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は し が き 
 
 
 平成 30 年３⽉に告⽰された⾼等学校学習指導要領が，令和４年度から年次進⾏で本格的に実施
されます。 

今回の学習指導要領では，各教科等の⽬標及び内容が，育成を⽬指す資質・能⼒の三つの柱（「知
識及び技能」，「思考⼒，判断⼒，表現⼒等」，「学びに向かう⼒，⼈間性等」）に沿って再整理され，
各教科等でどのような資質・能⼒の育成を⽬指すのかが明確化されました。これにより，教師が
「⼦供たちにどのような⼒が⾝に付いたか」という学習の成果を的確に捉え，主体的・対話的で
深い学びの視点からの授業改善を図る，いわゆる「指導と評価の⼀体化」が実現されやすくなる
ことが期待されます。 

また，⼦供たちや学校，地域の実態を適切に把握した上で教育課程を編成し，学校全体で教育
活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」についても明⽂化されました。カリキュ
ラム・マネジメントの⼀側⾯として，「教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと」
がありますが，このためには，教育課程を編成・実施し，学習評価を⾏い，学習評価を基に教育
課程の改善・充実を図るというＰＤＣＡサイクルを確⽴することが重要です。このことも，まさ
に「指導と評価の⼀体化」のための取組と⾔えます。 

このように，「指導と評価の⼀体化」の必要性は，今回の学習指導要領において，より⼀層明確
なものとなりました。そこで，国⽴教育政策研究所教育課程研究センターでは，「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及び必要な⽅策等について（答申）」
（平成 28 年 12 ⽉ 21 ⽇中央教育審議会）をはじめ，「児童⽣徒の学習評価の在り⽅について（報
告）」（平成 31 年１⽉ 21 ⽇中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会）や「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 31 年３⽉ 29 ⽇付初等中等教育局⻑通知）を踏まえ，令和２年３⽉に公表した⼩・中学校
版に続き，⾼等学校版の「『指導と評価の⼀体化』のための学習評価に関する参考資料」を作成し
ました。 
 本資料では，学習評価の基本的な考え⽅や，各教科等における評価規準の作成及び評価の実施
等について解説しているほか，各教科等別に単元や題材に基づく学習評価について事例を紹介し
ています。各学校においては，本資料や各教育委員会等が⽰す学習評価に関する資料などを参考
としながら，学習評価を含むカリキュラム・マネジメントを円滑に進めていただくことで，「指導
と評価の⼀体化」を実現し，⼦供たちに未来の創り⼿となるために必要な資質・能⼒が育まれる
ことを期待します。 
 最後に，本資料の作成に御協⼒くださった⽅々に⼼から感謝の意を表します。 
 
  令和３年８⽉ 
 
                          国 ⽴ 教 育 政 策 研 究 所 
                          教育課程研究センター⻑ 
                               鈴 ⽊  敏 之 
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第第１１編編  総総説説  

 

本編においては，以下の資料について，それぞれ略称を用いることとする。 

 

 答申：「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

及び必要な方策等について（答申）」 平成 28 年 12 月 21 日 中央教育審議会 

 報告：「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」 平成 31 年１月 21 日 中央教

育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会 

 改善等通知：「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）」 平成 31 年３月 29 日 初等中等

教育局長通知 

 

 

第第１１章章  平平成成 3300 年年のの高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領改改訂訂をを踏踏ままええたた学学習習評評価価のの改改善善  

１１  ははじじめめにに  

学習評価は，学校における教育活動に関し，生徒の学習状況を評価するものである。答

申にもあるとおり，生徒の学習状況を的確に捉え，教師が指導の改善を図るとともに，生

徒が自らの学びを振り返って次の学びに向かうことができるようにするためには，学習

評価の在り方が極めて重要である。 

各教科等の評価については，「観点別学習状況の評価」と「評定」が学習指導要領に定

める目標に準拠した評価として実施するものとされている1。観点別学習状況の評価とは，

学校における生徒の学習状況を，複数の観点から，それぞれの観点ごとに分析的に捉える

評価のことである。生徒が各教科等での学習において，どの観点で望ましい学習状況が認

められ，どの観点に課題が認められるかを明らかにすることにより，具体的な指導や学習

の改善に生かすことを可能とするものである。各学校において目標に準拠した観点別学

習状況の評価を行うに当たっては，観点ごとに評価規準を定める必要がある。評価規準と

は，観点別学習状況の評価を的確に行うため，学習指導要領に示す目標の実現の状況を判

断するよりどころを表現したものである。本参考資料は，観点別学習状況の評価を実施す

る際に必要となる評価規準等，学習評価を行うに当たって参考となる情報をまとめたも

のである。 

以下，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引用する。 

 

 
1 各教科の評価については，観点別学習状況の評価と，これらを総括的に捉える「評定」の
両⽅について実施するものとされており，観点別学習状況の評価や評定には⽰しきれない
⽣徒の⼀⼈⼀⼈のよい点や可能性，進歩の状況については，「個⼈内評価」として実施する
ものとされている（P.６〜11 に後述）。 
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・生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し，学習したことの意義や価値を実

感できるようにすること。また，各教科・科目等の目標の実現に向けた学習状況を

把握する観点から，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場

面や方法を工夫して，学習の過程や成果を評価し，指導の改善や学習意欲の向上を

図り，資質・能力の育成に生かすようにすること。 

・創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう，組織的かつ計画的な

取組を推進するとともに，学年や学校段階を越えて生徒の学習の成果が円滑に接続

されるように工夫すること。 

 （高等学校学習指導要領 第１章 総則 第３款 教育課程の実施と学習評価 ２ 学習評価

の充実） 

報告では現状の学習評価の課題として，学校や教師の状況によっては，学期末や学年

末などの事後での評価に終始してしまうことが多く，評価の結果が生徒の具体的な学

習改善につながっていないなどの指摘があるとしている。このため，学習評価の充実に

当たっては，いわゆる評価のための評価に終わることのないよう指導と評価の一体化

を図り，学習の成果だけでなく，学習の過程を一層重視し，生徒が自分自身の目標や課

題をもって学習を進めていけるように評価を行うことが大切である。 

また，報告においては，教師によって学習評価の方針が異なり，生徒が学習改善につ

なげにくいといった現状の課題も指摘されている。平成 29 年度文部科学省委託調査「学

習指導と学習評価に対する意識調査」（以下「平成 29 年度文科省意識調査」）では，学

習評価への取組状況について，「Ａ：校内で評価方法や評価規準を共有したり，授業研

究を行ったりして，学習評価の改善に，学校全体で取り組んでいる」「Ｂ：評価規準の

改善，評価方法の研究などは，教員個人に任されている」の二つのうちどちらに近いか

尋ねたところ，高等学校では「Ｂ」又は「どちらかと言うとＢ」が約 55％を占めてい

る。このような現状を踏まえ，特に高等学校においては，学習評価の妥当性や信頼性を

高め，授業改善や組織運営の改善に向けた学校教育全体の取組に位置付ける観点から，

組織的かつ計画的に取り組むようにすることが必要である。 

 

（（２２））カカリリキキュュララムム・・ママネネジジメメンントトのの一一環環ととししててのの指指導導とと評評価価  

各学校における教育活動の多くは，学習指導要領等に従い生徒や地域の実態を踏ま

えて編成された教育課程の下，指導計画に基づく授業（学習指導）として展開される。

各学校では，生徒の学習状況を評価し，その結果を生徒の学習や教師による指導の改善

や学校全体としての教育課程の改善等に生かし，学校全体として組織的かつ計画的に

教育活動の質の向上を図っていくことが必要である。このように，「学習指導」と「学

習評価」は学校の教育活動の根幹に当たり，教育課程に基づいて組織的かつ計画的に教

育活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」の中核的な役割を担っている

のである。 

 

（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・表現」，「技能・表現（または技能）」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。 

  

２２  平平成成 3300 年年のの高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領改改訂訂をを踏踏ままええたた学学習習評評価価のの意意義義  

（（１１））学学習習評評価価のの充充実実  

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領総則においては，学習評価の充実につ

いて新たに項目が置かれている。具体的には，学習評価の目的等について以下のように

示し，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら，生徒の主体的・対話的で

深い学びの実現に向けた授業改善を行うと同時に，評価の場面や方法を工夫して，学習

の過程や成果を評価することを示し，授業の改善と評価の改善を両輪として行ってい

くことの必要性が明示されている。 
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観点別学習状況の評価については，こうした教育目標や内容の再整理を踏まえて，小・

中・高等学校の各教科を通じて，４観点から３観点に整理された（図２参照）。 

  図図２２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４  平平成成 3300 年年のの高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領改改訂訂ににおおけけるる各各教教科科・・科科目目のの学学習習評評価価  

各教科・科目の学習評価においては，平成 30 年改訂においても，学習状況を分析的に

捉える「観点別学習状況の評価」と，これらを総括的に捉える「評定」の両方について，

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ものとされた。 

同時に，答申では「観点別学習状況の評価」について，高等学校では，知識量のみを問

うペーパーテストの結果や，特定の活動の結果などのみに偏重した評価が行われている

のではないかとの懸念も示されており，指導要録の様式の改善などを通じて評価の観点

を明確にし，観点別学習状況の評価を更に普及させていく必要があるとされた。報告では

この点について，以下のとおり示されている。 

［平成 21 年改訂］        ［平成 30 年改訂］ 
   

 
【参考】学校教育法第３０条第２項 

 

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。 

 

関関心心・・意意欲欲・・態態度度  

思思考考・・判判断断・・表表現現  

技技能能  

知知識識・・理理解解  

知知識識・・技技能能  

思思考考・・判判断断・・表表現現  

主主体体的的にに学学習習にに  

取取りり組組むむ態態度度  

（（３３））主主体体的的・・対対話話的的でで深深いい学学びびのの視視点点かかららのの授授業業改改善善とと評評価価  

指導と評価の一体化を図るためには，生徒一人一人の学習の成立を促すための評価

という視点を一層重視し，教師が自らの指導のねらいに応じて授業での生徒の学びを

振り返り，学習や指導の改善に生かしていくことが大切である。すなわち，平成 30 年

に改訂された高等学校学習指導要領で重視している「主体的・対話的で深い学び」の視

点からの授業改善を通して各教科等における資質・能力を確実に育成する上で，学習評

価は重要な役割を担っている。 

 

（（４４））学学習習評評価価のの改改善善のの基基本本的的なな方方向向性性  

   （１）～（３）で述べたとおり，学習指導要領改訂の趣旨を実現するためには，学習

評価の在り方が極めて重要であり,すなわち，学習評価を真に意味のあるものとし，指

導と評価の一体化を実現することがますます求められている。 

このため，報告では，以下のように学習評価の改善の基本的な方向性が示された。 

① 児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと 

② 教師の指導改善につながるものにしていくこと 

③ これまで慣行として行われてきたことでも，必要性・妥当性が認められないものは

見直していくこと 

 

３３  平平成成 3300 年年のの高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領改改訂訂をを受受けけたた評評価価のの観観点点のの整整理理  

平成 30 年改訂学習指導要領においては，知・徳・体にわたる「生きる力」を生徒に育

むために「何のために学ぶのか」という各教科等を学ぶ意義を共有しながら，授業の創意

工夫や教科書等の教材の改善を促すため，全ての教科・科目等の目標及び内容を「知識及

び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の育成を目指す資

質・能力の三つの柱で再整理した（図１参照）。知・徳・体のバランスのとれた「生きる

力」を育むことを目指すに当たっては，各教科・科目等の指導を通してどのような資質・

能力の育成を目指すのかを明確にしながら教育活動の充実を図ること，その際には，生徒

の発達の段階や特性を踏まえ，三つの柱に沿った資質・能力の育成がバランスよく実現で

きるよう留意する必要がある。 
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きるよう留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１編

- 7 -



「平成 29 年度文科省意識調査」では，「観点別学習状況の評価は実践の蓄積があり，定

着してきている」に対する「そう思う」又は「まあそう思う」との回答の割合は，小学校・

中学校では 80％を超えるのに対し，高等学校では約 45％にとどまっている。このような

現状を踏まえ，今後高等学校においては，観点別学習状況の評価を更に充実し，その質を

高めることが求められている。 

また，観点別学習状況の評価や評定には示しきれない生徒一人一人のよい点や可能性，

進歩の状況については，「個人内評価」として実施するものとされている。改善等通知に

おいては，「観点別学習状況の評価になじまず個人内評価の対象となるものについては，

児童生徒が学習したことの意義や価値を実感できるよう，日々の教育活動等の中で児童

生徒に伝えることが重要であること。特に『学びに向かう力，人間性等』のうち『感性や

思いやり』など児童生徒一人一人のよい点や可能性，進歩の状況などを積極的に評価し児

童生徒に伝えることが重要であること。」と示されている。 

「３ 平成 30 年の高等学校学習指導要領改訂を受けた評価の観点の整理」も踏まえて

各教科における評価の基本構造を図示化すると，以下のようになる（図３参照）。 

図図３３  

上記の，「各教科における評価の基本構造」を踏まえた３観点の評価それぞれについて

の考え方は，以下の（１）～（３）のとおりとなる。なお，この考え方は，総合的な探究

の時間，特別活動においても同様に考えることができる。 

 

 

 

 

 

 

第１編第１編

- 8 -



「平成 29 年度文科省意識調査」では，「観点別学習状況の評価は実践の蓄積があり，定

着してきている」に対する「そう思う」又は「まあそう思う」との回答の割合は，小学校・

中学校では 80％を超えるのに対し，高等学校では約 45％にとどまっている。このような

現状を踏まえ，今後高等学校においては，観点別学習状況の評価を更に充実し，その質を

高めることが求められている。 

また，観点別学習状況の評価や評定には示しきれない生徒一人一人のよい点や可能性，

進歩の状況については，「個人内評価」として実施するものとされている。改善等通知に

おいては，「観点別学習状況の評価になじまず個人内評価の対象となるものについては，

児童生徒が学習したことの意義や価値を実感できるよう，日々の教育活動等の中で児童

生徒に伝えることが重要であること。特に『学びに向かう力，人間性等』のうち『感性や

思いやり』など児童生徒一人一人のよい点や可能性，進歩の状況などを積極的に評価し児

童生徒に伝えることが重要であること。」と示されている。 

「３ 平成 30 年の高等学校学習指導要領改訂を受けた評価の観点の整理」も踏まえて

各教科における評価の基本構造を図示化すると，以下のようになる（図３参照）。 

図図３３  

上記の，「各教科における評価の基本構造」を踏まえた３観点の評価それぞれについて

の考え方は，以下の（１）～（３）のとおりとなる。なお，この考え方は，総合的な探究

の時間，特別活動においても同様に考えることができる。 

 

 

 

 

 

 

第１編 第１編

- 9 -



どうかという意思的な側面を評価することが重要である。 

   従前の「関心・意欲・態度」の観点も，各教科等の学習内容に関心をもつことのみな

らず，よりよく学ぼうとする意欲をもって学習に取り組む態度を評価するという考え

方に基づいたものであり，この点を「主体的に学習に取り組む態度」として改めて強調

するものである。 

   本観点に基づく評価は，「主体的に学習に取り組む態度」に係る各教科等の評価の観

点の趣旨に照らして， 

① 知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりすることに

向けた粘り強い取組を行おうとしている側面 

② ①の粘り強い取組を行う中で，自らの学習を調整しようとする側面 

という二つの側面を評価することが求められる2（図４参照）。 

 ここでの評価は，生徒の学習の調整が「適切に行われているか」を必ずしも判断する

ものではなく，学習の調整が知識及び技能の習得などに結び付いていない場合には，教

師が学習の進め方を適切に指導することが求められる。 

   具体的な評価の方法としては，ノートやレポート等における記述，授業中の発言，教

師による行動観察や生徒による自己評価や相互評価等の状況を，教師が評価を行う際

に考慮する材料の一つとして用いることなどが考えられる。 

図図４４  

 

  

 
2 これら①②の姿は実際の教科等の学びの中では別々ではなく相互に関わり合いながら⽴
ち現れるものと考えられることから，実際の評価の場⾯においては，双⽅の側⾯を⼀体的に
⾒取ることも想定される。例えば，⾃らの学習を全く調整しようとせず粘り強く取り組み続
ける姿や，粘り強さが全くない中で⾃らの学習を調整する姿は⼀般的ではない。 

 

（（１１））「「知知識識・・技技能能」」のの評評価価ににつついいてて  

「知識・技能」の評価は，各教科等における学習の過程を通した知識及び技能の習得

状況について評価を行うとともに，それらを既有の知識及び技能と関連付けたり活用

したりする中で，他の学習や生活の場面でも活用できる程度に概念等を理解したり，技

能を習得したりしているかについても評価するものである。 

  「知識・技能」におけるこのような考え方は，従前の「知識・理解」（各教科等にお

いて習得すべき知識や重要な概念等を理解しているかを評価），「技能」（各教科等にお

いて習得すべき技能を身に付けているかを評価）においても重視してきたものである。 

  具体的な評価の方法としては，ペーパーテストにおいて，事実的な知識の習得を問う

問題と，知識の概念的な理解を問う問題とのバランスに配慮するなどの工夫改善を図

るとともに，例えば，生徒が文章による説明をしたり，各教科等の内容の特質に応じて，

観察・実験したり，式やグラフで表現したりするなど，実際に知識や技能を用いる場面

を設けるなど，多様な方法を適切に取り入れていくことが考えられる。 

 

（（２２））「「思思考考・・判判断断・・表表現現」」のの評評価価ににつついいてて  

   「思考・判断・表現」の評価は，各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決する

等のために必要な思考力，判断力，表現力等を身に付けているかを評価するものである。 

   「思考・判断・表現」におけるこのような考え方は，従前の「思考・判断・表現」の

観点においても重視してきたものである。「思考・判断・表現」を評価するためには，

教師は「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善をする中で，生徒が思考・

判断・表現する場面を効果的に設計するなどした上で，指導・評価することが求められ

る。 

   具体的な評価の方法としては，ペーパーテストのみならず，論述やレポートの作成，

発表，グループでの話合い，作品の制作や表現等の多様な活動を取り入れたり，それら

を集めたポートフォリオを活用したりするなど評価方法を工夫することが考えられる。 

 

（（３３））「「主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度」」のの評評価価ににつついいてて  

   答申において「学びに向かう力，人間性等」には，①「主体的に学習に取り組む態度」

として観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分と，②観点別学習状況

の評価や評定にはなじまず，こうした評価では示しきれないことから個人内評価を通

じて見取る部分があることに留意する必要があるとされている。すなわち，②について

は観点別学習状況の評価の対象外とする必要がある。 

   「主体的に学習に取り組む態度」の評価に際しては，単に継続的な行動や積極的な発

言を行うなど，性格や行動面の傾向を評価するということではなく，各教科等の「主体

的に学習に取り組む態度」に係る観点の趣旨に照らして，知識及び技能を習得したり，

思考力，判断力，表現力等を身に付けたりするために，自らの学習状況を把握し，学習

の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら，学ぼうとしているか
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６６  障障害害ののああるる生生徒徒のの学学習習評評価価ににつついいてて  

  学習評価に関する基本的な考え方は，障害のある生徒の学習評価についても同様であ

る。 

  障害のある生徒については，特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ，個々の生徒

の障害の状態や特性及び心身の発達の段階に応じた指導内容や指導方法の工夫を行い，

その評価を適切に行うことが必要である。また，指導内容や指導方法の工夫については，

学習指導要領の各教科・科目の「指導計画の作成と内容の取扱い」の「指導計画作成上の

配慮事項」の「障害のある生徒への配慮についての事項」についての学習指導要領解説も

参考となる。 

 

７７  評評価価のの方方針針等等のの生生徒徒やや保保護護者者へへのの共共有有ににつついいてて    

  学習評価の妥当性や信頼性を高めるとともに，生徒自身に学習の見通しをもたせるた

めに，学習評価の方針を事前に生徒と共有する場面を必要に応じて設けることが求めら

れており，生徒に評価の結果をフィードバックする際にも，どのような方針によって評価

したのかを改めて生徒に共有することも重要である。 

  また，学習指導要領下での学習評価の在り方や基本方針等について，様々な機会を捉え

て保護者と共通理解を図ることが非常に重要である。 

  

   なお，学習指導要領の「２ 内容」に記載のない「主体的に学習に取り組む態度」

の評価については，後述する第２章１（２）を参照のこと3。  

  

  

５５  改改善善等等通通知知ににおおけけるる総総合合的的なな探探究究のの時時間間，，特特別別活活動動のの指指導導要要録録のの記記録録 

  改善等通知においては，各教科の学習の記録とともに，以下の（１），（２）の各教科等

の指導要録における学習の記録について以下のように示されている。 

（（１１））総総合合的的なな探探究究のの時時間間ににつついいてて  

   改善等通知別紙３には，「総合的な探究の時間の記録については，この時間に行った

学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で，それらの観点のうち，生

徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入する等，生徒にどのよう

な力が身に付いたかを文章で端的に記述する」とされている。また，「評価の観点につ

いては，高等学校学習指導要領等に示す総合的な探究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，内容に基づいて別紙５を参考に定める」とされている。 

 

（（２２））特特別別活活動動ににつついいてて  

改善等通知別紙３には，「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」とされてい

る。また，「評価の観点については，高等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，特別活動の特質や学校として

重点化した内容を踏まえ，例えば『主体的に生活や人間関係をよりよくしようとする態

度』などのように,より具体的に定めることも考えられる。記入に当たっては，特別活

動の学習が学校やホームルームにおける集団活動や生活を対象に行われるという特質

に留意する」とされている。 

なお，特別活動は学級担任以外の教師が指導する活動もあることから，評価体制を確

立し，共通理解を図って，生徒のよさや可能性を多面的・総合的に評価するとともに，

確実に資質・能力が育成されるよう指導の改善に生かすことが求められる。 

 

 

 

 

 
3 各教科等によって，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，保健体
育科の体育に関する科⽬においては，公正や協⼒などを，育成する「態度」として学習指導
要領に位置付けており，各教科等の⽬標や内容に対応した学習評価が⾏われることとされ
ている。 
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６６  障障害害ののああるる生生徒徒のの学学習習評評価価ににつついいてて  
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  また，学習指導要領下での学習評価の在り方や基本方針等について，様々な機会を捉え

て保護者と共通理解を図ることが非常に重要である。 

  

   なお，学習指導要領の「２ 内容」に記載のない「主体的に学習に取り組む態度」

の評価については，後述する第２章１（２）を参照のこと3。  

  

  

５５  改改善善等等通通知知ににおおけけるる総総合合的的なな探探究究のの時時間間，，特特別別活活動動のの指指導導要要録録のの記記録録 

  改善等通知においては，各教科の学習の記録とともに，以下の（１），（２）の各教科等

の指導要録における学習の記録について以下のように示されている。 

（（１１））総総合合的的なな探探究究のの時時間間ににつついいてて  

   改善等通知別紙３には，「総合的な探究の時間の記録については，この時間に行った

学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で，それらの観点のうち，生

徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入する等，生徒にどのよう

な力が身に付いたかを文章で端的に記述する」とされている。また，「評価の観点につ

いては，高等学校学習指導要領等に示す総合的な探究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，内容に基づいて別紙５を参考に定める」とされている。 
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改善等通知別紙３には，「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」とされてい

る。また，「評価の観点については，高等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，特別活動の特質や学校として

重点化した内容を踏まえ，例えば『主体的に生活や人間関係をよりよくしようとする態

度』などのように,より具体的に定めることも考えられる。記入に当たっては，特別活

動の学習が学校やホームルームにおける集団活動や生活を対象に行われるという特質

に留意する」とされている。 

なお，特別活動は学級担任以外の教師が指導する活動もあることから，評価体制を確

立し，共通理解を図って，生徒のよさや可能性を多面的・総合的に評価するとともに，

確実に資質・能力が育成されるよう指導の改善に生かすことが求められる。 

 

 

 

 

 
3 各教科等によって，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，保健体
育科の体育に関する科⽬においては，公正や協⼒などを，育成する「態度」として学習指導
要領に位置付けており，各教科等の⽬標や内容に対応した学習評価が⾏われることとされ
ている。 

