ハ長調及びイ
短調の楽譜を見たりして演奏し
たり，曲想を生かした表現で演
奏したり，楽器の特徴を生かし
て旋律楽器及び打楽器を演奏し
たり，音を合わせて演奏したり
するなどの基礎的な技能を身に
付けて楽器を演奏している。

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

・範奏を聴いたり，ハ長調及び
・範奏を聴いたり，ハ長調及び
イ短調の楽譜を見たりして演
イ短調の楽譜を見たりして演
奏する学習に主体的に取り組
奏している。
もうとしている。
・曲想を生かした表現を工夫し，・音楽を形づくっている要素を ・曲想を生かした表現で演奏し
思いや意図をもって演奏する
聴き取り，それらの働きが生
ている。
学習に主体的に取り組もうと
み出すよさや面白さなどを感
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している。

じ取りながら，曲想を生かし
た表現を工夫し，どのように
演奏するかについて自分の考
えや願い，意図をもっている。

・演奏する楽器の特徴を生かし
・演奏する楽器の特徴を生かし
て，旋律楽器や打楽器を演奏
て，旋律楽器や打楽器を演奏
する学習に主体的に取り組も
している。
うとしている。
・各声部の楽器の音や全体の響 ・互いの楽器の音，リズム，主 ・主な旋律や副次的な旋律，全
き，伴奏を聴きながら，自分
な旋律や副次的な旋律，音の
体の響き，伴奏を聴きながら，
の音を友達の音と調和させて
重なりや和声の響き，音楽の
自分の音を友達の音と調和さ
演奏する学習に主体的に取り
縦と横の関係を聴き取り，そ
せて重奏や合奏をしている。
組もうとしている。
れらの働きが生み出すよさや
面白さなどを感じ取りながら，
音を合わせて演奏する表現を
工夫し，どのように演奏する
かについて自分の考えや願い，
意図をもっている。
上記の「音楽を形づくっている要素」の内容，及びその取扱いについては，「Ａ表現・歌唱」の評
価規準の設定例に同じ。

（３）「Ａ 表現・音楽づくり」
【学習指導要領の内容】
(3) 音楽づくりの活動を通して，次の事項を指導する。
ア いろいろな音楽表現を生かし，様々な発想をもって即興的に表現すること。
イ 音を音楽に構成する過程を大切にしながら，音楽の仕組みを生かし，見通しをもって音楽をつ
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 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それらの働きが生み出すよさや
面白さ，美しさを感じ取ること。
(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なりや和声の響き，音階や調，拍の流れやフレー
ズなどの音楽を特徴付けている要素
(ｲ) 反復，問いと答え，変化，音楽の縦と横の関係などの音楽の仕組み
イ 音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，音楽活動を通して理解すること。
【
「Ａ

表現・音楽づくり」の評価規準に盛り込むべき事項】

音楽への関心・意欲・態度
いろいろな音楽表現，音楽の仕
組みに興味・関心をもち，即興
的に表現したり，音楽をつくっ
たりする学習に主体的に取り組
もうとしている。

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聴 いろいろな音楽表現を生かした
き取り，それらの働きが生み出 り，音楽の仕組みを生かしたり
すよさや面白さなどを感じ取り するなどの基礎的な技能を身に
ながら，即興的な表現や音を音 付けて，即興的に表現したり，
楽に構成していくことを工夫し，音を音楽に構成したりしている。
どのように音楽をつくるかにつ
いて見通しをもっている。
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【
「Ａ

表現・音楽づくり」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

・いろいろな音楽表現に興味・ ・音楽を形づくっている要素を ・いろいろな音楽表現から得た
関心をもち，即興的に表現す
聴き取り，それらの働きが生
発想を生かし，即興的に表現
る学習に主体的に取り組もう
み出すよさや面白さなどを感
している。
としている。
じ取りながら，いろいろな音
楽表現を生かし，どのように
音楽をつくるかについて発想
をもっている。
・音楽の仕組みを生かし，音を ・音楽を形づくっている要素を ・音楽の仕組みを生かし，見通
音楽に構成することに興味・
聴き取り，それらの働きが生
しをもって音を音楽に構成し
関心をもち，見通しをもって
み出すよさや面白さなどを感
ている。
音楽をつくる学習に主体的に
じ取りながら，音楽の仕組み
取り組もうとしている。
を生かし，音を音楽に構成す
るための試行錯誤をし，つく
る音楽やその方法などについ
て自分の考えや願い，意図，
見通しをもっている。
上記の「音楽を形づくっている要素」の内容，及びその取扱いについては，「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 曲想とその変化などの特徴を感じ取って聴くこと。
イ 音楽を形づくっている要素のかかわり合いを感じ取り，楽曲の構造を理解して聴くこと。
ウ 楽曲を聴いて想像したことや感じ取ったことを言葉で表すなどして，楽曲の特徴や演奏のよさ
を理解すること。
〔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 音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それらの働きが生み出すさや面
白さ，美しさを感じ取ること。
(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なりや和声の響き，音階や調，拍の流れやフレー
ズなどの音楽を特徴付けている要素
(ｲ) 反復，問いと答え，変化，音楽の縦と横の関係などの音楽の仕組み
イ 音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，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

曲想とその変化などの特徴，楽曲の構造，楽曲の
特徴や演奏のよさに興味・関心をもち，鑑賞の学
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聴き取り，それら
の働きが生み出すよさや面白さなどを感じ取り
ながら，曲想とその変化などの特徴を感じ取っ
たり，楽曲の構造，楽曲の特徴や演奏のよさを
理解したりして，味わって聴いている。
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【
「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

・楽曲全体にわたる曲想とその変化などの特徴を
感じ取って聴く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のかかわり合いによ
ってつくられる楽曲の構造を理解して聴く学習
に主体的に取り組もうとしている。

・楽曲全体にわたる曲想とその変化などの特徴
を感じ取って聴いている。

・想像したことや感じ取ったことを言葉で表すな
どして，楽曲の特徴や演奏のよさを理解して聴
く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聴き取り，それ
らの働きが生み出すよさや面白さなどを感じ
取りながら，音楽を形づくっている要素のか
かわり合いによってつくられる楽曲の構造を
理解して聴いている。
・曲想とその変化などの特徴や音楽を形づくっ
ている要素のかかわり合いから，想像したこ
とや感じ取ったことを言葉で表すなどして，
楽曲の特徴や演奏のよさを理解して聴いてい
る。

上記の「音楽を形づくっている要素」の内容，及びその取扱いについては，「Ａ表現・歌唱」の評
価規準の設定例に同じ。
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第７章
第１

図画工作

教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１

教科目標
表現及び鑑賞の活動を通して，感性を働かせながら，つくりだす喜びを味わうようにするとともに，
造形的な創造活動の基礎的な能力を培い，豊かな情操を養う。

２

評価の観点及びその趣旨
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

自分の思いをもち，進
んで表現や鑑賞の活動
に取り組み，つくりだ
す喜びを味わおうとす
る。

感じたことや材料など
を基に表したいことを
思い付いたり，形や色，
用途などを考えたりし
ている。

感覚や経験を生かしな
がら，表したいことに
合わせて材料や用具を
使い，表し方を工夫し
ている。

作品などの形や色など
から，表現の面白さを
とらえたり，よさや美
しさを感じ取ったりし
ている。

３

内容のまとまり
図画工作科においては，学習指導要領の内容の「Ａ 表現 （１）造形遊び」，「Ａ
立体，工作」，「Ｂ 鑑賞 （１）鑑賞」を内容のまとまりとした。

第２

表現 （２）絵や

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学年及び第２学年

１

学年目標
(1) 進んで表したり見たりする態度を育てるとともに，つくりだす喜びを味わうようにする。
(2) 造形活動を楽しみ，豊かな発想をするなどして，体全体の感覚や技能などを働かせるようにする。
(3) 身の回りの作品などから，面白さや楽しさを感じ取るようにする。

２

第１学年及び第２学年の評価の観点の趣旨
造形への
関心・意欲・態度
思いのままに表したり，
作品などを見たりしな
がら，つくりだす喜び
を味わおうとする。

３

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

感じたことや材料など
を基に表したいことを
思い付いたり，形や色，
つくり方などを考えた
りしている。

体全体の感覚を働かせ
ながら材料や用具を使
い，工夫して表してい
る。

身の回りの作品などの
形や色などから，面白
さに気付いたり，楽し
さを感じたりしてい
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)造形遊び」
【学習指導要領の内容】
(1) 材料を基に造形遊びをする活動を通して，次の事項を指導する。
ア 身近な自然物や人工の材料の形や色などを基に思い付いてつくること。
イ 感覚や気持ちを生かしながら楽しくつくること。
ウ 並べたり，つないだり，積んだりするなど体全体を働かせてつくること。
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〔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 自分の感覚や活動を通して，形や色などをとらえること。
イ 形や色などを基に，自分のイメージをもつこと。
【
「Ａ

表現

(１)造形遊び」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

身近な自然物や人工の材料の形
や色などに関心をもち，思いの
ままに造形的な活動に取り組も
うとしている。

身近な自然物や人工の材料の形
や色などを基に，造形的な活動
を思い付いたり，考えたりして
いる。

手や体全体を働かせながら材料
や用具を使い，並べ方，つなぎ
方，積み方などを工夫している。

【
「Ａ

表現

(１)造形遊び」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

・土や砂などの感触を体全体で
楽しみながら，造形的な活動
に取り組もうとしている。

・土をまるめたり，砂を掘った
りしながら，造形的な活動を
思い付いている。

・手や体全体の感覚を働かせ
て，土をまるめたり，砂を掘
ったりする方法を工夫してい
る。

・木の葉や枝，小石などを並べ
ることを楽しもうとしてい
る。

・木の葉の色から楽しい活動を
思い付いたり，枝や小石を並
べながら面白い形を考えたり
している。

・木の葉や枝，小石などの材料
を集めて，いろいろな並べ方
を工夫している。

・空き箱や紙の形を基に見立て
ることを楽しもうとしてい
る。

・空き箱を組み合わせたり，紙
をつないだりしながら，いろ
いろな形を思い付いている。

・身近な材料や用具を用いて，
空き箱を組み合わせたり，紙
をつないだりする方法を工夫
している。

・クレヨンやパスを使って，い
ろいろな材料をこすりだして
形を写すことを楽しもうとし
ている。

・クレヨンやパスを使ってこす
りだした形や色を基に，自分
の活動を思い付いたり，考え
たりしている。

・同じ形を繰り返したり，好き
な色を使ったりするなど，い
ろいろ試しながら，写し方を
工夫している。

※

評価規準の設定例は，各学校が作成する題材のイメージで作成している。学習指導要領の内容を
全て網羅したものではない。
※ 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）「Ａ 表現 (２)絵や立体，工作」
【学習指導要領の内容】
(1) 感じたことや想像したことを絵や立体，工作に表す活動を通して，次の事項を指導する。
ア 感じたことや想像したことから，表したいことを見付けて表すこと。
イ 好きな色を選んだり，いろいろな形をつくって楽しんだりしながら表すこと。
ウ 身近な材料や扱いやすい用具を手を働かせて使うとともに，表し方を考えて表すこと。
〔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 自分の感覚や活動を通して，形や色などをとらえること。
イ 形や色などを基に，自分のイメージをもつこと。
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【
「Ａ

表現

(２)絵や立体，工作」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

表したいこと表すことに関心を
もち，思いのままに取り組もう
としている。

感じたことや想像したことか
ら，表したいことを見付けたり，
形や色などについて考えたりし
ている。

手や体全体を働かせながら，材
料や用具を使うとともに，自分
の表したいことを工夫して表し
ている。

【
「Ａ

表現

(２)絵や立体，工作」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

・感じたり想像したりしたこと
を絵に表す活動を楽しもうと
している。

・感じたり想像したりしたこと
を絵に表すために，好きな色
を選んだり，面白い形を考え
たりしている。

・クレヨンやパス，絵の具など
を使いながら，表し方を工夫
している。

・自分の表したいものを粘土で
つくることを楽しもうとして
いる。

・自分の表したいものを思い付
いたり，つくりながら新しい
形を考えたりしている。

・手などの感覚を働かせなが
ら，粘土を伸ばしたり，まる
めたりするなど工夫して表し
ている。

・はさみを使って思いのままに
表すことに取り組もうとして
いる。

・はさみで紙を切りながら生ま
れた形を基に，表したいこと
を見付けている。

・表したいことを表すために，
はさみの使い方を工夫してい
る。

・生活を楽しくしたり，身の回
りを飾ったりするものをつく
ることに取り組もうとしてい
る。

・箱や紙など材料の形や色など
を基に，つくりたいものを思
い付いている。

・手を働かせて材料や用具を使
いながら，箱の使い方や飾り
方などを工夫している。

（３）「Ｂ 鑑賞 (１)鑑賞」
【学習指導要領の内容】
(1) 身の回りの作品などを鑑賞する活動を通して，次の事項を指導する。
ア 自分たちの作品や身近な材料などを楽しく見ること。
イ 感じたことを話したり，友人の話を聞いたりするなどして，形や色，表し方の面白さ，材料
の感じなどに気付くこと。
〔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 自分の感覚や活動を通して，形や色などをとらえること。
イ 形や色などを基に，自分のイメージをもつこと。
【
「Ｂ

鑑賞

(１)鑑賞」の評価規準に盛り込むべき事項】
造形への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

自分たちの作品や身近な材料などの面白さを思い
のままに楽しもうとしている。

感じたことを話したり，聞いたりしながら，形
や色，表し方の面白さ，材料の感じなどに気付
いている。
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【
「Ｂ

Ⅱ

鑑賞

(１)鑑賞」の評価規準の設定例】
造形への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

・紙をねじったり，やぶったりすることから生ま
れる面白さや楽しさを味わおうとしている。

・紙をねじったり，やぶったりしながら，手ご
たえを感じたり，形の変化に気付いたりして
いる。

・自分や友人の作品を見ることを思いのままに楽
しもうとしている。

・自分が感じたことを話したり，友人の話を聞
いたりしながら，作品の形や色，イメージな
どに気付いている。

・自分の気に入った作品を体全体の感覚を働かせ
て味わおうとしている。

・見る，触れる，まねるなどしながら，作品の
大きさや形などをとらえている。

・自分たちがかいたりつくったりした作品の面白
さや造形的な活動の楽しさを味わおうとしてい
る。

・感じたことを話したり，簡単な文で書いたり
しながら，作品の面白さや造形的な活動の楽
しさを感じている。

第３学年及び第４学年
１

２

学年目標
(1) 進んで表現したり鑑賞したりする態度を育てるとともに，つくりだす喜びを味わうようにする。
(2) 材料などから豊かな発想をし，手や体全体を十分に働かせ，表し方を工夫し，造形的な能力を伸ば
すようにする。
(3) 身近にある作品などから，よさや面白さを感じ取るようにする。
第３学年及び第４学年の評価の観点の趣旨
造形への
関心・意欲・態度
自分の思いで表現した
り，鑑賞したりしなが
ら，つくりだす喜びを
味わおうとする。

３

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

感じたことや見たこと，
材料や場所などを基に
表したいことを思い付
いたり，形や色，用途
などを考えたりしてい
る。

手や体全体の感覚を働
かせながら，表したい
ことに合わせて材料や
用具を使い，表し方を
工夫している。

身近にある作品などの
形や色などから，表現
の感じの違いをとらえ
たり，よさや面白さを
感じ取ったりしてい
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)造形遊び」
【学習指導要領の内容】
(1) 材料や場所などを基に造形遊びをする活動を通して，次の事項を指導する。
ア 身近な材料や場所などを基に発想してつくること。
イ 新しい形をつくるとともに，その形から発想したりみんなで話し合って考えたりしながらつ
くること。
ウ 前学年までの材料や用具についての経験を生かし，組み合わせたり，切ってつないだり，形
を変えたりするなどしてつくること。
〔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 自分の感覚や活動を通して，形や色，組合せなどの感じをとらえること。
イ 形や色などの感じを基に，自分のイメージをもつこと。
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【
「Ａ

表現

(１)造形遊び」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

身近な材料や場所などの形や色
などに関心をもち，自分の思い
で造形的な活動に取り組もうと
している。

身近な材料や場所などの形や色
などを基に造形的な活動を思い
付いたり，話し合いながら考え
たりしている。

手などを働かせながら，材料や
用具を使い，組合せ方やつなぎ
方などを工夫している。

【
「Ａ

表現

(１)造形遊び」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

・新聞紙や袋などの材料で，教
室や遊具などの身近な場所を
つくりかえることに取り組も
うとしている。

・新聞紙や袋などの材料を用い
て，教室や遊具などの身近な
場所の様子を変化させる方法
を考えている。

・身近な場所の面白さを生かし
て，新聞紙や袋などの材料の
使い方を工夫している。

・自分の見付けた場所で，自然
の材料を並べたり，木の枝を
つないだりする活動に取り組
もうとしている。

・自分の見付けた場所に自然の
材料を並べたり，木の枝をつ
ないだりしながら，造形的な
活動を思い付いている。

・自分の見付けた場所の感じを
生かすような材料の組合せ方
やつなぎ方などを工夫してい
る。

・木切れなどの材料を組み合わ
せたり，釘を打ったりするこ
とを楽しもうとしている。

・木切れを組み合わせたり，釘
を打ったりしながら，面白い
形を思い付いている。

・手などを働かせて用具を使
い，木切れを組み合わせたり，
釘を打ったりする方法を工夫
している。

・段ボールや厚紙などの材料を
切ってつなぐ活動を楽しもう
としている。

・段ボールや厚紙などをつなぎ
ながら，新しい形を思い付い
たり，その形から考えたりし
ている。

・材料や用具の特徴を生かし
て，段ボールや厚紙などをつ
なぐ方法を工夫している。

（２）「Ａ 表現 (２)絵や立体，工作」
【学習指導要領の内容】
(1) 感じたこと，想像したこと，見たことを絵や立体，工作に表す活動を通して，次の事項を指導す
る。
ア 感じたこと，想像したこと，見たことから，表したいことを見付けて表すこと。
イ 表したいことや用途などを考えながら，形や色，材料などを生かし，計画を立てるなどして表
すこと。
ウ 表したいことに合わせて，材料や用具の特徴を生かして使うとともに，表し方を考えて表すこ
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 自分の感覚や活動を通して，形や色，組合せなどの感じをとらえること。
イ 形や色などの感じを基に，自分のイメージをもつこと。
【
「Ａ

表現

(２)絵や立体，工作」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

表したいことを表すことに関心
をもち，自分の思いで取り組も

感じたこと，想像したこと，見
たことから，表したいことを見

自分の表したいことに合わせ
て，材料や用具を使うとともに，
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うとしている。

【
「Ａ

表現

付けたり，形や色，用途などを
考えたりしている。

いろいろな方法を試みるなど工
夫して表している。

(２)絵や立体，工作」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

・自分の想像したことや見たこ
とを絵に表す活動を楽しもう
としている。

・自分の想像したことや見たこ
とを表すために，形や色，組
合せなどを考えている。

・色を重ねて塗ったり，絵の具
を混ぜたりするなど，いろい
ろ試みながら，表し方を工夫
している。

・自分の考えたイメージを粘土
で形にすることを楽しもうと
している。

・自分の表したいことを見付け
て，粘土でどのような形にす
るかを考えている。

・粘土の特徴を生かしながら，
用具の使い方や表し方を工夫
している。

・彫刻刀を使う活動を楽しみな
がら，簡単な木版で表すこと
に取り組もうとしている。

・彫りながら表したい形を見付
けたり，刷る色を考えたりし
ている。

・彫刻刀で板を彫りながら彫刻
刀の特徴をとらえ，それを基
に工夫して表している。

・身の回りを楽しくするものや
生活に役立つものをつくるこ
とに取り組もうとしている。

・自分の意図や目的に合わせ ・自分の意図や目的に合わせて
て，形や色，大きさなどを考
材料の使い方やつくり方を工
えている。
夫して表している。

（３）「Ｂ 鑑賞 (１)鑑賞」
【学習指導要領の内容】
(1) 身近にある作品などを鑑賞する活動を通して，次の事項を指導する。
ア 自分たちの作品や身近な美術作品や製作の過程などを鑑賞して，よさや面白さを感じ取ること。
イ 感じたことや思ったことを話したり，友人と話し合ったりするなどして，いろいろな表し方や
材料による感じの違いなどが分かること。
〔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 自分の感覚や活動を通して，形や色，組合せなどの感じをとらえること。
イ 形や色などの感じを基に，自分のイメージをもつこと。
【
「Ｂ

鑑賞

(１)鑑賞」の評価規準に盛り込むべき事項】
造形への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

自分たちの作品や身近にある美術作品などのよさ
や面白さを自分の思いで味わおうとしている。

感じたことを話したり，話し合ったりしながら，
形や色，表し方や材料による感じの違いなどを
とらえ，よさや面白さを感じ取っている。

【
「Ｂ

鑑賞

(１)鑑賞」の評価規準の設定例】
造形への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

・彫刻刀を使うことで表れる線の特徴や動きの面
白さなどを味わおうとしている。

・彫刻刀で板を彫りながら，線や動きの感じ，
表し方の違いなどをとらえている。

・自分や友人の作品のよさや面白さを自分の思い
で楽しもうとしている。

・自分の気持ちを話したり，友人の考えを聞い
たりしながら，作品の共通点や相違点，表現
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の工夫などをとらえている。

Ⅲ

・絵はがきの形や色，イメージなどを自分なりに
味わおうとしている。

・絵はがきでゲームをしたり，仮想の美術館を
つくったりしながら，形や色の面白さや組合
せの感じなどをとらえている。

・身近にある美術作品を自分らしい見方や感じ方
で味わおうとしている。

・感じたことを話したり，簡単な文章で書いた
りしながら，身近な美術作品のよさや面白さ
などを感じ取っている。

第５学年及び第６学年
１

２

学年目標
(1) 創造的に表現したり鑑賞したりする態度を育てるとともに，つくりだす喜びを味わうようにする。
(2) 材料などの特徴をとらえ，想像力を働かせて発想し，主題の表し方を構想するとともに，様々な表
し方を工夫し，造形的な能力を高めるようにする。
(3) 親しみのある作品などから，よさや美しさを感じ取るとともに，それらを大切にするようにする。
第５学年及び第６学年の評価の観点の趣旨
造形への
関心・意欲・態度
自分の思いをもって表
現したり，鑑賞したり
しながら，つくりだす
喜びを味わおうとする。

３

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

感じたことや見たこと，
材料や場所などの特徴
を基に表したいことを
思い付いたり，形や色，
用途や構成などを考え
たりしている。

感覚を働かせたり経験
を生かしたりしなが
ら，表したいことに合
わせて材料や用具を使
い，様々な表し方を工
夫している。

親しみある作品などの
形や色などから，表現
の意図や特徴をとらえ
たり，よさや美しさを
感じ取ったりしてい
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)造形遊び」
【学習指導要領の内容】
(1) 材料や場所などの特徴を基に造形遊びをする活動を通して，次の事項を指導する。
ア 材料や場所などの特徴を基に発想し想像力を働かせてつくること。
イ 材料や場所などに進んでかかわり合い，それらを基に構成したり周囲の様子を考え合わせたり
しながらつくること。
ウ 前学年までの材料や用具などについての経験や技能を総合的に生かしてつくること。
〔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 自分の感覚や活動を通して，形や色，動きや奥行きなどの造形的な特徴をとらえること。
イ 形や色などの造形的な特徴を基に，自分のイメージをもつこと。
【
「Ａ

表現

(１)造形遊び」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

材料や場所などの形や色，特徴
などに関心をもち，自分の思い
をもって造形的な活動に取り組
もうとしている。

材料や場所などの形や色，特徴
などを基に造形的な活動を思い
付いたり，周囲の様子を考え合
わせたりしている。

手などを働かせたり，今までの
経験を生かしたりしながら材料
や用具を使い，様々な方法を工
夫している。
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【
「Ａ

表現

(１)造形遊び」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

・紙テープなどの材料や風が吹
く場所の特徴を生かした活動
に取り組もうとしている。

・紙テープなどの材料がつくり
だす形や色，動きの感じなど
を基に，場所の構成を考えて
いる。

・風が吹く場所の特徴を生かし
ながら，紙テープなどの材料
の使い方を工夫している。

・布やシートなどの材料を用い
て周囲の様子を変化させる活
動に取り組もうとしている。

・布やシートの特徴を基に活動 ・布やシートで包んだり，他の
を思い付いて，周囲の様子を
材料を組み合わせたりしなが
変化させることを考えてい
ら，周囲の様子を変化させる
る。
方法を工夫している。

・光の差し込む空間で様々な材
料を使った造形的な活動に取
り組もうとしている。

・光が材料に当たって生まれる
形や色などから造形的な活動
を思い付いている。

・光の効果が表れるように材料
と場所の組み合わせ方を工夫
している。

・針金を曲げたり切ったりしな
がら，思い付いた形をつくり
だすことに取り組もうとして
いる。

・針金を曲げたり切ったりして
思い付いたことを基に，自分
のイメージに合う形を考えて
いる。

・これまでの材料や用具の経験
を生かしながら，針金の曲げ
方や切り方などを工夫してい
る。

（２）「Ａ 表現 (２)絵や立体，工作」
【学習指導要領の内容】
(1) 感じたこと，想像したこと，見たこと，伝え合いたいことを絵や立体，工作に表す活動を通して，
次の事項を指導する。
ア 感じたこと，想像したこと，見たこと，伝え合いたいことから，表したいことを見付けて表す
こと。
イ 形や色，材料の特徴や構成の美しさなどの感じ，用途などを考えながら，表し方を構想して表
すこと。
ウ 表したいことに合わせて，材料や用具の特徴を生かして使うとともに，表現に適した方法など
を組み合わせて表すこと。
〔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 自分の感覚や活動を通して，形や色，動きや奥行きなどの造形的な特徴をとらえること。
イ 形や色などの造形的な特徴を基に，自分のイメージをもつこと。
【
「Ａ

表現

(２)絵や立体，工作」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

表したいことを表すことに関心
をもち，自分の思いをもって取
り組もうとしている。

感じたこと，想像したこと，見
たこと，伝え合いたいことから，
表したいことを見付けたり，形
や色，用途や計画などを考えた
りしている。

自分の表したいことに合わせ
て，材料や用具の特徴を生かし
て使うとともに，表現に適した
方法を選ぶなど工夫して表して
いる。

【
「Ａ

表現

(２)絵や立体，工作」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

・様々な方法を試みながら，自

・心や感情について自分の思い

・絵の具や筆などの特徴を生か
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分の心や感情を表すことに取
り組もうとしている。

描いたイメージが表れるよう
な形や色を考えている。

しながら，濃淡やにじみ，重
なりや動きなど，表し方を工
夫している。

・板材や糸のこぎりなど，手ご
たえのある材料や用具を用い
て表すことに取り組もうとし
ている。

・糸のこぎりで板材を切りとる
ことによってできた形や色な
どから，表したいことを思い
付いている。

・自分のイメージに合うよう
に，糸のこぎりを使って，板
材の切り方を工夫している。

・クランクなどの動く仕組みを
基に，動くものをつくること
を楽しもうとしている。

・動きの面白さから表したいこ
とを見付けたり，つくる順序
を考えたりしている。

・クランクなどの動く仕組みを
生かして，面白い動きを工夫
している。

・焼成に適した粘土を用いて，
自分の生活を楽しくするもの
をつくることに取り組もうと
している。

・自分の生活を楽しくするもの ・目的や用途に合わせて，ひも
を思い付いたり，粘土でつく
づくりや板づくりなど粘土の
りたい形を考えたりしてい
特徴を生かしたつくり方を工
る。
夫している。

（３）「Ｂ 鑑賞 (１)鑑賞」
【学習指導要領の内容】
(1) 親しみのある作品などを鑑賞する活動を通して，次の事項を指導する。
ア 自分たちの作品，我が国や諸外国の親しみのある美術作品，暮らしの中の作品などを鑑賞して，
よさや美しさを感じ取ること。
イ 感じたことや思ったことを話したり，友人と話し合ったりするなどして，表し方の変化，表現
の意図や特徴などをとらえること。
〔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 自分の感覚や活動を通して，形や色，動きや奥行きなどの造形的な特徴をとらえること。
イ 形や色などの造形的な特徴を基に，自分のイメージをもつこと。
【
「Ｂ

鑑賞

(１)鑑賞」の評価規準に盛り込むべき事項】
造形への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

自分たちの作品，親しみのある美術作品などのよ
さや美しさを自分の思いをもって味わおうとして
いる。

感じたことを話したり，話し合ったりしながら，
形や色，表し方の変化，表現の意図や特徴など
をとらえ，よさや美しさを感じ取っている。

【
「Ｂ

鑑賞

(１)鑑賞」の評価規準の設定例】
造形への関心・意欲・態度

鑑賞の能力

・絵の具や筆の使い方を工夫することから生まれ ・様々な方法を試みながら，濃淡やにじみの感
る形や色，イメージなどを味わおうとしている。
じ，イメージの変化などをとらえている。
・自他の作品のよさや美しさを自分の思いをもっ
て楽しもうとしている。

・自他の作品について語ったり，友人と話し合
ったりしながら，表現の意図や特徴などをと
らえている。

・暮らしの中の作品の形や色，材質感などの造形
的な特徴を自分なりの見方で味わおうとしてい
る。

・暮らしの中の作品を実際に使って確かめた
り，置いてみたりしながら，形や色の特徴，
材質感の違いなどをとらえている。
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・親しみのある美術作品を自分らしい見方や感じ
方で味わおうとしている。
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・友人の意見や資料を参考にしたり，文章に表
したりしながら，親しみのある美術作品のよ
さや美しさを感じ取っている。

第８章 家庭
第１ 教科目標，評価の観点及びその趣旨等
１ 教科目標
衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して，日常生活に必要な基礎的・基本的な知識及び
技能を身に付けるとともに，家庭生活を大切にする心情をはぐくみ，家族の一員として生活をよりよく
しようとする実践的な態度を育てる。
２ 評価の観点及びその趣旨
家庭生活への
関心・意欲・態度

生活を
創意工夫する能力

衣食住や家族の生活など
について関心をもち，そ
の大切さに気付き，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。

家庭生活について見直
し，身近な生活の課題
を見付け，その解決を
目指して生活をよりよ
くするために考え自分
なりに工夫している。

生活の技能

家庭生活についての
知識・理解

日常生活に必要な衣食
住や家族の生活などに
関する基礎的・基本的
な技能を身に付けてい
る。

日常生活に必要な衣食
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。

３ 内容のまとまり
家庭科においては，学習指導要領の内容の「Ａ 家庭生活と家族」（１）～（３），「Ｂ 日常の食事
と調理の基礎」
（１）～（３）
，
「Ｃ 快適な衣服と住まい」
（１）～（３）
，
「Ｄ 身近な消費生活と環境」
（１）
，（２）のそれぞれ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
Ⅰ 第５学年及び第６学年
１ 学年目標
(1) 衣食住や家族の生活などに関する実践的・体験的な活動を通して，自分の成長を自覚するとともに，
家庭生活への関心を高め，その大切さに気付くようにする。
(2) 日常生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け，身近な生活に活用できるようにする。
(3) 自分と家族などとのかかわりを考えて実践する喜びを味わい，家庭生活をよりよくしようとする実
践的な態度を育てる。
２ 第５学年及び第６学年の評価の観点の趣旨
家庭生活への
関心・意欲・態度

生活を
創意工夫する能力

自分の成長と衣食住や家
族の生活などについて関
心をもち，その大切さに
気付き，家族の一員とし
て家庭生活をよりよくす
るために進んで取り組み
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考
えたり自分なりに工夫
したりしている。

生活の技能
生活の自立の基礎とし
て日常生活に必要な衣
食住や家族の生活など
に関する基礎的・基本
的な技能を身に付けて
いる。

家庭生活についての
知識・理解
家庭生活を支えている
ものや大切さを理解し，
日常生活に必要な衣食
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。

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 家庭生活と家族
【学習指導要領の内容】

（１）自分の成長と家族」
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(1) 自分の成長と家族について，次の事項を指導する。
ア 自分の成長を自覚することを通して，家庭生活と家族の大切さに気付くこと。
【
「
（１）自分の成長と家族」の評価規準に盛り込むべき事項】
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

２学年間の学習に見通し
をもち，自分の成長と家
族に関心をもって学習活
動に取り組み，家庭生活
と家族の大切さに気付い
ている。

【
「
（１）自分の成長と家族」の評価規準の設定例】
家庭生活への
関心・意欲・態度

生活を
創意工夫する能力

・第４学年までの学習を
振り返り，家庭科の学
習に関心をもち，２学
年間の見通しをもって
学習に取り組もうとし
ている。
・衣食住などの学習活動
を通して，自分の成長
と家族に関心をもち，
家庭生活と家族の大切
さに気付いている。

（２）「Ａ 家庭生活と家族 （２）家庭生活と仕事」
【学習指導要領の内容】
(2) 家庭生活と仕事について，次の事項を指導する。
ア 家庭には自分や家族の生活を支える仕事があることが分かり，自分の分担する仕事ができるこ
と。
イ 生活時間の有効な使い方を工夫し，家族に協力すること。
【
「
（２）家庭生活と仕事」の評価規準に盛り込むべき事項】
家庭生活への
関心・意欲・態度

生活を
創意工夫する能力

家庭生活に関心をもち，
家族の一員として家庭の
仕事をしたり，家族に協
力したりしようとしてい
る。

家庭の仕事や生活時間
について課題を見付け，
その解決を目指して考
えたり，自分なりに工
夫したりしている。
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生活の技能

家庭生活についての
知識・理解
自分や家族の生活を支
える仕事について理解
している。

【
「
（２）家庭生活と仕事」の評価規準の設定例】
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

・自分の分担する家庭の ・家庭の仕事を見直し,
仕事に取り組もうとし
自分の分担する仕事
ている。
の計画について考え
たり，実践を通して
自分なりに工夫した
りしている。

家庭生活についての
知識・理解
・家庭には，衣食住に
関する仕事があり，
自分や家族の生活を
支えていることを理
解している。

・自分や家族の生活時間 ・自分の生活時間の使
を調べたり，見直した
い方を見直し，有効
りして，家族と共に過
な使い方を考えたり,
ごしたり家族の生活に
自分なりに工夫した
協力したりしようとし
りしている。
ている。

（３）「Ａ 家庭生活と家族 （３）家族や近隣の人々とのかかわり」
【学習指導要領の内容】
(3) 家族や近隣の人々とのかかわりについて，次の事項を指導する。
ア 家族との触れ合いや団らんを楽しくする工夫をすること。
イ 近隣の人々とのかかわりを考え，自分の家庭生活を工夫すること。
【
「
（３）家族や近隣の人々とのかかわり」の評価規準に盛り込むべき事項】
家庭生活への
関心・意欲・態度

生活を
創意工夫する能力

家族や近隣の人々とのか
かわりに関心をもち，家
族との触れ合いや団らん
をもったり，自分の家庭
生活をよりよくしたりし
ようとしている。

家族や近隣の人々との
かかわりについて課題
を見付け，その解決を
目指して考えたり，自
分なりに工夫したりし
ている。

生活の技能

家庭生活についての
知識・理解
家族との触れ合いや団
らん，近隣の人々との
かかわりの大切さにつ
いて理解している。

【
「
（３）家族や近隣の人々とのかかわり」の評価規準の設定例】
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

・家族との触れ合いや団 ・家族との触れ合いや
らんに関心をもち，家
団らんを楽しくする
族に気持ちを伝えたり
ことについて考えた
触れ合う場をもったり
り，自分なりに工夫
しようとしている。
したりしている。

・家族との触れ合いや
団らんの大切さにつ
いて理解している。

・自分の家庭生活と近隣 ・近隣の人々とのかか
の人々とのかかわりに
わりについて見直し,
ついて関心をもってい
快適に生活するため
る。
の方法について考え
たり，自分なりに工
夫したりしている。

・家庭生活が近隣の人
々とのかかわりで成
り立っていることや
協力し助け合ってい
く必要があることに
ついて理解している。
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（４）「Ｂ 日常の食事と調理の基礎 （１）食事の役割」
【学習指導要領の内容】
(1) 食事の役割について，次の事項を指導する。
ア 食事の役割を知り，日常の食事の大切さに気付くこと。
イ 楽しく食事をするための工夫をすること。
【
「
（１）食事の役割」の評価規準に盛り込むべき事項】
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

日常の食事に関心をもち，楽しく食事をすること
食事を大切にしようとし について課題を見付け，
ている。
その解決を目指して考
えたり，自分なりに工
夫したりしている。

家庭生活についての
知識・理解
食事の役割や大切さに
ついて理解している。

【
「
（１）食事の役割」の評価規準の設定例】
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

・日常とっている食事に
関心をもち，食事の役
割を考えて食事を大切
にしようとしている。

家庭生活についての
知識・理解
・食事の役割や日常の
食事の大切さについ
て理解している。

・日常の食事を見直し,
楽しく食事をするこ
とについて考えたり,
自分なりに工夫した
りしている。

・楽しく食事をするた
めのマナーについて
理解している。
・はしや食器の扱い
方
・食べる速さ
・会話
・あいさつ
・残さず食べること
など

（５）「Ｂ 日常の食事と調理の基礎 （２）栄養を考えた食事」
【学習指導要領の内容】
(2) 栄養を考えた食事について，次の事項を指導する。
ア 体に必要な栄養素の種類と働きについて知ること。
イ 食品の栄養的な特徴を知り，食品を組み合わせてとる必要があることが分かること。
ウ １食分の献立を考えること。
【
「（２）栄養を考えた食事」の評価規準に盛り込むべき事項】
家庭生活への
関心・意欲・態度

生活を
創意工夫する能力

日常の食事に関心をもち，栄養を考えた食事につ
栄養を考えた食事のとり いて課題を見付け，そ
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生活の技能