第１編

- 13 -



図図６６  

【【学学習習指指導導要要領領「「科科目目のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第２２款款  各各科科目目」」ににおおけけるる科科目目のの目目標標  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技能に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）7  

 

 

観点 知知識識・・技技能能  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 

（知識・技能の観点の 

趣旨） 

 

 

（思考・判断・表現の 

観点の趣旨） 

 

 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

 

 

  

  

（（２２））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」ににつついいてて 

本参考資料では，評価規準の作成等について示す。具体的には，第２編において学習

指導要領の規定から「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の手順を示してい

る。ここでの「内容のまとまり」とは，学習指導要領に示す各教科等の「第２款 各科

目」における各科目の「１ 目標」及び「２ 内容」の項目等をそのまとまりごとに細分

化したり整理したりしたものである8。平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領に

おいては資質・能力の三つの柱に基づく構造化が行われたところであり，各学科に共通

する各教科においては，学習指導要領に示す各教科の「第２款 各科目」の「２ 内容」

 
7 脚注６を参照 
8 各教科等の学習指導要領の「第３款 各科⽬にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」１
(1)に「単元（題材）などの内容や時間のまとまり」という記載があるが，この「内容や時
間のまとまり」と，本参考資料における「内容のまとまり」は同義ではないことに注意が必
要である。前者は，主体的・対話的で深い学びを実現するため，主体的に学習に取り組める
よう学習の⾒通しを⽴てたり学習したことを振り返ったりして⾃⾝の学びや変容を⾃覚で
きる場⾯をどこに設定するか，対話によって⾃分の考えなどを広げたり深めたりする場⾯
をどこに設定するか，学びの深まりをつくりだすために，⽣徒が考える場⾯と教師が教える
場⾯をどのように組み⽴てるか，といった視点による授業改善は，１単位時間の授業ごとに
考えるのではなく，単元や題材などの⼀定程度のまとまりごとに検討されるべきであるこ
とが⽰されたものである。後者（本参考資料における「内容のまとまり」）については，本
⽂に述べるとおりである。 

科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」は各学校等において作成する 

第第２２章章  学学習習評評価価のの基基本本的的なな流流れれ  

１１  各各学学科科にに共共通通すするる各各教教科科ににおおけけるる評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて 

（（１１））目目標標とと「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」ととのの対対応応関関係係ににつついいてて  

   評価規準の作成に当たっては，各学校の実態に応じて目標に準拠した評価を行うた

めに，「評価の観点及びその趣旨4」が各教科の目標を踏まえて作成されていることを確

認することが必要である5。また，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係

性を踏まえ，科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」を作成することが必要である。 

   なお，「主体的に学習に取り組む態度」の観点は，教科・科目の目標の（3）に対応す

るものであるが，観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分をその内容

として整理し，示していることを確認することが必要である（図５，６参照）。 

  

図図５５  

【【学学習習指指導導要要領領「「教教科科のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第１１款款  目目標標」」等等  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技能に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）6  

 

 

【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」】】  

観点 知知識識・・技技能能  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 
（知識・技能の観点の趣

旨） 

（思考・判断・表現の観

点の趣旨） 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

  

  

  

  

 
4 各教科等の学習指導要領の⽬標の規定を踏まえ，観点別学習状況の評価の対象とするもの
について整理したものが教科等の観点の趣旨である。 
5 芸術科においては，「第２款 各科⽬」における⾳楽Ⅰ〜Ⅲ，美術Ⅰ〜Ⅲ，⼯芸Ⅰ〜Ⅲ，
書道Ⅰ〜Ⅲについて，それぞれ科⽬の⽬標を踏まえて「評価の観点及びその趣旨」が作成さ
れている。 
6 学びに向かう⼒，⼈間性等に関する⽬標には，個⼈内評価として実施するものも含まれて
いる。 
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図図６６  

【【学学習習指指導導要要領領「「科科目目のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第２２款款  各各科科目目」」ににおおけけるる科科目目のの目目標標  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技能に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）7  

 

 

観点 知知識識・・技技能能  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 

（知識・技能の観点の 

趣旨） 

 

 

（思考・判断・表現の 

観点の趣旨） 

 

 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

 

 

  

  

（（２２））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」ににつついいてて 

本参考資料では，評価規準の作成等について示す。具体的には，第２編において学習

指導要領の規定から「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の手順を示してい

る。ここでの「内容のまとまり」とは，学習指導要領に示す各教科等の「第２款 各科

目」における各科目の「１ 目標」及び「２ 内容」の項目等をそのまとまりごとに細分

化したり整理したりしたものである8。平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領に

おいては資質・能力の三つの柱に基づく構造化が行われたところであり，各学科に共通

する各教科においては，学習指導要領に示す各教科の「第２款 各科目」の「２ 内容」

 
7 脚注６を参照 
8 各教科等の学習指導要領の「第３款 各科⽬にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」１
(1)に「単元（題材）などの内容や時間のまとまり」という記載があるが，この「内容や時
間のまとまり」と，本参考資料における「内容のまとまり」は同義ではないことに注意が必
要である。前者は，主体的・対話的で深い学びを実現するため，主体的に学習に取り組める
よう学習の⾒通しを⽴てたり学習したことを振り返ったりして⾃⾝の学びや変容を⾃覚で
きる場⾯をどこに設定するか，対話によって⾃分の考えなどを広げたり深めたりする場⾯
をどこに設定するか，学びの深まりをつくりだすために，⽣徒が考える場⾯と教師が教える
場⾯をどのように組み⽴てるか，といった視点による授業改善は，１単位時間の授業ごとに
考えるのではなく，単元や題材などの⼀定程度のまとまりごとに検討されるべきであるこ
とが⽰されたものである。後者（本参考資料における「内容のまとまり」）については，本
⽂に述べるとおりである。 

科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」は各学校等において作成する 

第第２２章章  学学習習評評価価のの基基本本的的なな流流れれ  

１１  各各学学科科にに共共通通すするる各各教教科科ににおおけけるる評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて 

（（１１））目目標標とと「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」ととのの対対応応関関係係ににつついいてて  

   評価規準の作成に当たっては，各学校の実態に応じて目標に準拠した評価を行うた

めに，「評価の観点及びその趣旨4」が各教科の目標を踏まえて作成されていることを確

認することが必要である5。また，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係

性を踏まえ，科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」を作成することが必要である。 

   なお，「主体的に学習に取り組む態度」の観点は，教科・科目の目標の（3）に対応す

るものであるが，観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分をその内容

として整理し，示していることを確認することが必要である（図５，６参照）。 

  

図図５５  

【【学学習習指指導導要要領領「「教教科科のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第１１款款  目目標標」」等等  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技能に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）6  

 

 

【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」】】  

観点 知知識識・・技技能能  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 
（知識・技能の観点の趣

旨） 

（思考・判断・表現の観

点の趣旨） 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

  

  

  

  

 
4 各教科等の学習指導要領の⽬標の規定を踏まえ，観点別学習状況の評価の対象とするもの
について整理したものが教科等の観点の趣旨である。 
5 芸術科においては，「第２款 各科⽬」における⾳楽Ⅰ〜Ⅲ，美術Ⅰ〜Ⅲ，⼯芸Ⅰ〜Ⅲ，
書道Ⅰ〜Ⅲについて，それぞれ科⽬の⽬標を踏まえて「評価の観点及びその趣旨」が作成さ
れている。 
6 学びに向かう⼒，⼈間性等に関する⽬標には，個⼈内評価として実施するものも含まれて
いる。 
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（（３３））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順 

各教科における14，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順は

以下のとおりである。 

 

（（４４））評評価価のの計計画画をを立立ててるるここととのの重重要要性性  

      学習指導のねらいが生徒の学習状況として実現されたかについて，評価規準に照ら

して観察し，毎時間の授業で適宜指導を行うことは，育成を目指す資質・能力を生徒に

育むためには不可欠である。その上で，評価規準に照らして，観点別学習状況の評価を

するための記録を取ることになる。そのためには，いつ，どのような方法で，生徒につ

いて観点別学習状況を評価するための記録を取るのかについて，評価の計画を立てる

ことが引き続き大切である。 

   しかし，毎時間生徒全員について記録を取り，総括の資料とするために蓄積すること

は現実的ではないことからも，生徒全員の学習状況を記録に残す場面を精選し，かつ適

切に評価するための評価の計画が一層重要になる。 

 

（（５５））観観点点別別学学習習状状況況のの評評価価にに係係るる記記録録のの総総括括  

適切な評価の計画の下に得た，生徒の観点別学習状況の評価に係る記録の総括の時

期としては，単元（題材）末，学期末，学年末等の節目が考えられる。  

総括を行う際，観点別学習状況の評価に係る記録が，観点ごとに複数ある場合は，例

えば，次のような総括の方法が考えられる。 

・ 評評価価結結果果ののＡＡ，，ＢＢ，，ＣＣのの数数をを基基にに総総括括すするる場場合合  

    何回か行った評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数が多いものが，その観点の学習の実施状況

を最もよく表現しているとする考え方に立つ総括の方法である。例えば，３回評価を

行った結果が「ＡＢＢ」ならばＢと総括することが考えられる。なお，「ＡＡＢＢ」

の総括結果をＡとするかＢとするかなど，同数の場合や三つの記号が混在する場合

の総括の仕方をあらかじめ各学校において決めておく必要がある。 

 

 
14 芸術科においては，「第２款 各科⽬」における⾳楽Ⅰ〜Ⅲ，美術Ⅰ〜Ⅲ，⼯芸Ⅰ〜Ⅲ，
書道Ⅰ〜Ⅲについて，必要に応じてそれぞれ「内容のまとまりごとの評価規準」を作成す
る。 

 学習指導要領に示された教科及び科目の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」

が作成されていることを理解した上で， 

① 各教科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認する。 
 

② 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 

において9，「内容のまとまり」ごとに育成を目指す資質・能力が示されている。このた

め，「２ 内容」の記載はそのまま学習指導の目標となりうるものである10。学習指導要

領の目標に照らして観点別学習状況の評価を行うに当たり，生徒が資質・能力を身に付

けた状況を表すために，「２ 内容」の記載事項の文末を「～すること」から「～してい

る」と変換したもの等を，本参考資料において「内容のまとまりごとの評価規準」と呼

ぶこととする11。 

ただし，「主体的に学習に取り組む態度」に関しては，特に，生徒の学習への継続的

な取組を通して現れる性質を有すること等から12，「２ 内容」に記載がない13。そのた

め，各科目の「１ 目標」を参考にして作成した科目の目標に対する「評価の観点の趣

旨」を踏まえつつ，必要に応じて，改善等通知別紙５に示された評価の観点の趣旨のう

ち「主体的に学習に取り組む態度」に関わる部分を用いて「内容のまとまりごとの評価

規準」を作成する必要がある。 

なお，各学校においては，「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえて，

各学校の実態を考慮し，単元や題材の評価規準等，学習評価を行う際の評価規準を作成

する。 

 

 

 

 

 

 
9 外国語においては「第２款 各科⽬」の「１ ⽬標」である。 
10 「２ 内容」において⽰されている指導事項等を整理することで「内容のまとまり」を構
成している教科もある。この場合は，整理した資質・能⼒をもとに，構成された「内容のま
とまり」に基づいて学習指導の⽬標を設定することとなる。また，⽬標や評価規準の設定は,
教育課程を編成する主体である各学校が，学習指導要領に基づきつつ⽣徒や学校，地域の実
情に応じて⾏うことが必要である。 
11 各学科に共通する各教科第９節家庭については，学習指導要領の「第１款 ⽬標」(2)及
び「第２款 各科⽬」の「１ ⽬標」(2)に思考⼒・判断⼒・表現⼒等の育成に係る学習過
程が記載されているため，これらを踏まえて「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する
必要がある。 
12 各教科等の特性によって単元や題材など内容や時間のまとまりはさまざまであることか
ら，評価を⾏う際は，それぞれの実現状況が把握できる段階について検討が必要である。 
13 各教科等によって，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，保健体
育科の体育に関する科⽬においては，公正や協⼒などを，育成する「態度」として学習指導
要領に位置付けており，各教科等の⽬標や内容に対応した学習評価が⾏われることとされ
ている。 
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（（３３））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順 

各教科における14，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基本的な手順は

以下のとおりである。 

 

（（４４））評評価価のの計計画画をを立立ててるるここととのの重重要要性性  

      学習指導のねらいが生徒の学習状況として実現されたかについて，評価規準に照ら

して観察し，毎時間の授業で適宜指導を行うことは，育成を目指す資質・能力を生徒に

育むためには不可欠である。その上で，評価規準に照らして，観点別学習状況の評価を

するための記録を取ることになる。そのためには，いつ，どのような方法で，生徒につ

いて観点別学習状況を評価するための記録を取るのかについて，評価の計画を立てる

ことが引き続き大切である。 

   しかし，毎時間生徒全員について記録を取り，総括の資料とするために蓄積すること

は現実的ではないことからも，生徒全員の学習状況を記録に残す場面を精選し，かつ適

切に評価するための評価の計画が一層重要になる。 

 

（（５５））観観点点別別学学習習状状況況のの評評価価にに係係るる記記録録のの総総括括  

適切な評価の計画の下に得た，生徒の観点別学習状況の評価に係る記録の総括の時

期としては，単元（題材）末，学期末，学年末等の節目が考えられる。  

総括を行う際，観点別学習状況の評価に係る記録が，観点ごとに複数ある場合は，例

えば，次のような総括の方法が考えられる。 

・ 評評価価結結果果ののＡＡ，，ＢＢ，，ＣＣのの数数をを基基にに総総括括すするる場場合合  

    何回か行った評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数が多いものが，その観点の学習の実施状況

を最もよく表現しているとする考え方に立つ総括の方法である。例えば，３回評価を

行った結果が「ＡＢＢ」ならばＢと総括することが考えられる。なお，「ＡＡＢＢ」

の総括結果をＡとするかＢとするかなど，同数の場合や三つの記号が混在する場合

の総括の仕方をあらかじめ各学校において決めておく必要がある。 

 

 
14 芸術科においては，「第２款 各科⽬」における⾳楽Ⅰ〜Ⅲ，美術Ⅰ〜Ⅲ，⼯芸Ⅰ〜Ⅲ，
書道Ⅰ〜Ⅲについて，必要に応じてそれぞれ「内容のまとまりごとの評価規準」を作成す
る。 

 学習指導要領に示された教科及び科目の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」

が作成されていることを理解した上で， 

① 各教科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認する。 
 

② 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 

において9，「内容のまとまり」ごとに育成を目指す資質・能力が示されている。このた

め，「２ 内容」の記載はそのまま学習指導の目標となりうるものである10。学習指導要

領の目標に照らして観点別学習状況の評価を行うに当たり，生徒が資質・能力を身に付

けた状況を表すために，「２ 内容」の記載事項の文末を「～すること」から「～してい

る」と変換したもの等を，本参考資料において「内容のまとまりごとの評価規準」と呼

ぶこととする11。 

ただし，「主体的に学習に取り組む態度」に関しては，特に，生徒の学習への継続的

な取組を通して現れる性質を有すること等から12，「２ 内容」に記載がない13。そのた

め，各科目の「１ 目標」を参考にして作成した科目の目標に対する「評価の観点の趣

旨」を踏まえつつ，必要に応じて，改善等通知別紙５に示された評価の観点の趣旨のう

ち「主体的に学習に取り組む態度」に関わる部分を用いて「内容のまとまりごとの評価

規準」を作成する必要がある。 

なお，各学校においては，「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえて，

各学校の実態を考慮し，単元や題材の評価規準等，学習評価を行う際の評価規準を作成

する。 

 

 

 

 

 

 
9 外国語においては「第２款 各科⽬」の「１ ⽬標」である。 
10 「２ 内容」において⽰されている指導事項等を整理することで「内容のまとまり」を構
成している教科もある。この場合は，整理した資質・能⼒をもとに，構成された「内容のま
とまり」に基づいて学習指導の⽬標を設定することとなる。また，⽬標や評価規準の設定は,
教育課程を編成する主体である各学校が，学習指導要領に基づきつつ⽣徒や学校，地域の実
情に応じて⾏うことが必要である。 
11 各学科に共通する各教科第９節家庭については，学習指導要領の「第１款 ⽬標」(2)及
び「第２款 各科⽬」の「１ ⽬標」(2)に思考⼒・判断⼒・表現⼒等の育成に係る学習過
程が記載されているため，これらを踏まえて「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する
必要がある。 
12 各教科等の特性によって単元や題材など内容や時間のまとまりはさまざまであることか
ら，評価を⾏う際は，それぞれの実現状況が把握できる段階について検討が必要である。 
13 各教科等によって，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，保健体
育科の体育に関する科⽬においては，公正や協⼒などを，育成する「態度」として学習指導
要領に位置付けており，各教科等の⽬標や内容に対応した学習評価が⾏われることとされ
ている。 
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及び評定への総括の考え方や方法について，教師間で共通理解を図り，生徒及び保護者

に十分説明し理解を得ることが大切である。 

 

 

２２  主主ととししてて専専門門学学科科（（職職業業教教育育をを主主ととすするる専専門門学学科科））ににおおいいてて開開設設さされれるる各各教教科科ににおおけけ

るる評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））目目標標とと「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」ととのの対対応応関関係係ににつついいてて  

評価規準の作成に当たっては，各学校の実態に応じて目標に準拠した評価を行うた

めに，「評価の観点及びその趣旨」が各教科の目標を踏まえて作成されていることを確

認することが必要である。また，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性

を踏まえ，科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」を作成することが必要である。 

   なお，「主体的に学習に取り組む態度」の観点は，教科・科目の目標の（3）に対応す

るものであるが，観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分をその内容

として整理し，示していることを確認することが必要である（図７，８参照）。 

 

図図７７  

【【学学習習指指導導要要領領「「教教科科のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第１１款款  目目標標」」  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技術に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）16  

 

 

【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」】】  

観点 知知識識・・技技術術  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 
（知識・技術の観点の趣

旨） 

（思考・判断・表現の観

点の趣旨） 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

  

  

  

 
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。」と⽰されている（P.８参照）。 
16 脚注６を参照 

・ 評評価価結結果果ののＡＡ，，ＢＢ，，ＣＣをを数数値値にに置置きき換換ええてて総総括括すするる場場合合  

   何回か行った評価結果Ａ，Ｂ，Ｃを，例えばＡ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１のように数値

によって表し，合計したり平均したりする総括の方法である。例えば，総括の結果を

Ｂとする範囲を［1.5≦平均値≦2.5］とすると，「ＡＢＢ」の平均値は，約 2.3［（３

＋２＋２）÷３］で総括の結果はＢとなる。 

なお，評価の各節目のうち特定の時点に重きを置いて評価を行うこともできるが，そ

の際平均値による方法等以外についても様々な総括の方法が考えられる。 

 

（（６６））観観点点別別学学習習状状況況のの評評価価のの評評定定へへのの総総括括  

評定は，各教科の観点別学習状況の評価を総括した数値を示すものである。評定は，

生徒がどの教科の学習に望ましい学習状況が認められ，どの教科の学習に課題が認め

られるのかを明らかにすることにより，教育課程全体を見渡した学習状況の把握と指

導や学習の改善に生かすことを可能とするものである。 

評定への総括は，学期末や学年末などに行われることが多い。学年末に評定へ総括す

る場合には，学期末に総括した評定の結果を基にする場合と，学年末に観点ごとに総括

した結果を基にする場合が考えられる。 

観点別学習状況の評価の評定への総括は，各観点の評価結果をＡ，Ｂ，Ｃの組合せ，

又は，Ａ，Ｂ，Ｃを数値で表したものに基づいて総括し，その結果を５段階で表す。 

Ａ，Ｂ，Ｃの組合せから評定に総括する場合，「ＢＢＢ」であれば３を基本としつつ，

「ＡＡＡ」であれば５又は４，「ＣＣＣ」であれば２又は１とするのが適当であると考

えられる。それ以外の場合は，各観点のＡ，Ｂ，Ｃの数の組合せから適切に評定するこ

とができるようあらかじめ各学校において決めておく必要がある。 

なお，観点別学習状況の評価結果は，「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のように表されるが，そこで表された学習の実現状況には幅があるため，機

械的に評定を算出することは適当ではない場合も予想される。  

また，評定は，高等学校学習指導要領等に示す各教科・科目の目標に照らして，その

実現状況を「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況と判断されるものを５，

「十分満足できる」状況と判断されるものを４，「おおむね満足できる」状況と判断さ

れるものを３，「努力を要する」状況と判断されるものを２，「努力を要すると判断され

るもののうち，特に程度が低い」状況と判断されるものを１（単位不認定）という数値

で表される。しかし，この数値を生徒の学習状況について五つに分類したものとして捉

えるのではなく，常にこの結果の背後にある生徒の具体的な学習の実現状況を思い描

き，適切に捉えることが大切である。評定への総括に当たっては，このようなことも十

分に検討する必要がある15。また，各学校では観点別学習状況の評価の観点ごとの総括

 
15 改善等通知では，「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，『観点別

第１編

- 18 -



及び評定への総括の考え方や方法について，教師間で共通理解を図り，生徒及び保護者

に十分説明し理解を得ることが大切である。 

 

 

２２  主主ととししてて専専門門学学科科（（職職業業教教育育をを主主ととすするる専専門門学学科科））ににおおいいてて開開設設さされれるる各各教教科科ににおおけけ

るる評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））目目標標とと「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」ととのの対対応応関関係係ににつついいてて  

評価規準の作成に当たっては，各学校の実態に応じて目標に準拠した評価を行うた

めに，「評価の観点及びその趣旨」が各教科の目標を踏まえて作成されていることを確

認することが必要である。また，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性

を踏まえ，科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」を作成することが必要である。 

   なお，「主体的に学習に取り組む態度」の観点は，教科・科目の目標の（3）に対応す

るものであるが，観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分をその内容

として整理し，示していることを確認することが必要である（図７，８参照）。 

 

図図７７  

【【学学習習指指導導要要領領「「教教科科のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第１１款款  目目標標」」  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技術に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）16  

 

 

【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５「「評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨」」】】  

観点 知知識識・・技技術術  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 
（知識・技術の観点の趣

旨） 

（思考・判断・表現の観

点の趣旨） 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

  

  

  

 
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。」と⽰されている（P.８参照）。 
16 脚注６を参照 

・ 評評価価結結果果ののＡＡ，，ＢＢ，，ＣＣをを数数値値にに置置きき換換ええてて総総括括すするる場場合合  

   何回か行った評価結果Ａ，Ｂ，Ｃを，例えばＡ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１のように数値

によって表し，合計したり平均したりする総括の方法である。例えば，総括の結果を

Ｂとする範囲を［1.5≦平均値≦2.5］とすると，「ＡＢＢ」の平均値は，約 2.3［（３

＋２＋２）÷３］で総括の結果はＢとなる。 

なお，評価の各節目のうち特定の時点に重きを置いて評価を行うこともできるが，そ

の際平均値による方法等以外についても様々な総括の方法が考えられる。 

 

（（６６））観観点点別別学学習習状状況況のの評評価価のの評評定定へへのの総総括括  

評定は，各教科の観点別学習状況の評価を総括した数値を示すものである。評定は，

生徒がどの教科の学習に望ましい学習状況が認められ，どの教科の学習に課題が認め

られるのかを明らかにすることにより，教育課程全体を見渡した学習状況の把握と指

導や学習の改善に生かすことを可能とするものである。 

評定への総括は，学期末や学年末などに行われることが多い。学年末に評定へ総括す

る場合には，学期末に総括した評定の結果を基にする場合と，学年末に観点ごとに総括

した結果を基にする場合が考えられる。 

観点別学習状況の評価の評定への総括は，各観点の評価結果をＡ，Ｂ，Ｃの組合せ，

又は，Ａ，Ｂ，Ｃを数値で表したものに基づいて総括し，その結果を５段階で表す。 

Ａ，Ｂ，Ｃの組合せから評定に総括する場合，「ＢＢＢ」であれば３を基本としつつ，

「ＡＡＡ」であれば５又は４，「ＣＣＣ」であれば２又は１とするのが適当であると考

えられる。それ以外の場合は，各観点のＡ，Ｂ，Ｃの数の組合せから適切に評定するこ

とができるようあらかじめ各学校において決めておく必要がある。 

なお，観点別学習状況の評価結果は，「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のように表されるが，そこで表された学習の実現状況には幅があるため，機