家庭生活についての
知識・理解
栄養を考えた食事のと
り方について理解し，

方をしようとしている。

の解決を目指して考え
たり，自分なりに工夫
したりしている。

基礎的・基本的な知識
を身に付けている。

【
「（２）栄養を考えた食事」の評価規準の設定例】
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

・食事に含まれる栄養素
が体の成長や活動のも
とになることに関心を
もっている。

・五大栄養素の種類と
働きについて理解し
ている。
・栄養を考えて食事を
とることの大切さに
ついて理解している。

・食品をグループに分け
ることなどを通して，
食品の栄養的な特徴や
食品の組み合わせに関
心をもっている。

・食品に含まれる主な
栄養素の体内での主
な働きにより，食品
を３つのグループに
分ける分け方につい
て理解している。
・３つのグループの食
品を組み合わせるこ
とにより，栄養のバ
ランスがよい食事に
なることを理解して
いる。

・１食分の食事のとり方 ・米飯とみそ汁を中心
に関心をもち，栄養を
とした３つのグルー
考えた食事のとり方を
プの食品のそろった
しようとしている。
１食分の献立につい
て考えたり，自分な
りに工夫したりして
いる。

・栄養のバランスのよ
い１食分の献立の立
て方について理解し
ている。

（６）「Ｂ 日常の食事と調理の基礎 （３）調理の基礎」
【学習指導要領の内容】
(3) 調理の基礎について，次の事項を指導する。
ア 調理に関心をもち，必要な材料の分量や手順を考えて，調理計画を立てること。
ぜん
イ 材料の洗い方，切り方，味の付け方，盛り付け，配膳及び後片付けが適切にできること。
ウ ゆでたり，いためたりして調理ができること。
エ 米飯及びみそ汁の調理ができること。
オ 調理に必要な用具や食器の安全で衛生的な取扱い及びこんろの安全な取扱いができること。
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【
「
（３）調理の基礎」の評価規準に盛り込むべき事項】
家庭生活への
関心・意欲・態度
調理に関心をもち，日常
よく使用される食品を用
いた調理をしようとして
いる。

生活を
創意工夫する能力

生活の技能

日常よく使用される食 日常よく使用される食
品を用いた調理につい 品を用いた調理に関す
て考えたり，自分なり る基礎的・基本的な技
に工夫したりしている。能を身に付けている。

家庭生活についての
知識・理解
日常よく使用される食
品を用いた調理に関す
る基礎的・基本的な知
識を身に付けている。

【
「
（３）調理の基礎」の評価規準の設定例】
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

・調理に必要な材料や手 ・調理に必要な材料や ・計量器具を扱い，必 ・調理に必要な材料の
順などに関心をもち，
手順を考え，調理計
要な材料を計量する
分量や手順，調理計
調理計画を立てようと
画を自分なりに工夫
ことができる。
画の立て方について
している。
している。
理解している。
・材料や調味料の正し
い計量の仕方につい
て理解している。
・調理において適切な材 ・調理の目的や材料に ・調理において適切な ・調理において適切な
料の洗い方，切り方，
合った洗い方，切り
材料の洗い方，切り
材料の洗い方，切り
味の付け方，盛り付け
方，味の付け方，色
方，味の付け方，盛
方，味の付け方，盛
や配膳及び後片付けを
どりや食べやすさを
り付けや配膳及び後
り付けや配膳及び後
しようとしている。
考えた盛り付けや配
片付けができる。
片付けの仕方につい
膳，衛生的で環境に
て理解している。
配慮した後片付けに
ついて考えたり，自
分なりに工夫したり
している。
・ゆで方やいため方に関 ・材料や目的に応じた ・材料や目的に応じた ・ゆでたりいためたり
心をもち，材料や目的
ゆで方やいため方に
ゆで方やいため方が
する調理の特性と材
に応じた調理をしよう
ついて考えたり，自
できる。
料や目的に応じたゆ
としている。
分なりに工夫したり
で方やいため方につ
している。
いて理解している。
・日本の伝統的な日常食 ・おいしい米飯及びみ ・米飯及びみそ汁の調 ・米飯及びみそ汁の調
である米飯及びみそ汁
そ汁の調理の仕方に
理ができる。
理の仕方について理
に関心をもち，調理し
ついて考えたり，自
解している。
ようとしている。
分なりに工夫したり
している。
・調理に必要な用具や食
器及びこんろの安全と
衛生に関心をもち，調
理実習で実践しようと
している。

・調理に必要な用具や ・調理に必要な用具や
食器及びこんろの安
食器及びこんろの安
全で衛生的な取扱い
全で衛生的な取扱い
ができる。
方について理解して
いる。
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（７）「Ｃ 快適な衣服と住まい （１）衣服の着用と手入れ」
【学習指導要領の内容】
(1) 衣服の着用と手入れについて，次の事項を指導する。
ア 衣服の働きが分かり，衣服に関心をもって日常着の快適な着方を工夫できること。
イ 日常着の手入れが必要であることが分かり，ボタン付けや洗濯ができること。
【
「
（１）衣服の着用と手入れ」の評価規準に盛り込むべき事項】
家庭生活への
関心・意欲・態度
衣服に関心をもち，日常
着を気持ちよく着たり，
手入れをしたりしようと
している。

生活を
創意工夫する能力

生活の技能

日常着の着方と手入れ 日常着の着方と手入れ
について課題を見付け，に関する基礎的・基本
その解決を目指して考 的な技能を身に付けて
えたり，自分なりに工 いる。
夫したりしている。

家庭生活についての
知識・理解
日常着の着方と手入れ
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）衣服の着用と手入れ」の評価規準の設定例】
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

・衣服の働きや日常着の ・衣服の保健衛生上の
着方に関心をもち，気
働きや生活活動上の
温や季節の変化，生活
働きをもとに，場面
場面に応じた着方をし
に応じた日常着の着
ようとしている。
方について考えたり，
自分なりに工夫した
りしている。

家庭生活についての
知識・理解
・衣服の保健衛生上の
働きが分かり，気温
や季節の変化に応じ
た着方について理解
している。
・衣服の生活活動上の
働きが分かり，生活
場面に応じた着方に
ついて理解している。

・日常着の手入れに関心 ・日常着を点検し，課 ・ボタン付けができる。・衣服を気持ちよく着
をもち，衣服を大切に
題を見付け，気持ち ・手洗いを中心とした
るために手入れが必
扱い，気持ちよく着る
よく着るための手入
洗濯ができる。
要であることが分か
ために手入れをしよう
れについて考えたり，
り，ボタンの付け方
としている。
自分なりに工夫した
や手洗いを中心とし
りしている。
た洗濯の仕方につい
て理解している。

（８）「Ｃ 快適な衣服と住まい （２）快適な住まい方」
【学習指導要領の内容】
(2) 快適な住まい方について，次の事項を指導する。
とん
ア 住まい方に関心をもって，整理・整頓や清掃の仕方が分かり工夫できること。
イ 季節の変化に合わせた生活の大切さが分かり，快適な住まい方を工夫できること。
【
「
（２）快適な住まい方」の評価規準に盛り込むべき事項】
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

住まい方に関心をもち， 快適な住まい方につい 快適な住まい方に関す 快適な住まい方につい
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身の回りを快適に整えよ て課題を見付け，その る基礎的・基本的な技 て理解し，基礎的・基
うとしている。
解決を目指して考えた 能を身に付けている。 本的な知識を身に付け
り，自分なりに工夫し
ている。
たりしている。

【
「
（２）快適な住まい方」の評価規準の設定例】
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

・整理・整頓や清掃に関 ・身の回りを点検し， ・身の回りの物の整理 ・身の回りの物の整理
心をもち，身の回りを
課題を見付け，整理
・整頓ができる。
・整頓の仕方につい
快適に整えようとして
・整頓や清掃の仕方 ・汚れの種類や汚れ方 て理解している。
いる。
について考えたり，
に応じた清掃ができ ・汚れの種類や汚れ方
自分なりに工夫した
る。
に応じた清掃の仕方
りしている。
について理解してい
る。
・季節の変化に合わせた ・季節の変化に合わせ
生活の仕方に関心をも
た住まい方について
ち，快適な住まい方に
課題を見付け,自分な
ついて考えようとして
りに快適な住まい方
いる。
について考えたり，
工夫したりしている。

・季節の変化に合わせ
た生活の大切さが分
かり，快適な住まい
方について理解して
いる。
・自然を生かした住
まい方
・暑さ・寒さへの対
処の仕方
・通風や換気の仕方
・採光の工夫

（９）「Ｃ 快適な衣服と住まい （３）生活に役立つ物の製作」
【学習指導要領の内容】
(3) 生活に役立つ物の製作について，次の事項を指導する。
ア 布を用いて製作する物を考え，形などを工夫し， 製作計画を立てること。
イ 手縫いや，ミシンを用いた直線縫いにより目的に応じた縫い方を考えて製作し，活用できるこ
と。
ウ 製作に必要な用具の安全な取扱いができること。
【
「
（３）生活に役立つ物の製作」の評価規準に盛り込むべき事項】
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

布を用いた生活に役立つ
物の製作に関心をもち，
製作し，活用しようとし
ている。

布を用いた生活に役立
つ物の製作について考
えたり，自分なりに工
夫したりしている。

布を用いた生活に役立
つ物の製作に関する基
礎的・基本的な技能を
身に付けている。

布を用いた生活に役立
つ物の製作に関する基
礎的・基本的な知識を
身に付けている。
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【
「（３）生活に役立つ物の製作」の評価規準の設定例】
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

・身の回りの生活に役立 ・家庭生活での布の活
つ布を用いた物の製作
用について見直し，
に関心をもっている。
製作する物やその製
・製作に必要な材料や用
作計画について考え
具等を準備し，見通し
たり，自分なりに工
をもって製作しようと
夫したりしている。
している。

家庭生活についての
知識・理解
・製作に必要な材料や
用具が分かり，製作
手順について理解し
ている。

・手縫いやミシン縫いに ・手縫いやミシンを用 ・なみ縫い，返し縫い， ・なみ縫い，返し縫い，
関心をもち，目的に応
いた直線縫いにより,
かがり縫いなどがで
かがり縫いなどの縫
じた縫い方で製作し，
目的に応じた縫い方
きる。
い方について理解し
その楽しさや活用する
について考えたり， ・ミシンを用いて直線 ている。
喜びを味わっている。
自分なりに工夫した
縫いをすることがで ・ミシンの基本的な操
りしている。
きる。
作が分かり，ミシン
・製作した物を自分の ・目的に応じて手縫い
を用いた直線縫いの
生活で活用し，改善
やミシンを用いた直
仕方について理解し
点を考えたり，自分
線縫いで製作するこ ている。
なりに工夫したりし
とができる。
ている。
・製作に必要な用具の ・製作に必要な用具の
安全な取扱いができ
安全な取扱い方につ
る。
いて理解している。

（10）「Ｄ 身近な消費生活と環境 （１）物や金銭の使い方と買物」
【学習指導要領の内容】
(1) 物や金銭の使い方と買物について，次の事項を指導する。
ア 物や金銭の大切さに気付き，計画的な使い方を考えること。
イ 身近な物の選び方，買い方を考え，適切に購入できること。
【
「
（１）物や金銭の使い方と買物」の評価規準に盛り込むべき事項】
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

物や金銭の計画的な使い 物や金銭の計画的な使 物や金銭の計画的な使 物や金銭の計画的な使
方に関心をもち，適切に い方と適切な買物につ い方と適切な買物に関 い方と適切な買物につ
買物しようとしている。 いて課題を見付け，そ する基礎的・基本的な いて理解し，基礎的・
の解決を目指して考え 技能を身に付けている。基本的な知識を身に付
たり，自分なりに工夫
けている。
したりしている。
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【
「
（１）物や金銭の使い方と買物」の評価規準の設定例】
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

・自分の生活とのかかわ ・生活で使う身近な物
りから，物や金銭の大
や金銭の使い方を見
切さに気付き，その使
直し，計画的な使い
い方に関心をもってい
方を考えたり，自分
る。
なりに工夫したりし
ている。

家庭生活についての
知識・理解
・限りある物や金銭の
有効な使い方につい
て理解している。

・身近な物の選び方や買 ・購入しようとする物 ・購入しようとする物 ・目的や品質を考えた
い方に関心をもち，適
の品質や価格などの
の品質や価格などの
物の選び方や適切な
切に買物をしようとし
情報を活用し，目的
情報を集め，整理す
買い方について理解
ている。
に合った物の選び方
ることができる。
している。
や買い方について考
えたり，自分なりに
工夫したりしている。

（11）「Ｄ 身近な消費生活と環境 （２）環境に配慮した生活の工夫」
【学習指導要領の内容】
(2) 環境に配慮した生活の工夫について，次の事項を指導する。
ア 自分の生活と身近な環境とのかかわりに気付き，物の使い方などを工夫できること。
【
「
（２）環境に配慮した生活の工夫」の評価規準に盛り込むべき事項】
家庭生活への
関心・意欲・態度

生活を
創意工夫する能力

自分の生活と身近な環境
とのかかわりに関心をも
ち，環境に配慮した生活
をしようとしている。

環境に配慮した生活に
ついて課題を見付け，
その解決を目指して考
えたり，自分なりに工
夫したりしている。

生活の技能

家庭生活についての
知識・理解
環境に配慮した生活の
工夫について理解し，
基礎的・基本的な知識
を身に付けている。

【
「
（２）環境に配慮した生活の工夫」の評価規準の設定例】
家庭生活への
関心・意欲・態度

生活を
創意工夫する能力

・自分の生活と身近な環 ・自分の生活を見直し,
境とのかかわりに関心
環境に配慮した物の
をもち，物の使い方な
使い方などについて
どを見直し，環境に配
考えたり，自分なり
慮した生活をしようと
に工夫したりしてい
している。
る。
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生活の技能

家庭生活についての
知識・理解
・環境に配慮した物の
使い方などについて
理解している。

第９章
第１

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，適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して，生涯にわた
って運動に親しむ資質や能力の基礎を育てるとともに健康の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明る
い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
運動に進んで取り組むと
ともに，友達と協力し，
安全に気を付けようとす
る。また，身近な生活に
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。

３

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

自己の能力に適した課題 運動を楽しく行うための 身近な生活における健康
の解決を目指して，運動 基本的な動きや技能を身 ・安全について，課題の
の仕方を工夫している。 に付けている。
解決に役立つ基礎的な事
また，身近な生活におけ
項を理解している。
る健康・安全について，
課題の解決を目指して考
え，判断し，これらを表
している。

内容のまとまり
体育科においては，学習指導要領の内容を以下のように内容のまとまりとした。

＜運動領域＞
○第１学年及び第２学年：「Ａ 体つくり運動」，「Ｂ 器械・器具を使っての運動遊び」，「Ｃ 走・跳
の運動遊び」，「Ｄ 水遊び」
，「Ｅ ゲーム」
，「Ｆ 表現リズム遊び」
○第３学年及び第４学年：「Ａ 体つくり運動」，「Ｂ 器械運動」，「Ｃ 走・跳の運動」，「Ｄ 浮く・
泳ぐ運動」，「Ｅ ゲーム」，「Ｆ 表現運動」
○第５学年及び第６学年：
「Ａ 体つくり運動」，「Ｂ 器械運動」，「Ｃ 陸上運動」
，「Ｄ 水泳」，
「Ｅ ボール運動」，「Ｆ 表現運動」
＜保健領域＞
○第３学年：
「Ｇ 保健 （１）毎日の生活と健康」
○第４学年：
「Ｇ 保健 （２）育ちゆく体とわたし」
○第５学年：
「Ｇ 保健 （１）心の健康」
「Ｇ 保健 （２）けがの防止」
○第６学年：
「Ｇ 保健 （３）病気の予防」
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

＜運動領域＞
Ⅰ
１

第１学年及び第２学年
学年目標
（1）簡単なきまりや活動を工夫して各種の運動を楽しくできるようにするとともに，その基本的な動
きを身に付け，体力を養う。
（2）だれとでも仲よくし，健康・安全に留意して意欲的に運動をする態度を育てる。
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２

第１学年及び第２学年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

運動に進んで取り組むとともに，運動の仕方を工夫している。
だれとでも仲よく，健康・安全
に留意しようとする。

３

運動の技能
運動を楽しく行うための基本的
な動きを身に付けている。

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 体つくりの運動」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動を行い，体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともに，体の基本的な動きができるよ
うにする。
ア 体ほぐしの運動では，心と体の変化に気付いたり，体の調子を整えたり，みんなでかかわり合
ったりするための手軽な運動や律動的な運動をすること。
イ 多様な動きをつくる運動遊びでは，体のバランスをとったり移動をしたりするとともに，用具
の操作などをすること。
（2）運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場の安全に気を付けたりすることが
できるようにする。
（3）体つくりのための簡単な運動の行い方を工夫できるようにする。
【
「Ａ

体つくりの運動」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

運動の技能

体つくり運動に進んで取り組む 体つくりのための運動の行い方 多様な動きをつくる運動遊びを
とともに，順番やきまりを守り を工夫している。
楽しく行うための体の基本的な
仲よく運動をしようとしたり，
動きや各種の運動の基礎となる
運動をする場の安全に気を付け
動きを身に付けている。
ようとしたりしている。

【
「Ａ

体つくりの運動」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

運動の技能

・体つくり運動に進んで取り組 ・体ほぐしの運動の行い方を知 ・多様な動きをつくる運動遊び
もうとしている。
るとともに，友達と一緒に運
では，体のバランスをとった
・運動の順番やきまりを守り，
動をしたり用具を使って運動
り移動をしたりする動きや用
友達と仲よく運動をしようと
をしたりするなど，運動の行
具を操作したり力試しをした
している。
い方を選んでいる。
りする動きができる。
・友達と協力して，用具の準備 ・多様な動きをつくる運動遊び
や片付けをしようとしている。 の行い方を知るとともに，運
・運動をする場や用具の使い方
動をする場や使用する用具な
などの安全に気を付けようと
どを変えながら，いろいろな
している。
運動の仕方を見付けている。
・多様な動きをつくる運動遊び
の動き方を知るとともに，友
達のよい動きを見付けている。
※なお，「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から，
運動の技能の観点から削除している。
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（２）「Ｂ 器械・器具を使っての運動遊び」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。
ア 固定施設を使った運動遊びでは，登り下りや懸垂移行，渡り歩きや跳び下りをすること。
イ マットを使った運動遊びでは，いろいろな方向への転がり，手で支えての体の保持や回転をす
ること。
ウ 鉄棒を使った運動遊びでは，支持しての上がり下り，ぶら下がりや易しい回転をすること。
エ 跳び箱を使った運動遊びでは，跳び乗りや跳び下り，手を着いてのまたぎ乗りや跳び乗りをす
ること。
（2）運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場の安全に気を付けたりすること
ができるようにする。
（3） 器械・器具を用いた簡単な遊び方を工夫できるようにする。
【
「Ｂ

器械・器具を使っての運動遊び」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

器械・器具を使っての運動遊び 器械・器具を用いた運動遊びの 器械・器具を使っての運動遊び
に進んで取り組むとともに，順 行い方を工夫している。
を楽しく行うための基本的な動
番やきまりを守り仲よく運動を
きや各種の運動の基礎となる動
しようとしたり，運動をする場
きを身に付けている。
の安全に気を付けようとしたり
している。

【
「Ｂ

器械・器具を使っての運動遊び」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

・器械・器具を使っての運動遊 ・固定施設や器械・器具を使っ ・固定施設を使った運動遊びで
びに進んで取り組もうとして
た運動遊びの行い方を知ると
は，登り下りや懸垂移行，渡
いる。
ともに，運動をする場や使用
り歩きや跳び下りなどができ
・運動の順番やきまりを守り，
する器械・器具などを変えな
る。
友達と仲よく運動をしようと
がら，いろいろな運動の仕方 ・マットを使った運動遊びでは，
している。
を見付けている。
いろいろな方向への転がり，
・友達と協力して，器械・器具 ・器械・器具を使っての運動遊
手で支えての体の保持や回転
の準備や片付けをしようとし
びの動き方を知るとともに，
などができる。
ている。
友達のよい動きを見付けてい ・鉄棒を使った運動遊びでは，
・運動をする場や器械・器具の
る。
支持しての上がり下り，ぶら
使い方などの安全に気を付け
下がりや易しい回転などがで
ようとしている。
きる。
・跳び箱を使った運動遊びでは，
跳び乗りや跳び下り，手を着
いてのまたぎ乗りや跳び乗り
などができる。

（３）「Ｃ 走・跳の運動遊び」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。
ア 走の運動遊びでは，いろいろな方向に走ったり，低い障害物を走り越えたりすること。
イ 跳の運動遊びでは，前方や上方に跳んだり，連続して跳んだりすること。
（2）運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け入れたり，場の安全に
気を付けたりすることができるようにする。
（3）走ったり跳んだりする簡単な遊び方を工夫できるようにする。
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【
「Ｃ

走・跳の運動遊び」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

走・跳の運動遊びに進んで取り 走ったり，跳んだりする運動遊 走・跳の運動遊びを楽しく行う
組むとともに，順番やきまりを びの行い方を工夫している。
ための基本的な動きや各種の運
守り勝敗を受け入れて仲よく運
動の基礎となる動きを身に付け
動をしようとしたり，運動をす
ている。
る場の安全に気を付けようとし
たりしている。

【
「Ｃ

走・跳の運動遊び」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

・走・跳の運動遊びに進んで取 ・走の運動遊びや跳の運動遊び ・走の運動遊びでは，いろいろ
り組もうとしている。
の行い方を知るとともに，運
な方向に走ったり，低い障害
・運動の順番やきまりを守り，
動をする場や使用する用具な
物を走り越えたりすることな
勝敗の結果を受け入れて，友
どを変えながら，いろいろな
どができる。
達と仲よく運動をしようとし
運動の仕方を見付けたり，競 ・跳の運動遊びでは，前方や上
ている。
走（争）の仕方を選んだりし
方に跳んだり，連続して跳ん
・友達と協力して，用具の準備
ている。
だりすることなどができる。
や片付けをしようとしている。・走ったり跳んだりする動き方
・運動をする場や用具の使い方
を知るとともに，友達のよい
などの安全に気を付けようと
動きを見付けている。
している。

（４）「Ｄ 水遊び」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。
ア 水に慣れる遊びでは，水につかったり移動したりすること。
イ 浮く・もぐる遊びでは，水に浮いたりもぐったり，水中で息を吐いたりすること。
（2）運動に進んで取り組み，仲よく運動をしたり，水遊びの心得を守って安全に気を付けたりするこ
とができるようにする。
（3）水中での簡単な遊び方を工夫できるようにする。
【
「Ｄ

水遊び」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

水遊びに進んで取り組むととも 水中での運動遊びの行い方を工 水遊びを楽しく行うための基本
に，順番やきまりを守り仲よく 夫している。
的な動きや各種の運動の基礎と
運動をしようとしたり，水遊び
なる動きを身に付けている。
の心得を守って安全に気を付け
ようとしたりしている。

【
「Ｄ

水遊び」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

・水遊びに進んで取り組もうと ・水に慣れる遊びや浮く・もぐ ・水に慣れる遊びでは，水につ
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している。
る遊びの行い方を知るととも
かったり移動したりすること
・運動の順番を守り，友達と仲
に，運動をする場や使用する
などができる。
よく運動をしようとしている。 用具などを変えながら，いろ ・浮く・もぐる遊びでは，水に
・友達と協力して，補助具の準
いろな運動の仕方を見付けて
浮いたりもぐったり，水中で
備や片付けをしようとしてい
いる。
息を吐いたりすることなどが
る。
・水につかったときの動き方や
できる。
・水遊びの心得を守り，安全に
水に浮いたりもぐったりする
気を付けようとしている。
動き方を知るとともに，友達
のよい動きを見付けている。

（５）「Ｅ ゲーム」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。
ア ボールゲームでは，簡単なボール操作やボールを持たないときの動きによって，的に当てるゲ
ームや攻めと守りのあるゲームをすること。
イ 鬼遊びでは，一定の区域で，逃げる，追いかける，陣地を取り合うなどをすること。
（2）運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け入れたり，場の安全に気
を付けたりすることができるようにする。
（3）簡単な規則を工夫したり，攻め方を決めたりすることができるようにする。
【
「Ｅ

ゲーム」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

ゲームに進んで取り組むととも 簡単なゲームの規則を工夫した ゲームを楽しく行うための簡単
に，順番やきまりを守り，勝敗 り，攻め方を決めたりしている。 なボール操作や動きを身に付け
を受け入れて仲よく運動をしよ
ている。
うとしたり，運動をする場の安
全に気を付けようとしたりして
いる。

【
「Ｅ

ゲーム」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

・ゲームに進んで取り組もうと ・ボールゲームや鬼遊びの行い ・ボールゲームでは，的に当て
している。
方を知るとともに，得点の方
るゲームや攻めと守りのある
・運動の順番やきまりを守り，
法などの規則を選んでいる。
ゲームにおいて，簡単なボー
勝敗の結果を受け入れて，友 ・ボールゲームや鬼遊びの動き
ル操作やボールを持たないと
達と仲よく運動をしようとし
方を知るとともに，攻め方を
きの動きができる。
ている。
選んだり見付けたりしている。・鬼遊びでは，一定の区域で，
・友達と協力して，用具の準備
逃げる，追いかける，陣地を
や片付けをしようとしている。
取り合うなどの動きができる。
・ゲームを行う場や用具の使い
方などの安全に気を付けよう
としている。

（６）「Ｆ 表現リズム遊び」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動を楽しく行い，題材になりきったりリズムに乗ったりして踊ることができるようにする。
ア 表現遊びでは，身近な題材の特徴をとらえ全身で踊ること。
イ リズム遊びでは，軽快なリズムに乗って踊ること。
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（2）運動に進んで取り組み，だれとでも仲よく踊ったり，場の安全に気を付けたりすることができる
ようにする。
（3）簡単な踊り方を工夫できるようにする。
【
「Ｆ

表現リズム遊び」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

表現リズム遊びに進んで取り組 簡単な踊り方を工夫している。
むとともに，だれとでも仲よく
踊ろうとしたり，運動をする場
の安全に気を付けようとしたり
している。

【
「Ｆ

運動の技能
題材になりきったりリズムに乗
ったりして楽しく踊るための動
きや各種の運動の基礎となる動
きを身に付けている。

表現リズム遊び」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

・表現リズム遊びに進んで取り ・表現遊びやリズム遊びの行い ・表現遊びでは，身近な題材の
組もうとしている。
方を知るとともに，動きを広
特徴をとらえ全身で踊ること
・きまりを守り，だれとでも仲
げるためのいろいろな動きを
ができる。
よく踊ろうとしている。
見付けている。
・リズム遊びでは，軽快なリズ
・運動をする場の安全に気を付 ・題材やリズムの特徴を知ると
ムに乗って踊ることができる。
けようとしている。
ともに，それに合った動きを
選んだり，友達のよい動きを
見付けたりしている。

Ⅱ

第３学年及び第４学年
１

２

学年目標
（1）活動を工夫して各種の運動を楽しくできるようにするとともに，その基本的な動きや技能を身に
付け，体力を養う。
（2）協力，公正などの態度を育てるとともに，健康・安全に留意し，最後まで努力して運動をする態
度を育てる。
第３学年及び第４学年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

運動に進んで取り組むとともに，自己の能力に適した課題をもち，運動を楽しく行うための基本的
きまりを守り互いに協力し，健 運動の仕方を工夫している。
な動きや技能を身に付けている。
康・安全に留意しようとする。

３

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

（１）「Ａ 体つくり運動」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動を行い，体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともに，体の基本的な動きができるよ
うにする。
ア 体ほぐしの運動では，心と体の変化に気付いたり，体の調子を整えたり，みんなでかかわり合
- 178 -

ったりするための手軽な運動や律動的な運動をすること。
イ 多様な動きをつくる運動では，体のバランスや移動，用具の操作などとともに，それらを組み
合わせること。
（2）運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場や用具の安全に気を付けたりする
ことができるようにする。
（3）体つくりのための運動の行い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

運動の技能

体つくり運動に進んで取り組む 運動のねらいに合った課題をも 多様な動きをつくる運動を楽し
とともに，きまりを守り，仲よ ち，体つくりのための運動の行 く行うための体の基本的な動き
く運動をしようとしたり，運動 い方を工夫している。
やそれらを組み合わせた動き，
をする場や用具の安全を確かめ
各種の運動の基礎となるよい動
ようとしたりしている。
きを身に付けている。

【
「Ａ

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

運動の技能

・体つくり運動に進んで取り組 ・体ほぐしの運動の行い方を知 ・多様な動きをつくる運動では，
もうとしている。
るとともに，友達と一緒に運
体のバランスや移動，用具の
・用具の使い方や運動の行い方
動をしたり用具を使って運動
操作，力試しの動きとともに，
のきまりを守り，友達と励ま
をしたりするなど，運動の行
それらを組み合わせた動きが
し合って運動をしようとして
い方を選んでいる。
できる。
いる。
・多様な動きをつくる運動の行
・友達と協力して，用具の準備
い方を知るとともに，友達の
や片付けをしようとしている。 よい動きを見付け自分の運動
・運動する場や用具の使い方な
に取り入れたり，動きの組み
どの安全を確かめようとして
合わせ方を選んだりしている。
いる。
※なお，「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から，
運動の技能の観点から削除している。
（２）「Ｂ 器械運動」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動の楽しさや喜びに触れ，その技ができるようにする。
ア マット運動では，基本的な回転技や倒立技をすること。
イ 鉄棒運動では，基本的な上がり技や支持回転技，下り技をすること。
ウ 跳び箱運動では，基本的な支持跳び越し技をすること。
（2）運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，場や器械・器具の安全に気を付けた
りすることができるようにする。
（3）自己の能力に適した課題をもち，技ができるようにするための活動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

運動の技能

器械運動の楽しさや喜びに触れ 自分の力に合った課題をもち， 器械運動の基本的な技を身に付
ることができるよう，進んで取 技ができるようにするための運 けている。
り組むとともに，きまりを守り， 動の行い方を工夫している。
仲よく運動をしようとしたり，
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運動する場や器械・器具の安全
を確かめようとしたりしている。

【
「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

運動の技能

・技ができる楽しさや喜びに触 ・基本的な技の動き方や技のポ ・マット運動では，自分の力に
れることができるよう，器械
イントを知るとともに，自分
合った基本的な回転技や倒立
運動に進んで取り組もうとし
の力に合った課題を選んでい
技ができる。
ている。
る。
・鉄棒運動では，自分の力に合
・器械・器具の使い方や運動の ・基本的な技の練習の仕方を知
った基本的な上がり技や支持
行い方のきまりを守り，友達
るとともに，自分の力に合っ
回転技，下り技ができる。
と励まし合って運動をしよう
た練習方法や練習の場を選ん ・跳び箱運動では，自分の力に
としている。
でいる。
合った基本的な支持跳び越し
・友達と協力して，器械・器具
技ができる。
の準備や片付けをしようとし
ている。
・運動する場や器械・器具の使
い方などの安全を確かめよう
としている。

（３）「Ｃ 走・跳の運動」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。
ア かけっこ・リレーでは，調子よく走ること。
イ 小型ハードル走では，小型ハードルを調子よく走り越えること。
ウ 幅跳びでは，短い助走から踏み切って跳ぶこと。
エ 高跳びでは，短い助走から踏み切って跳ぶこと。
（2）運動に進んで取り組み，きまりを守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け入れたり，場や用具の安
全に気を付けたりすることができるようにする。
（3）自己の能力に適した課題をもち，動きを身に付けるための活動や競争の仕方を工夫できるように
する。
【
「Ｃ

走・跳の運動」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

運動の技能

走・跳の運動に進んで取り組む
とともに，きまりを守り勝敗を
受け入れて仲よく運動をしよう
としたり，運動する場や用具の
安全を確かめようとしたりして
いる。

自分の力に合った課題をもち，
動きを身に付けるための運動の
行い方や競走（争）の仕方を工
夫している。

走・跳の運動を楽しく行うため
の基本的な動きや各種の運動の
基礎となるよい動きを身に付け
ている。

【「Ｃ

走・跳の運動」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

運動の技能

・走・跳の運動に進んで取り組 ・走の運動や跳の運動の動き方 ・かけっこ・リレーでは，調子
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もうとしている。
や動きのポイントを知るとと
よく走ることができる。
・運動の行い方のきまりを守り， もに，自分の力に合った課題 ・小型ハードル走では，小型ハ
友達と励まし合って練習や競
を選んでいる。
ードルを調子よく走り越える
走（争）をしようとしたり， ・走の運動や跳の運動の動きを
ことができる。
勝敗の結果を受け入れようと
身に付けるための練習の仕方 ・幅跳びでは，短い助走から調
したりしている。
を知るとともに，自分の力に
子よく踏み切って遠くへ跳ぶ
・友達と協力して，用具の準備
合った練習方法や練習の場を
ことができる。
や片付けをしようとしている。 選んでいる。
・高跳びでは，短い助走から調
・運動する場や用具の使い方な ・仲間との競走（争）の仕方を
子よく踏み切って高く跳ぶこ
どの安全を確かめようとして
知るとともに，競走（争）の
とができる。
いる。
規則を選んでいる。

（４）「Ｄ 浮く・泳ぐ運動」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。
ア 浮く運動では，いろいろな浮き方やけ伸びをすること。
イ 泳ぐ運動では，補助具を使ってのキックやストローク，呼吸をしながらの初歩的な泳ぎをする
こと。
（2）運動に進んで取り組み，仲よく運動をしたり，浮く・泳ぐ運動の心得を守って安全に気を付けた
りすることができるようにする。
（3）自己の能力に適した課題をもち，動きを身に付けるための活動を工夫できるようにする。
【
「Ｄ

浮く・泳ぐ運動」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

運動の技能

浮く・泳ぐ運動に進んで取り組 自分の力に合った課題をもち， 浮く・泳ぐ運動を楽しく行うた
むとともに，仲よく運動をしよ 動きを身に付けるための運動の めの基本的な動きや各種の運動
うとしたり，水泳の心得を守っ 行い方を工夫している。
の基礎となるよい動きを身に付
て安全を確かめようとしたりし
けている。
ている。

【
「Ｄ

浮く・泳ぐ運動」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

運動の技能

・浮く・泳ぐ運動に進んで取り ・浮く運動や泳ぐ運動の動き方 ・浮く運動では，いろいろな浮
組もうとしている。
や動きのポイントを知るとと
き方やけ伸びをすることがで
・友達と励まし合ったり，補助
もに，自分の力に合った課題
きる。
し合ったりして練習をしよう
を選んでいる。
・泳ぐ運動では，補助具を使っ
としている。
・浮く運動や泳ぐ運動の動きを
てのキックやストローク，呼
・友達と協力して，補助具など
身に付けるための練習の仕方
吸をしながらの初歩的な泳ぎ
の準備や片付けをしようとし
を知るとともに，自分の力に
ができる。
ている。
合った練習方法や練習の場を
・浮く・泳ぐ運動の心得を守り， 選んでいる。
安全を確かめようとしている。

（５）「Ｅ ゲーム」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動を楽しく行い，その動きができるようにする。
ア ゴール型ゲームでは，基本的なボール操作やボールを持たない時の動きによって，易しいゲー
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ムをすること。
イ ネット型ゲームでは，ラリーを続けたり，ボールをつないだりして易しいゲームをすること。
ウ ベースボール型ゲームでは，蹴る，打つ，捕る，投げるなどの動きによって，易しいゲームを
すること。
（2）運動に進んで取り組み，規則を守り仲よく運動をしたり，勝敗を受け入れたり，場や用具の安全
に気を付けたりすることができるようにする。
（3）規則を工夫したり，ゲームの型に応じた簡単な作戦を立てたりすることができるようにする。
【
「Ｅ

ゲーム」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

ゲームに進んで取り組むととも 規則を工夫したり，ゲームの型 易しいゲームを楽しく行うため
に，規則を守り勝敗を受け入れ に応じた簡単な作戦を立てたり の基本的なボール操作や簡単な
て仲よく運動しようとしたり， している。
動きを身に付けている。
運動する場や用具の安全を確か
めようとしたりしている。

【
「Ｅ

ゲーム」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

・ゲームに進んで取り組もうと ・ゴール型ゲームやネット型ゲ ・ゴール型ゲームでは，易しい
している。
ーム，ベースボール型ゲーム
ゲームにおいて，基本的なボ
・規則を守り，友達と励まし合
の行い方を知るとともに，易
ール操作やボールを持たない
って練習やゲームをしようと
しいゲームを行うためのゲー
ときの動きができる。
したり，勝敗の結果を受け入
ムの規則を選んでいる。
・ネット型ゲームでは，易しい
れようとしたりしている。
・ゲームの型の特徴に合った攻
ゲームにおいて，ラリーを続
・友達と協力して，用具の準備
め方を知るとともに，簡単な
けたり，ボールをつないだり
や片付けをしようとしている。 作戦を立てている。
するための動きができる。
・ゲームを行う場や用具の使い
・ベースボール型ゲームでは，
方などの安全を確かめようと
易しいゲームにおいて，蹴る，
している。
打つ，捕る，投げるなどの動
きができる。

（６）「Ｆ 表現運動」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動の楽しさや喜びに触れ，表したい感じを表現したりリズムの特徴をとらえたりして踊る
ことができるようにする。
ア 表現では，身近な生活などの題材からその主な特徴をとらえ，対比する動きを組み合わせたり
繰り返したりして踊ること。
イ リズムダンスでは，軽快なリズムに乗って全身で踊ること。
（2）運動に進んで取り組み，だれとでも仲よく練習や発表をしたり，場の安全に気を付けたりするこ
とができるようにする。
（3）自己の能力に適した課題を見付け，練習や発表の仕方を工夫できるようにする。
【
「Ｆ