械的に評定を算出することは適当ではない場合も予想される。  

また，評定は，高等学校学習指導要領等に示す各教科・科目の目標に照らして，その

実現状況を「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況と判断されるものを５，

「十分満足できる」状況と判断されるものを４，「おおむね満足できる」状況と判断さ

れるものを３，「努力を要する」状況と判断されるものを２，「努力を要すると判断され

るもののうち，特に程度が低い」状況と判断されるものを１（単位不認定）という数値

で表される。しかし，この数値を生徒の学習状況について五つに分類したものとして捉

えるのではなく，常にこの結果の背後にある生徒の具体的な学習の実現状況を思い描

き，適切に捉えることが大切である。評定への総括に当たっては，このようなことも十

分に検討する必要がある15。また，各学校では観点別学習状況の評価の観点ごとの総括

 
15 改善等通知では，「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，『観点別
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各学校においては，「〔指導項目〕ごとの評価規準」の考え方を踏まえて，各学校の実

態を考慮し，単元の評価規準等，学習評価を行う際の評価規準を作成する。 

 

（（３３））「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

職業教育を主とする専門学科における，「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する際

の基本的な手順は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

  

  

３３  総総合合的的なな探探究究のの時時間間ににおおけけるる評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））総総合合的的なな探探究究のの時時間間のの「「評評価価のの観観点点」」ににつついいてて  

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領では，各教科等の目標や内容を「知識

及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の資質・能力

の三つの柱で再整理しているが，このことは総合的な探究の時間においても同様であ

る。 

総合的な探究の時間においては，学習指導要領が定める目標を踏まえて各学校が目

標や内容を設定するという総合的な探究の時間の特質から，各学校が観点を設定する

という枠組みが維持されている。一方で，各学校が目標や内容を定める際には，学習指

導要領において示された以下について考慮する必要がある。 

【各学校において定める目標】 

・ 各学校において定める目標については，各学校における教育目標を踏まえ，総合

的な探究の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すこと。  （第２の３⑴） 

総合的な探究の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すとは，各学校における教

育目標を踏まえて，各学校において定める目標の中に，この時間を通して育成を目指す

資質・能力を，三つの柱に即して具体的に示すということである。 

【各学校において定める内容】 

・  探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については，次の事項

に配慮すること。 

ア 知識及び技能については，他教科等及び総合的な探究の時間で習得する知識及

び技能が相互に関連付けられ，社会の中で生きて働くものとして形成されるよう

にすること。 

イ 思考力，判断力，表現力等については，課題の設定，情報の収集，整理・分析，

 学習指導要領に示された教科及び科目の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」

が作成されていることを理解した上で， 

① 各科目における〔指導項目〕と「評価の観点」との関係を確認する。 
 

② 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する。 

図図８８  

【【学学習習指指導導要要領領「「科科目目のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第２２款款  各各科科目目」」ににおおけけるる科科目目のの目目標標  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技術に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）17  

 

  

観点 知知識識・・技技術術  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 

（知識・技術の観点の 

趣旨） 

 

 

（思考・判断・表現の 

観点の趣旨） 

 

 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

 

 

 

 

（（２２））職職業業教教育育をを主主ととすするる専専門門学学科科ににおおいいてて開開設設さされれるる「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」にに

つついいてて 

職業教育を主とする専門学科においては，学習指導要領の規定から「〔指導項目〕ご

との評価規準」を作成する際の手順を示している。 

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領においては資質・能力の三つの柱に基

づく構造化が行われたところであり，職業教育を主とする専門学科においては，学習指

導要領解説に示す各科目の「第２ 内容とその取扱い」の「２ 内容」の各〔指導項目〕

において，育成を目指す資質・能力が示されている。このため，「２ 内容 〔指導項目〕」

の記載はそのまま学習指導の目標となりうるものである。学習指導要領及び学習指導

要領解説の目標に照らして観点別学習状況の評価を行うに当たり，生徒が資質・能力を

身に付けた状況を表すために，「２ 内容 〔指導項目〕」の記載事項の文末を「～するこ

と」から「～している」と変換したもの等を，本参考資料において「〔指導項目〕ごと

の評価規準」と呼ぶこととする。 

なお，職業教育を主とする専門学科については，「２ 内容 〔指導項目〕」に「学びに

向かう力・人間性」に係る項目が存在する。この「学びに向かう力・人間性」に係る項

目から，観点別学習状況の評価になじまない部分等を除くことで「主体的に学習に取り

組む態度」の「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成することができる。 

これらを踏まえ，職業教育を主とする専門学科においては，各科目における「内容の

まとまり」を〔指導項目〕に置き換えて記載することとする。 

 
17 脚注６を参照 

科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」は各学校等において作成する 
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各学校においては，「〔指導項目〕ごとの評価規準」の考え方を踏まえて，各学校の実

態を考慮し，単元の評価規準等，学習評価を行う際の評価規準を作成する。 

 

（（３３））「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

職業教育を主とする専門学科における，「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する際

の基本的な手順は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

  

  

３３  総総合合的的なな探探究究のの時時間間ににおおけけるる評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））総総合合的的なな探探究究のの時時間間のの「「評評価価のの観観点点」」ににつついいてて  

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領では，各教科等の目標や内容を「知識

及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」の資質・能力

の三つの柱で再整理しているが，このことは総合的な探究の時間においても同様であ

る。 

総合的な探究の時間においては，学習指導要領が定める目標を踏まえて各学校が目

標や内容を設定するという総合的な探究の時間の特質から，各学校が観点を設定する

という枠組みが維持されている。一方で，各学校が目標や内容を定める際には，学習指

導要領において示された以下について考慮する必要がある。 

【各学校において定める目標】 

・ 各学校において定める目標については，各学校における教育目標を踏まえ，総合

的な探究の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すこと。  （第２の３⑴） 

総合的な探究の時間を通して育成を目指す資質・能力を示すとは，各学校における教

育目標を踏まえて，各学校において定める目標の中に，この時間を通して育成を目指す

資質・能力を，三つの柱に即して具体的に示すということである。 

【各学校において定める内容】 

・  探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力については，次の事項

に配慮すること。 

ア 知識及び技能については，他教科等及び総合的な探究の時間で習得する知識及

び技能が相互に関連付けられ，社会の中で生きて働くものとして形成されるよう

にすること。 

イ 思考力，判断力，表現力等については，課題の設定，情報の収集，整理・分析，

 学習指導要領に示された教科及び科目の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」

が作成されていることを理解した上で， 

① 各科目における〔指導項目〕と「評価の観点」との関係を確認する。 
 

② 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する。 

図図８８  

【【学学習習指指導導要要領領「「科科目目のの目目標標」」】】  

学学習習指指導導要要領領  各各教教科科のの「「第第２２款款  各各科科目目」」ににおおけけるる科科目目のの目目標標  

（（11））  （（22））  （（33））  

（知識及び技術に関する

目標）  

（思考力，判断力，表現

力等に関する目標）  

（学びに向かう力，人間

性等に関する目標）17  

 

  

観点 知知識識・・技技術術  思思考考・・判判断断・・表表現現  主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度  

趣旨 

（知識・技術の観点の 

趣旨） 

 

 

（思考・判断・表現の 

観点の趣旨） 

 

 

（主体的に学習に取り組む態度

の観点の趣旨） 

 

 

 

 

（（２２））職職業業教教育育をを主主ととすするる専専門門学学科科ににおおいいてて開開設設さされれるる「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」にに

つついいてて 

職業教育を主とする専門学科においては，学習指導要領の規定から「〔指導項目〕ご

との評価規準」を作成する際の手順を示している。 

平成 30 年に改訂された高等学校学習指導要領においては資質・能力の三つの柱に基

づく構造化が行われたところであり，職業教育を主とする専門学科においては，学習指

導要領解説に示す各科目の「第２ 内容とその取扱い」の「２ 内容」の各〔指導項目〕

において，育成を目指す資質・能力が示されている。このため，「２ 内容 〔指導項目〕」

の記載はそのまま学習指導の目標となりうるものである。学習指導要領及び学習指導

要領解説の目標に照らして観点別学習状況の評価を行うに当たり，生徒が資質・能力を

身に付けた状況を表すために，「２ 内容 〔指導項目〕」の記載事項の文末を「～するこ

と」から「～している」と変換したもの等を，本参考資料において「〔指導項目〕ごと

の評価規準」と呼ぶこととする。 

なお，職業教育を主とする専門学科については，「２ 内容 〔指導項目〕」に「学びに

向かう力・人間性」に係る項目が存在する。この「学びに向かう力・人間性」に係る項

目から，観点別学習状況の評価になじまない部分等を除くことで「主体的に学習に取り

組む態度」の「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成することができる。 

これらを踏まえ，職業教育を主とする専門学科においては，各科目における「内容の

まとまり」を〔指導項目〕に置き換えて記載することとする。 

 
17 脚注６を参照 

科目の目標に対する「評価の観点の趣旨」は各学校等において作成する 
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図図９９ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（３３））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

   総合的な探究の時間における，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基

本的な手順は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４４  特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨，，並並びびにに評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨ににつついいてて  

特別活動においては，改善等通知において示されたように，特別活動の特質と学校の

創意工夫を生かすということから，設置者ではなく，「各学校で評価の観点を定める」

ものとしている。本参考資料では「評価の観点」とその趣旨の設定について示している。 

  

（（２２））特特別別活活動動のの「「内内容容ののままととままりり」」  

学習指導要領「第２ 各活動・学校行事の目標及び内容」〔ホームルーム活動〕「２ 内

容」「(1)ホームルームや学校における生活づくりへの参画」，「(2)日常の生活や学習へ

の適応と自己の成長及び健康安全」，「(3)一人一人のキャリア形成と自己実現」，〔生徒

会活動〕，〔学校行事〕「２ 内容」の(1)儀式的行事，(2)文化的行事，(3)健康安全・体

育的行事，(4)旅行・集団宿泊的行事，(5)勤労生産・奉仕的行事をそれぞれ「内容のま

とまり」とした。 

各学校において定める内内容容 

目標を実現するにふさわしい 

探探究究課課題題 

現現代代的的なな諸諸課課題題にに対対応応すするる  

横横断断的的・・総総合合的的なな課課題題  
（国際理解,情報,環境,福祉・健康など） 

 

 

 

他教科等及び総合的

な探究の時間で習得

する知識及び技能が

相互に関連付けら

れ,社会の中で生き

て働くものとして形

成されるようにする 

 

自分自身に関するこ

と及び他者や社会と

の関わりに関するこ

との両方の視点を踏

まえる 

 

探究の過程において

発揮され,未知の状

況において活用でき

るものとして身に付

けられるようにする 

地地域域やや学学校校のの特特色色にに応応じじたた課課題題  

生生徒徒のの興興味味・・関関心心にに基基づづくく課課題題  

知識及び技能 
思考力,判断

力,表現力等 

学びに向かう

力，人間性等 

職職業業やや自自己己のの進進路路にに関関すするる課課題題  

例例  

探究課題の解決を通して育成を目指す 

具具体体的的なな資資質質・・能能力力 

① 各学校において定めた目標（第２の１）と「評価の観点及びその趣旨」を確認する。 

② 各学校において定めた内容の記述（「内容のまとまり」として探究課題ごとに作成

した「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」）が，観点ごとに

どのように整理されているかを確認する。 

③【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 

まとめ・表現などの探究的な学習の過程において発揮され，未知の状況において

活用できるものとして身に付けられるようにすること。 

ウ 学びに向かう力，人間性等については，自分自身に関すること及び他者や社会

との関わりに関することの両方の視点を踏まえること。    （第２の３⑹） 

各学校において定める内容について，今回の改訂では新たに，「目標を実現するにふ

さわしい探究課題」，「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」の二

つを定めることが示された。「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能

力」とは，各学校において定める目標に記された資質・能力を，各探究課題に即して具

体的に示したものであり，教師の適切な指導の下，生徒が各探究課題の解決に取り組む

中で，育成することを目指す資質・能力のことである。この具体的な資質・能力も，「知

識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」という資質・

能力の三つの柱に即して設定していくことになる。 

このように，各学校において定める目標と内容には，三つの柱に沿った資質・能力が

明示されることになる。 

したがって，資質・能力の三つの柱で再整理した学習指導要領の下での指導と評価の

一体化を推進するためにも，評価の観点についてこれらの資質・能力に関わる「知識・

技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理し示した

ところである。 

 

（（２２））総総合合的的なな探探究究のの時時間間のの「「内内容容ののままととままりり」」のの考考ええ方方  

学習指導要領の第２の２では，「各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の

総合的な探究の時間の内容を定める。」とされている。これは，各学校が，学習指導要

領が定める目標の趣旨を踏まえて，地域や学校，生徒の実態に応じて，創意工夫を生か

した内容を定めることが期待されているからである。 

この内容の設定に際しては，前述したように「目標を実現するにふさわしい探究課

題」，「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」の二つを定めること

が示され，探究課題としてどのような対象と関わり，その探究課題の解決を通して，ど

のような資質・能力を育成するのかが内容として記述されることになる（図９参照）。 

本参考資料第１編第２章の１（２）では，「内容のまとまり」について，「学習指導要

領に示す各教科等の『第２款 各科目』における各科目の『１ 目標』及び『２ 内容』

の項目等をそのまとまりごとに細分化したり整理したりしたもので，『内容のまとまり』

ごとに育成を目指す資質・能力が示されている」と説明されている。 

したがって，総合的な探究の時間における「内容のまとまり」とは，全体計画に示し

た「目標を実現するにふさわしい探究課題」のうち，一つ一つの探究課題とその探究課

題に応じて定めた具体的な資質・能力と考えることができる。 
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図図９９ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（３３））「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

   総合的な探究の時間における，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する際の基

本的な手順は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４４  特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨，，並並びびにに評評価価規規準準のの作作成成及及びび評評価価のの実実施施等等ににつついいてて  

（（１１））特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨ににつついいてて  

特別活動においては，改善等通知において示されたように，特別活動の特質と学校の

創意工夫を生かすということから，設置者ではなく，「各学校で評価の観点を定める」

ものとしている。本参考資料では「評価の観点」とその趣旨の設定について示している。 

  

（（２２））特特別別活活動動のの「「内内容容ののままととままりり」」  

学習指導要領「第２ 各活動・学校行事の目標及び内容」〔ホームルーム活動〕「２ 内

容」「(1)ホームルームや学校における生活づくりへの参画」，「(2)日常の生活や学習へ

の適応と自己の成長及び健康安全」，「(3)一人一人のキャリア形成と自己実現」，〔生徒

会活動〕，〔学校行事〕「２ 内容」の(1)儀式的行事，(2)文化的行事，(3)健康安全・体

育的行事，(4)旅行・集団宿泊的行事，(5)勤労生産・奉仕的行事をそれぞれ「内容のま

とまり」とした。 

各学校において定める内内容容 

目標を実現するにふさわしい 

探探究究課課題題 

現現代代的的なな諸諸課課題題にに対対応応すするる  

横横断断的的・・総総合合的的なな課課題題  
（国際理解,情報,環境,福祉・健康など） 

 

 

 

他教科等及び総合的

な探究の時間で習得

する知識及び技能が

相互に関連付けら

れ,社会の中で生き

て働くものとして形

成されるようにする 

 

自分自身に関するこ

と及び他者や社会と

の関わりに関するこ

との両方の視点を踏

まえる 

 

探究の過程において

発揮され,未知の状

況において活用でき

るものとして身に付

けられるようにする 

地地域域やや学学校校のの特特色色にに応応じじたた課課題題  

生生徒徒のの興興味味・・関関心心にに基基づづくく課課題題  

知識及び技能 
思考力,判断

力,表現力等 

学びに向かう

力，人間性等 

職職業業やや自自己己のの進進路路にに関関すするる課課題題  

例例  

探究課題の解決を通して育成を目指す 

具具体体的的なな資資質質・・能能力力 

① 各学校において定めた目標（第２の１）と「評価の観点及びその趣旨」を確認する。 

② 各学校において定めた内容の記述（「内容のまとまり」として探究課題ごとに作成

した「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」）が，観点ごとに

どのように整理されているかを確認する。 

③【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 

まとめ・表現などの探究的な学習の過程において発揮され，未知の状況において

活用できるものとして身に付けられるようにすること。 

ウ 学びに向かう力，人間性等については，自分自身に関すること及び他者や社会

との関わりに関することの両方の視点を踏まえること。    （第２の３⑹） 

各学校において定める内容について，今回の改訂では新たに，「目標を実現するにふ

さわしい探究課題」，「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」の二

つを定めることが示された。「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能

力」とは，各学校において定める目標に記された資質・能力を，各探究課題に即して具

体的に示したものであり，教師の適切な指導の下，生徒が各探究課題の解決に取り組む

中で，育成することを目指す資質・能力のことである。この具体的な資質・能力も，「知

識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」という資質・

能力の三つの柱に即して設定していくことになる。 

このように，各学校において定める目標と内容には，三つの柱に沿った資質・能力が

明示されることになる。 

したがって，資質・能力の三つの柱で再整理した学習指導要領の下での指導と評価の

一体化を推進するためにも，評価の観点についてこれらの資質・能力に関わる「知識・

技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理し示した

ところである。 

 

（（２２））総総合合的的なな探探究究のの時時間間のの「「内内容容ののままととままりり」」のの考考ええ方方  

学習指導要領の第２の２では，「各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の

総合的な探究の時間の内容を定める。」とされている。これは，各学校が，学習指導要

領が定める目標の趣旨を踏まえて，地域や学校，生徒の実態に応じて，創意工夫を生か

した内容を定めることが期待されているからである。 

この内容の設定に際しては，前述したように「目標を実現するにふさわしい探究課

題」，「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」の二つを定めること

が示され，探究課題としてどのような対象と関わり，その探究課題の解決を通して，ど

のような資質・能力を育成するのかが内容として記述されることになる（図９参照）。 

本参考資料第１編第２章の１（２）では，「内容のまとまり」について，「学習指導要

領に示す各教科等の『第２款 各科目』における各科目の『１ 目標』及び『２ 内容』

の項目等をそのまとまりごとに細分化したり整理したりしたもので，『内容のまとまり』

ごとに育成を目指す資質・能力が示されている」と説明されている。 

したがって，総合的な探究の時間における「内容のまとまり」とは，全体計画に示し

た「目標を実現するにふさわしい探究課題」のうち，一つ一つの探究課題とその探究課

題に応じて定めた具体的な資質・能力と考えることができる。 
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（（参参考考））平平成成 2244 年年「「評評価価規規準準のの作作成成，，評評価価方方法法等等のの工工夫夫改改善善ののたためめのの参参考考資資料料」」かかららのの

変変更更点点ににつついいてて 

 

今回作成した本参考資料は，平成 24 年の「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善の

ための参考資料」を踏襲するものであるが，以下のような変更点があることに留意が必要

である18。 

まず，平成 24 年の参考資料において使用していた「評価規準に盛り込むべき事項」や

「評価規準の設定例」については，報告において「現行の参考資料のように評価規準を詳

細に示すのではなく，各教科等の特質に応じて，学習指導要領の規定から評価規準を作成

する際の手順を示すことを基本とする」との指摘を受け，第２編において示すことを改

め，本参考資料の第３編における事例の中で，各教科等の事例に沿った評価規準を例示し

たり，その作成手順等を紹介したりする形に改めている。 

次に，本参考資料の第２編に示す「内容のまとまりごとの評価規準」は，平成 24 年の

「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料」において示した「評価規準

に盛り込むべき事項」と作成の手順を異にする。具体的には，「評価規準に盛り込むべき

事項」は，平成 21 年改訂学習指導要領における各教科等の目標及び内容の記述を基に，

学習評価及び指導要録の改善通知で示している各教科等の評価の観点及びその趣旨を踏

まえて作成したものである。 

また，平成 24 年の参考資料では「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，学

習指導要領の各教科等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）の記述を基に作成していた。他方，本参考資料における「内容のまとまりごとの

評価規準」については，平成 30 年改訂の学習指導要領の目標及び内容が育成を目指す資

質・能力に関わる記述で整理されたことから，既に確認のとおり，そこでの「内容のまと

まり」ごとの記述を，文末を変換するなどにより評価規準とすることを可能としており，

学習指導要領の記載と表裏一体をなす関係にあると言える。 

さらに，「主体的に学習に取り組む態度」の「各教科等の評価の観点の趣旨」について

である。前述のとおり，従前の「関心・意欲・態度」の観点から「主体的に学習に取り組

む態度」の観点に改められており，「主体的に学習に取り組む態度」の観点に関しては各

科目の「１ 目標」を参考にしつつ，必要に応じて，改善等通知別紙５に示された評価の

観点の趣旨のうち「主体的に学習に取り組む態度」に関わる部分を用いて「内容のまとま

りごとの評価規準」を作成する必要がある。報告にあるとおり，「主体的に学習に取り組

む態度」は，現行の「関心・意欲・態度」の観点の本来の趣旨であった，各教科等の学習

内容に関心をもつことのみならず，よりよく学ぼうとする意欲をもって学習に取り組む

 
18 特別活動については，平成 30 年改訂学習指導要領を受け，初めて作成するものである。 
 

（（３３））特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨，，並並びびにに「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを

作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

各学校においては，学習指導要領に示された特別活動の目標及び内容を踏まえ，自校

の実態に即し，改善等通知の例示を参考に観点を作成する。その際，例えば，特別活動

の特質や学校として重点化した内容を踏まえて，具体的な観点を設定することが考え

られる。 

また，学習指導要領解説では，各活動・学校行事の内容ごとに育成を目指す資質・能

力が例示されている。そこで，学習指導要領で示された「各活動・学校行事の目標」及

び学習指導要領解説で例示された「資質・能力」を確認し，各学校の実態に合わせて育

成を目指す資質・能力を重点化して設定する。 

次に，各学校で設定した，各活動・学校行事で育成を目指す資質・能力を踏まえて，

「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。基本的な手順は以下のとおりである。 

 

① 学習指導要領の「特別活動の目標」と改善等通知を確認する。 
 

② 学習指導要領の「特別活動の目標」と自校の実態を踏まえ，改善等通知の例示を参

考に，特別活動の「評価の観点」とその趣旨を設定する。  
 

③ 学習指導要領の「各活動・学校行事の目標」及び学習指導要領解説特別活動編（平

成 30 年７月）で例示した「各活動・学校行事における育成を目指す資質・能力」を

参考に，各学校において育成を目指す資質・能力を重点化して設定する。 
 

④ 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 
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（（参参考考））平平成成 2244 年年「「評評価価規規準準のの作作成成，，評評価価方方法法等等のの工工夫夫改改善善ののたためめのの参参考考資資料料」」かかららのの

変変更更点点ににつついいてて 

 

今回作成した本参考資料は，平成 24 年の「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善の

ための参考資料」を踏襲するものであるが，以下のような変更点があることに留意が必要

である18。 

まず，平成 24 年の参考資料において使用していた「評価規準に盛り込むべき事項」や

「評価規準の設定例」については，報告において「現行の参考資料のように評価規準を詳

細に示すのではなく，各教科等の特質に応じて，学習指導要領の規定から評価規準を作成

する際の手順を示すことを基本とする」との指摘を受け，第２編において示すことを改

め，本参考資料の第３編における事例の中で，各教科等の事例に沿った評価規準を例示し

たり，その作成手順等を紹介したりする形に改めている。 

次に，本参考資料の第２編に示す「内容のまとまりごとの評価規準」は，平成 24 年の

「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資料」において示した「評価規準

に盛り込むべき事項」と作成の手順を異にする。具体的には，「評価規準に盛り込むべき

事項」は，平成 21 年改訂学習指導要領における各教科等の目標及び内容の記述を基に，

学習評価及び指導要録の改善通知で示している各教科等の評価の観点及びその趣旨を踏

まえて作成したものである。 

また，平成 24 年の参考資料では「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，学

習指導要領の各教科等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）の記述を基に作成していた。他方，本参考資料における「内容のまとまりごとの