表現運動」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

運動の技能

表現運動の楽しさや喜びに触れ 自分の力に合った課題をもち， 表したい感じを表現したりリズ
ることができるよう，進んで取 練習や発表の仕方を工夫してい ムの特徴をとらえたりして踊る
り組むとともに，だれとでも仲 る。
ための動きを身に付けている。
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よく運動をしようとしたり，運
動する場の安全を確かめようと
したりしている。

【
「Ｆ

表現運動」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

運動の技能

・表したい感じを表現したりリ ・表現やリズムダンスの動きの ・表現では，身近な生活などの
ズムの特徴をとらえたりして
ポイントを知るとともに，自
題材からその主な特徴をとら
踊る楽しさや喜びに触れるこ
分に合った課題や題材を選ん
え，対比する動きを組み合わ
とができるよう，表現運動に
でいる。
せたり繰り返したりして踊る
進んで取り組もうとしている。・よい動きを知るとともに，友
ことができる。
・運動の行い方のきまりを守り， 達のよい動きを自分の踊りに ・リズムダンスでは，軽快なリ
友達と励まし合って練習や発
取り入れている。
ズムに乗って全身で踊ること
表，交流をしようとしている。
ができる。
・運動する場の安全を確かめよ
うとしている。

Ⅲ

第５学年及び第６学年
１

２

学年目標
(1) 活動を工夫して各種の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，その
特性に応じた基本的な技能を身に付け，体力を高める。
(2) 協力，公正などの態度を育てるとともに，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。
第５学年及び第６学年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 自己の能力に適した課題の解決 運動の特性に応じた基本的な技
とができるよう，進んで運動に の仕方や運動の取り組み方を工 能を身に付けている。
取り組むとともに，協力，公正 夫している。
などの態度を身に付け，健康・
安全に留意しようとする。

３

学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準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）次の運動を行い，体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともに，体力を高めることができるよ
うにする。
ア 体ほぐしの運動では，心と体の関係に気付いたり，体の調子を整えたり，仲間と交流したりす
るための手軽な運動や律動的な運動をすること。
イ 体力を高める運動では，ねらいに応じて，体の柔らかさ及び巧みな動きを高めるための運動，
力強い動き及び動きを持続する能力を高めるための運動をすること。
（2）運動に進んで取り組み，助け合って運動をしたり，場や用具の安全に気を配ったりすることがで
きるようにする。
（3）自己の体の状態や体力に応じて，運動の行い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

運動の技能

体を動かす楽しさや心地よさを 自分の体の状態や体力に応じて，体力を高める運動について，ね
味わったり，体力を高めたりす 運動の行い方を工夫している。 らいに合った動き（動作）を身
ることができるよう，進んで取
に付けている。
り組むとともに，約束を守り助
け合って運動をしようとしたり，
運動する場や用具の安全に気を
配ろうとしたりしている。

【
「Ａ

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

運動の技能

・体を動かす楽しさや心地よさ ・体ほぐしの運動のねらいを知 ・体力を高める運動では，体の
を味わったり，自分の体力に
るとともに，ねらいに応じた
柔らかさ及び巧みな動きを高
応じて体力を高めたりするこ
運動の行い方を選んでいる。
めるための運動，力強い動き
とができるよう，体つくり運 ・体力を高める運動のねらいや
及び動きを持続する能力を高
動に進んで取り組もうとして
行い方を知るとともに，自分
めるための運動のねらいに合
いる。
の体力に合った運動の行い方
った動きができる。
・約束を守り，仲間と助け合っ
を選んでいる。
て運動をしようとしている。
・用具の準備や片付けで，分担
された役割を果たそうとして
いる。
・運動する場を整備したり，用
具の安全を保持したりするこ
とに気を配ろうとしている。
※なお，「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から，
運動の技能の観点から削除している。
（２）「Ｂ 器械運動」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動の楽しさや喜びに触れ，その技ができるようにする。
ア マット運動では，基本的な回転技や倒立技を安定して行うとともに，その発展技を行ったり，
それらを繰り返したり組み合わせたりすること。
イ 鉄棒運動では，基本的な上がり技や支持回転技，下り技を安定して行うとともに，その発展技
を行ったり，それらを繰り返したり組み合わせたりすること。
ウ 跳び箱運動では，基本的な支持跳び越し技を安定して行うとともに，その発展技を行うこと。
（2）運動に進んで取り組み，約束を守り助け合って運動をしたり，場や器械・器具の安全に気を配っ
たりすることができるようにする。
（3）自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ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に触れ 自分の力に合った課題の解決を
ることができるよう，進んで取 目指して，練習の仕方や技の組
り組むとともに，約束を守り助 み合わせ方を工夫している。
け合って運動をしようとしたり，
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運動の技能
マット運動，鉄棒運動，跳び箱
運動について，安定した基本的
な技やその発展技を身に付けて
いる。

運動する場や器械・器具の安全
に気を配ろうとしたりしている。

【
「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

運動の技能

・技を高めたり，組み合わせた ・課題の解決の仕方を知るとと ・マット運動では，繰り返した
りする楽しさや喜びに触れる
もに，自分の課題に合った練
り組み合わせたりするための
ことができるよう，器械運動
習の場や方法を選んでいる。
自分の力に合った安定した基
に進んで取り組もうとしてい ・技をつなぐ方法を知るととも
本的な回転技や倒立技，及び
る。
に，自分の力に合った技を組
その発展技ができる。
・約束を守り，友達と助け合っ
み合わせている。
・鉄棒運動では，繰り返したり
て技の練習をしようとしてい
組み合わせたりするための自
る。
分の力に合った安定した基本
・器械・器具の準備や片付けで，
的な上がり技や支持回転技，
分担された役割を果たそうと
下り技，及びその発展技がで
している。
きる。
・運動する場を整備したり，器
・跳び箱運動では，自分の力に
械・器具の安全を保持したり
合った安定した基本的な支持
することに気を配ろうとして
跳び越し技，及びその発展技
いる。
ができる。

（３）「Ｃ 陸上運動」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動の楽しさや喜びに触れ，そ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，一定の距離を全力で走ること。
イ ハードル走では，ハードルをリズミカルに走り越えること。
ウ 走り幅跳びでは，リズミカルな助走から踏み切って跳ぶこと。
エ 走り高跳びでは，リズミカルな助走から踏み切って跳ぶこと。
（2）運動に進んで取り組み，約束を守り助け合って運動をしたり，場や用具の安全に気を配ったりす
ることができるようにする。
（3）自己の能力に適した課題の解決の仕方，競争や記録への挑戦の仕方を工夫できるようにする。
【
「Ｃ

陸上運動」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

陸上運動の楽しさや喜びに触れ 自分の力に合った課題の解決を
ることができるよう，進んで取 目指して，練習や競走（争）の
り組むとともに，約束を守り助 仕方，記録への挑戦の仕方を工
け合って運動をしようとしたり，夫している。
運動する場や用具の安全に気を
配ろうとしたりしている。

【
「Ｃ

運動の技能
短距離走・リレー，ハードル走，
走り幅跳び，走り高跳びについ
て，競走（争）したり，記録を
高めたりするための基本的な技
能を身に付けている。

陸上運動」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

運動の技能

・競争したり，目標記録に挑戦 ・課題の解決の仕方を知るとと ・短距離走・リレーでは，一定
したりする楽しさや喜びに触
もに，自分の課題に合った練
の距離を全力で走ることがで
れることができるよう，陸上
習の場や方法を選んでいる。
きる。
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運動に進んで取り組もうとし ・仲間との競走（争）や自分の ・ハードル走では，ハードルを
ている。
記録への挑戦の仕方を知ると
リズミカルに走り越えること
・約束を守り，友達と助け合っ
ともに，自分の力に合った競
ができる。
て練習や競走（争）をしよう
走（争）のルールや記録への ・走り幅跳びでは，リズミカル
としている。
挑戦の仕方を選んでいる。
な助走から踏み切って跳ぶこ
・用具の準備や片付け，計測や
とができる。
記録などで，分担された役割
・走り高跳びでは，リズミカル
を果たそうとしている。
な助走から踏み切って跳ぶこ
・運動する場を整備したり，用
とができる。
具の安全を保持したりするこ
とに気を配ろうとしている。

（４）「Ｄ 水泳」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動の楽しさや喜びに触れ，その技能を身に付けることができるようにする。
ア クロールでは，続けて長く泳ぐこと。
イ 平泳ぎでは，続けて長く泳ぐこと。
（2）運動に進んで取り組み，助け合って水泳をしたり，水泳の心得を守って安全に気を配ったりする
ことができるようにする。
（3）自己の能力に適した課題の解決の仕方や記録への挑戦の仕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

運動の技能

水泳の楽しさや喜びに触れるこ 自分の力に合った課題の解決を クロール，平泳ぎについて，続
とができるよう，進んで取り組 目指して，練習の仕方や記録へ けて長く泳ぐための基本的な技
むとともに，友達と助け合って の挑戦の仕方を工夫している。 能を身に付けている。
水泳をしようとしたり，水泳の
心得を守って安全に気を配ろう
としたりしている。

【
「Ｄ

水泳」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

・続けて長く泳ぐ楽しさや喜び ・課題の解決の仕方を知るとと ・クロールでは，手と足の動き
に触れることができるよう，
もに，自分の課題に合った練
に呼吸を合わせながら，続け
水泳に進んで取り組もうとし
習の場や方法を選んでいる。
て長く泳ぐことができる。
ている。
・記録への挑戦の仕方を知ると ・平泳ぎでは，手と足の動きに
・友達と助け合いながら協力し
ともに，自分の力に合った距
呼吸を合わせながら，続けて
て練習をしようとしている。
離や記録への挑戦の仕方を選
長く泳ぐことができる。
・補助具の準備や片付けなど，
んでいる。
分担された役割を果たそうと
している。
・体の調子を確かめてから泳ぐ
など水泳の心得を守り，安全
を保持することに気を配ろう
としている。
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（５）「Ｅ ボール運動」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動の楽しさや喜びに触れ，その技能を身に付けることができるようにする。
ア ゴール型では，簡易化されたゲームで，ボール操作やボールを受けるための動きによって，攻
防をすること。
イ ネット型では，簡易化されたゲームで，チームの連係による攻撃や守備によって，攻防をする
こと。
ウ ベースボール型では，簡易化されたゲームで，ボールを打ち返す攻撃や隊形をとった守備によ
って，攻防をすること。
（2）運動に進んで取り組み，ルールを守り助け合って運動をしたり，場や用具の安全に気を配ったり
することができるようにする。
（3）ルールを工夫したり，自分のチームの特徴に応じた作戦を立てたりすることができるようにする。
【
「Ｅ

ボール運動」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

ボール運動の楽しさや喜びに触 ルールを工夫したり，自分のチ
れることができるよう，進んで ームの特徴に合った作戦を立て
取り組むとともに，ルールを守 たりしている。
り助け合って運動をしようとし
たり，運動する場や用具の安全
に気を配ろうとしたりしている。

【
「Ｅ

運動の技能
ゴール型，ネット型，ベースボ
ール型について，簡易化された
ゲームで攻防をするためのボー
ル操作やボールを持たないとき
の動きを身に付けている。

ボール運動」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

運動の技能

・集団対集団で競い合う楽しさ ・ゴール型やネット型，ベース ・ゴール型では，簡易化された
や喜びに触れることができる
ボール型のゲームの行い方を
ゲームで，攻守が入り交じっ
よう，ボール運動に進んで取
知るとともに，簡易化された
た攻防をするためのボール操
り組もうとしている。
ゲームを行うためのルールを
作やボールを受けるための動
・ルールやマナーを守り，友達
選んでいる。
きができる。
と助け合って練習やゲームを ・チームの特徴に応じた攻め方 ・ネット型では，簡易化された
しようとしている。
を知るとともに，自分のチー
ゲームで，チームの連係によ
・用具の準備や片付けで，分担
ムの特徴に合った作戦を立て
る攻撃や守備をするための動
された役割を果たそうとして
ている。
きができる。
いる。
・ベースボール型では，簡易化
・運動をする場を整備したり，
されたゲームで，ボールを打
用具の安全を保持したりする
ち返す攻撃や隊形をとった守
ことに気を配ろうとしている。
備をするための動きができる。

（６）「Ｆ 表現運動」
【学習指導要領の内容】
（1）次の運動の楽しさや喜びに触れ，表したい感じを表現したり踊りの特徴をとらえたりして踊るこ
とができるようにする。
ア 表現では，いろいろな題材から表したいイメージをとらえ，即興的な表現や簡単なひとまとま
りの表現で踊ること。
イ フォークダンスでは，踊り方の特徴をとらえ，音楽に合わせて簡単なステップや動きで踊るこ
と。
（2）運動に進んで取り組み，互いのよさを認め合い助け合って練習や発表をしたり，場の安全に気を
配ったりすることができるようにする。
（3）自分やグループの課題の解決に向けて，練習や発表の仕方を工夫できるようにする。
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【
「Ｆ

表現運動」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

運動の技能

表現運動の楽しさや喜びに触れ 自分やグループの課題の解決を 表現やフォークダンスについて，
ることができるよう，進んで取 目指して，練習や発表の仕方を 表したい感じを表現したり踊り
り組むとともに，互いのよさを 工夫している。
の特徴をとらえたりして踊るた
認め合い助け合って練習や発表
めの動きを身に付けている。
をしようとしたり，運動する場
の安全に気を配ろうとしたりし
ている。

【
「Ｆ

表現運動」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

運動の技能

・表したい感じを表現したり踊 ・課題の解決の仕方を知るとと ・表現では，いろいろな題材か
りの特徴をとらえたりして踊
もに，自分やグループの課題
ら表したいイメージをとらえ，
る楽しさや喜びに触れること
に応じた動きを選んだり，構
即興的な表現や簡単なひとま
ができるよう，表現運動に進
成を変えたりしている。
とまりの表現で踊ることがで
んで取り組もうとしている。 ・自分やグループのよさを知る
きる。
・約束を守り，友達と助け合っ
とともに，練習や発表会，交 ・フォークダンスでは，踊り方
て練習や発表，交流をしよう
流会で自分やグループのよさ
の特徴をとらえ，音楽に合わ
としている。
を生かす動きを見付けている。 せて簡単なステップや動きで
・運動をする場の安全を保持す
踊ることができる。
ることに気を配ろうとしてい
る。

- 188 -

＜保健領域＞
Ⅰ 第３学年
１ 学年目標
（1） 健康な生活について理解できるようにし，身近な生活において健康で安全な生活を営む資質や能力を
育てる。
２ 第３学年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

健康な生活について関心をもち， 健康な生活について，課題の解 健康な生活について，課題の解
意欲的に学習に取り組もうとす 決を目指して実践的に考え，判 決に役立つ基礎的な事項を理解
る。
断し，それらを表している。
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

「Ｇ 保健 （１）毎日の生活と健康」
【学習指導要領の内容】
(1) 健康の大切さを認識するとともに，健康によい生活について理解できるようにする。
ア 心や体の調子がよいなどの健康の状態は，主体の要因や周囲の環境の要因がかかわっているこ
と。
イ 毎日を健康に過ごすには，食事，運動，休養及び睡眠の調和のとれた生活を続けること，また，
体の清潔を保つことなどが必要であること。
ウ 毎日を健康に過ごすには，明るさの調節，換気などの生活環境を整えることなどが必要である
こと。
【
「Ｇ 保健 （１）毎日の生活と健康」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

健康な生活について関心をもち，健康な生活について，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，実践的に
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
健康の状態，１日の生活の仕方，
身の回りの環境について，課題
の解決に役立つ基礎的な事項を
理解している。

【
「Ｇ 保健 （１）毎日の生活と健康」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

・健康な生活について，教科書 ・健康な生活について，教科書 ・健康の状態は，主体の要因や
や資料などを見たり，自分の
や資料などを基に，課題や解
周囲の環境の要因がかかわっ
生活を振り返ったりするなど
決の方法を見付けたり，選ん
ていることについて理解した
の学習活動に進んで取り組も
だりするなどして，それらを
ことを言ったり，書いたりし
うとしている。
説明している。
ている。
・健康な生活について，課題の ・健康な生活について，学習し ・１日の生活の仕方について理
解決に向けての話合いや発表
たことを自分の生活と比べた
解したことを言ったり，書い
などの学習活動に進んで取り
り，関係を見付けたりするな
たりしている。
組もうとしている。
どして，それらを説明してい ・身の回りの環境について理解
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る。

したことを言ったり，書いた
りしている。

Ⅱ 第４学年
１ 学年目標
（1） 体の発育・発達について理解できるようにし，身近な生活において健康で安全な生活を営む資質や
能力を育てる。
２ 第４学年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

体の発育・発達について関心を 体の発育・発達について，課題 体の発育・発達について，課題
もち，意欲的に学習に取り組も の解決を目指して実践的に考え，の解決に役立つ基礎的な事項を
うとする。
判断し，それらを表している。 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

「Ｇ 保健 （２）育ちゆく体とわたし」
【学習指導要領の内容】
(2) 体の発育・発達について理解できるようにする。
ア 体は，年齢に伴って変化すること。また，体の発育・発達には，個人差があること。
イ 体は，思春期になると次第に大人の体に近づき，体つきが変わったり，初経，精通などが起こ
ったりすること。また，異性への関心が芽生えること。
ウ 体をよりよく発育・発達させるには，調和のとれた食事，適切な運動，休養及び睡眠が必要で
あること。
【
「Ｇ 保健 （２）育ちゆく体とわたし」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

体の発育・発達について関心を 体の発育・発達について，課題 体の年齢に伴う変化や個人差，
もち，学習活動に意欲的に取り の解決を目指して，知識を活用 思春期の体の変化，よりよく発
組もうとしている。
した学習活動などにより，実践 育・発達させるための生活につ
的に考え，判断し，それらを表 いて，課題の解決に役立つ基礎
している。
的な事項を理解している。

【
「Ｇ 保健 （２）育ちゆく体とわたし」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

・体の発育・発達について，教 ・体の発育・発達について，教 ・体の年齢に伴う変化や個人差
科書や資料などを見たり，自
科書や友達の話などを基に，
について理解したことを言っ
分の生活を振り返ったりする
課題や解決の方法を見付けた
たり，書いたりしている。
などの学習活動に進んで取り
り，選んだりするなどして， ・思春期の体の変化について理
組もうとしている。
それらを説明している。
解したことを言ったり，書い
・体の発育・発達について，課 ・体の発育・発達について，学
たりしている。
題の解決に向けての話合いや
習したことを自分の成長や生 ・体をよりよく発育・発達させ
発表などの学習活動に進んで
活と比べたり，関係を見付け
るための生活について理解し
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取り組もうとしている。

たりするなどして，それらを
説明している。

たことを言ったり，書いたり
している。

Ⅲ 第５学年
１ 学年目標
（1） 心の健康について理解できるようにし，身近な生活において健康で安全な生活を営む資質や能力を育
てる。
（2） けがの防止について理解できるようにし，身近な生活において健康で安全な生活を営む資質や能力
を育てる。
２ 第５学年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

心の健康やけがの防止について 心の健康やけがの防止について，心の健康やけがの防止について，
関心をもち，意欲的に学習に取 課題の解決を目指して実践的に 課題の解決に役立つ基礎的な事
り組もうとしている。
考え，判断し，それらを表して 項を理解している。
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

「Ｇ 保健 （１）心の健康」
【学習指導要領の内容】
(1) 心の発達及び不安，悩みへの対処について理解できるようにする。
ア 心は，いろいろな生活経験を通して，年齢に伴って発達すること。
イ 心と体は，相互に影響し合うこと。
ウ 不安や悩みへの対処には，大人や友達に相談する，仲間と遊ぶ，運動をするなどいろいろな方
法があること。
【
「Ｇ 保健 （１）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

心の健康について関心をもち， 心の健康について，課題の解決 心の発達，心と体の相互の影響，
学習活動に意欲的に取り組もうと を目指して，知識を活用した学 不安や悩みへの対処について，
する。
習活動などにより，実践的に考 課題の解決に役立つ基礎的な事
え，判断し，それらを表してい 項を理解している。
る。

【
「Ｇ 保健 （１）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

・心の健康について，教科書や ・心の健康について，教科書や ・心の発達について理解したこ
資料などを見たり，自分の生
友達の話などを基に，課題や
とを言ったり，書いたりして
活を振り返ったりするなどの
解決の方法を見付けたり，選
いる。
学習活動に進んで取り組もう
んだりするなどして，それら ・心と体の相互の影響について
としている。
を説明している。
理解したことを言ったり，書
・心の健康について，課題の解 ・心の健康について，学習した
いたりしている。
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決に向けての話合いや発表な
どの学習活動に進んで取り組
もうとしている。

ことを自分の生活と比べたり，・不安や悩みへの対処について
関係を見付けたりするなどし
理解したことを言ったり，書
て，それらを説明している。
いたりしている。

「Ｇ 保健 （２）けがの防止」
【学習指導要領の内容】
(2) けがの防止について理解するとともに，けがなどの簡単な手当ができるようにする。
ア 交通事故や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止には，周囲の危険に気付く
こと，的確な判断の下に安全に行動すること，環境を安全に整えることが必要であること。
イ けがの簡単な手当は，速やかに行う必要があること。
【
「Ｇ 保健 （２）けがの防止」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

けがの防止について関心をもち，けがの防止について，課題の解
学習活動に意欲的に取り組もうと 決を目指して，知識を活用した
している。
学習活動などにより，実践的に
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
交通事故や身の回りの生活の危
険が原因となって起こるけがの
防止，けがの手当について，課
題の解決に役立つ基礎的な事項
を理解している。

【
「Ｇ 保健 （２）けがの防止」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

・けがの防止について，教科書 ・けがの防止について，教科書 ・交通事故や身の回りの生活の
や資料などを見たり，自分の
や資料を基に，課題や解決の
危険が原因となって起こるけ
生活を振り返ったりするなど
方法を見付けたり，選んだり
がとその防止について理解し
の学習活動に進んで取り組も
するなどして，それらを説明
たことを言ったり，書いたり
うとしている。
している。
している。
・けがの防止について，課題の ・けがの防止について，学習し ・けがの手当について理解した
解決に向けての話合いや発表
たことを自分の生活と比べた
ことを言ったり，書いたりし
などの学習活動に進んで取り
り，関係を見付けたりするな
ている。
組もうとしている。
どして，それらを説明してい
る。

Ⅳ 第６学年
１ 学年目標
（1） 病気の予防について理解できるようにし，身近な生活において健康で安全な生活を営む資質や能力を
育てる。
２ 第６学年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

病気の予防について関心をもち，病気の予防について，課題の解 病気の予防について，課題の解
意欲的に学習に取り組もうとす 決を目指して実践的に考え，判 決に役立つ基礎的な事項を理解
る。
断し，それらを表している。
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

「Ｇ 保健 （３）病気の予防」
【学習指導要領の内容】
(3) 病気の予防について理解できるようにする。
ア 病気は，病原体，体の抵抗力，生活行動，環境がかかわりあって起こること。
イ 病原体が主な要因となって起こる病気の予防には，病原体が体に入るのを防ぐことや病原体に
対する体の抵抗力を高めることが必要であること。
ウ 生活習慣病など生活行動が主な要因となって起こる病気の予防には，栄養の偏りのない食事を
とること，口腔の衛生を保つことなど，望ましい生活習慣を身に付ける必要があること。
エ 喫煙，飲酒，薬物乱用などの行為は，健康を損なう原因となること。
オ 地域では，保健にかかわる様々な活動が行われていること。
【
「Ｇ 保健 （３）病気の予防」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

病気の予防について関心をもち，病気の予防について，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，実践的に
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
病気の起こり方とその予防の方
法，地域の保健活動について，
課題の解決に役立つ基礎的な事
項を理解している。

【
「Ｇ 保健 （３）病気の予防」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

・病気の予防について，教科書 ・病気の予防について，教科書 ・病気の起こり方について理解
や資料などを見たり，自分の
や調べたことを基に，課題や
したことを言ったり，書いた
生活を振り返ったりするなど
解決の方法を見付けたり，選
りしている。
の学習活動に進んで取り組も
んだりするなどして，それら ・病原体がもとになって起こる
うとしている。
を説明している。
病気の予防について理解した
・病気の予防について，課題の ・病気の予防について，学習し
ことを言ったり，書いたりし
解決に向けての話合いや発表
たことを自分の生活と比べた
ている。
などの学習活動に進んで取り
り，関係を見付けたりするな ・生活行動がかかわって起こる
組もうとしている。
どして，それらを説明してい
病気の予防について理解した
る。
ことを言ったり，書いたりし
ている。
・喫煙，飲酒，薬物乱用と健康
について理解したことを言っ
たり，書いたりしている。
・地域の様々な保健活動の取組
について理解したことを言っ
たり，書いたりしている。
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第１０章 特別活動
第１ 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，自己の生き方についての考
えを深め，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

集団の一員としての
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。

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。

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）
，
〔児童会活動〕
，
〔クラブ活動〕
，
〔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
〔第１学年及び第２学年〕
学級を単位として，仲良く助け合い学級生活を楽しくするとともに，日常の生活や学習に進んで
取り組もうとする態度の育成に資する活動を行うこと。
〔第３学年及び第４学年〕
学級を単位として，協力し合って楽しい学級生活をつくるとともに，日常の生活や学習に意欲的
に取り組もうとする態度の育成に資する活動を行うこと。
〔第５学年及び第６学年〕
学級を単位として，信頼し支え合って楽しく豊かな学級や学校の生活をつくるとともに，日常の
生活や学習に自主的に取り組もうとする態度の向上に資する活動を行うこと。
〔共通事項〕
(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) 日常の生活や学習への適応及び健康安全
ア 希望や目標をもって生きる態度の形成
イ 基本的な生活習慣の形成
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ウ
エ
オ
カ
キ

望ましい人間関係の形成
清掃などの当番活動等の役割と働くことの意義の理解
学校図書館の利用
心身ともに健康で安全な生活態度の形成
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

【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】
◇第１学年及び第２学年◇
集団活動や生活への
関心・意欲・態度

集団の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

学級の身の回りの問題に関心を
もち，他の児童と協力して進ん
で集団活動に取り組もうとして
いる。

学級生活を楽しくするために話
し合い，自己の役割や集団とし
てのよりよい方法などについて
考え，判断し，仲良く助け合っ
て実践している。

みんなで学級生活を楽しくする
ことの大切さや，学級集団とし
ての意見をまとめる話合い活動
の基本的な進め方などについて
理解している。

集団活動や生活への
関心・意欲・態度

集団の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

学級の生活上の問題に関心をも
ち，他の児童と協力して意欲的
に集団活動に取り組もうとして
いる。

楽しい学級生活をつくるために
話し合い，自己の役割や集団と
してのよりよい方法などについ
て考え，判断し，協力し合って
実践している。

みんなで楽しい学級生活をつく
ることの大切さや，学級集団と
しての意見をまとめる話合い活
動の計画的な進め方などについ
て理解している。

集団活動や生活への
関心・意欲・態度

集団の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

学級や学校の生活の充実と向上
にかかわる問題に関心をもち，
他の児童と協力して自主的に集
団活動に取り組もうとしてい
る。

楽しく豊かな学級や学校の生活
をつくるために話し合い，自己
の役割や責任，集団としてのよ
りよい方法などについて考え，
判断し，信頼し支え合って実践
している。

みんなで楽しく豊かな学級や学
校の生活をつくることの意義
や，学級集団としての意見をま
とめる話合い活動の効率的な進
め方などについて理解してい
る。

◇第３学年及び第４学年◇

◇第５学年及び第６学年◇

【学級活動（２）
「日常の生活や学習への適応及び健康安全」の評価規準に盛り込むべき事項】
◇第１学年及び第２学年◇
集団活動や生活への
関心・意欲・態度

集団の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

自己の身の回りの問題に関心を 学級生活を楽しくするために日 学級生活を楽しくすることの大
もち，進んで日常の生活や学習 常の生活や学習の課題について 切さ，そのための基本的な生活
に取り組もうとしている。
話し合い，自分に合ったよりよ や学習の仕方などについて理解
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い解決方法などについて考え， している。
判断し，実践している。

◇第３学年及び第４学年◇
集団活動や生活への
関心・意欲・態度

集団の一員としての
思考・判断・実践

自己の生活上の問題に関心をも 楽しい学級生活をつくるため
ち，意欲的に日常の生活や学習 に，日常の生活や学習の課題に
に取り組もうとしている。
ついて話し合い，自分に合った
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。

集団活動や生活についての
知識・理解
楽しい学級生活をつくることの
大切さ，そのためのよりよい生
活や学習の仕方などについて理
解している。

◇第５学年及び第６学年◇
集団活動や生活への
関心・意欲・態度

集団の一員としての
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
に日常の生活や学習に取り組も
うとしている。

楽しく豊かな学級や学校の生活
をつくるために，日常の生活や
学習の課題について話し合い，
自分に合ったよりよい解決方法
などについて考え，判断し，実
践している。

楽しく豊かな学級や学校の生活
をつくることの大切さ，そのた
めの健全な生活や自主的な学習
の仕方などについて理解してい
る。

〔児童会活動〕
【学習指導要領の目標と内容】
１ 目 標
児童会活動を通して，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
学校の全児童をもって組織する児童会において，学校生活の充実と向上を図る活動を行うこと。
(1) 児童会の計画や運営
(2) 異年齢集団による交流
(3) 学校行事への協力
【児童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

楽しく豊かな学校生活をつくる
ための諸問題に関心をもち，他
の児童と協力し，積極的に児童
会の活動に取り組もうとしてい
る。

楽しく豊かな学校生活をつくる
ために，児童会の一員としての
役割や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。

楽しく豊かな学校生活をつくる
児童会活動の意義や組織，その
ための活動内容，方法などにつ
いて理解している。
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〔クラブ活動〕
【学習指導要領の目標と内容】
１ 目 標
クラブ活動を通して，望ましい人間関係を形成し，個性の伸長を図り，集団の一員として協力し
てよりよいクラブづくりに参画しようとする自主的，実践的な態度を育てる。
２ 内 容
学年や学級の所属を離れ，主として第４学年以上の同好の児童をもって組織するクラブにおいて，
異年齢集団の交流を深め，共通の興味・関心を追求する活動を行うこと。
(1) クラブの計画や運営
(2) クラブを楽しむ活動
(3) クラブの成果の発表
【クラブ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

共通の興味・関心を追求するた 共通の興味・関心を追求するた 共通の興味・関心を追求するク
めに，積極的にクラブの活動に めに話し合い，クラブの一員と ラブ活動の意義やそのための活
取り組もうとしている。
して，よりよいクラブづくりに 動内容，方法などについて理解
ついて考え，判断し，自己を生 している。
かして実践している。

〔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関心を高め，安全な行動や規律ある集団行動
かん
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) 遠足・集団宿泊的行事
自然の中での集団宿泊活動などの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，人間関係などの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
勤労の尊さや生産の喜びを体得するとともに，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。
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【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
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。

集団の一員としての
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 儀式的行事の意義や，その場に
をもち，新しい生活への展開や ふさわしい参加の仕方などにつ
集団の場における規律などにつ いて理解している。
いて考え，判断し，実践してい
る。

【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，積極的に文化
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，日ごろの
学習成果を発表する方法，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，
積極的に健康安全・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，自己の健康や安全，規
律ある集団行動などについて考
え，判断し，実践している。

健康安全・体育的行事の意義
や，心身の健全な発達，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）
「遠足・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

集団の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

自然や文化などに関心をもち，
互いを思いやり，積極的に遠足
・集団宿泊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，平素と異なる生活環境
の中での望ましい人間関係や行
動の在り方などについて考え，
判断し，協同して実践している。

遠足・集団宿泊的行事の意義
や，校外における集団生活の在
り方，公衆道徳などについて理
解している。

【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

集団の一員としての
思考・判断・実践

集団活動や生活についての
知識・理解

学校や地域社会など公共のため 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
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に役立つことや働くことに関心 をもち，よりよい勤労や生産の や，勤労体験活動，ボランティ
をもち，積極的に勤労生産・奉 在り方について考え，判断し， ア活動などの社会奉仕の精神，
仕的行事に取り組もうとしてい 協同して実践している。
そのための活動の方法などにつ
る。
いて理解している。
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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）

- 201 -

- 202 -

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 小学校（五十音順）
（職名は平成２２年５月現在）
〔国

語〕

大場 弥恵
小久保美子
神明 照子
中田 祐二
平井 佳江
藤瀬 雅胤
山本 早苗
吉田 裕久
〔社 会〕 相原 雄三
小倉 勝登
北
俊夫
河野 秀樹
小原 友行
鈴木 宏紀
廣嶋憲一郎
山本 朝彦
〔算 数〕 赤井 利行
清水 智子
白井 一之
鈴木 直子
滝井
章
鶴見 行雄
中川 愼一
中島 繁雄
中村 享史
羽田野庸史
〔理 科〕 杉野さち子
辻
健
鳴川 哲也
林
雄二
藤井千惠子
森
富子
森田 和良
山中 謙司
〔生 活〕 井原 政幸
鹿毛 雅治
嶋﨑
修
杉田かおり
鈴木美佐緒
玉井 一行
野尻 史子
野田 敦敬
〔音 楽〕 石井ゆきこ
佐藤日呂志
髙倉 弘光
藤井 浩基
松本
徹
山下 薫子
山田 健一
吉川 武彦
〔図画工作〕阿部 宏行
岩﨑由紀夫
岡田 京子
小林 貴史
鈴木 陽子
辻
政博
西村 德行
野切
卓

山形県寒河江市教育委員会指導係長兼指導主事
千葉敬愛短期大学准教授
福岡県北九州市立祝町小学校教諭
香川大学教育学部附属坂出小学校教諭
神奈川県横浜市教育委員会主任指導主事
佐賀県佐賀市立鍋島小学校教諭
京都府京都市立錦林小学校長
広島大学大学院教授
東京都教育委員会主任指導主事
東京学芸大学附属小金井小学校教諭
国士舘大学教授
埼玉県さいたま市教育委員会主任指導主事
広島大学大学院教授
京都府京都市立第三錦林小学校教諭
聖徳大学教授
神奈川県横浜市教育委員会指導主事
比治山大学教授
東京都千代田区立昌平小学校主幹
東京都世田谷区立松沢小学校副校長
埼玉県さいたま市立大谷場小学校教諭
國學院大學教授
栃木県教育委員会河内教育事務所副主幹兼学校支援課長
富山県教育委員会西部教育事務所主任指導主事
京都府京都市立第四錦林小学校長
山梨大学大学院教授
東京都港区立白金小学校副校長
北海道札幌市立山の手小学校教諭
神奈川県横浜市立井土ヶ谷小学校教諭
福島大学附属小学校主幹教諭
香川大学教育学部附属坂出小学校教諭
国士舘大学教授
東京都渋谷区立猿楽小学校長
筑波大学附属小学校教諭
北海道上川郡当麻町立当麻小学校教諭
埼玉県さいたま市立見沼小学校教頭
慶応義塾大学教授
山梨県教育委員会副主幹兼指導主事
新潟県上越市立大手町小学校教諭
宮城県仙台市立広瀬小学校教諭
北海道旭川市立新富小学校教頭
東京都豊島区立千早小学校主幹教諭
愛知教育大学教授
東京都荒川区立尾久第六小学校主任教諭
千葉県教育委員会葛南教育事務所主任指導主事
筑波大学附属小学校教諭
島根大学准教授
広島県立教育センター主任指導主事
東京芸術大学准教授
北海道札幌市教育委員会指導主事
福島県福島市立笹谷小学校教諭
北海道教育大学准教授
大阪教育大学教授
東京都町田市立町田第四小学校主任教諭
東京造形大学教授
東京都目黒区立五本木小学校主任教諭
東京都文京区立青柳小学校主任教諭
筑波大学附属小学校教諭
北海道札幌市教育委員会指導主事
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〔家

庭〕

飯島 典子
内野 紀子
栗原 恵子
小峯由起子
佐藤 雅子
中林由美子
長澤由喜子
藤原 孝子
〔体 育〕 青鹿 和裕
加賀美 猛
下村 義夫
杉本眞智子
冨岡
寛
内藤 康司
三田部 勇
山上
孝
吉松 英樹
渡邉 正樹
〔特別活動〕安部 恭子
大数見 仁
長沼
豊
橋谷 由紀
松永 裕子
宮川 八岐
宮下 裕一
吉沢
猛

東京都大田区立小池小学校主幹教諭
日本女子大学教授
茨城県坂東市立七重小学校教頭
埼玉県立総合教育センター指導主事
千葉大学教育学部附属小学校教諭
神奈川県茅ケ崎市立西浜小学校教頭
岩手大学教授
東京都台東区立黒門小学校長
東京都世田谷区教育委員会指導主事
山梨県甲斐市立竜王北中学校教頭
上越教育大学大学院教授
神奈川県川崎市立王禅寺中央小学校教頭
神奈川県川崎市立鷺沼小学校教頭
滋賀県教育委員会指導主事
茨城県土浦市立土浦小学校教諭
広島県教育委員会指導主事
山口県山口市立良城小学校教諭
東京学芸大学教授
埼玉県さいたま市教育委員会主任指導主事
東京都品川区立芳水小学校長
学習院大学教授
神奈川県川崎市立西丸子小学校教頭
熊本県熊本市教育委員会指導主事
國學院大學教授
宮崎県日向市立平岩小中学校教諭
埼玉県比企郡川島町立中山小学校主幹教諭

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〕

水戸部修治
寺田
登
澤井 陽介
〔算 数〕 吉川 成夫
笠井 健一
〔理 科〕 日置 光久
村山 哲哉
〔生 活〕 田村
学
〔音 楽〕 津田 正之
〔図画工作〕奥村 高明
〔家 庭〕 筒井 恭子
〔体 育〕 白旗 和也
森
良一
洋
〔特別活動〕 杉田

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
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