評価規準」については，平成 30 年改訂の学習指導要領の目標及び内容が育成を目指す資

質・能力に関わる記述で整理されたことから，既に確認のとおり，そこでの「内容のまと

まり」ごとの記述を，文末を変換するなどにより評価規準とすることを可能としており，

学習指導要領の記載と表裏一体をなす関係にあると言える。 

さらに，「主体的に学習に取り組む態度」の「各教科等の評価の観点の趣旨」について

である。前述のとおり，従前の「関心・意欲・態度」の観点から「主体的に学習に取り組

む態度」の観点に改められており，「主体的に学習に取り組む態度」の観点に関しては各

科目の「１ 目標」を参考にしつつ，必要に応じて，改善等通知別紙５に示された評価の

観点の趣旨のうち「主体的に学習に取り組む態度」に関わる部分を用いて「内容のまとま

りごとの評価規準」を作成する必要がある。報告にあるとおり，「主体的に学習に取り組

む態度」は，現行の「関心・意欲・態度」の観点の本来の趣旨であった，各教科等の学習

内容に関心をもつことのみならず，よりよく学ぼうとする意欲をもって学習に取り組む

 
18 特別活動については，平成 30 年改訂学習指導要領を受け，初めて作成するものである。 
 

（（３３））特特別別活活動動のの「「評評価価のの観観点点」」ととそそのの趣趣旨旨，，並並びびにに「「内内容容ののままととままりりごごととのの評評価価規規準準」」をを

作作成成すするる際際のの基基本本的的なな手手順順  

各学校においては，学習指導要領に示された特別活動の目標及び内容を踏まえ，自校

の実態に即し，改善等通知の例示を参考に観点を作成する。その際，例えば，特別活動

の特質や学校として重点化した内容を踏まえて，具体的な観点を設定することが考え

られる。 

また，学習指導要領解説では，各活動・学校行事の内容ごとに育成を目指す資質・能

力が例示されている。そこで，学習指導要領で示された「各活動・学校行事の目標」及

び学習指導要領解説で例示された「資質・能力」を確認し，各学校の実態に合わせて育

成を目指す資質・能力を重点化して設定する。 

次に，各学校で設定した，各活動・学校行事で育成を目指す資質・能力を踏まえて，

「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。基本的な手順は以下のとおりである。 

 

① 学習指導要領の「特別活動の目標」と改善等通知を確認する。 
 

② 学習指導要領の「特別活動の目標」と自校の実態を踏まえ，改善等通知の例示を参

考に，特別活動の「評価の観点」とその趣旨を設定する。  
 

③ 学習指導要領の「各活動・学校行事の目標」及び学習指導要領解説特別活動編（平

成 30 年７月）で例示した「各活動・学校行事における育成を目指す資質・能力」を

参考に，各学校において育成を目指す資質・能力を重点化して設定する。 
 

④ 【観点ごとのポイント】を踏まえ，「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。 
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第２編 
 

 

「〔指導項目〕ごとの評価規準」 

を作成する際の手順 
 

  

態度を評価することを改めて強調するものである。また，本観点に基づく評価としては，

「主体的に学習に取り組む態度」に係る各教科等の評価の観点の趣旨に照らし， 

① 知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりすること

に向けた粘り強い取組を行おうとする側面と， 

② ①の粘り強い取組を行う中で，自らの学習を調整しようとする側面， 

という二つの側面を評価することが求められるとされた19。 

以上の点から，今回の改善等通知で示した「主体的に学習に取り組む態度」の「各教科

等の評価の観点の趣旨」は，平成 22 年通知で示した「関心・意欲・態度」の「各教科等

の評価の観点の趣旨」から改められている。 

 

 

 
19 脚注 11 を参照 
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第２編 
 

 

「〔指導項目〕ごとの評価規準」 

を作成する際の手順 
 

  

態度を評価することを改めて強調するものである。また，本観点に基づく評価としては，

「主体的に学習に取り組む態度」に係る各教科等の評価の観点の趣旨に照らし， 

① 知識及び技能を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりすること

に向けた粘り強い取組を行おうとする側面と， 

② ①の粘り強い取組を行う中で，自らの学習を調整しようとする側面， 

という二つの側面を評価することが求められるとされた19。 

以上の点から，今回の改善等通知で示した「主体的に学習に取り組む態度」の「各教科

等の評価の観点の趣旨」は，平成 22 年通知で示した「関心・意欲・態度」の「各教科等

の評価の観点の趣旨」から改められている。 

 

 

 
19 脚注 11 を参照 
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１ 高等学校農業科の〔指導項目〕 

 

高等学校農業科における〔指導項目〕は，以下のようになっている。 

【第３編（事例）で取り上げた科目の〔指導項目〕を記載している】 

第１ 農業と環境 

(1) 「農業と環境」とプロジェクト学習 

ア 農業学習の特質 

  イ プロジェクト学習の方法と進め方 

 (2) 暮らしと農業 

  ア 食料と農業 

  イ 自然環境と農業 

  ウ 環境保全と農業 

  エ 生活文化と農業 

オ 農業の動向と展望 

 (3) 農業生産の基礎 

  ア 農業生物の種類と特性 

  イ 農業生物の育成と環境要素 

ウ 農業生産の計画と工程管理・評価 

エ 農業生物の栽培・飼育 

 (4) 農業と環境のプロジェクト 

(5) 学校農業クラブ活動 

   

※ その他の科目についても，内容の(1),(2)･･･における各項目を〔指導項目〕とする。 

 

 

  

 

 

  



１ 高等学校農業科の〔指導項目〕 

 

高等学校農業科における〔指導項目〕は，以下のようになっている。 

【第３編（事例）で取り上げた科目の〔指導項目〕を記載している】 

第１ 農業と環境 

(1) 「農業と環境」とプロジェクト学習 

ア 農業学習の特質 

  イ プロジェクト学習の方法と進め方 

 (2) 暮らしと農業 

  ア 食料と農業 

  イ 自然環境と農業 

  ウ 環境保全と農業 

  エ 生活文化と農業 

オ 農業の動向と展望 

 (3) 農業生産の基礎 

  ア 農業生物の種類と特性 

  イ 農業生物の育成と環境要素 

ウ 農業生産の計画と工程管理・評価 

エ 農業生物の栽培・飼育 

 (4) 農業と環境のプロジェクト 

(5) 学校農業クラブ活動 

   

※ その他の科目についても，内容の(1),(2)･･･における各項目を〔指導項目〕とする。 
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【【高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領  第第３３章章  第第１１節節  農農業業「「第第２２款款  第第１１  農農業業とと環環境境  １１  目目標標」」】】  

農業の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して，農業の各分野

で活用する基礎的な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

(1) (2) (3) 

農業と環境について体系的・系

統的に理解するとともに，関連

する技術を身に付けるように

する。 

農業と環境に関する課題を発

見し，農業や農業関連産業に携

わる者として合理的かつ創造

的に解決する力を養う。 

農業と環境について基礎的な

知識と技術が農業の各分野で

活用できるよう自ら学び，農業

の振興や社会貢献に主体的か

つ協働的に取り組む態度を養

う。 

（高等学校学習指導要領 P.199） 

 

以下は，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性を踏まえた，科目の目標に対する「評

価の観点の趣旨」の例である。 

【【「「第第２２款款  第第１１  農農業業とと環環境境」」のの評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨（（例例））】】  

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

農業と環境について体系的・系

統的に理理解解ししてていいるるとともに，

関連する技術を身身にに付付けけてていい

るる。 

農業と環境に関する課題を発発見見

しし，農業や農業関連産業に携わ

る者として合理的かつ創造的に

解決する力を身身にに付付けけてていいるる。 

農業と環境について基礎的な

知識と技術が農業の各分野で

活用できるよう自ら学び，農業

の振興や社会貢献に主体的か

つ協働的に取り組む態度を身身

にに付付けけてていいるる。 

 

 

  

２ 高等学校農業科における「〔指導項目〕ごとの評価規準」作成の手順 

 

ここでは，科目「農業と環境」の (1)「農業と環境」とプロジェクト学習 を取り上げて，「〔指

導項目〕ごとの評価規準」作成の手順を説明する。 

まず，学習指導要領に示された教科の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」が作成され

ていることを理解する。次に，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性を踏まえ，科

目の目標に対する「評価の観点の趣旨」を作成する。その上で，①及び②の手順を踏む。 

 

＜例 農業と環境〔指導項目〕 (1) 「農業と環境」とプロジェクト学習＞ 

 

【【高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領  第第３３章章  第第１１節節  農農業業「「第第１１款款  目目標標」」】】  

農業の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して，農業や農業関

連産業を通じ，地域や社会の健全で持続的な発展を担う職業人として必要な資質・能力を次のとおり

育成することを目指す。 

(1) (2) (3) 

農業の各分野について体系的・

系統的に理解するとともに，関

連する技術を身に付けるよう

にする。 

農業に関する課題を発見し，職

業人に求められる倫理観を踏

まえ合理的かつ創造的に解決

する力を養う。 

職業人として必要な豊かな人

間性を育み，よりよい社会の構

築を目指して自ら学び，農業の

振興や社会貢献に主体的かつ

協働的に取り組む態度を養う。 

（高等学校学習指導要領 P.199） 

 

【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５  各各教教科科等等のの評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨  ＜＜農農業業＞＞】】  

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

農業の各分野について体系的・

系統的に理理解解ししてていいるるととも

に，関連する技術を身身にに付付けけてて

いいるる。 

農業に関する課題を発見し，職

業人に求められる倫理観を踏ま

え合理的かつ創造的に解決する

力を身身にに付付けけてていいるる。 

よりよい社会の構築を目指し

て自ら学び，農業の振興や社会

貢献に主体的かつ協働的に取

り組む態度を身身にに付付けけてていいるる。 

（改善等通知 別紙５ P.６） 
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【【高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領  第第３３章章  第第１１節節  農農業業「「第第２２款款  第第１１  農農業業とと環環境境  １１  目目標標」」】】  

農業の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して，農業の各分野

で活用する基礎的な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

(1) (2) (3) 

農業と環境について体系的・系

統的に理解するとともに，関連

する技術を身に付けるように

する。 

農業と環境に関する課題を発

見し，農業や農業関連産業に携

わる者として合理的かつ創造

的に解決する力を養う。 

農業と環境について基礎的な

知識と技術が農業の各分野で

活用できるよう自ら学び，農業

の振興や社会貢献に主体的か

つ協働的に取り組む態度を養

う。 

（高等学校学習指導要領 P.199） 

 

以下は，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性を踏まえた，科目の目標に対する「評

価の観点の趣旨」の例である。 

【【「「第第２２款款  第第１１  農農業業とと環環境境」」のの評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨（（例例））】】  

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

農業と環境について体系的・系

統的に理理解解ししてていいるるとともに，

関連する技術を身身にに付付けけてていい

るる。 

農業と環境に関する課題を発発見見

しし，農業や農業関連産業に携わ

る者として合理的かつ創造的に

解決する力を身身にに付付けけてていいるる。 

農業と環境について基礎的な

知識と技術が農業の各分野で

活用できるよう自ら学び，農業

の振興や社会貢献に主体的か

つ協働的に取り組む態度を身身

にに付付けけてていいるる。 

 

 

  

２ 高等学校農業科における「〔指導項目〕ごとの評価規準」作成の手順 

 

ここでは，科目「農業と環境」の (1)「農業と環境」とプロジェクト学習 を取り上げて，「〔指

導項目〕ごとの評価規準」作成の手順を説明する。 

まず，学習指導要領に示された教科の目標を踏まえて，「評価の観点及びその趣旨」が作成され

ていることを理解する。次に，教科の目標と「評価の観点及びその趣旨」との関係性を踏まえ，科

目の目標に対する「評価の観点の趣旨」を作成する。その上で，①及び②の手順を踏む。 

 

＜例 農業と環境〔指導項目〕 (1) 「農業と環境」とプロジェクト学習＞ 

 

【【高高等等学学校校学学習習指指導導要要領領  第第３３章章  第第１１節節  農農業業「「第第１１款款  目目標標」」】】  

農業の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して，農業や農業関

連産業を通じ，地域や社会の健全で持続的な発展を担う職業人として必要な資質・能力を次のとおり

育成することを目指す。 

(1) (2) (3) 

農業の各分野について体系的・

系統的に理解するとともに，関

連する技術を身に付けるよう

にする。 

農業に関する課題を発見し，職

業人に求められる倫理観を踏

まえ合理的かつ創造的に解決

する力を養う。 

職業人として必要な豊かな人

間性を育み，よりよい社会の構

築を目指して自ら学び，農業の

振興や社会貢献に主体的かつ

協働的に取り組む態度を養う。 

（高等学校学習指導要領 P.199） 

 

【【改改善善等等通通知知  別別紙紙５５  各各教教科科等等のの評評価価のの観観点点及及びびそそのの趣趣旨旨  ＜＜農農業業＞＞】】  

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

農業の各分野について体系的・

系統的に理理解解ししてていいるるととも

に，関連する技術を身身にに付付けけてて

いいるる。 

農業に関する課題を発見し，職

業人に求められる倫理観を踏ま

え合理的かつ創造的に解決する

力を身身にに付付けけてていいるる。 

よりよい社会の構築を目指し

て自ら学び，農業の振興や社会

貢献に主体的かつ協働的に取

り組む態度を身身にに付付けけてていいるる。 

（改善等通知 別紙５ P.６） 
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②②  【【観観点点ごごととののポポイインントト】】をを踏踏ままええ，，「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる。。  

 

（１）「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する際の【観点ごとのポイント】 

○○「「知知識識・・技技術術」」ののポポイインントト  

「知識・技術」については，学習指導要領の「１ 目標」に示す資質・能力を身に付けるこ

とができるよう，「２ 内容」の各指導項目に対し，学習指導要領解説の〔指導項目〕の大項

目ごとに示された「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付けることが

できるよう，〔指導項目〕を指導する。」の①を参考に，知識については「…理解する」の記述

を，技術については「…身に付ける」の記述を当てはめ，それらを生徒が「…理解している」

「…身に付けている」かどうかの学習状況として表すこととする。 

○○「「思思考考・・判判断断・・表表現現」」ののポポイインントト  

「思考・判断・表現」については，学習指導要領の「１ 目標」に示す資質・能力を身に付

けることができるよう，「２ 内容」の各指導項目に対し，学習指導要領解説の〔指導項目〕

の大項目ごとに示された「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付ける

ことができるよう，〔指導項目〕を指導する。」の②を参考に「…発見し，解決する」の記述を

当てはめ，それを生徒が「…発見し，解決している」かどうかの学習状況として表すこととす

る。 

○○「「主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度」」ののポポイインントト  

「主体的に学習に取り組む態度」については，学習指導要領の「１ 目標」に示す資質・能

力を身に付けることができるよう，「２ 内容」の各指導項目に対し，学習指導要領解説の〔指

導項目〕の大項目ごとに示された「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身

に付けることができるよう，〔指導項目〕を指導する。」の③を参考に，「…自ら学び，主体的

かつ協働的に取り組む」の記述を当てはめ，それを生徒が「…自ら学び，主体的かつ協働的に

取り組んでいる」かどうかの学習状況として表すこととする。 

 

  

①①  各各科科目目ににおおけけるる〔〔指指導導項項目目〕〕とと「「評評価価のの観観点点」」ととのの関関係係をを確確認認すするる。。  

 

職業教育を主とする専門教科は，各教科及び各科目の目標に，（1）「知識及び技術」，（2）「思考力，

判断力，表現力等」，（3）「学びに向かう力，人間性等」を示すとともに，各科目の指導項目の大項目

ごとに「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付けることができるよう，〔指

導項目〕を指導する。」としている。 

※①「知識及び技術」，②「思考力，判断力，表現力等」，③「学びに向かう力，人間性等」 

 

第１ 農業と環境 

(1) 「農業と環境」とプロジェクト学習 

ア 農業学習の特質 

イ プロジェクト学習の方法と進め方 

 

〈高等学校学習指導要領解説 農業編 P.22,23〉 

(1) 「農業と環境」とプロジェクト学習 

ここでは，「農業と環境」とプロジェクト学習について，農業と環境を科学的に捉え，自ら学

び，取り組むことができるようにすることをねらいとしている。 

このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付けることができるよう，〔指導

項目〕を指導する。 

① 農業学習の特質や，農業と環境に関するプロジェクト学習の意義，及び方法と進め方につい

て理解するとともに，関連する技術を身に付けること。 

② 農業と環境に関する課題を発見し，プロジェクト学習により，科学的な根拠に基づいて創造

的に解決すること。 

③ 農業と環境について自ら学び，プロジェクト学習に必要な情報収集と分析について，主体的

かつ協働的に取り組むこと。 
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②②  【【観観点点ごごととののポポイインントト】】をを踏踏ままええ，，「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」をを作作成成すするる。。  

 

（１）「〔指導項目〕ごとの評価規準」を作成する際の【観点ごとのポイント】 

○○「「知知識識・・技技術術」」ののポポイインントト  

「知識・技術」については，学習指導要領の「１ 目標」に示す資質・能力を身に付けるこ

とができるよう，「２ 内容」の各指導項目に対し，学習指導要領解説の〔指導項目〕の大項

目ごとに示された「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付けることが

できるよう，〔指導項目〕を指導する。」の①を参考に，知識については「…理解する」の記述

を，技術については「…身に付ける」の記述を当てはめ，それらを生徒が「…理解している」

「…身に付けている」かどうかの学習状況として表すこととする。 

○○「「思思考考・・判判断断・・表表現現」」ののポポイインントト  

「思考・判断・表現」については，学習指導要領の「１ 目標」に示す資質・能力を身に付

けることができるよう，「２ 内容」の各指導項目に対し，学習指導要領解説の〔指導項目〕

の大項目ごとに示された「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付ける

ことができるよう，〔指導項目〕を指導する。」の②を参考に「…発見し，解決する」の記述を

当てはめ，それを生徒が「…発見し，解決している」かどうかの学習状況として表すこととす

る。 

○○「「主主体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ態態度度」」ののポポイインントト  

「主体的に学習に取り組む態度」については，学習指導要領の「１ 目標」に示す資質・能

力を身に付けることができるよう，「２ 内容」の各指導項目に対し，学習指導要領解説の〔指

導項目〕の大項目ごとに示された「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身

に付けることができるよう，〔指導項目〕を指導する。」の③を参考に，「…自ら学び，主体的

かつ協働的に取り組む」の記述を当てはめ，それを生徒が「…自ら学び，主体的かつ協働的に

取り組んでいる」かどうかの学習状況として表すこととする。 

 

  

①①  各各科科目目ににおおけけるる〔〔指指導導項項目目〕〕とと「「評評価価のの観観点点」」ととのの関関係係をを確確認認すするる。。  

 

職業教育を主とする専門教科は，各教科及び各科目の目標に，（1）「知識及び技術」，（2）「思考力，

判断力，表現力等」，（3）「学びに向かう力，人間性等」を示すとともに，各科目の指導項目の大項目

ごとに「このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付けることができるよう，〔指

導項目〕を指導する。」としている。 

※①「知識及び技術」，②「思考力，判断力，表現力等」，③「学びに向かう力，人間性等」 

 

第１ 農業と環境 

(1) 「農業と環境」とプロジェクト学習 

ア 農業学習の特質 

イ プロジェクト学習の方法と進め方 

 

〈高等学校学習指導要領解説 農業編 P.22,23〉 

(1) 「農業と環境」とプロジェクト学習 

ここでは，「農業と環境」とプロジェクト学習について，農業と環境を科学的に捉え，自ら学

び，取り組むことができるようにすることをねらいとしている。 

このねらいを実現するため，次の①から③までの事項を身に付けることができるよう，〔指導

項目〕を指導する。 

① 農業学習の特質や，農業と環境に関するプロジェクト学習の意義，及び方法と進め方につい

て理解するとともに，関連する技術を身に付けること。 

② 農業と環境に関する課題を発見し，プロジェクト学習により，科学的な根拠に基づいて創造

的に解決すること。 

③ 農業と環境について自ら学び，プロジェクト学習に必要な情報収集と分析について，主体的

かつ協働的に取り組むこと。 
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単元ごとの学習評価について 

（事例） 
 

  

（２）学習指導要領解説の「２ 内容」〔指導項目〕及び「〔指導項目〕ごとの評価規準（例）」 

学 

習 

指 

導 

要 

領 

 

解 

説 

知識及び技術 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

農業学習の特質や，農業と

環境に関するプロジェクト

学習の意義，及び方法と進

め方について理解するとと

もに，関連する技術を身に

付けること。 

農業と環境に関する課題を

発見し，プロジェクト学習に

より，科学的な根拠に基づい

て創造的に解決すること。 

農業と環境について自ら学

び，プロジェクト学習に必要

な情報収集と分析について，

主体的かつ協働的に取り組

むこと。 

 

 

   

〔
指
導
項
目
〕
ご
と
の
評
価
規
準
（
例
） 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

農業学習の特質や，農業と

環境に関するプロジェクト

学習の意義，及び方法と進

め方について理理解解ししてていいるる

とともに，関連する技術を

身身にに付付けけてていいるる。 

農業と環境に関する課題を

発発見見しし，プロジェクト学習に

より，科学的な根拠に基づい

て創造的に解解決決ししてていいるる。 

農業と環境について自ら学

び，プロジェクト学習に必要

な情報収集と分析について，

主体的かつ協働的に取取りり組組

ももううととししてていいるる。 

 

※ 各学校においては，「〔指導項目〕ごとの評価規準」の考え方を踏まえて，各学校の実態を考慮し，

単元の評価規準を作成する。具体的には第３編において事例を示している。 
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単元ごとの学習評価について 

（事例） 
 

  

（２）学習指導要領解説の「２ 内容」〔指導項目〕及び「〔指導項目〕ごとの評価規準（例）」 

学 

習 

指 

導 

要 

領 

 

解 

説 

知識及び技術 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

農業学習の特質や，農業と

環境に関するプロジェクト

学習の意義，及び方法と進

め方について理解するとと

もに，関連する技術を身に

付けること。 

農業と環境に関する課題を

発見し，プロジェクト学習に

より，科学的な根拠に基づい

て創造的に解決すること。 

農業と環境について自ら学

び，プロジェクト学習に必要

な情報収集と分析について，

主体的かつ協働的に取り組

むこと。 

 

 

   

〔
指
導
項
目
〕
ご
と
の
評
価
規
準
（
例
） 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

農業学習の特質や，農業と

環境に関するプロジェクト

学習の意義，及び方法と進

め方について理理解解ししてていいるる

とともに，関連する技術を

身身にに付付けけてていいるる。 

農業と環境に関する課題を

発発見見しし，プロジェクト学習に

より，科学的な根拠に基づい

て創造的に解解決決ししてていいるる。 

農業と環境について自ら学

び，プロジェクト学習に必要

な情報収集と分析について，

主体的かつ協働的に取取りり組組

ももううととししてていいるる。 

 

※ 各学校においては，「〔指導項目〕ごとの評価規準」の考え方を踏まえて，各学校の実態を考慮し，

単元の評価規準を作成する。具体的には第３編において事例を示している。 
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第第１１章章  「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」のの考考ええ方方をを踏踏ままええたた評評価価規規準準のの作作成成 
  
１１  本本編編事事例例ににおおけけるる学学習習評評価価のの進進めめ方方ににつついいてて  

 
各教科及び科目の単元における観点別学習状況の評価を実施するに当たり，まずは年間の指導と評

価の計画を確認することが重要である。その上で，学習指導要領の目標や内容，「〔指導項目〕ごとの

評価規準」の考え方等を踏まえ，以下のように進めることが考えられる。なお，複数の単元にわたっ

て評価を行う場合など，以下の方法によらない事例もあることに留意する必要がある。 

 

評評価価のの進進めめ方方  留留意意点点  

 

 

 

 

○ 学習指導要領の目標や内容，学習指導要領解説等を踏まえて作

成する。 

○ 生徒の実態，前単元までの学習状況等を踏まえて作成する。 

 

※ 単元の目標及び評価規準の関係性（イメージ）については下図

参照 

 

  

  

  

 ○ １１，２２を踏まえ，評価場面や評価方法等を計画する。 

○ どのような評価資料（生徒の反応やノート，ワークシート，作

品等）を基に，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と評価するかを

考えたり，「努力を要する」状況（Ｃ）への手立て等を考えたりす

る。 

  

 ○ ３３に沿って観点別学習状況の評価を行い，生徒の学習改善や教

師の指導改善につなげる。 

 

  

 ○ 集めた評価資料やそれに基づく評価結果などから，観点ごとの

総括的評価（Ａ，Ｂ，Ｃ）を行う。 

 

３３  

「「指指導導とと評評価価のの計計画画」」

をを作作成成すするる  

授授業業をを行行うう  

４４  

観観点点ごごととにに総総括括すするる  

１１  

単単元元のの目目標標をを  

作作成成すするる  

  

２２  

単単元元のの評評価価規規準準をを  

作作成成すするる  

  

   

 
 

 

  



   

 
 

第第１１章章  「「〔〔指指導導項項目目〕〕ごごととのの評評価価規規準準」」のの考考ええ方方をを踏踏ままええたた評評価価規規準準のの作作成成 
  
１１  本本編編事事例例ににおおけけるる学学習習評評価価のの進進めめ方方ににつついいてて  

 
各教科及び科目の単元における観点別学習状況の評価を実施するに当たり，まずは年間の指導と評

価の計画を確認することが重要である。その上で，学習指導要領の目標や内容，「〔指導項目〕ごとの

評価規準」の考え方等を踏まえ，以下のように進めることが考えられる。なお，複数の単元にわたっ

て評価を行う場合など，以下の方法によらない事例もあることに留意する必要がある。 

 

評評価価のの進進めめ方方  留留意意点点  

 

 

 

 

○ 学習指導要領の目標や内容，学習指導要領解説等を踏まえて作

成する。 

○ 生徒の実態，前単元までの学習状況等を踏まえて作成する。 

 

※ 単元の目標及び評価規準の関係性（イメージ）については下図

参照 

 

  

  

  

 ○ １１，２２を踏まえ，評価場面や評価方法等を計画する。 

○ どのような評価資料（生徒の反応やノート，ワークシート，作

品等）を基に，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と評価するかを

考えたり，「努力を要する」状況（Ｃ）への手立て等を考えたりす

る。 

  

 ○ ３３に沿って観点別学習状況の評価を行い，生徒の学習改善や教

師の指導改善につなげる。 

 

  

 ○ 集めた評価資料やそれに基づく評価結果などから，観点ごとの

総括的評価（Ａ，Ｂ，Ｃ）を行う。 

 

３３  

「「指指導導とと評評価価のの計計画画」」

をを作作成成すするる  

授授業業をを行行うう  

４４  

観観点点ごごととにに総総括括すするる  

１１  

単単元元のの目目標標をを  

作作成成すするる  

  

２２  

単単元元のの評評価価規規準準をを  

作作成成すするる  
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② 「〔指導項目〕ごとの評価規準」を基に，具体的な学習活動から目指すべき学習状況として

の生徒の姿を想定し，単元の評価規準を作成する。 

 

指
導
項
目
ご
と
の
評
価
規
準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

暮らしと農業との関係に

ついて理解しているとと

もに，関連する技術を身に

付けている。 

 

暮らしと農業に関する課

題を発見し，科学的な根拠

などに基づいて創造的に

解決している。 

 

暮らしと農業について自

ら学び，主体的かつ協働的

に取り組もうとしている。 

 

 

 

単
元
の
評
価
規
準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

農業と自然環境，地域環

境の関係について理解し

ているとともに，関連す

る技術を身に付けてい

る。 

食料生産と環境保全に

関する課題を発見し，科

学的根拠に基づいて創

造的に解決している。 

農業と環境や人間生活

との関わりについて自

ら学び，主体的かつ協働

的に取り組もうとして

いる。 

 

単元の評価規準作成のポイントは，以下のとおりである。 

（１）知識・技術  

学習の過程を通した知識及び技術の習得状況について評価を行うとともに，それらを既有の知識

及び技術と関連付けたり活用したりする中で，他の学習や生活の場面でも活用できる程度に概念等

を理解したり，技術を習得したりしているかについて評価する。  

（２）思考・判断・表現  

知識及び技術を活用して課題を解決する等のために必要な思考力，判断力，表現力等を身に付け

ているかを評価する。  

（３）主体的に学習に取り組む態度  

単に継続的な行動や積極的な発言を行う等，性格や行動面の傾向を評価するのではなく，知識・

技術を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりするために，自らの学習状況を把握

し，学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら，学ぼうとしているかどう

かという意志的な側面を評価する。 

 

 

 

 

   

 
 

２２  単単元元のの評評価価規規準準のの作作成成ののポポイインントト  

（１）農業科における〔指導項目〕と単元の関係  

学習指導要領（平成30年告示）においては，「知識及び技術」「思考力，判断力，表現力

等」「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱に整理された資質・能力を身に付けさせるこ

とを明確にするため，「１ 目標」を三つの柱で整理するとともに，「２ 内容」においては

学習指導要領解説において，指導項目の大項目ごとに三つの柱で示している。この三つの柱

で示された観点は，１回の授業ですべての学びが実現されるものではないため，単元の中で，

学習を見通し振り返る場面やグループなどで対話する場面，生徒が考える場面等を設定し，

学びの実現を図っていくことが必要である。  

単元とは，生徒に指導する際の内容や時間のまとまりを各学校の実態に応じて適切に構成

したものである。単元を構成する際には，〔指導項目〕を小項目ごと等，幾つかに分割して

単元とする場合や，〔指導項目〕をそのまま単元とする場合，幾つかの〔指導項目〕を組み

合わせて単元とする場合等，様々な場合が考えられるため，各校において農業の科目を設置

した目的を踏まえ,生徒や地域の実態，学科の特色に応じて適切に単元を設定することに留

意したい。  

 

（２）農業科における単元の評価規準作成の手順  

単元の評価規準は，以下の手順で作成する。 

① 〔指導項目〕を基に，単元全体を通して，単元の目標を作成する。 

② 「〔指導項目〕ごとの評価規準」を基に，具体的な学習活動から目指すべき学習状況としての生徒

の姿を想定し，単元の評価規準を作成する。 

 

（例）「農業と環境」 指導項目 （2）暮らしと農業 を基に作成した例 

① 〔指導項目〕を基に，単元全体を通して，単元の目標を作成する。 

 

〔単元の目標〕  

(1)農業と自然環境，地域環境の関係について理解するとともに，関連する技術を身に付ける。 

(2)食料生産と環境保全に関する課題を発見し，科学的根拠に基づいて創造的に解決する。 

(3)農業と環境や人間生活との関わりについて自ら学び，主体的かつ協働的に取り組む。 

  

 

 

学
習
指
導
要
領 

解
説 

知識及び技術 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

暮らしと農業との関係に

ついて理解するとともに，

関連する技術を身に付け

ること。 

暮らしと農業に関する課

題を発見し，科学的な根拠

などに基づいて創造的に

解決すること。 

暮らしと農業について自

ら学び，主体的かつ協働的

に取り組むこと。 
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② 「〔指導項目〕ごとの評価規準」を基に，具体的な学習活動から目指すべき学習状況として

の生徒の姿を想定し，単元の評価規準を作成する。 

 

指
導
項
目
ご
と
の
評
価
規
準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

暮らしと農業との関係に

ついて理解しているとと

もに，関連する技術を身に

付けている。 

 

暮らしと農業に関する課

題を発見し，科学的な根拠

などに基づいて創造的に

解決している。 

 

暮らしと農業について自

ら学び，主体的かつ協働的

に取り組もうとしている。 

 

 

 

単
元
の
評
価
規
準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

農業と自然環境，地域環

境の関係について理解し

ているとともに，関連す

る技術を身に付けてい

る。 

食料生産と環境保全に

関する課題を発見し，科

学的根拠に基づいて創

造的に解決している。 

農業と環境や人間生活

との関わりについて自

ら学び，主体的かつ協働

的に取り組もうとして

いる。 

 

単元の評価規準作成のポイントは，以下のとおりである。 

（１）知識・技術  

学習の過程を通した知識及び技術の習得状況について評価を行うとともに，それらを既有の知識

及び技術と関連付けたり活用したりする中で，他の学習や生活の場面でも活用できる程度に概念等

を理解したり，技術を習得したりしているかについて評価する。  

（２）思考・判断・表現  

知識及び技術を活用して課題を解決する等のために必要な思考力，判断力，表現力等を身に付け

ているかを評価する。  

（３）主体的に学習に取り組む態度  

単に継続的な行動や積極的な発言を行う等，性格や行動面の傾向を評価するのではなく，知識・

技術を獲得したり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりするために，自らの学習状況を把握

し，学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら，学ぼうとしているかどう

かという意志的な側面を評価する。 

 

 

 

 

   

 
 

２２  単単元元のの評評価価規規準準のの作作成成ののポポイインントト  

（１）農業科における〔指導項目〕と単元の関係  

学習指導要領（平成30年告示）においては，「知識及び技術」「思考力，判断力，表現力

等」「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱に整理された資質・能力を身に付けさせるこ

とを明確にするため，「１ 目標」を三つの柱で整理するとともに，「２ 内容」においては

学習指導要領解説において，指導項目の大項目ごとに三つの柱で示している。この三つの柱

で示された観点は，１回の授業ですべての学びが実現されるものではないため，単元の中で，

学習を見通し振り返る場面やグループなどで対話する場面，生徒が考える場面等を設定し，

学びの実現を図っていくことが必要である。  

単元とは，生徒に指導する際の内容や時間のまとまりを各学校の実態に応じて適切に構成

したものである。単元を構成する際には，〔指導項目〕を小項目ごと等，幾つかに分割して

単元とする場合や，〔指導項目〕をそのまま単元とする場合，幾つかの〔指導項目〕を組み

合わせて単元とする場合等，様々な場合が考えられるため，各校において農業の科目を設置

した目的を踏まえ,生徒や地域の実態，学科の特色に応じて適切に単元を設定することに留

意したい。  

 

（２）農業科における単元の評価規準作成の手順  

単元の評価規準は，以下の手順で作成する。 

① 〔指導項目〕を基に，単元全体を通して，単元の目標を作成する。 

② 「〔指導項目〕ごとの評価規準」を基に，具体的な学習活動から目指すべき学習状況としての生徒

の姿を想定し，単元の評価規準を作成する。 

 

（例）「農業と環境」 指導項目 （2）暮らしと農業 を基に作成した例 

① 〔指導項目〕を基に，単元全体を通して，単元の目標を作成する。 

 

〔単元の目標〕  

(1)農業と自然環境，地域環境の関係について理解するとともに，関連する技術を身に付ける。 

(2)食料生産と環境保全に関する課題を発見し，科学的根拠に基づいて創造的に解決する。 

(3)農業と環境や人間生活との関わりについて自ら学び，主体的かつ協働的に取り組む。 

  

 

 

学
習
指
導
要
領 

解
説 

知識及び技術 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

暮らしと農業との関係に

ついて理解するとともに，

関連する技術を身に付け

ること。 

暮らしと農業に関する課

題を発見し，科学的な根拠

などに基づいて創造的に

解決すること。 

暮らしと農業について自

ら学び，主体的かつ協働的

に取り組むこと。 
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２２  各各事事例例概概要要一一覧覧とと事事例例  

 

事例１ キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで，「知識・技術」の評価 

科目「農業と環境」 単元「トウモロコシの栽培」（第１学年） 

 学習指導要領に示されている〔指導項目〕を組み合わせて単元を設定し，単元の目標の作成から，

単元の評価規準の設定，指導と評価の計画の作成，観点別学習状況評価の総括に至る流れを示した。 

また，「知識・技術」の評価については，それぞれ分けて評価する必要があることから，特に「技

術」の面において，ワークシートやパフォーマンステストによる評価の方法を示した。 

 

事例２ キーワード 「思考・判断・表現」 の評価，農業生産工程管理（ＧＡＰ）学習 

科目「農業と環境」 単元「トウモロコシの栽培」（第１学年） 

学習指導要領の改訂により，栽培・飼育に関する科目において，安全・安心な食料の生産と供給に

対応した農業生産工程管理（ＧＡＰ）に関する学習内容が充実されたことを踏まえ，生産工程管理の

学習を取り入れた「害虫防除」の授業の展開例とワークシートによる「思考・判断・表現」の評価方

法を示した。 

また，農業生産工程管理（ＧＡＰ）について，ペーパーテストによる「思考・判断・表現」の評価

の例を示した。 

 

事例３ キーワード 「主体的に学習に取り組む態度」の評価，ＩＣＴの活用 

科目「農業と環境」 単元「トウモロコシの栽培」（第１学年） 

生育調査記録表やプロジェクト研究のレポートから，「知識及び技術を獲得したり，思考力，判断

力，表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとする側面」と「粘り強い取組

を行う中で，自らの学習を調整しようとする側面」を見取り，「主体的に学習に取り組む態度」の観

点を評価する方法を示した。 

また，ＩＣＴを活用して調査結果を効率的に整理したり，分かりやすくまとめたりする工夫をグル

ープワークによって行う例を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

第第２２章章  学学習習評評価価にに関関すするる事事例例ににつついいてて  

 

１１  事事例例のの特特徴徴  

第１編第１章２（４）で述べた学習評価の改善の基本的な方向性を踏まえつつ，平成 30 年に改

訂された高等学校学習指導要領の趣旨・内容の徹底に資する評価の事例を示すことができるよう，

本参考資料における事例は，原則として以下のような方針を踏まえたものとしている。 

 

○ 単元に応じた評価規準の設定から評価の総括までとともに，生徒の学習改善及び教師の指導改

善までの一連の流れを示している 

本参考資料で提示する事例は，単元の評価規準の設定から評価の総括までとともに，評価結果

を生徒の学習改善や教師の指導改善に生かすまでの一連の学習評価の流れを念頭においたもの

である。なお，観点別の学習状況の評価については，「おおむね満足できる」状況，「十分満足で

きる」状況，「努力を要する」状況と判断した生徒の具体的な状況の例などを示している。「十分

満足できる」状況という評価になるのは，生徒が実現している学習の状況が質的な高まりや深ま

りをもっていると判断されるときである。 

 

○ 観点別の学習状況について評価する時期や場面の精選について示している 

報告や改善等通知では，学習評価については，日々の授業の中で生徒の学習状況を適宜把握し

て指導の改善に生かすことに重点を置くことが重要であり，観点別の学習状況についての評価は，

毎回の授業ではなく原則として単元や題材など内容や時間のまとまりごとに，それぞれの実現状

況を把握できる段階で行うなど，その場面を精選することが重要であることが示された。このた

め，観点別の学習状況について評価する時期や場面の精選について，「指導と評価の計画」の中

で，具体的に示している。 

 

○ 評価方法の工夫を示している 

生徒の反応やノート，ワークシート，作品等の評価資料をどのように活用したかなど，評価方

法の多様な工夫について示している。 
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２２  各各事事例例概概要要一一覧覧とと事事例例  
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３ 指導と評価の計画（トウモロコシの栽培：35 時間）   

時

間 
指導事項 

【ねらい】 

〇学習活動 

評価の観点 

(授業の重点) 

□学習事項等 
【観点】 
■評価方法 

１ 

学校農業クラブ 

 

プロジェクト 

学習の進め方 

【学校農業クラブ及びプロ

ジェクト学習について理解

する】 

○農業クラブの目標や活動

内容等をワークシートに

まとめる。 

○スライドを見ながらプロ

ジェクト学習の進め方を

理解する。 

知識 

□学校農業クラブの目標，

組織，活動，検定 

□プロジェクト学習の意

義，方法と進め方 

【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

２ 

・

３ 

トウモロコシの

一生と主な性質 

 

プロジェクトの

計画立案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業生産工程管理 

（ＧＡＰ） 

【トウモロコシの一生と性

質を理解し，栽培計画を立

てる】 

〇写真と生育表からトウモ

ロコシの一生と主な性質

について学び，ワークシ

ートにまとめる。 

○プロジェクトの主テーマ

を「生産計画に基づく良

質なトウモロコシ栽培の

実践」とする。収穫予定

日から播種日を設定し，

前時のワークシートと生

育表から成長過程と必要

となる栽培管理を読み取

り，栽培計画表に記入す

る。 

 

【農業生産工程管理（ＧＡ

Ｐ）について理解する】 

○映像やワークシートを活

用してＧＡＰの考え方や

実践方法を理解する。 

知識 

技術 ①※ 

□トウモロコシの一生，形

態，種子の構造，栽培品

種の特徴【知識】 

 

■ペーパーテスト（考査） 

□栽培計画の作成【技術】 

 

■提出物（栽培計画表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ＧＡＰの目的（食品安全,

環境保全,労働安全），５S

活動【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

※記録に残す場⾯（回数）で 
あることを⽰す。以降同じ。 

本事例の５ 
例１を参照 

事例２参照 

   

 
 

農業科  事例１（農業と環境）  

キーワード 指導と評価の計画から評価の総括まで，「知識・技術」の評価 

 

単元名    〔指導項目〕 

トウモロコシの栽培 

 (1)「農業と環境」とプロジェクト学習 

(3) 農業生産の基礎 

(4) 農業と環境のプロジェクト 

  
 トウモロコシはたねまきから収穫までの期間が比較的短い上に，植物体が大きく生育も旺盛である

ため観察や生育調査もしやすい。また，うね立て・マルチング・間引き・追肥・害虫防除等，作物の

栽培に必要な管理作業を一通り学習することができる。これらのことから，プロジェクト学習の進め

方を理解させるとともに，栽培に必要な知識と技術を身に付けさせるのに適していると考え，単元と

して設定した。 

 

１ 単元の目標 

(1)ア 農業と環境に関するプロジェクト学習の意義，及び方法と進め方を理解する。 

イ トウモロコシ栽培のプロジェクト学習を通して，作物の特性や育成と環境要素，生産計画と

工程管理について理解するとともに，関連する技術を身に付ける。 

(2) 作物の特性や育成と環境要素，生産計画と工程管理に関する課題を発見し，科学的根拠に基づい

て創造的に解決する。  
(3)ア プロジェクト学習に必要な情報収集と分析について，主体的かつ協働的に取り組む。 

イ 作物の特性や育成と環境要素，生産計画と工程管理について自ら学び主体的かつ協働的に取

り組む。   
 

２ 単元の評価規準 

知識・技術 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

ア 農業と環境に関するプロジ

ェクト学習の意義，及び方法

と進め方を理解している。 

イ 作物の特性や育成と環境要

素，生産計画と工程管理につ

いて基礎的な内容を理解して

いるとともに，関連する技術

を身に付けている。 

作物の特性や育成と環境要素，

生産計画と工程管理に関する課

題を発見し，科学的根拠に基づ

いて創造的に解決している。 

ア プロジェクト学習に必要な

情報収集と分析について，主

体的かつ協働的に取り組もう

としている。 

イ 作物の特性や育成と環境要

素，生産計画と工程管理につ

いて自ら学び主体的かつ協働

的に取り組もうとしている。 
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３ 指導と評価の計画（トウモロコシの栽培：35 時間）   

時

間 
指導事項 

【ねらい】 

〇学習活動 

評価の観点 

(授業の重点) 

□学習事項等 
【観点】 
■評価方法 
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いるとともに，関連する技術

を身に付けている。 
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題を発見し，科学的根拠に基づ
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栽培管理の時期の検討や

収穫時期の予測ができる

ことを理解する。 

各自の区画を調査し，生

育調査記録表にまとめ

る。 

 

14 

・

15 

栽培管理 

・マルチの除去 

・追肥 

・中耕 

・土寄せ 

【追肥の目的と時期を理解

し，的確な施肥を実践する】 

○追肥の基礎知識を学び，

肥料計算を行う。マルチ

を除去し，根域を確認し

た上で追肥，土寄せを行

う。 

知識 

技術 ⑤ 

□追肥・土寄せの目的，時

期と方法，肥料計算【知

識】  

■ペーパーテスト（考査） 

□施肥，土寄せ実技【技術】 

■パフォーマンステスト 

  

16 

・

17 

栽培と環境要素 【作物栽培に関わる環境の

要素について理解する】 

〇トウモロコシの生育に影

響を及ぼす気象要素，土

壌要素，生物要素につい

て図・表から学ぶ。 

知識 

技術 ⑥ 

□生育と気候（気温・降水），

土性，病害虫【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□記録の図表化【技術】 

■ワークシート 

18 

生育調査② 

観察（分げつ） 

【継続した生育調査から現

況を把握する】 

〇生育調査の結果を栽培計

画表と照らし合わせ，生

育の進み具合を把握す

る。ワークシートにより

作物のからだのつくりを

学び，分げつを観察する。 

主体的に学習

に取り組む 

態度 ② 

□分げつ枝，冠根，無除け

つ栽培【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

□生育状況の把握と評価

【態度】 

■提出物（生育調査記録表） 

       

19 

・

20 

栽培管理 

・除草 

・中耕 

観察（根系） 

【中耕と除草の目的を理解

し，実践する】 

○ホウを使用して除草をす

る。茎葉の状態と土中の

根系から根域を把握し,

中耕すべき箇所と深さを

明確にして実施する。 

知識 

技術 ⑦ 

□中耕の目的，茎葉の展開

と根域の関係【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□中耕実技【技術】 

■パフォーマンステスト 

  

21 

・ 

22 

栽培管理 

・害虫防除 

 

【農薬による害虫防除の方

法を理解し，実践するとと

もに作業安全について考え

る】 

 

 

□トウモロコシの主な害虫 

 と防除方法，農薬の希 

釈，散布量計算【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

事例３参照 

本事例の５ 
例３を参照 

   

 
 

４ 

・

５ 

栽培管理 

・耕起 

・施肥 

・整地 

【たねまき前に必要な畑の

準備について理解し，実践

する】 

○元肥に用いる肥料と肥料

計算について学び，区画

ごとに必要な肥料を計算

する。写真とスライドで

要点を確認後，各自の区

画の耕起，施肥，整地を

行う。 

 

 

 

知識 

技術 ② 

□肥料の三要素，種類とそ

の主成分，施肥量の計算

【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□耕起，施肥，整地実技 

【技術】 

■パフォーマンステスト  

６ 

・

７ 

栽培管理 

・うね立て 

・マルチング 

・たねまき 

【たねまきの方法について

理解し，実践する】 

〇うねを立てて，マルチシ

ートを張り，決めた粒数

ずつたねをまく。（うね

立て，たねまきは各自，

マルチは隣と協力） 

 

 

 

知識 

技術 ③ 

□うね幅・うね高・条間・ 

株間，マルチの種類と 

効果【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

□うね立て，たねまき実技 

【技術】 

■パフォーマンステスト 

８ 

・

９ 

土の役割 

・三相分布の 

測定 

・地温の測定 

・pH の測定 

・EC の測定 

 

【土壌が作物の生育に与え

る影響を理解する】 

○６人程度に班分けし，三

相分布，地温，pH，EC を

測定する。班内の結果を

まとめ，生育に適した土

壌への改良方法を考え

る。（各自→班→発表） 

 

 

思考 

判断 ① 

表現 

□土壌の三相，地温，pH，

EC【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□生育に適した土壌環境，

施肥の方法の判断【思考・

判断・表現】 

■提出物（ワークシート） 

10 

・ 

11 

栽培管理 

・間引き 

・補植 

【間引きの方法について理

解し，実践する】 

○ワークシートと写真を活

用して間引きの対象と間

引きの方法を理解する。

各自の区画を一本立ちに

間引きする。欠損する株

は補植する。 

 

 

 