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
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 児童の氏名，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
小学校及び特別支援学校小学部（以下，「小学校等」という。）に入学す
るまでの教育又は保育関係の略歴（在籍していた幼稚園，特別支援学校幼稚
部 ， 保 育 所 又 は 認 定 こ ど も 園 等 の 名 称 及 び 在 籍 期 間 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
児童が第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
他の小学校等から転入学してきた児童について，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
他の小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 児 童 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児童の居所が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
進学先の中学校又は特別支援学校中学部の学校名及び所在地を記入する。
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
小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），外国語活動の記録，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）小学部におけ
る指導に関する記録については，小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 ） 小 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，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。
特別支援学校小学部に在籍する児童については，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，児童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，外国語活動，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２１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児童の指導に関する記録については，必要がある
場合，特別支援学校小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
小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）小
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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
いて記入する。
特別支援学校（知的障害）小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小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
小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）
小学部における観点別学習状況については，小学校学習指導要領（平成
２０年文部科学省告示第２７号）及び特別支援学校小学部・中学部学習指
導要領（以下，「小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。
小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）
小学部における各教科の評価の観点について，設置者は，小学校学習指導
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。
(2) 評 定
小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）
小学部における評定については，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。
各教科の評定は，小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」状況と判断されるものを３，「おおむ
ね満足できる」状況と判断されるものを２，「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。
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 外国語活動の記録
小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）小
学部における外国語活動の記録については，評価の観点を記入した上で，そ
れらの観点に照らして，児童の学習状況に顕著な事項がある場合にその特徴
を記入する等，児童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，設置者は，小学校学習指導要領等に示す外国語活
動の目標を踏まえ，別紙５を参考に設定する。また，各学校において，観点
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を追加して記入できるようにする。
３ 総合的な学習の時間の記録
小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）小
学部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 ， 児 童 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 る 等，
児童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，小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。
４ 特別活動の記録
小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）小
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，小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）小学部における特別活動の記録については，小
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）小学部
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。
５ 自立活動の記録
特別支援学校小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
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６

行動の記録
小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）小
学部における行動の記録については，各教科，道徳，外国語活動，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児童の行
動について，設置者は，小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）小学部における行動の記録については，小学校
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）小学部にお
ける行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。
７ 総合所見及び指導上参考となる諸事項
小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，児童
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 各教科や外国語活動，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 児童の特徴・特技，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
⑤ 児童の成長の状況にかかわる総合的な所見
記入に際しては，児童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，児童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児童については，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。
特別支援学校小学部においては，交流及び共同学習を実施している児童に
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。
８ 入学時の障害の状態
特別支援学校小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。
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９

出欠の記録
以下の事項を記入する。
(1) 授 業 日 数
児童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
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児童につき同日数と
す る こ と が 適 当 で あ る 。 た だ し ， 転 学 又 は 退 学 等 を し た 児 童 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児童については，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 非常変災等児童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 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児童が欠席
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児童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，不登校の児童が適応
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
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Ｔ等を活用した学習活動を行ったとき，そのことが当該児童の学校復帰の
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並びに児童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。
(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。

- 217 -

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
＜小学校 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
する関心を深め，
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

相手や目的，意図
に応じ，話したり
聞いたり話し合っ
たりし，自分の考
えを明確にしてい
る。

相手や目的，意図
に応じ，文章を書
き，自分の考えを
明確にしている。

目的に応じ，内容
をとらえながら本
や文章を読み，自
分の考えを明確に
している。

話す・聞く能力

書く能力

読む能力

相手に応じ，身近
なことなどについ
て，事柄の順序を
考えながら話した
り，大事なことを
落とさないように
聞いたり，話題に
沿って話し合った
りしている。

経験したことや想
像したことなどに
ついて，順序を整
理し，簡単な構成
を考えて文や文章
を書いている。

書かれている事柄
の順序や場面の様
子などに気付いた
り，想像を広げた
りして本や文章を
読んでいる。

言語についての知
識・理解・技能
伝統的な言語文化
に触れたり，言葉
の特徴やきまり，
文字の使い方など
について理解し使
ったりするととも
に，文字を正しく
整えて書いている。

（２）学年別の評価の観点の趣旨
＜小学校 国語＞
観点
国語への関心・意
学年
欲・態度
第 国語で伝え合う力
１ を進んで高めると
学 ともに，国語に対
年 する関心を深め，
及 進んで話したり聞
び いたり書いたり，
第 楽しんで読書した
２ りしようとする。
学
年
第 国語で伝え合う力
３ を進んで高めると
学 ともに，国語に対
年 する関心を深め，
及 工夫をしながら話
び したり聞いたり書
第 いたり，幅広く読
４ 書したりしようと
学 する。
年
第 国語で伝え合う力
５ を進んで高めると
学 ともに，国語に対
年 する関心を深め，
及 適切に話したり聞
び いたり書いたり，
第 読書を通して考え
６ を広げたり深めた
学 りしようとする。
年

相手や目的に応じ，相手や目的に応じ，目的に応じ，内容
調べたことなどに 調べたことなどが の中心をとらえた
ついて，筋道を立 伝わるように，段 り段落相互の関係
てて話したり，話 落相互の関係など を考えたりしなが
の中心に気を付け に注意して文章を ら本や文章を読ん
て聞いたり，進行 書いている。
でいる。
に沿って話し合っ
たりしている。

言語についての知
識・理解・技能
伝統的な言語文化
に触れたり，言葉
の特徴やきまり，
文字の使い方など
について理解し使
ったりするととも
に，文字を正しく
丁寧に書いている。

伝統的な言語文化
に触れたり，言葉
の特徴やきまり，
文字の使い方など
について理解し使
ったりするととも
に，文字を形や大
きさ，配列，筆圧
などに注意して書
いている。
目的や意図に応じ，目的や意図に応じ，目的に応じ，内容 伝統的な言語文化
考えたことや伝え 考えたことなどを や要旨をとらえな に触れたり，言葉
たいことなどにつ 文章全体の構成の がら本や文章を読 の特徴やきまり，
いて，的確に話し 効果を考えて文章 んでいる。
文字の使い方など
たり，相手の意図 に書いている。
について理解し使
をつかみながら聞
ったりするととも
いたり，計画的に
に，文字を書く目
話し合ったりして
的や用紙全体との
いる。
関係，点画のつな
がりなどに注意し
て書いている。
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社

会

（１）評価の観点及びその趣旨
＜小学校 社会＞
観 社会的事象への関心・ 社会的な思考・判断・ 観察・資料活用の技能
点 意欲・態度
表現
社会的事象に関心をも 社会的事象から学習問 社会的事象を的確に観
趣 ち，それを意欲的に調 題を見いだして追究し，察，調査したり，各種
べ，社会の一員として 社会的事象の意味につ の資料を効果的に活用
旨 自覚をもってよりよい いて思考・判断したこ したりして，必要な情
社会を考えようとする。とを適切に表現してい 報をまとめている。
る。

社会的事象についての
知識・理解
社会的事象の様子や働
き，特色及び相互の関
連を具体的に理解して
いる。

（２）学年別の評価の観点の趣旨
＜小学校 社会＞
観点
社会的事象への関心・ 社会的な思考・判断・
学年
意欲・態度
表現
第 地域における社会的事 地域における社会的事
３ 象に関心をもち，それ 象から学習問題を見い
学 を意欲的に調べ，地域 だして追究し，地域社
年 社会の一員としての自 会の社会的事象の特色
及 覚をもつとともに，地 や相互の関連などにつ
び 域社会に対する誇りと いて思考・判断したこ
第 愛情をもとうとする。 とを適切に表現してい
４
る。
学
年
我が国の国土と産業の 我が国の国土と産業の
様子に関する社会的事 様子に関する社会的事
象に関心をもち，それ 象から学習問題を見い
第 を意欲的に調べ，国土 だして追究し，社会的
５ の環境の保全と自然災 事象の意味について思
学 害の防止の重要性，産 考・判断したことを適
年 業の発展や社会の情報 切に表現している。
化の進展に関心を深め
るとともに，国土に対
する愛情をもとうとす
る。
我が国の歴史と政治及 我が国の歴史と政治及
び国際社会における我 び国際理解に関する社
が国の役割に関心をも 会的事象から学習問題
ち，それを意欲的に調 を見いだして追究し，
第 べ，我が国の歴史や伝 社会的事象の意味につ
６ 統を大切にし国を愛す いてより広い視野から
学 る心情をもつとともに，思考・判断したことを
年 平和を願う日本人とし 適切に表現している。
て世界の国々の人々と
共に生きていくことが
大切であることの自覚
をもとうとする。

観察・資料活用の技能 社会的事象についての
知識・理解
地域における社会的事 地域の産業や消費生活
象を的確に観察，調査 の様子，人々の健康な
したり，地図や各種の 生活や良好な生活環境
具体的資料を活用した 及び安全を守るための
りして，必要な情報を 諸活動，地域の地理的
集めて読み取ったりま 環境，人々の生活の変
とめたりしている。
化や地域の発展に尽く
した先人の働きを理解
している。
我が国の国土と産業の 我が国の国土と産業の
様子に関する社会的事 様子，国土の環境や産
象を的確に調査したり，業と国民生活との関連
地図や地球儀，統計な を理解している。
どの各種の基礎的資料
を活用したりして，必
要な情報を集めて読み
取ったりまとめたりし
ている。

我が国の歴史と政治及 国家・社会の発展に大
び国際理解に関する社 きな働きをした先人の
会的事象を的確に調査 業績や優れた文化遺産，
したり，地図や地球儀， 日常生活における政治
年表などの各種の基礎 の働きと我が国の政治
的資料を活用したりし の考え方及び我が国と
て，必要な情報を集め 関係の深い国の生活や
て読み取ったりまとめ 国際社会における我が
たりしている。
国の役割を理解してい
る。
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算

数

（１）評価の観点及びその趣旨
＜小学校 算数＞
観 算数への関心・意欲・ 数学的な考え方
数量や図形についての
点 態度
技能
数理的な事象に関心を 日常の事象を数理的に 数量や図形についての
もつとともに，算数的 とらえ，見通しをもち 数学的な表現や処理に
趣 活動の楽しさや数理的 筋道立てて考え表現し かかわる技能を身に付
な処理のよさに気付き，たり，そのことから考 けている。
旨 進んで生活や学習に活 えを深めたりするなど，
用しようとする。
数学的な考え方の基礎
を身に付けている。

数量や図形についての
知識・理解
数量や図形についての
豊かな感覚をもち，そ
れらの意味や性質など
について理解している。

（２）学年別の評価の観点の趣旨
＜小学校 算数＞
観点
算数への関心・意欲・
学年
態度
数量や図形に親しみを
もち，それらについて
第 様々な経験をもとうと
１ する。
学
年

第
２
学
年

第
３
学
年

第
４
学
年

数学的な考え方
数量や図形についての
基礎的・基本的な知識
及び技能の習得や活用
を通して，数理的な処
理に親しみ，考え表現
したり工夫したりして
いる。

数量や図形についての
技能
整数の計算をしたり，
身の回りにある量の大
きさを比較したり，図
形を構成したり，数量
の関係などを表したり
読み取ったりするなど
の技能を身に付けてい
る。

数量や図形に親しみを
もち，それらについて
様々な経験をもとうと
するとともに，知識や
技能などを進んで用い
ようとする。

数量や図形についての
基礎的・基本的な知識
及び技能の習得や活用
を通して，数理的な処
理に親しみ，考え表現
したり工夫したりして
いる。

数理的な事象に関心を
もつとともに，知識や
技能などの有用さ及び
数量や図形の性質や関
係を調べたり筋道を立
てて考えたりすること
のよさに気付き，進ん
で生活や学習に活用し
ようとする。

数量や図形についての 整数などの計算をした
基礎的・基本的な知識 り，長さや重さなどを
及び技能の習得や活用 測定したり，図形を構
を通して，日常の事象 成要素に着目して構成
について見通しをもち したり，数量の関係な
筋道を立てて考え表現 どを表したり読み取っ
したり，そのことから たりするなどの技能を
考えを深めたりするな 身に付けている。
ど，数学的な考え方の
基礎を身に付けている。
数量や図形についての 整数，小数及び分数の 数量や図形についての
基礎的・基本的な知識 計算をしたり，図形の 感覚を豊かにするとと
及び技能の習得や活用 面積を求めたり，図形 もに，整数，小数及び
を通して，日常の事象 を構成要素の位置関係 分数の意味と表し方，
について見通しをもち に着目して構成したり，計算の意味，面積など
筋道を立てて考え表現 数量の関係などを表し の単位と測定の意味，
したり，そのことから たり調べたりするなど 図形の意味及び数量の
考えを深めたりするな の技能を身に付けてい 関係などについて理解
ど，数学的な考え方の る。
している。
基礎を身に付けている。

数理的な事象に関心を
もつとともに，知識や
技能などの有用さ及び
数量や図形の性質や関
係を調べたり筋道を立
てて考えたりすること
のよさに気付き，進ん
で生活や学習に活用し
ようとする。

整数の計算をしたり，
長さや体積などを測定
したり，図形を構成し
たり，数量の関係など
を表したり読み取った
りするなどの技能を身
に付けている。

数量や図形についての
知識・理解
数量や図形についての
感覚を豊かにするとと
もに，整数の意味と表
し方及び整数の計算の
意味を理解し，量，図
形及び数量の関係につ
いての理解の基礎とな
る経験を豊かにしてい
る。
数量や図形についての
感覚を豊かにするとと
もに，整数の意味と表
し方，整数の計算の意
味，長さや体積などの
単位と測定の意味，図
形の意味及び数量の関
係などについて理解し
ている。
数量や図形についての
感覚を豊かにするとと
もに，整数，小数及び
分数の意味と表し方，
計算の意味，長さや重
さなどの単位と測定の
意味，図形の意味及び
数量の関係などについ
て理解している。
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第
５
学
年

第
６
学
年

数理的な事象に関心を 数量や図形についての
もつとともに，数量や 基礎的・基本的な知識
図形の性質や関係など 及び技能の習得や活用
に着目して考察処理し を通して，日常の事象
たり，論理的に考えた について論理的に考え
りすることのよさに気 表現したり，そのこと
付き，進んで生活や学 を基に発展的，統合的
習に活用しようとする。に考えたりするなど，
数学的な考え方の基礎
を身に付けている。
数理的な事象に関心を 数量や図形についての
もつとともに，数量や 基礎的・基本的な知識
図形の性質や関係など 及び技能の習得や活用
に着目して考察処理し を通して，日常の事象
たり，論理的に考えた について論理的に考え
りすることのよさに気 表現したり，そのこと
付き，進んで生活や学 を基に発展的，統合的
習に活用しようとする。に考えたりするなど，
数学的な考え方の基礎
を身に付けている。

小数や分数の計算をし
たり，図形の面積や体
積を求めたり，図形の
性質を調べたり，数量
の関係などを表したり
調べたりするなどの技
能を身に付けている。

分数の計算をしたり，
図形の面積や体積を求
めたり，図形を構成し
たり，数量の関係など
を表したり調べたりす
るなどの技能を身に付
けている。
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数量や図形についての
感覚を豊かにするとと
もに，整数の性質，分
数の意味，小数や分数
の計算の意味，面積の
公式，体積の単位と測
定の意味，図形の意味
や性質及び数量の関係
などについて理解して
いる。
数量や図形についての
感覚を豊かにするとと
もに，分数の計算の意
味，体積の公式，速さ
の意味，図形の意味及
び数量の関係などにつ
いて理解している。

理

科

（１）評価の観点及びその趣旨
＜小学校 理科＞
観 自然事象への関心・意 科学的な思考・表現
観察・実験の技能
点 欲・態度
自然に親しみ，意欲を 自然の事物・現象から 自然の事物・現象を観
もって自然の事物・現 問題を見いだし，見通 察し，実験を計画的に
象を調べる活動を行い，しをもって事象を比較 実施し，器具や機器な
趣 自然を愛するとともに したり，関係付けたり， どを目的に応じて工夫
生活に生かそうとする。条件に着目したり，推 して扱うとともに，そ
旨
論したりして調べるこ れらの過程や結果を的
とによって得られた結 確に記録している。
果を考察し表現して，
問題を解決している。

自然事象についての知
識・理解
自然の事物・現象の性
質や規則性，相互の関
係などについて実感を
伴って理解している。

（２）学年別の評価の観点の趣旨
＜小学校 理科＞
観点
自然事象への関心・意
学年
欲・態度
自然の事物・現象を興
味・関心をもって追究
し，生物を愛護すると
第 ともに，見いだした特
３ 性を生活に生かそうと
学 する。
年

第
４
学
年

自然の事物・現象を興
味・関心をもって追究
し，生物を愛護すると
ともに，見いだした特
性を生活に生かそうと
する。

第
５
学
年

自然の事物・現象を意
欲的に追究し，生命を
尊重するとともに，見
いだしたきまりを生活
に当てはめてみようと
する。

第
６
学
年

自然の事物・現象を意
欲的に追究し，生命を
尊重するとともに，見
いだしたきまりを生活
に当てはめてみようと
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
自然の事物・現象を比 簡単な器具や材料を見 物の重さ，風やゴムの
較しながら問題を見い 付けたり，使ったり， 力並びに光，磁石の性
だし，差異点や共通点 作ったりして観察，実 質や働き及び電気を働
について考察し表現し 験やものづくりを行い，かせたときの現象や，
て，問題を解決してい その過程や結果を分か 生物の成長のきまりや
る。
りやすく記録している。体のつくり，生物と環
境とのかかわり，太陽
と地面の様子などにつ
いて実感を伴って理解
している。
自然の事物・現象の変 簡単な器具や材料を見 空気や水の性質や働き，
化とその要因とのかか 付けたり，使ったり， 物の状態の変化，電気
わりに問題を見いだし，作ったりして観察，実 による現象や，人の体
変化と関係する要因に 験やものづくりを行い，のつくりと運動，動物
ついて考察し表現して，その過程や結果を分か の活動や植物の成長と
問題を解決している。 りやすく記録している。環境とのかかわり，気
象現象，月や星の動き
などについて実感を伴
って理解している。
自然の事物・現象の変 問題解決に適した方法 物の溶け方，振り子の
化とその要因との関係 を工夫し，装置を組み 運動の規則性，電流の
に問題を見いだし，条 立てたり使ったりして 働きや，生命の連続性，
件に着目して計画的に 観察，実験やものづく 流水の働き，気象現象
追究し，量的変化や時 りを行い，その過程や の規則性などについて
間的変化について考察 結果を的確に記録して 実感を伴って理解して
し表現して，問題を解 いる。
いる。
決している。
自然の事物・現象の変 問題解決に適した方法 燃焼，水溶液の性質，
化とその要因との関係 を工夫し，装置を組み てこの規則性及び電気
に問題を見いだし，推 立てたり使ったりして による現象や，生物の
論しながら追究し，規 観察，実験やものづく 体の働き，生物と環境
則性や相互関係につい りを行い，その過程や とのかかわり，土地の
て考察し表現して，問 結果を的確に記録して つくりと変化のきまり，
題を解決している。
いる。
月の位置や特徴などに
ついて実感を伴って理
解している。
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生