知識 

技術 ④ 

□間引きの目的，方法【知

識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□間引く苗の選択，間引き

実技【技術】 

■パフォーマンステスト  

中間考査 知識 ①  

12 

・ 

13 

生育調査① 【生育調査の目的を理解

し，各項目を調査する】 

○過去の生育調査結果の例

示から,生育調査により

主体的に学習

に取り組む 

態度 ① 

□草丈・葉齢の調査，葉色・

茎数・草姿などの観察と

記録【態度】 

■提出物（生育調査記録表） 

本事例の５ 
例２を参照 

第３編
事例１

- 44 -



   

 
 

栽培管理の時期の検討や

収穫時期の予測ができる

ことを理解する。 

各自の区画を調査し，生

育調査記録表にまとめ

る。 

 

14 

・

15 

栽培管理 

・マルチの除去 

・追肥 

・中耕 

・土寄せ 

【追肥の目的と時期を理解

し，的確な施肥を実践する】 

○追肥の基礎知識を学び，

肥料計算を行う。マルチ

を除去し，根域を確認し

た上で追肥，土寄せを行

う。 

知識 

技術 ⑤ 

□追肥・土寄せの目的，時

期と方法，肥料計算【知

識】  

■ペーパーテスト（考査） 

□施肥，土寄せ実技【技術】 

■パフォーマンステスト 

  

16 

・

17 

栽培と環境要素 【作物栽培に関わる環境の

要素について理解する】 

〇トウモロコシの生育に影

響を及ぼす気象要素，土

壌要素，生物要素につい

て図・表から学ぶ。 

知識 

技術 ⑥ 

□生育と気候（気温・降水），

土性，病害虫【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□記録の図表化【技術】 

■ワークシート 

18 

生育調査② 

観察（分げつ） 

【継続した生育調査から現

況を把握する】 

〇生育調査の結果を栽培計

画表と照らし合わせ，生

育の進み具合を把握す

る。ワークシートにより

作物のからだのつくりを

学び，分げつを観察する。 

主体的に学習

に取り組む 

態度 ② 

□分げつ枝，冠根，無除け

つ栽培【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

□生育状況の把握と評価

【態度】 

■提出物（生育調査記録表） 

       

19 

・

20 

栽培管理 

・除草 

・中耕 

観察（根系） 

【中耕と除草の目的を理解

し，実践する】 

○ホウを使用して除草をす

る。茎葉の状態と土中の

根系から根域を把握し,

中耕すべき箇所と深さを

明確にして実施する。 

知識 

技術 ⑦ 

□中耕の目的，茎葉の展開

と根域の関係【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□中耕実技【技術】 

■パフォーマンステスト 

  

21 

・ 

22 

栽培管理 

・害虫防除 

 

【農薬による害虫防除の方

法を理解し，実践するとと

もに作業安全について考え

る】 

 

 

□トウモロコシの主な害虫 

 と防除方法，農薬の希 

釈，散布量計算【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

事例３参照 

本事例の５ 
例３を参照 

   

 
 

４ 

・

５ 

栽培管理 

・耕起 

・施肥 

・整地 

【たねまき前に必要な畑の

準備について理解し，実践

する】 

○元肥に用いる肥料と肥料

計算について学び，区画

ごとに必要な肥料を計算

する。写真とスライドで

要点を確認後，各自の区

画の耕起，施肥，整地を

行う。 

 

 

 

知識 

技術 ② 

□肥料の三要素，種類とそ

の主成分，施肥量の計算

【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□耕起，施肥，整地実技 

【技術】 

■パフォーマンステスト  

６ 

・

７ 

栽培管理 

・うね立て 

・マルチング 

・たねまき 

【たねまきの方法について

理解し，実践する】 

〇うねを立てて，マルチシ

ートを張り，決めた粒数

ずつたねをまく。（うね

立て，たねまきは各自，

マルチは隣と協力） 

 

 

 

知識 

技術 ③ 

□うね幅・うね高・条間・ 

株間，マルチの種類と 

効果【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

□うね立て，たねまき実技 

【技術】 

■パフォーマンステスト 

８ 

・

９ 

土の役割 

・三相分布の 

測定 

・地温の測定 

・pH の測定 

・EC の測定 

 

【土壌が作物の生育に与え

る影響を理解する】 

○６人程度に班分けし，三

相分布，地温，pH，EC を

測定する。班内の結果を

まとめ，生育に適した土

壌への改良方法を考え

る。（各自→班→発表） 

 

 

思考 

判断 ① 

表現 

□土壌の三相，地温，pH，

EC【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□生育に適した土壌環境，

施肥の方法の判断【思考・

判断・表現】 

■提出物（ワークシート） 

10 

・ 

11 

栽培管理 

・間引き 

・補植 

【間引きの方法について理

解し，実践する】 

○ワークシートと写真を活

用して間引きの対象と間

引きの方法を理解する。

各自の区画を一本立ちに

間引きする。欠損する株

は補植する。 

 

 

 

知識 

技術 ④ 

□間引きの目的，方法【知

識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□間引く苗の選択，間引き

実技【技術】 

■パフォーマンステスト  

中間考査 知識 ①  

12 

・ 

13 

生育調査① 【生育調査の目的を理解

し，各項目を調査する】 

○過去の生育調査結果の例

示から,生育調査により

主体的に学習

に取り組む 

態度 ① 

□草丈・葉齢の調査，葉色・

茎数・草姿などの観察と

記録【態度】 

■提出物（生育調査記録表） 

本事例の５ 
例２を参照 

第３編
事例１
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○調製したトウモロコシか

ら，「生」，「茹でる」，「電

子レンジで加熱する」の

三つの試料を準備する。

それぞれの試料について

糖度測定と食味検査を行

い，結果をワークシート

に記入する。 

の有無の判別，品質基準

による仕分け【技術】 

■パフォーマンステスト 

    

29 

品質と安全 

農業生産工程管理 

（ＧＡＰ） 

【作物の品質と食品安全に

ついて考える】 

○ＧＡＰの視点から工程内

の品質・食品衛生への危

害要因を考え，それぞれ

の対策についてワークシ

ートにまとめる。 

思考 

判断 ③ 

表現 

□収穫・調整の工程におけ

る品質と食品衛生面での

危害要因【思考・判断・

表現】 

■提出物（ワークシート） 

 

30 

・

31 

プロジェクト学

習の整理・分析・

考察 

【プロジェクト学習をまと

める】 

〇栽培計画表に実際の実習

記録と観察記録の内容を

記入し，計画との差を確

認する。 

○生育調査の記録を表に転

記し，グラフ化する。栽

培環境の測定結果につい

て情報を読み取る。計画

表との差，収穫物の結果

と評価について，読み取

った栽培環境と実習と観

察の記録から考察する。 

思考 

判断 ④ 

表現 

□データの整理,結果の分

析と考察（情報の収集）

【思考・判断・表現】 

■提出物（レポート） 

  

32 

・

33 

栽培プロジェク

トの反省・評価 

【課題の反省・評価をし，

次の課題を設定する】 

〇設定した課題を振り返り,

収穫予定日に収穫するた

めの播種日と品質を向上

させるための栽培管理に

ついてワークシートに箇

条書きで記入する。その結

果から，次の栽培計画表を 

主体的に学習

に取り組む 

態度 

□プロジェクトの反省・評

価，課題の発見と栽培計

画の改善【態度】 

事例３参照 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

農業生産工程管理 

（ＧＡＰ） 

○防除対象の害虫，農薬散

布の時期，散布量，散布

方法について理解し，自

分の栽培区画に農薬を散

布する。  

○農薬の使用や保管におけ

るリスクと対策・改善に

ついて考え，ワークシー

トに記入する。 

思考 

判断 ② 

表現 

 

 

 

 

 

□農薬の取扱いと農業生産

工程管理（ＧＡＰ）【思

考・判断・表現】 

■提出物（ワークシート） 

 

23 

・ 

24 

収穫期の判定 

生育調査③ 

【生殖成長の観察から収穫

予定日を予測する】 

〇写真の例示から，生殖成

長のはじまりから収穫ま

での過程を理解し，圃場

でトウモロコシの生育状

況を観察・調査する。 

○演習で絹糸の抽出から収

穫時期を計算し，計算結

果と栽培計画に差がつい

た要因を考える。 

主体的に学習

に取り組む 

態度 ③ 

 

□雄穂・雌穂の分化・出穂， 

開花・開葯，絹糸抽出と 

 収穫までの日数【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□生育状況の把握と評価

【態度】 

■提出物（生育調査記録表） 

 

25 

・ 

26 

栽培管理 

・除房 

 

【除房の目的を理解し，実

践する】 

○除房の実施の有無と収量

の関係を図表から読み取

り除房の目的や利点を理

解する。 

○除房についての基礎的な

技術を写真の例示から理

解し，各自の区画を除房

する。 

知識 

技術 ⑧ 

□除房の目的，仕方【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□除房実技【技術】 

■パフォーマンステスト 

  

期末考査 知識②  

27 

・

28 

栽培管理 

・収穫 

・調製  

・糖度測定 

・食味検査 

 

【収穫と調製方法及び食味

について理解する】 

〇収穫の方法，出荷調製の

基準と調製方法，収穫物

の価値について写真と動

画を通して理解する。 

○収穫，調製の実施。 

知識 

技術 ⑨ 

□高温による糖とデンプン

の含有量の変化・食味へ

の影響，収穫作業の時間

帯と保存方法【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□穂柄切除，虫害・鳥獣害

事例２参照 
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○調製したトウモロコシか

ら，「生」，「茹でる」，「電

子レンジで加熱する」の

三つの試料を準備する。

それぞれの試料について

糖度測定と食味検査を行

い，結果をワークシート

に記入する。 

の有無の判別，品質基準

による仕分け【技術】 

■パフォーマンステスト 

    

29 

品質と安全 

農業生産工程管理 

（ＧＡＰ） 

【作物の品質と食品安全に

ついて考える】 

○ＧＡＰの視点から工程内

の品質・食品衛生への危

害要因を考え，それぞれ

の対策についてワークシ

ートにまとめる。 

思考 

判断 ③ 

表現 

□収穫・調整の工程におけ

る品質と食品衛生面での

危害要因【思考・判断・

表現】 

■提出物（ワークシート） 

 

30 

・

31 

プロジェクト学

習の整理・分析・

考察 

【プロジェクト学習をまと

める】 

〇栽培計画表に実際の実習

記録と観察記録の内容を

記入し，計画との差を確

認する。 

○生育調査の記録を表に転

記し，グラフ化する。栽

培環境の測定結果につい

て情報を読み取る。計画

表との差，収穫物の結果

と評価について，読み取

った栽培環境と実習と観

察の記録から考察する。 

思考 

判断 ④ 

表現 

□データの整理,結果の分

析と考察（情報の収集）

【思考・判断・表現】 

■提出物（レポート） 

  

32 

・

33 

栽培プロジェク

トの反省・評価 

【課題の反省・評価をし，

次の課題を設定する】 

〇設定した課題を振り返り,

収穫予定日に収穫するた

めの播種日と品質を向上

させるための栽培管理に

ついてワークシートに箇

条書きで記入する。その結

果から，次の栽培計画表を 

主体的に学習

に取り組む 

態度 

□プロジェクトの反省・評

価，課題の発見と栽培計

画の改善【態度】 

事例３参照 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

農業生産工程管理 

（ＧＡＰ） 

○防除対象の害虫，農薬散

布の時期，散布量，散布

方法について理解し，自

分の栽培区画に農薬を散

布する。  

○農薬の使用や保管におけ

るリスクと対策・改善に

ついて考え，ワークシー

トに記入する。 

思考 

判断 ② 

表現 

 

 

 

 

 

□農薬の取扱いと農業生産

工程管理（ＧＡＰ）【思

考・判断・表現】 

■提出物（ワークシート） 

 

23 

・ 

24 

収穫期の判定 

生育調査③ 

【生殖成長の観察から収穫

予定日を予測する】 

〇写真の例示から，生殖成

長のはじまりから収穫ま

での過程を理解し，圃場

でトウモロコシの生育状

況を観察・調査する。 

○演習で絹糸の抽出から収

穫時期を計算し，計算結

果と栽培計画に差がつい

た要因を考える。 

主体的に学習

に取り組む 

態度 ③ 

 

□雄穂・雌穂の分化・出穂， 

開花・開葯，絹糸抽出と 

 収穫までの日数【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□生育状況の把握と評価

【態度】 

■提出物（生育調査記録表） 

 

25 

・ 

26 

栽培管理 

・除房 

 

【除房の目的を理解し，実

践する】 

○除房の実施の有無と収量

の関係を図表から読み取

り除房の目的や利点を理

解する。 

○除房についての基礎的な

技術を写真の例示から理

解し，各自の区画を除房

する。 

知識 

技術 ⑧ 

□除房の目的，仕方【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□除房実技【技術】 

■パフォーマンステスト 

  

期末考査 知識②  

27 

・

28 

栽培管理 

・収穫 

・調製  

・糖度測定 

・食味検査 

 

【収穫と調製方法及び食味

について理解する】 

〇収穫の方法，出荷調製の

基準と調製方法，収穫物

の価値について写真と動

画を通して理解する。 

○収穫，調製の実施。 

知識 

技術 ⑨ 

□高温による糖とデンプン

の含有量の変化・食味へ

の影響，収穫作業の時間

帯と保存方法【知識】 

■ペーパーテスト（考査） 

 

□穂柄切除，虫害・鳥獣害

事例２参照 
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  総括については（２）と同様とするが，それぞれの評価の場面において「粘り強い取組を行おう

としている側面」と「自らの学習を調整しようとする側面」の両面から評価することに留意する必

要がある。（事例３も参照） 

 

５ 観点別学習状況の評価の進め方【知識・技術】 

本単元では栽培プロジェクトの進め方やスイートコーンの種類や特性，栽培，生育環境に関する基

礎的な知識を理解しているかを評価する。また，栽培管理，生育環境や生産物の分析，生産物の評価

や利用に関する基礎的な技術を身に付けているかを評価する。 

留意事項として指導計画において知識と技術について明示し，評価のポイントを明確にした上で評

価する必要がある。 

 

【例１】 

時間２・３はトウモロコシの一生と主な性質についてワークシート（資料１）を活用して知識を習

得させ，時間２において教科書の栽培例を参考に栽培計画表（資料１）を作成させる。ワークシート

の内容はペーパーテスト（定期考査）によって知知識識として評価し，栽培計画表は技技術術として評価する。 

＜評価のめやす（例）＞ 

【知識：ペーパーテスト】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・トウモロコシの一生や主な性質，形態についておおむね理解し

ている。 

十分満足できる（Ａ）・・・トウモロコシの一生や主な性質，形態について十分理解している。 

 ※ テストの点数によって評価のめやすを設定することも考えられる。 

 

【技術：栽培計画表】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・ワークシートと資料を活用して，計画表が作成できる。 

十分満足できる（Ａ）・・・作成した計画表の生育状況，管理作業の日程が正確である。 

 

※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

トウモロコシの一生や形態について，身近な他の植物と共通の部分とトウモロコシの特徴的な部分

とに分けて理解させ，関心をもたせるとともに，作物の栽培には生育段階に合わせた管理作業が必要

であることに気付かせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 作成する。その際，農業生

産工程管理の視点を踏ま

え，食品安全・環境保全・

労働安全における留意点

も合わせて書き込む。 

 

 

34 

・

35 

プロジェクト発

表 

・感想 

・講評 

【発表を通して相互評価す

る】 

〇五人ずつの小グループ内

で一人７分の発表を実施

する。質疑応答は３分と

する。聴講者は他者の視

点からの気付きを箇条書

きでワークシートにまと

め，発表終了後に１人１

分ずつ講評を述べる。 

主体的に学習

に取り組む態

度 ④ 

□プロジェクトの発表と 

相互評価【態度】 

■提出物（レポート，ワー

クシート，栽培計画表［前

時と合わせて］） 

  

 

４ 評価の総括 

（１）知識・技術 

  本事例では科目の性質から，知識と技術を分けて評価することとする。 

評価の計画から，知識に関して記録に残す評価は２回（定期考査）である。それぞれの評価がＢ，

Ａであれば，平均は 2.5（Ａ＝３点，Ｂ＝２点，Ｃ＝１点，以下（２），（３）も同様）となり，

知識の評価はＢとする。（Ａ＞2.5≧Ｂ≧1.5＞Ｃ，以下（２），（３）も同様）   

  同様に技術を評価する場面は９回（栽培計画・パフォーマンステスト）である。それぞれの評価

がＢ，Ｂ，Ａ，Ｂ，Ａ，Ａ，Ｂ，Ｂ，Ｂであった場合，平均は 2.3 となり，技術の評価はＢとする。 

  知識と技術の比率を同等とした場合，2.5×0.5＋2.3×0.5≒2.4 であるから,知識・技術の評価

はＢとする。（本事例の５も参照） 

 

（２）思考・判断・表現 

  評価計画から，思考・判断・表現に関して記録に残す評価は４回（ワークシート・レポート）で

ある。それぞれの評価がＢ，Ｂ，Ｃ，Ｂであれば，平均は 1.8 であるから，評価はＢとする。 

 （事例２も参照）  

 

（３）主体的に学習に取り組む態度 

  評価計画から，主体的に学習に取り組む態度に関して記録に残す評価を４回としている。（生育

調査記録表３回，ワークシート１回）ワークシートについては連続する時間 32・33 と時間 34・35

の授業で１回とした。生育調査票についても３回分をまとめて評価することも考えられるが，教科

の特性から観察や記録が重要であることや最初の単元であることを踏まえ，本事例では，その都度

評価することとした。 
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  総括については（２）と同様とするが，それぞれの評価の場面において「粘り強い取組を行おう

としている側面」と「自らの学習を調整しようとする側面」の両面から評価することに留意する必

要がある。（事例３も参照） 

 

５ 観点別学習状況の評価の進め方【知識・技術】 

本単元では栽培プロジェクトの進め方やスイートコーンの種類や特性，栽培，生育環境に関する基

礎的な知識を理解しているかを評価する。また，栽培管理，生育環境や生産物の分析，生産物の評価

や利用に関する基礎的な技術を身に付けているかを評価する。 

留意事項として指導計画において知識と技術について明示し，評価のポイントを明確にした上で評

価する必要がある。 

 

【例１】 

時間２・３はトウモロコシの一生と主な性質についてワークシート（資料１）を活用して知識を習

得させ，時間２において教科書の栽培例を参考に栽培計画表（資料１）を作成させる。ワークシート

の内容はペーパーテスト（定期考査）によって知知識識として評価し，栽培計画表は技技術術として評価する。 

＜評価のめやす（例）＞ 

【知識：ペーパーテスト】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・トウモロコシの一生や主な性質，形態についておおむね理解し

ている。 

十分満足できる（Ａ）・・・トウモロコシの一生や主な性質，形態について十分理解している。 

 ※ テストの点数によって評価のめやすを設定することも考えられる。 

 

【技術：栽培計画表】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・ワークシートと資料を活用して，計画表が作成できる。 

十分満足できる（Ａ）・・・作成した計画表の生育状況，管理作業の日程が正確である。 

 

※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

トウモロコシの一生や形態について，身近な他の植物と共通の部分とトウモロコシの特徴的な部分

とに分けて理解させ，関心をもたせるとともに，作物の栽培には生育段階に合わせた管理作業が必要

であることに気付かせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 作成する。その際，農業生

産工程管理の視点を踏ま

え，食品安全・環境保全・

労働安全における留意点

も合わせて書き込む。 

 

 

34 

・

35 

プロジェクト発

表 

・感想 

・講評 

【発表を通して相互評価す

る】 

〇五人ずつの小グループ内

で一人７分の発表を実施

する。質疑応答は３分と

する。聴講者は他者の視

点からの気付きを箇条書

きでワークシートにまと

め，発表終了後に１人１

分ずつ講評を述べる。 

主体的に学習

に取り組む態

度 ④ 

□プロジェクトの発表と 

相互評価【態度】 

■提出物（レポート，ワー

クシート，栽培計画表［前

時と合わせて］） 

  

 

４ 評価の総括 

（１）知識・技術 

  本事例では科目の性質から，知識と技術を分けて評価することとする。 

評価の計画から，知識に関して記録に残す評価は２回（定期考査）である。それぞれの評価がＢ，

Ａであれば，平均は 2.5（Ａ＝３点，Ｂ＝２点，Ｃ＝１点，以下（２），（３）も同様）となり，

知識の評価はＢとする。（Ａ＞2.5≧Ｂ≧1.5＞Ｃ，以下（２），（３）も同様）   

  同様に技術を評価する場面は９回（栽培計画・パフォーマンステスト）である。それぞれの評価

がＢ，Ｂ，Ａ，Ｂ，Ａ，Ａ，Ｂ，Ｂ，Ｂであった場合，平均は 2.3 となり，技術の評価はＢとする。 

  知識と技術の比率を同等とした場合，2.5×0.5＋2.3×0.5≒2.4 であるから,知識・技術の評価

はＢとする。（本事例の５も参照） 

 

（２）思考・判断・表現 

  評価計画から，思考・判断・表現に関して記録に残す評価は４回（ワークシート・レポート）で

ある。それぞれの評価がＢ，Ｂ，Ｃ，Ｂであれば，平均は 1.8 であるから，評価はＢとする。 

 （事例２も参照）  

 

（３）主体的に学習に取り組む態度 

  評価計画から，主体的に学習に取り組む態度に関して記録に残す評価を４回としている。（生育

調査記録表３回，ワークシート１回）ワークシートについては連続する時間 32・33 と時間 34・35

の授業で１回とした。生育調査票についても３回分をまとめて評価することも考えられるが，教科

の特性から観察や記録が重要であることや最初の単元であることを踏まえ，本事例では，その都度

評価することとした。 
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資料２ ワークシート「間引き」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価のめやす（例）＞ 

【技術：パフォーマンステスト】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・道具を安全に使い，正しい位置で切取りができる。欠株がない。 

十分満足できる（Ａ）・・・（おおむね満足できる状況に加えて）間引く苗を適切に選択し，生育

を揃えた間引きができる。 

 

※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

苗を比較させ間引くべき苗と残してもよい苗の違いを具体的に示し，実際に実演してやり方を理

解させる。また，残す苗がなくなってしまった場合や発芽していない箇所には補植する必要がある

ことを理解させる。 

 

【例３】 

時間 16・17 は作物の生育と環境因子との関係について基礎的な知識を習得させると同時に，栽培

環境の分析に必要な数値の読み取り方やグラフ化する技術を習得させる必要がある。これらは，時間

30・31 の栽培プロジェクトの整理・考察を実施する際にも必要である。 

作物の生育と環境因子との関係について基礎的な知識はペーパーテストにより評価し，数値の読み

取り方やグラフ化する技術については，ワークシート（資料３）を用いた演習を実施し，評価する。 

＜評価のめやす（例）＞ 

【技術：ワークシート】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・図・表が正確に記入できる。読み取った結果を記入している。 

十分満足できる（Ａ）・・・図・表が正確に記入でき，読み取った結果が妥当である。 

 

※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

積算値や平均値が正しく求められているかを確認するとともに，比較する数値のグラフへの表し

方を理解させる。 

   

 
 

資料１ 栽培計画表の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表等引用：『改訂新版 日本農業技術検定（３級テキスト）』 
（全国農業高等学校長協会） 

【例２】 

時間４・５，６・７，10・11，14・15，19・20，25・26 では，栽培管理についての知識と技術の

両方を身に付けさせる必要がある。例として時間 10・11 の栽培管理（間引き・補植）のワークシー

トと実習の評価規準について示す。 

実習前の座学でワークシート（資料２）とスライドにより，間引きの目的や間引く苗の選別，手順

等の知識を習得させ，圃場で実際の間引きを実践する。知識はワークシートの内容を中心に定期考査

によって評価する。技術は実習中の巡視によってＢの基準に達しているかどうかを評価し，実習後の

圃場の状態からＡかＢかの評価を行う。留意点として，パフォ－マンステストを主とする技術の評価

点は，評価の機会が少ないと最終的に知識に偏った評価結果となる。科目の特性を十分考慮し，あら

かじめ必要となる箇所に評価の機会を配置し，計画的に実施することが求められる。 

画像提供：タキイ種苗株式会社 
     株式会社クボタ 

   

 
 

資料２ ワークシート「間引き」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価のめやす（例）＞ 

【技術：パフォーマンステスト】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・道具を安全に使い，正しい位置で切取りができる。欠株がない。 

十分満足できる（Ａ）・・・（おおむね満足できる状況に加えて）間引く苗を適切に選択し，生育

を揃えた間引きができる。 

 

※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

苗を比較させ間引くべき苗と残してもよい苗の違いを具体的に示し，実際に実演してやり方を理

解させる。また，残す苗がなくなってしまった場合や発芽していない箇所には補植する必要がある

ことを理解させる。 

 

【例３】 

時間 16・17 は作物の生育と環境因子との関係について基礎的な知識を習得させると同時に，栽培

環境の分析に必要な数値の読み取り方やグラフ化する技術を習得させる必要がある。これらは，時間

30・31 の栽培プロジェクトの整理・考察を実施する際にも必要である。 

作物の生育と環境因子との関係について基礎的な知識はペーパーテストにより評価し，数値の読み

取り方やグラフ化する技術については，ワークシート（資料３）を用いた演習を実施し，評価する。 

＜評価のめやす（例）＞ 

【技術：ワークシート】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・図・表が正確に記入できる。読み取った結果を記入している。 

十分満足できる（Ａ）・・・図・表が正確に記入でき，読み取った結果が妥当である。 

 

※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

積算値や平均値が正しく求められているかを確認するとともに，比較する数値のグラフへの表し

方を理解させる。 

2

栽栽培培計計画画表表抜抜粋粋資資料料抜抜粋粋
スイートコーンの⽣育と主な管理

資資料料をを読読みみ取取りり，，栽栽培培計計画画表表をを作作成成

1

ワワーーククシシーートト抜抜粋粋授授業業ススラライイドド

栽培の基礎知識と必要な技術の理解

活活⽤⽤

   

 
 

資料１ 栽培計画表の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表等引用：『改訂新版 日本農業技術検定（３級テキスト）』 
（全国農業高等学校長協会） 

【例２】 

時間４・５，６・７，10・11，14・15，19・20，25・26 では，栽培管理についての知識と技術の

両方を身に付けさせる必要がある。例として時間 10・11 の栽培管理（間引き・補植）のワークシー

トと実習の評価規準について示す。 

実習前の座学でワークシート（資料２）とスライドにより，間引きの目的や間引く苗の選別，手順

等の知識を習得させ，圃場で実際の間引きを実践する。知識はワークシートの内容を中心に定期考査

によって評価する。技術は実習中の巡視によってＢの基準に達しているかどうかを評価し，実習後の

圃場の状態からＡかＢかの評価を行う。留意点として，パフォ－マンステストを主とする技術の評価

点は，評価の機会が少ないと最終的に知識に偏った評価結果となる。科目の特性を十分考慮し，あら

かじめ必要となる箇所に評価の機会を配置し，計画的に実施することが求められる。 

画像提供：タキイ種苗株式会社 
     株式会社クボタ 

   

 
 

資料２ ワークシート「間引き」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価のめやす（例）＞ 

【技術：パフォーマンステスト】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・道具を安全に使い，正しい位置で切取りができる。欠株がない。 

十分満足できる（Ａ）・・・（おおむね満足できる状況に加えて）間引く苗を適切に選択し，生育

を揃えた間引きができる。 

 

※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

苗を比較させ間引くべき苗と残してもよい苗の違いを具体的に示し，実際に実演してやり方を理

解させる。また，残す苗がなくなってしまった場合や発芽していない箇所には補植する必要がある

ことを理解させる。 

 

【例３】 

時間 16・17 は作物の生育と環境因子との関係について基礎的な知識を習得させると同時に，栽培

環境の分析に必要な数値の読み取り方やグラフ化する技術を習得させる必要がある。これらは，時間

30・31 の栽培プロジェクトの整理・考察を実施する際にも必要である。 

作物の生育と環境因子との関係について基礎的な知識はペーパーテストにより評価し，数値の読み

取り方やグラフ化する技術については，ワークシート（資料３）を用いた演習を実施し，評価する。 

＜評価のめやす（例）＞ 

【技術：ワークシート】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・図・表が正確に記入できる。読み取った結果を記入している。 

十分満足できる（Ａ）・・・図・表が正確に記入でき，読み取った結果が妥当である。 

 

※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

積算値や平均値が正しく求められているかを確認するとともに，比較する数値のグラフへの表し

方を理解させる。 

1

土土壌壌改改良良資資材材のの散散布布
☆ pH（酸性・アルカリ性）

の調整
☆ 有機物（たい肥や腐葉土）

による空気の量の調整

耕耕起起
土を起こして反転ある
いは天地返しする

砕砕土土・・整整地地
土のかたまりを細かくし、
平らにする

ううねね立立てて
たねまき（播種）又は定植
するためのうねを立てるこ
と

施肥
元肥：播種や定植前

に施す
追肥：栽培中に施す

授業スライド

耕起・砕⼟・整地・うね⽴て

第３編
事例１

- 50 -



   

 
 

資料２ ワークシート「間引き」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価のめやす（例）＞ 

【技術：パフォーマンステスト】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・道具を安全に使い，正しい位置で切取りができる。欠株がない。 

十分満足できる（Ａ）・・・（おおむね満足できる状況に加えて）間引く苗を適切に選択し，生育

を揃えた間引きができる。 

 

※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

苗を比較させ間引くべき苗と残してもよい苗の違いを具体的に示し，実際に実演してやり方を理

解させる。また，残す苗がなくなってしまった場合や発芽していない箇所には補植する必要がある

ことを理解させる。 

 

【例３】 

時間 16・17 は作物の生育と環境因子との関係について基礎的な知識を習得させると同時に，栽培

環境の分析に必要な数値の読み取り方やグラフ化する技術を習得させる必要がある。これらは，時間

30・31 の栽培プロジェクトの整理・考察を実施する際にも必要である。 

作物の生育と環境因子との関係について基礎的な知識はペーパーテストにより評価し，数値の読み

取り方やグラフ化する技術については，ワークシート（資料３）を用いた演習を実施し，評価する。 

＜評価のめやす（例）＞ 

【技術：ワークシート】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・図・表が正確に記入できる。読み取った結果を記入している。 

十分満足できる（Ａ）・・・図・表が正確に記入でき，読み取った結果が妥当である。 

 

※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

積算値や平均値が正しく求められているかを確認するとともに，比較する数値のグラフへの表し

方を理解させる。 

   

 
 

資料１ 栽培計画表の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表等引用：『改訂新版 日本農業技術検定（３級テキスト）』 
（全国農業高等学校長協会） 

【例２】 

時間４・５，６・７，10・11，14・15，19・20，25・26 では，栽培管理についての知識と技術の

両方を身に付けさせる必要がある。例として時間 10・11 の栽培管理（間引き・補植）のワークシー

トと実習の評価規準について示す。 

実習前の座学でワークシート（資料２）とスライドにより，間引きの目的や間引く苗の選別，手順

等の知識を習得させ，圃場で実際の間引きを実践する。知識はワークシートの内容を中心に定期考査

によって評価する。技術は実習中の巡視によってＢの基準に達しているかどうかを評価し，実習後の

圃場の状態からＡかＢかの評価を行う。留意点として，パフォ－マンステストを主とする技術の評価

点は，評価の機会が少ないと最終的に知識に偏った評価結果となる。科目の特性を十分考慮し，あら

かじめ必要となる箇所に評価の機会を配置し，計画的に実施することが求められる。 

画像提供：タキイ種苗株式会社 
     株式会社クボタ 

   

 
 

資料２ ワークシート「間引き」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価のめやす（例）＞ 

【技術：パフォーマンステスト】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・道具を安全に使い，正しい位置で切取りができる。欠株がない。 

十分満足できる（Ａ）・・・（おおむね満足できる状況に加えて）間引く苗を適切に選択し，生育

を揃えた間引きができる。 

 

※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

苗を比較させ間引くべき苗と残してもよい苗の違いを具体的に示し，実際に実演してやり方を理

解させる。また，残す苗がなくなってしまった場合や発芽していない箇所には補植する必要がある

ことを理解させる。 

 

【例３】 

時間 16・17 は作物の生育と環境因子との関係について基礎的な知識を習得させると同時に，栽培

環境の分析に必要な数値の読み取り方やグラフ化する技術を習得させる必要がある。これらは，時間

30・31 の栽培プロジェクトの整理・考察を実施する際にも必要である。 

作物の生育と環境因子との関係について基礎的な知識はペーパーテストにより評価し，数値の読み

取り方やグラフ化する技術については，ワークシート（資料３）を用いた演習を実施し，評価する。 

＜評価のめやす（例）＞ 

【技術：ワークシート】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・図・表が正確に記入できる。読み取った結果を記入している。 

十分満足できる（Ａ）・・・図・表が正確に記入でき，読み取った結果が妥当である。 

 

※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

積算値や平均値が正しく求められているかを確認するとともに，比較する数値のグラフへの表し

方を理解させる。 

   

 
 

資料２ ワークシート「間引き」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価のめやす（例）＞ 

【技術：パフォーマンステスト】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・道具を安全に使い，正しい位置で切取りができる。欠株がない。 

十分満足できる（Ａ）・・・（おおむね満足できる状況に加えて）間引く苗を適切に選択し，生育

を揃えた間引きができる。 

 

※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

苗を比較させ間引くべき苗と残してもよい苗の違いを具体的に示し，実際に実演してやり方を理

解させる。また，残す苗がなくなってしまった場合や発芽していない箇所には補植する必要がある

ことを理解させる。 

 

【例３】 

時間 16・17 は作物の生育と環境因子との関係について基礎的な知識を習得させると同時に，栽培

環境の分析に必要な数値の読み取り方やグラフ化する技術を習得させる必要がある。これらは，時間

30・31 の栽培プロジェクトの整理・考察を実施する際にも必要である。 

作物の生育と環境因子との関係について基礎的な知識はペーパーテストにより評価し，数値の読み

取り方やグラフ化する技術については，ワークシート（資料３）を用いた演習を実施し，評価する。 

＜評価のめやす（例）＞ 

【技術：ワークシート】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・図・表が正確に記入できる。読み取った結果を記入している。 

十分満足できる（Ａ）・・・図・表が正確に記入でき，読み取った結果が妥当である。 

 

※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

積算値や平均値が正しく求められているかを確認するとともに，比較する数値のグラフへの表し

方を理解させる。 

3

実習「間引き」（ / ）

⽬的
健全な固体で⽣育をそろえる

間引く苗の選び⽅
①（徒⻑）している株
②葉の（形）や（⾊）の悪い株
③（病気）や（害⾍）に侵されている株
④平均と⽐べて（⼤きい）株と（⼩さい）株

⼿順
１ ①〜③の個体から先に鎌で切り取る
２ 全体を⾒て④を実施
⇒健全な個体で１⽳１株となって１条の⽣育がそろう

⾃⼰評価
５・４・３・２・１

実習後の畑を⾒た感想

間引く株

茎頂の位置

重要点：破線が切り取り⽅向
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農業科  事例２（農業と環境） 

キーワード 「思考・判断・表現」の評価，農業生産工程管理（ＧＡＰ）学習 

 

単元名    〔指導項目〕 

トウモロコシの栽培 

 (1)「農業と環境」とプロジェクト学習 

(3) 農業生産の基礎 

(4) 農業と環境のプロジェクト 

 
１ 単元の目標 

  事例１に同じ   

 

２ 単元の評価規準 

 事例１に同じ 

 

３ 指導と評価の計画 

  事例１に同じ 

 

４ 観点別評価の進め方【思考・判断・表現】 

（１）「プロジェクトの計画立案」での導入【知識・技術】 

「プロジェクトの計画立案」の授業（事例１ ３ 指導と評価の計画 時間２・３）で，ＧＡＰ

の必要性について理解する。食品安全・環境保全・労働安全や５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・習

慣）など，基本的な内容を中心に，映像やワークシートを活用してＧＡＰの実践について理解する。 

 

（２）「栽培管理（害虫防除）」での展開 

（１）で学習した内容を基本として，「栽培管理（有害生物防除）」の授業（事例１ ３ 指導と

評価の計画 時間 21・22）において，実際の作業施設内や保管庫，圃場に存在するリスクやその

改善方法について考えさせ，「思考・判断・表現」の評価につなげる。 

 

（３）実習記録・ワークシートの記述について 

  本単元に限らず，科目「農業と環境」では実施した作業や手順，調査結果の記録を正確に記録す

ることが大切である。 

ＧＡＰに取り組むに当たっては，作業時の工程で気になった点や改善すべきと思われる点とそ

の理由等を記入することを習慣付ける必要がある。このようなリスクチェックを身に付けること

によって，各栽培過程における安全管理や収穫時・調整時の食品安全に関わる問題を自ら発見し，

改善しようとする姿勢を育成することができる。 

また，これらの記録を使用し，生徒同士がディスカッションをする場面を設けることで「思考・

判断・表現」だけでなく「主体的に学習に取り組む態度」の評価につなげることも考えられる。 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ ワークシート「生育と環境因子」 

○ アワノメイガの被害と降雨の関係 

⼿順１ 降⾬があった⽇の［降⾬］欄のマスを塗りつぶす（⾚）。 
⼿順２ プリント「アワノメイガの⽣活史と被害」を読む。   
⼿順３ アワノメイガの幼⾍を発⾒した⽇の［害⾍］の欄に●を記⼊する。 
⼿順４ ⼿順２で読み取った内容から,発⾒したアワノメイガ幼⾍の⽇齢を記⼊する。 

また，孵化⽇に○，産卵⽇に◎を記⼊する。 
 ⼿順５ ⼿順２で読み取った内容から,アワノメイガの被害が発⽣する期間の［⽣育］欄を塗りつぶす。（緑） 
 ⼿順６ ⼿順２で読み取った内容から,農薬を散布すべき⽇の［⽣育］の欄に☆記⼊する。 
     ※ 栽培期間を通して，散布が必要な⽇全てに☆を記⼊する（１回である必要はない）。 

時時間間 3300･･3311「「ププロロジジェェククトト学学習習のの整整理理・・分分析析・・考考察察」」ででのの活活用用例例  
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農業科  事例２（農業と環境） 

キーワード 「思考・判断・表現」の評価，農業生産工程管理（ＧＡＰ）学習 

 

単元名    〔指導項目〕 

トウモロコシの栽培 

 (1)「農業と環境」とプロジェクト学習 

(3) 農業生産の基礎 

(4) 農業と環境のプロジェクト 

 
１ 単元の目標 

  事例１に同じ   

 

２ 単元の評価規準 

 事例１に同じ 

 

３ 指導と評価の計画 

  事例１に同じ 

 

４ 観点別評価の進め方【思考・判断・表現】 

（１）「プロジェクトの計画立案」での導入【知識・技術】 

「プロジェクトの計画立案」の授業（事例１ ３ 指導と評価の計画 時間２・３）で，ＧＡＰ

の必要性について理解する。食品安全・環境保全・労働安全や５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・習

慣）など，基本的な内容を中心に，映像やワークシートを活用してＧＡＰの実践について理解する。 

 

（２）「栽培管理（害虫防除）」での展開 

（１）で学習した内容を基本として，「栽培管理（有害生物防除）」の授業（事例１ ３ 指導と

評価の計画 時間 21・22）において，実際の作業施設内や保管庫，圃場に存在するリスクやその

改善方法について考えさせ，「思考・判断・表現」の評価につなげる。 

 

（３）実習記録・ワークシートの記述について 

  本単元に限らず，科目「農業と環境」では実施した作業や手順，調査結果の記録を正確に記録す

ることが大切である。 

ＧＡＰに取り組むに当たっては，作業時の工程で気になった点や改善すべきと思われる点とそ

の理由等を記入することを習慣付ける必要がある。このようなリスクチェックを身に付けること

によって，各栽培過程における安全管理や収穫時・調整時の食品安全に関わる問題を自ら発見し，

改善しようとする姿勢を育成することができる。 

また，これらの記録を使用し，生徒同士がディスカッションをする場面を設けることで「思考・

判断・表現」だけでなく「主体的に学習に取り組む態度」の評価につなげることも考えられる。 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ ワークシート「生育と環境因子」 

○ アワノメイガの被害と降雨の関係 

⼿順１ 降⾬があった⽇の［降⾬］欄のマスを塗りつぶす（⾚）。 
⼿順２ プリント「アワノメイガの⽣活史と被害」を読む。   
⼿順３ アワノメイガの幼⾍を発⾒した⽇の［害⾍］の欄に●を記⼊する。 
⼿順４ ⼿順２で読み取った内容から,発⾒したアワノメイガ幼⾍の⽇齢を記⼊する。 

また，孵化⽇に○，産卵⽇に◎を記⼊する。 
 ⼿順５ ⼿順２で読み取った内容から,アワノメイガの被害が発⽣する期間の［⽣育］欄を塗りつぶす。（緑） 
 ⼿順６ ⼿順２で読み取った内容から,農薬を散布すべき⽇の［⽣育］の欄に☆記⼊する。 
     ※ 栽培期間を通して，散布が必要な⽇全てに☆を記⼊する（１回である必要はない）。 

時時間間 3300･･3311「「ププロロジジェェククトト学学習習のの整整理理・・分分析析・・考考察察」」ででのの活活用用例例  
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資料１ ワークシート「トウモロコシの防虫・防除」 

   

 
 

（４）展開方法                                 

 
主な学習活動 

指示・説明及び 
指導上の留意点 

【観点】 
■評価方法 

導入 

本時（時間 21・22）の学習
内容を知る。 
ワークシートを確認し，記
入の仕方を理解する。 

本時の学習内容を説明す
る。ワークシートの記入法
を説明する。 

 

展開 

 
説明を聞き，ワークシート
に記載する。 
 
 
自分の栽培区画に農薬（粒
剤）を散布する。 
 
使用器具等を片付ける。 
 
 
 
作業中に気になった箇所
（危険箇所や改善箇所）に
ついてワークシートに記入
をする。 
圃場だけでなく，倉庫や保
管庫についても同様に記入
する。 
 
グループワークの進め方を
確認する。 
 
グループ内のワークシート
を確認し，危険箇所につい
て同じものをまとめる。 
 
危険箇所等の改善方法につ
いて意見を出し合う。 
 
各グループでまとめた内容
を発表する。 
他の発表を聞き，自分たち
と異なる意見についてはメ
モする。 
 
リスクチェックがＧＡＰの
作業工程の一つであること
を理解する。 
 

 
使用する薬剤名や対象害
虫，散布量，散布方法につい
て説明する。 
 
生徒にマスク及び手袋,帽
子を着用させる。 
 
片付け，手洗い等の指示を
する。 
 
 
気になる箇所について，そ
の理由も記入するよう指示
する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
同じリスクについては一つ
にまとめること，改善方向
について，意見が異なる場
合はより良い方法を検討す
ることもあり得ることを説
明する。 
 
発表する順番の指示。 
 
 
 
 
 
ＧＡＰが安全な農産物栽培
に重要であることを確認す
る。 
 

 
【知識・技術】 
■ペーパーテスト（考査） 
■パフォーマンステスト 
 
 
 
 
 
 
 
 
【思考・判断・表現】 
■ワークシート 
 
 
 
 
 
 
 
 

まとめ 

 
本時の学習内容をまとめ
る。 
自己評価をする。 

 
自己評価の注意点等につい
て説明する。 
 

 

 
 本時で使用するワークシート（抜粋）とその記載例を次ページに示す（資料１）。 

ここここででのの取取組組をを評評価価すするる。。資資料料１１～～３３参参照照  

資資料料２２参参照照  

事事例例１１のの指指導導計計画画ににはは記記載載
ししてていいなないいがが，，必必要要にに応応じじてて
実実施施すするるこことともも考考ええらられれるる  

資資料料１１参参照照  

ここここででのの学学習習活活動動をを「「主主
体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ
態態度度」」ととししてて評評価価すするるここ
とともも考考ええらられれるる。。  
（（５５）），，資資料料２２参参照照  
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資料１ ワークシート「トウモロコシの防虫・防除」 

   

 
 

（４）展開方法                                 

 
主な学習活動 

指示・説明及び 
指導上の留意点 

【観点】 
■評価方法 

導入 

本時（時間 21・22）の学習
内容を知る。 
ワークシートを確認し，記
入の仕方を理解する。 

本時の学習内容を説明す
る。ワークシートの記入法
を説明する。 

 

展開 

 
説明を聞き，ワークシート
に記載する。 
 
 
自分の栽培区画に農薬（粒
剤）を散布する。 
 
使用器具等を片付ける。 
 
 
 
作業中に気になった箇所
（危険箇所や改善箇所）に
ついてワークシートに記入
をする。 
圃場だけでなく，倉庫や保
管庫についても同様に記入
する。 
 
グループワークの進め方を
確認する。 
 
グループ内のワークシート
を確認し，危険箇所につい
て同じものをまとめる。 
 
危険箇所等の改善方法につ
いて意見を出し合う。 
 
各グループでまとめた内容
を発表する。 
他の発表を聞き，自分たち
と異なる意見についてはメ
モする。 
 
リスクチェックがＧＡＰの
作業工程の一つであること
を理解する。 
 

 
使用する薬剤名や対象害
虫，散布量，散布方法につい
て説明する。 
 
生徒にマスク及び手袋,帽
子を着用させる。 
 
片付け，手洗い等の指示を
する。 
 
 
気になる箇所について，そ
の理由も記入するよう指示
する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
同じリスクについては一つ
にまとめること，改善方向
について，意見が異なる場
合はより良い方法を検討す
ることもあり得ることを説
明する。 
 
発表する順番の指示。 
 
 
 
 
 
ＧＡＰが安全な農産物栽培
に重要であることを確認す
る。 
 

 
【知識・技術】 
■ペーパーテスト（考査） 
■パフォーマンステスト 
 
 
 
 
 
 
 
 
【思考・判断・表現】 
■ワークシート 
 
 
 
 
 
 
 
 

まとめ 

 
本時の学習内容をまとめ
る。 
自己評価をする。 

 
自己評価の注意点等につい
て説明する。 
 

 

 
 本時で使用するワークシート（抜粋）とその記載例を次ページに示す（資料１）。 

ここここででのの取取組組をを評評価価すするる。。資資料料１１～～３３参参照照  

資資料料２２参参照照  

事事例例１１のの指指導導計計画画ににはは記記載載
ししてていいなないいがが，，必必要要にに応応じじてて
実実施施すするるこことともも考考ええらられれるる  

資資料料１１参参照照  

ここここででのの学学習習活活動動をを「「主主
体体的的にに学学習習にに取取りり組組むむ
態態度度」」ととししてて評評価価すするるここ
とともも考考ええらられれるる。。  
（（５５）），，資資料料２２参参照照  

ワークシート例：「農業と環境」トウモロコシの防虫・防除 

  年  月  日（ 曜日） 校時 出席番号：  氏名          
（１）使用する農薬のパッケージを参考に、①品名、②どのような害虫駆除を 

目的とするか、③１０ａ当たりの使用量、④使用時期を答えなさい。 
 ①品  名：                        ②害  虫：アワノメイガ      
 ③使 用 量：４～６㎏         ④使用時期：収穫の２１日前   

 
（２）学校農場は、２ａである。この農薬はどの位の使用量が適切か、計算して答えなさい。 
       １０ａに対し４～６㎏の使用量から、 

        ２ａは１０ａの１／５の面積なので、４㎏×１／５＝０．８ 

６㎏×１／５＝１．２ 

答え:０．８～１．２㎏ 
 
（３）農薬散布を行う植物体（トウモロコシ）の部位を答えなさい。 
   雄穂、雌穂の部分 

 

 

（４）ヤングコーンを収穫する場合、農薬を散布してはいけない理由を答えなさい。 
   トウモロコシは穀物であり火を通して食べるが、ヤングコーンは野菜であり生食をするこ 

とが多いから 

 
 