活

（１）評価の観点及びその趣旨
＜小学校 生活＞
観 生活への関心･意欲・態度
点
身近な環境や自分自身に関心
趣 をもち，進んでそれらとかか
わり，楽しく学習したり，生
旨 活したりしようとする。

活動や体験についての思考・
表現
具体的な活動や体験について，
自分なりに考えたり，工夫し
たりして，それをすなおに表
現している。

身近な環境や自分についての
気付き
具体的な活動や体験によって，
自分と身近な人，社会，自然
とのかかわり及び自分自身の
よさなどに気付いている。

活動や体験についての思考・
表現
調べたり，育てたり，作った
りするなどの活動や学校，家
庭，地域における自分の生活
について，自分なりに考えた
り，工夫したり，振り返った
りして，それをすなおに表現
している。

身近な環境や自分についての
気付き
具体的な活動や体験によって，
学校，家庭，地域，公共物，
身近な自然，動植物，自分の
成長などの様子，それらと自
分とのかかわり及び自分自身
のよさに気付いている。

（２）学年別の評価の観点の趣旨
＜小学校 生活＞
観点
生活への関心･意欲・態度
学年

第
１
学
年
及
び
第
２
学
年

身近な人，社会，自然及び自
分自身に関心をもち，進んで
それらとかかわり，楽しく意
欲的に学習したり，生活した
りしようとする。
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音

楽

（１）評価の観点及びその趣旨
＜小学校 音楽＞
観 音楽への関心・意欲・ 音楽表現の創意工夫
点 態度
音楽に親しみ，音や音 音楽を形づくっている
楽に対する関心をもち，要素を聴き取り，それ
趣 音楽表現や鑑賞の学習 らの働きが生み出すよ
に自ら取り組もうとす さや面白さなどを感じ
旨 る。
取りながら，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。

音楽表現の技能

鑑賞の能力

音楽表現をするための
基礎的な技能を身に付
け，歌ったり，楽器を
演奏したり，音楽をつ
くったりしている。

音楽を形づくっている
要素を聴き取り，それ
らの働きが生み出すよ
さや面白さなどを感じ
取りながら，楽曲の特
徴や演奏のよさなどを
考え，味わって聴いて
いる。

音楽表現の技能

鑑賞の能力

音楽表現をするための
基礎的な技能を身に付
け，歌ったり，楽器を
演奏したり，音楽をつ
くったりしている。

音楽を形づくっている
要素を聴き取り，それ
らの働きが生み出すよ
さや面白さなどを感じ
取りながら，楽曲や演
奏の楽しさに気付き，
味わって聴いている。

（２）学年別の評価の観点の趣旨
＜小学校 音楽＞
観点
音楽への関心・意欲・ 音楽表現の創意工夫
学年
態度
第 楽しく音楽にかかわり，音楽を形づくっている
１ 音や音楽に対する関心 要素を聴き取り，それ
学 をもち，音楽表現や鑑 らの働きが生み出すよ
年 賞の学習に自ら取り組 さや面白さなどを感じ
及 もうとする。
取りながら，音楽表現
び
を工夫し，どのように
第
表すかについて思いを
２
もっている。
学
年
第 進んで音楽にかかわり，音楽を形づくっている
３ 音や音楽に対する関心 要素を聴き取り，それ
学 をもち，音楽表現や鑑 らの働きが生み出すよ
年 賞の学習に自ら取り組 さや面白さなどを感じ
及 もうとする。
取りながら，音楽表現
び
を工夫し，どのように
第
表すかについて思いや
４
意図をもっている。
学
年
第 創造的に音楽にかかわ 音楽を形づくっている
５ り，音や音楽に対する 要素を聴き取り，それ
学 関心をも ち ，音楽表現 らの働きが生み出すよ
年 や鑑賞の学習に自ら取 さや面白さなどを感じ
及 り組もうとする。
取りながら，音楽表現
び
を工夫し，どのように
第
表すかについて思いや
６
意図をもっている。
学
年

音楽表現をするための 音楽を形づくっている
基礎的な技能を伸ばし，要素を聴き取り，それ
歌ったり，楽器を演奏 らの働きが生み出すよ
したり，音楽をつくっ さや面白さなどを感じ
たりしている。
取りながら，楽曲の特
徴や演奏のよさに気付
き，味わって聴いてい
る。

音楽表現をするための
基礎的な技能を高め，
歌ったり，楽器を演奏
したり，音楽をつくっ
たりしている。
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音楽を形づくっている
要素を聴き取り，それ
らの働きが生み出すよ
さや面白さなどを感じ
取りながら，楽曲の特
徴や演奏のよさを理解
し，味わって聴いてい
る。

図画工作
（１）評価の観点及びその趣旨
＜小学校 図画工作＞
観 造形への関心・意欲・
点 態度
自分の思いをもち，進
趣 んで表現や鑑賞の活動
に取り組み，つくりだ
旨 す喜びを味わおうとす
る。

発想や構想の能力

創造的な技能

感じたことや材料など 感覚や経験を生かしな
を基に表したいことを がら，表したいことに
思い付いたり，形や色， 合わせて材料や用具を
用途などを考えたりし 使い，表し方を工夫し
ている。
ている。

鑑賞の能力
作品などの形や色など
から，表現の面白さを
とらえたり，よさや美
しさを感じ取ったりし
ている。

（２）学年別の評価の観点の趣旨
＜小学校 図画工作＞
観点
造形への関心・意欲・ 発想や構想の能力
創造的な技能
鑑賞の能力
学年
態度
第 思いのままに表したり，感じたことや材料など 体全体の感覚を働かせ 身の回りの作品などの
１ 作品などを見たりしな を基に表したいことを ながら材料や用具を使 形や色などから，面白
学 がら，つくりだす喜び 思い付いたり，形や色， い，工夫して表してい さに気付いたり，楽し
年 を味わおうとする。
つくり方などを考えた る。
さを感じたりしている。
及
りしている。
び
第
２
学
年
第 自分の思いで表現した 感じたことや見たこと，手や体全体の感覚を働 身近にある作品などの
３ り，鑑賞したりしなが 材料や場所などを基に かせながら，表したい 形や色などから，表現
学 ら，つくりだす喜びを 表したいことを思い付 ことに合わせて材料や の感じの違いをとらえ
年 味わおうとする。
いたり，形や色，用途 用具を使い，表し方を たり，よさや面白さを
及
などを考えたりしてい 工夫している。
感じ取ったりしている。
び
る。
第
４
学
年
第 自分の思いをもって表 感じたことや見たこと，感覚を働かせたり経験 親しみのある作品など
５ 現したり，鑑賞したり 材料や場所などの特徴 を生かしたりしながら，の形や色などから，表
学 しながら，つくりだす を基に表したいことを 表したいことに合わせ 現の意図や特徴をとら
年 喜びを味わおうとする。思い付いたり，形や色， て材料や用具を使い， えたり，よさや美しさ
及
用途や構成などを考え 様々な表し方を工夫し を感じ取ったりしてい
び
たりしている。
ている。
る。
第
６
学
年
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家

庭

（１）評価の観点及びその趣旨
＜小学校 家庭＞
観 家庭生活への関心・意 生活を創意工夫する能
点 欲・態度
力
衣食住や家族の生活な 家庭生活について見直
趣 どについて関心をもち，し，身近な生活の課題
その大切さに気付き， を見付け，その解決を
旨 家庭生活をよりよくす 目指して生活をよりよ
るために進んで実践し くするために考え自分
ようとする。
なりに工夫している。

生活の技能
日常生活に必要な衣食
住や家族の生活などに
関する基礎的・基本的
な技能を身に付けてい
る。

家庭生活についての知
識・理解
日常生活に必要な衣食
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。

（２）学年別の評価の観点の趣旨
＜小学校 家庭＞
観点
家庭生活への関心・意
学年
欲・態度
第 自分の成長と衣食住や
５ 家族の生活などについ
学 て関心をもち，その大
年 切さに気付き，家族の
及 一員として家庭生活を
び よりよくするために進
第 んで取り組み実践しよ
６ うとする。
学
年

生活を創意工夫する能
力
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考
えたり自分なりに工夫
したりしている。

生活の技能
生活の自立の基礎とし
て日常生活に必要な衣
食住や家族の生活など
に関する基礎的・基本
的な技能を身に付けて
いる。
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家庭生活についての知
識・理解
家庭生活を支えている
ものや大切さを理解し，
日常生活に必要な衣食
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。

体

育

（１）評価の観点及びその趣旨
＜小学校 体育＞
観 運動や健康・安全への
点 関心・意欲・態度
運動に進んで取り組む
とともに，友達と協力
し，安全に気を付けよ
趣 うとする。また，身近
な生活における健康・
旨 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。

運動や健康・安全につ
いての思考・判断
自己の能力に適した課
題の解決を目指して，
運動の仕方を工夫して
いる。また，身近な生
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

健康・安全についての
知識・理解
運動を楽しく行うため 身近な生活における健
の基本的な動きや技能 康・安全について，課
を身に付けている。
題の解決に役立つ基礎
的な事項を理解してい
る。

（２）学年別の評価の観点の趣旨
＜小学校 体育＞
観点
運動や健康・安全への
学年
関心・意欲・態度
第 運動に進んで取り組む
１ とともに，だれとでも
学 仲よく，健康・安全に
年 留意しようとする。
第 運動に進んで取り組む
２ とともに，だれとでも
学 仲よく，健康・安全に
年 留意しようとする。
運動に進んで取り組む
とともに，きまりを守
第 り互いに協力し，健康
３ ・安全に留意しようと
学 する。さらに，健康な
年 生活について関心をも
ち，意欲的に学習に取
り組もうとする。
運動に進んで取り組む
とともに，きまりを守
第 り互いに協力し，健康
４ ・安全に留意しようと
学 する。さらに，体の発
年 育・発達について関心
をもち，意欲的に学習
に取り組もうとする。
運動の楽しさや喜びを
味わうことができるよ
う，進んで運動に取り
第 組むとともに，協力，
５ 公正などの態度を身に
学 付け，健康・安全に留
年 意しようとする。さら
に，心の健康やけがの
防止について関心をも
ち，意欲的に学習に取
り組もうとする。

運動や健康・安全につ 運動の技能
健康・安全についての
いての思考・判断
知識・理解
運動の仕方を工夫して 運動を楽しく行うため
いる。
の基本的な動きを身に
付けている。
運動の仕方を工夫して 運動を楽しく行うため
いる。
の基本的な動きを身に
付けている。
自己の能力に適した課 運動を楽しく行うため
題をもち，運動の仕方 の基本的な動きや技能
を工夫している。また， を身に付けている。
健康な生活について，
課題の解決を目指して
実践的に考え，判断し，
それらを表している。

健康な生活について，
課題の解決に役立つ基
礎的な事項を理解して
いる。

自己の能力に適した課 運動を楽しく行うため
題をもち，運動の仕方 の基本的な動きや技能
を工夫している。また， を身に付けている。
体の発育・発達につい
て，課題の解決を目指
して実践的に考え，判
断し，それらを表して
いる。
自己の能力に適した課 運動の特性に応じた基
題の解決の仕方や運動 本的な技能を身に付け
の取り組み方を工夫し ている。
ている。また，心の健
康やけがの防止につい
て，課題の解決を目指
して実践的に考え，判
断し，それらを表して
いる。

体の発育・発達につい
て，課題の解決に役立
つ基礎的な事項を理解
している。
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心の健康やけがの防止
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。

第
６
学
年

運動の楽しさや喜びを
味わうことができるよ
う，進んで運動に取り
組むとともに，協力，
公正などの態度を身に
付け，健康・安全に留
意しようとする。さら
に，病気の予防につい
て関心をもち，意欲的
に学習に取り組もうと
する。

自己の能力に適した課 運動の特性に応じた基 病気の予防について，
題の解決の仕方や運動 本的な技能を身に付け 課題の解決に役立つ基
の取り組み方を工夫し ている。
礎的な事項を理解して
ている。また，病気の
いる。
予防について，課題の
解決を目指して実践的
に考え，判断し，それ
らを表している。
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２．外国語活動の記録
（１）評価の観点及びその趣旨
＜小学校 外国語活動の記録＞
観 コミュニケーションへの関心
点 ・意欲・態度
コミュニケーションに関心を
趣 もち，積極的にコミュニケー
ションを図ろうとする。
旨

外国語への慣れ親しみ

言語や文化に関する気付き

活動で用いている外国語を聞
いたり話したりしながら，外
国語の音声や基本的な表現に
慣れ親しんでいる。

外国語を用いた体験的なコミ
ュニケーション活動を通して，
言葉の面白さや豊かさ，多様
なものの見方や考え方がある
ことなどに気付いている。

、
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３．特別活動の記録
（１）評価の観点及びその趣旨
＜小学校 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。

集団の一員としての思考・判断
・実践
集団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
＜小学校 行動の記録＞
項
目
学
年
趣
旨
基本的な生活習慣 第１学年及び第２学年 安全に気を付け，時間を守り，物を大切にし，気持ちのよ
いあいさつを行い，規則正しい生活をする。
第３学年及び第４学年 安全に努め，物や時間を有効に使い，礼儀正しく節度のあ
る生活をする。
第５学年及び第６学年 自他の安全に努め，礼儀正しく行動し，節度を守り節制に
心掛ける。
健康・体力の向上 第１学年及び第２学年 心身の健康に気を付け，進んで運動をし，元気に生活をす
る。
第３学年及び第４学年 心身の健康に気を付け，運動をする習慣を身に付け，元気
に生活をする。
第５学年及び第６学年 心身の健康の保持増進と体力の向上に努め，元気に生活を
する。
自主・自律
第１学年及び第２学年 よいと思うことは進んで行い，最後までがんばる。
第３学年及び第４学年 自らの目標をもって進んで行い，最後までねばり強くやり
通す。
第５学年及び第６学年 夢や希望をもってより高い目標を立て，当面の課題に根気
強く取り組み，努力する。
責任感
第１学年及び第２学年 自分でやらなければならないことは，しっかりと行う。
第３学年及び第４学年 自分の言動に責任をもち，課せられた役割を誠意をもって
行う。
第５学年及び第６学年 自分の役割と責任を自覚し，信頼される行動をする。
創意工夫
第１学年及び第２学年 自分で進んで考え，工夫しながら取り組む。
第３学年及び第４学年 自分でよく考え，課題意識をもって工夫し取り組む。
第５学年及び第６学年 進んで新しい考えや方法を求め，工夫して生活をよりよく
しようとする。
思いやり・協力
第１学年及び第２学年 身近にいる人々に温かい心で接し，親切にし，助け合う。
第３学年及び第４学年 相手の気持ちや立場を理解して思いやり，仲よく助け合う。
第５学年及び第６学年 思いやりと感謝の心をもち，異なる意見や立場を尊重し，
力を合わせて集団生活の向上に努める。
生命尊重･自然愛護 第１学年及び第２学年 生きているものに優しく接し，自然に親しむ。
第３学年及び第４学年 自他の生命を大切にし，生命や自然のすばらしさに感動す
る。
第５学年及び第６学年 自他の生命を大切にし，自然を愛護する。
勤労・奉仕
第１学年及び第２学年 手伝いや仕事を進んで行う。
第３学年及び第４学年 働くことの大切さを知り，進んで働くようにする。
第５学年及び第６学年 働くことの意義を理解し，人や社会の役に立つことを考え，
進んで仕事や奉仕活動をする。
公正・公平
第１学年及び第２学年 自分の好き嫌いや利害にとらわれないで行動する。
第３学年及び第４学年 相手の立場に立って公正・公平に行動する。
第５学年及び第６学年 だれに対しても差別をすることや偏見をもつことなく，正
義を大切にし，公正・公平に行動する。
公共心・公徳心
第１学年及び第２学年 約束やきまりを守って生活し，みんなが使うものを大切に
する。
第３学年及び第４学年 約束や社会のきまりを守って公徳を大切にし，人に迷惑を
かけないように心掛け，のびのびと生活する。
第５学年及び第６学年 規則を尊重し，公徳を大切にするとともに，郷土や我が国
の伝統と文化を大切にし，学校や人々の役に立つことを進
んで行う。
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小

学

校

児

童

指

導

要

区分

学年

１

録（参考様式）

様式１（学籍に関する記録）

学

２

３

４

５

６

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

児

生年月日

平成

年

月

日生

童

平成
転

入

年

月

日

学

現住所

ふりがな
保
氏

名

転学・退学等

（平成

年

月

日）

平成

年

月

日

平成

年

月

日

護

者

現住所
卒

業

入学前の経歴
進

学

校

名

在

地

及

学

先

び

所

(分校名･所在地等)

年

度

区分

平成

学年

年度

平成

１

年度

平成

２

年度
３

校 長 氏 名 印

学 級 担 任 者
氏

名

年

印

度

区分

平成

学年

年度

平成

４

５

校 長 氏 名 印

学 級 担 任 者
氏

名

年度

印
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平成

年度
６

様式２（指導に関する記録)
児

童

氏

名

学

校

名

区分

学年

学

級

１

２

３

４

５

６

整理番号
各

教

Ⅰ
教科

観

科

の

学

習

の

観

点

別

学

習

点

学

年

記
状
１

録

外

況
２

観
３

４

５

学

語

活

年

動

の

記

録

５

６

６ コミュニケーションへ

国語への関心・意欲・態度
国

点

国

の関心・意欲・態度

話す・聞く能力
書く能力

語

外国語への慣れ親しみ

読む能力
言語についての知識・理解・技能
言語や文化に関する気
社会的事象への関心・意欲・態度

社

付き

社会的な思考・判断・表現
観察・資料活用の技能

会

社会的事象についての知識・理解
算数への関心・意欲・態度

算

総 合 的 な 学 習 の 時 間 の 記 録

数学的な考え方

学年

学

習

活

動

観

点

評

価

数量や図形についての技能
数

数量や図形についての知識・理解
自然事象への関心・意欲・態度

理

３

科学的な思考・表現
観察・実験の技能

科

自然事象についての知識・理解
生活への関心・意欲・態度

生

活動や体験についての思考・表現

活

身近な環境や自分についての気付き

４

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

図 画 工 作

造形への関心・意欲・態度

５

発想や構想の能力
創造的な技能
鑑賞の能力
家庭生活への関心・意欲・態度

家

生活を創意工夫する能力
生活の技能

庭

６

家庭生活についての知識・理解
運動や健康・安全への関心・意欲・態度

体

運動や健康・安全についての思考・判断

特

運動の技能
育

内

健康・安全についての知識・理解
Ⅱ

学年 教科
３

国語

学級活動

評
社会

算数

定
理科

容

音楽

図画工作

児童会活動
家庭

体育
クラブ活動

４
５

学校行事

６
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観

別
点

活

動
学

の
年

記

録
１

２

３

４

５

６

児

童

氏

名

行
項

目

学

年

動
１

２

３

の
４

５

記

６

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

第

第

１

４

学

学

年

年

第

第

２

５

学

学

年

年

第

第

３

６

学

学

年

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

考

と

な

学

る

記

１
２
３
４
５
６
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事

項

録
備

忌引等の日数 ならない日数

諸

年

考

１

２

３

４

５

６

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

- 240 -

○

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。
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