（５）農薬を取り扱うにあたって、実習前、実習中、実習後に①気を付けるべき点を指摘し、 

②なぜ気を付けなくてはならないかを説明しなさい。 
 
 
 
 
 
実習前―農薬準備時に行うべき事柄を答えなさい 

① 気を付ける点 ② なぜ気を付けなくてはならないのか？ 
ビニール手袋をする 直接、農薬に触ると、皮膚がはれることがあるから 

ゴーグルやマスクをすることも大事 

使用期限を確認する 使用期限を過ぎた農薬は、効き目がないことがあるから 

農薬が他の物質に化学変化していることがあるから 

必要な量の農薬だけを容器にとる 余分に農薬を取ると、まきすぎてしまうおそれがあるから 

実習中―農薬散布時に行うべき事柄を答えなさい 
① 気を付ける点 ② なぜ気を付けなくてはならないのか？ 

葉身、葉鞘に農薬を一つまみ置くよう

に丁寧におこなう 

余分に農薬を取ると、まきすぎてしまう恐れがあるから 

適切な部位に散布しないと、効き目がないから 

風下や周りに人がいないか確認しなが

らおこなう 

農薬が人にかかってしまうと、身体に良くないから 

 

おしゃべりしながら農薬をまかない 

集中してまかないと、同じ所に何度もまいてしまうから 

思いがけない事故につながるから 

実習後―農薬片付時に行うべき事柄を答えなさい 
① 気を付ける点 ② なぜ気を付けなくてはならないのか？ 

手は石けんでよく洗う 手に農薬が残っていると、皮膚がはれることがあるから 

触れたものに農薬の成分が付着するから 

使ったビニール手袋、容器は指示を聞

いて処理する 

使用した用具を勝手に捨てたり、放置すると、環境破壊に 

つながるから 

封をきちんとし、所定の場所に農薬を

しまう 

次回、農薬を使う時に、探すことができなくなるから 

害のあるものを放置した場合、思いがけない事故がおこるから 

 
 

（５）の評価のめやす(その１)「回答の量」 

評価Ａ…各項目の２／３以上の欄に①気を付ける点、②気を付けなくてはならない理由が記されているもの。 

評価Ｂ…各項目の１／２程度の欄に①気を付ける点、②気を付けなくてはならない理由が記されているもの。 

評価Ｃの生徒への手立て…以下参照＊。 

（１）（２）（３）は、

「知識・技術」に関

する設問である。ワ

ークシートに留ま

らず、定期考査や単

元確認テストで定

着を確認すること

が望ましい。 

（５）は、「思考・判

断・表現」に関する

設問である。ワーク

シートやレポート

にて定着を確認す

ることが望ましい。 

＊＊  努努力力をを要要すするる（（ＣＣ））とと判判断断ししたた生生徒徒にに対対すするる手手立立てて((例例))：：  

・「農薬の使用期限は食品の消費(味)期限」、「薬品管理は部屋の整理整頓」など、日常における身近な事柄と関連付けて支援を行う。 

・文章での回答が苦手な生徒へは、回答例の例示、もしくは「～をした場合、～の恐れがあるから」など、文章を補う語句を示しておく。 

・ﾜｰｸｼｰﾄは実習前／後のいずれにも実施しても良い。実習を行った後、再度解説を加え、安全への方策を考える(検証や振り返りを行う)。 

・「農業生産工程管理」は、(a)自分自身をリスクやトラブルから守る、(b)周囲の人(一緒に実習をしている人たち―消費者)をリスクやト

ラブルから守る、(c)環境を保全する、の３点にポイントを絞って事象を捉え、考えるよう支援することが望ましい。 

（４）は、波線部もしくは直線部のいずれか一つを答えられると評価Ｂ、双方を答え

られると評価Ａ、として想定した。 

（２）の計算は、農業鑑定競技会にも出題されている事を伝

えると、ＦＦＪへの関心にもつながると考えられる。 

（３）は、予めトウモロコシ植物体を絵・図で示したものを掲載し、該当部

位に印をさせるなど教材の工夫を図ることも望ましい(名称と部位の一致)。 

（１）は、「知識・技

術」に加え、本単元の

目的と導入に際し、生

徒の関心や興味を引

くため、設定した。 

（４）は、「思考・判

断・表現」に加え、

「知識・技術」に関

する設問である。ト

ウモロコシの「火食

と生食」の利用を考

えると共に、「間引

き」に関連させなが

ら理解を深める。 

（５）の評価のめやす

(その２)「回答の質」 

評価Ａ…多視点から

危険性について考

察されているもの。

安全の確保に向け

て発展的な防止策

が述べられている

もの。「～なことが

起こり、～の恐れが

あるから」など具体

的で丁寧な表現の

もの。 

評価Ｂ…「～が危ない

から」など抽象的で

粗雑な表現のもの。

重複している内容

の回答が目立つも

の。 

その他…できるだけ

類似した回答を防

ぐため、記入に規則

を設けるなど工夫

することが望まし

い。 

評価Ｃの生徒への手

立て…以下参照＊。 

類似した回答が生じる事が多い 

(a)⾃分⾃⾝の安全 

(b)周囲の⼈の安全 

(c)環境の保全 

第３編
事例２

- 55 -



   

 
 

資料３ 生徒が記入した例     

 

 

５ ペーパーテストによる「思考・判断・表現」の評価 

前述の内容をペーパーテスト（定期考査等）により評価する場合の問題の例を資料４に示した。 

倉庫内の様子を写真で示し，「リスク」を見つけ，リスクとなる「理由」，リスクを排除又は低減さ

せるための「改善策」とに分けて解答欄を設けることにより，思考力，判断力，表現力を問う問題と

している。倉庫内だけでなく，薬品保管庫の状態や作業室，作業中の様子など提示する写真を変える

ことによって，科目や単元に合わせた出題も可能である。 

  

気気をを付付けけるる点点ととそそのの理理由由
がが妥妥当当。。  

理理由由がが記記載載さされれてていいなないい。。  

   

 
 

（５）＜評価のめやす（例）＞ 

【思考・判断・表現】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・準備・作業中・片付けを合わせて「気を付ける点」又は「改善

すべき点」を五つ以上挙げることができ，その理由を述べること

ができる。 

十分満足できる（Ａ）・・・・・準備・作業中・片付けを合わせて「気を付ける点」又は「改善

すべき点」を七つ以上挙げることができ，その理由が妥当である。 

 【主体的に学習に取り組む態度】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・自分（グループ）の考えをまとめ，分かりやすく伝えようとし  

ている。 

十分満足できる（Ａ）・・・・・自分（グループ）の考えをまとめ，分かりやすく伝えるととも

に，他者の考えを聞き，より良い改善方法を考えようとしてい

る。 

また，生徒の自己評価について，自己評価表の例を以下に示す（資料２）。生徒の自己評価は補

助資料として活用するにとどめるが，教員と生徒が評価のめやすについて共有できるだけでなく，

教員の評価と生徒の自己評価に乖離がないか確認することもできる。 

 

 

【自己評価表】 

自分の学習状況について，当てはまる数字を回答欄へ記入しましょう。 

 

（６）努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

資料３は実際に生徒が記入した例である。農薬準備時で三つ，片付け時で一つの記載があり，そ

れぞれの理由も妥当であると判断できる。散布時については一つの記載があるが理由が記載でき

ていない。これを評価用紙の項目①に従って評価すると「Ｃ」評価となる。 

このような生徒に対しては，(a）自分自身をリスクやトラブルから守る，(b)周囲の人（一緒に

作業する人や消費者）をリスクやトラブルから守る，(ｃ)環境を保全する，の三つの視点から考え

られるように支援する。 

項目 
３ 

（Ａ） 
２ 

（Ｂ） 
１ 

（Ｃ） 
評価 
記入欄 

① 

準備・作業中・片付けを合
わせて「気を付ける点」又
は「改善すべき点」を七つ
以上挙げることができ，
それぞれの理由も説明で
きた。 

準備・作業中・片付けを合
わせて「気を付ける点」又
は「改善すべき点」を五つ
以上挙げることができ，
それぞれの理由も説明で
きた。 

準備・作業中・片付けを合
わせて「気を付ける点」又
は「改善すべき点」を四つ
以下しか挙げることがで
きなかった。 

 

② 

自分（グループ）の考えを
まとめ，分かりやすく伝
えるとともに，他者の考
えを聞き，より良い改善
方法を考えることができ
た。 

自分（グループ）の考えを
まとめ，分かりやすく伝
えることができた。 
 
 
 

自分の考えをグループ内
で伝えることができなか
った。 
 
 
 

 

資料２ 自己評価表 
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資料３ 生徒が記入した例     

 

 

５ ペーパーテストによる「思考・判断・表現」の評価 

前述の内容をペーパーテスト（定期考査等）により評価する場合の問題の例を資料４に示した。 

倉庫内の様子を写真で示し，「リスク」を見つけ，リスクとなる「理由」，リスクを排除又は低減さ

せるための「改善策」とに分けて解答欄を設けることにより，思考力，判断力，表現力を問う問題と

している。倉庫内だけでなく，薬品保管庫の状態や作業室，作業中の様子など提示する写真を変える

ことによって，科目や単元に合わせた出題も可能である。 

  

気気をを付付けけるる点点ととそそのの理理由由
がが妥妥当当。。  

理理由由がが記記載載さされれてていいなないい。。  

   

 
 

（５）＜評価のめやす（例）＞ 

【思考・判断・表現】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・準備・作業中・片付けを合わせて「気を付ける点」又は「改善

すべき点」を五つ以上挙げることができ，その理由を述べること

ができる。 

十分満足できる（Ａ）・・・・・準備・作業中・片付けを合わせて「気を付ける点」又は「改善

すべき点」を七つ以上挙げることができ，その理由が妥当である。 

 【主体的に学習に取り組む態度】 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・自分（グループ）の考えをまとめ，分かりやすく伝えようとし  

ている。 

十分満足できる（Ａ）・・・・・自分（グループ）の考えをまとめ，分かりやすく伝えるととも

に，他者の考えを聞き，より良い改善方法を考えようとしてい

る。 

また，生徒の自己評価について，自己評価表の例を以下に示す（資料２）。生徒の自己評価は補

助資料として活用するにとどめるが，教員と生徒が評価のめやすについて共有できるだけでなく，

教員の評価と生徒の自己評価に乖離がないか確認することもできる。 

 

 

【自己評価表】 

自分の学習状況について，当てはまる数字を回答欄へ記入しましょう。 

 

（６）努力を要する（Ｃ）と判断した生徒に対する手立て 

資料３は実際に生徒が記入した例である。農薬準備時で三つ，片付け時で一つの記載があり，そ

れぞれの理由も妥当であると判断できる。散布時については一つの記載があるが理由が記載でき

ていない。これを評価用紙の項目①に従って評価すると「Ｃ」評価となる。 

このような生徒に対しては，(a）自分自身をリスクやトラブルから守る，(b)周囲の人（一緒に

作業する人や消費者）をリスクやトラブルから守る，(ｃ)環境を保全する，の三つの視点から考え

られるように支援する。 

項目 
３ 

（Ａ） 
２ 

（Ｂ） 
１ 

（Ｃ） 
評価 
記入欄 

① 

準備・作業中・片付けを合
わせて「気を付ける点」又
は「改善すべき点」を七つ
以上挙げることができ，
それぞれの理由も説明で
きた。 

準備・作業中・片付けを合
わせて「気を付ける点」又
は「改善すべき点」を五つ
以上挙げることができ，
それぞれの理由も説明で
きた。 

準備・作業中・片付けを合
わせて「気を付ける点」又
は「改善すべき点」を四つ
以下しか挙げることがで
きなかった。 

 

② 

自分（グループ）の考えを
まとめ，分かりやすく伝
えるとともに，他者の考
えを聞き，より良い改善
方法を考えることができ
た。 

自分（グループ）の考えを
まとめ，分かりやすく伝
えることができた。 
 
 
 

自分の考えをグループ内
で伝えることができなか
った。 
 
 
 

 

資料２ 自己評価表 
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農業科  事例３（農業と環境） 

キーワード 「主体的に学習に取り組む態度」の評価，ＩＣＴの活用 

 

単元名  〔指導項目〕 

トウモロコシの栽培 
 
 

(1)「農業と環境」とプロジェクト学習 

(3) 農業生産の基礎 

(4) 農業と環境のプロジェクト 

 
１ 単元の目標 

  事例１に同じ 

 

２ 単元の評価規準 

  事例１に同じ 

 

３ 指導と評価の計画 

  事例１に同じ 

 
４ 観点別学習状況の評価の進め方【主体的に学習に取り組む態度】 

 主体的に学習に取り組む態度については， 知識及び技術を獲得したり，思考力， 判断力，表現

力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとしている側面や，その粘り強い取

組を行う中で自らの学習を調整しようとする側面について評価することになることから，題材の

指導の中で，場面に応じて，どちらの側面を重視して評価するかを検討することが考えられる。ま

た，プロジェクトのテーマ設定は，トウモロコシのたねまきから収穫までの一連の栽培管理に沿っ

た題材とするほうが，生徒が継続して観察したり，工夫したりすることができ，粘り強い取組を行

おうとする側面の評価と自ら学習を調整しようとする側面の評価もしやすいと考える。 

 

（１）粘り強い取組を行おうとしている側面の評価 

  本事例では,トウモロコシの生育調査を通して，生徒が主体的・継続的に生育状況を観察し，問

題を発見したり，自ら調べたりして管理作業を工夫しようとする態度など，粘り強く栽培技術を学

ぼうとしている側面を中心に観察記録の記述から評価することとした。（資料１） 

  また，個人の調査結果を基に，グループごとに分げつの調査をまとめ，互いの考察について話し

合い，その意見の要点をまとめることでより深い学びにつながり，努力を要する状況と判断した生

徒への手立てへの活用にもなる。 

 

＜評価のめやす＞ 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・継続的な観察と記録を行い，生育状況を把握し，生育と環境要

因，栽培管理を関連付けて考えようとしている。 

十分満足できる（Ａ）・・・・・継続的かつ詳細な観察と記録を行い，生育と環境要因について

関連付けるとともに，栽培管理を工夫しようとしている。 

   

 
 

資料４ ペーパーテストにおける思考力，判断力，表現力を問う問題と解答の例 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

①考えられるリスク ②理由 ③対策 

鍬が落ちる危険がある。 
 
 

鍬が棚に引っ掛けてあるだけ
だから。 
 

引っ掛けるのであればストッ
パーを付ける。もしくは刃の部
分を下にして置く。 

スコップが倒れる危険があ
る。 
 

スコップが立てかけてあるだ
けだから。 
 

スコップの持ち手を引っ掛け
られるようにする。 
 

通路に置かれたコンテナ，
ビニール袋でつまずくおそ
れがある。 

コンテナ，ビニール袋が無造作
に置かれているから。 
 

整理整頓をし，通路には物を置
かないようにする。 
 

傘が重なっており，取り出
す際にケガをするおそれが
ある。 

壊れた傘と使える傘が重なっ
ているから。 
 

傘立てを設置し，壊れているも
のは破棄する。 
 

＜評価のめやす（例）＞ 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・一～二つの危険個所を見つけ出すことができ，各々で考  

えらるリスク，理由，対策が全て記載されている。 

十分満足できる（Ａ）・・・三～四つの危険個所を見つけ出すことができ，各々で考えら 

   れるリスク，理由，対策が全て的確に記載されている。 

 ※ それぞれのリスクについて、理由と対策が記載されていること。 

問 下の写真は，学校農場の倉庫内のようすである。この写真から危険と思う箇所を四つ

見つけ出し，①考えられるリスク，②理由，③対策を解答欄に書きなさい。 

解答欄  
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農業科  事例３（農業と環境） 

キーワード 「主体的に学習に取り組む態度」の評価，ＩＣＴの活用 

 

単元名  〔指導項目〕 

トウモロコシの栽培 
 
 

(1)「農業と環境」とプロジェクト学習 

(3) 農業生産の基礎 

(4) 農業と環境のプロジェクト 

 
１ 単元の目標 

  事例１に同じ 

 

２ 単元の評価規準 

  事例１に同じ 

 

３ 指導と評価の計画 

  事例１に同じ 

 
４ 観点別学習状況の評価の進め方【主体的に学習に取り組む態度】 

 主体的に学習に取り組む態度については， 知識及び技術を獲得したり，思考力， 判断力，表現

力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとしている側面や，その粘り強い取

組を行う中で自らの学習を調整しようとする側面について評価することになることから，題材の

指導の中で，場面に応じて，どちらの側面を重視して評価するかを検討することが考えられる。ま

た，プロジェクトのテーマ設定は，トウモロコシのたねまきから収穫までの一連の栽培管理に沿っ

た題材とするほうが，生徒が継続して観察したり，工夫したりすることができ，粘り強い取組を行

おうとする側面の評価と自ら学習を調整しようとする側面の評価もしやすいと考える。 

 

（１）粘り強い取組を行おうとしている側面の評価 

  本事例では,トウモロコシの生育調査を通して，生徒が主体的・継続的に生育状況を観察し，問

題を発見したり，自ら調べたりして管理作業を工夫しようとする態度など，粘り強く栽培技術を学

ぼうとしている側面を中心に観察記録の記述から評価することとした。（資料１） 

  また，個人の調査結果を基に，グループごとに分げつの調査をまとめ，互いの考察について話し

合い，その意見の要点をまとめることでより深い学びにつながり，努力を要する状況と判断した生

徒への手立てへの活用にもなる。 

 

＜評価のめやす＞ 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・継続的な観察と記録を行い，生育状況を把握し，生育と環境要

因，栽培管理を関連付けて考えようとしている。 

十分満足できる（Ａ）・・・・・継続的かつ詳細な観察と記録を行い，生育と環境要因について

関連付けるとともに，栽培管理を工夫しようとしている。 

   

 
 

資料４ ペーパーテストにおける思考力，判断力，表現力を問う問題と解答の例 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

①考えられるリスク ②理由 ③対策 

鍬が落ちる危険がある。 
 
 

鍬が棚に引っ掛けてあるだけ
だから。 
 

引っ掛けるのであればストッ
パーを付ける。もしくは刃の部
分を下にして置く。 

スコップが倒れる危険があ
る。 
 

スコップが立てかけてあるだ
けだから。 
 

スコップの持ち手を引っ掛け
られるようにする。 
 

通路に置かれたコンテナ，
ビニール袋でつまずくおそ
れがある。 

コンテナ，ビニール袋が無造作
に置かれているから。 
 

整理整頓をし，通路には物を置
かないようにする。 
 

傘が重なっており，取り出
す際にケガをするおそれが
ある。 

壊れた傘と使える傘が重なっ
ているから。 
 

傘立てを設置し，壊れているも
のは破棄する。 
 

＜評価のめやす（例）＞ 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・一～二つの危険個所を見つけ出すことができ，各々で考  

えらるリスク，理由，対策が全て記載されている。 

十分満足できる（Ａ）・・・三～四つの危険個所を見つけ出すことができ，各々で考えら 

   れるリスク，理由，対策が全て的確に記載されている。 

 ※ それぞれのリスクについて、理由と対策が記載されていること。 

問 下の写真は，学校農場の倉庫内のようすである。この写真から危険と思う箇所を四つ

見つけ出し，①考えられるリスク，②理由，③対策を解答欄に書きなさい。 

解答欄  
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※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒への手立て 

調査中の態度や記録の状況から粘り強く学習に取り組もうとする様子がうかがえないため，他

の生徒のレポート等を読むことやグループ活動を通して，自分の実習に生かせそうなことを見つ

けさせ，実習への意欲を高める。 

 

（２）自らの学習を調整しようとする側面の評価 

  本事例では，トウモロコシ栽培について，自らが課題を設定し，そのテーマに沿って計画を立

て，栽培管理や調査，観察，記録などを継続的に行い，その結果を分析，考察，評価してまとめ，

発表するといったプロジェクト学習の実践を通して，生徒が主体的に学習に取り組む態度を評価 

することとした。（資料２） 

  具体的には，自らが設定した課題の解決に取り組む際に，予想や計画どおりにならなかった場面

で，自らの栽培管理の過程を振り返って原因を追究しようとする態度や，作物の状況を観察し，プ

ロジェクト計画等と比較しながら，管理作業を工夫したり，よりよい方法を考えようとしたりする

態度など，自らの学習を調整しようとする側面を中心に評価することとしている。 

したがって，ここでは毎時間の記述を細かく評価するのではなく，単元の最後にまとめたレポー

トやワークシートによって評価する。レポートやワークシートのまとめに当たっては，それまでの

記録に基づいて自身の学びを振り返らせ，プロジェクトを通して知識や技能の習得状況の変化を

確認させたり，今後の学習にどのようにつなげていくかを考えさせたりすることも重要である。そ

れらの記述から，主体的に学習に取り組む態度の二つの側面を読み取り，評価する。 

 

［ＩＣＴの活用（資料３）］ 

プロジェクト学習のまとめなどの際に協働学習支援ツールなどのＩＣＴを活用することより，

調査結果やデータを効率的に整理したり，グラフを作成したりすることができるだけでなく，まと

めた結果の分析や考察をグループで行うことにより，言語活動の充実やアクティブ・ラーニングの

視点に立った授業展開とすることも可能である。 

また，グループでの協議の内容から，個々の生徒への指導や評価の一助とすることも考えられる。 

 

 ＜評価のめやす＞ 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・継続的な観察と記録を行い，生育状況を把握し，生育と環境要

因，栽培管理を関連付けて考えようとしている。 

十分満足できる（Ａ）・・・・・継続的かつ詳細な観察と記録を行い，生育と環境要因について

関連付けるとともに，栽培管理を工夫しようとしている。 

 

 

 

 

 

 

   

 

資料１ 生育調査での評価の例 

■おおむね満足できる（Ｂ）と判断した例 

トウモロコシ 生育調査 

６月２５日 播種後：５０日 天 気： 晴 気 温：25.7 度 

分げつの観察（スケッチ） 状況の記録 

 ５本に分かれており，それぞれ葉もし

っかり発生していた。太さは様々だった

が，一番太いものは，人差し指程の太さ

だった。 

 葉形は主稈と分げつともに同じであ

り，葉の大きさは分げつのほうが小さ

く，枚数も少ない。 

葉数（枚） 草丈（ｃｍ） 

調査株① 8.6 調査株① 105 

調査株② 10.5 調査株② 114 

調査株③ 9.4 調査株③ 110 

平均葉数 9.5 平均草丈 109.7 

気づいた点 

分げつが４本あった。梅雨に入り，雨の日があったためかん水の心配はなかったが，

日照時間が少ないのではと心配だった。しかし，順調に生育している。分げつを発見

してから今回の観察まで 7 日間あったが，7 日間で分げつの数が増えていることがわ

かった。この時期の成長の早さを感じた。 

 

調べたこと 

分げつとは，株元の節から側枝が発生することである。分げつを残す利点は，根

量と葉面積が増えて，増収と倒伏防止の効果が得られることである。今後の管理は

除草も兼ねた土寄せと定期的なかん水と追肥である。予定通り実施したい。 

■十分満足できる（Ａ）と判断した例 

トウモロコシ 生育調査 

６月２５日 播種後：５０日 天 気： 晴 気 温：25.7 度 

分げつの観察（スケッチ） 状況の記録 

 土がかぶっていて分げつの状況が分か

らなかったため，少し土を掘ってから観

察した。 

 株元の節から分げつが４本発生してい

た。そのうち，太い２本からは根がしっ

かり土中に張っていた。細い分げつから

も細かい根が発生していて，主稈を支え

るようになっていた。 

葉数（枚） 草丈（ｃｍ） 

調査株① 8.6 調査株① 105 

調査株② 10.5 調査株② 114 

調査株③ 9.4 調査株③ 110 

平均葉数 9.5 平均草丈 109.7 

気づいた点 

播種後５０日で４本の分げつがあった。調査株②が最も成長が早く分げつ数も多

く，調査株①，③は分げつ数は３本で教科書通り（分げつ数は２～３本ほど発生す

る）の成長である。気温は例年よりもやや高いという気象条件である。少雨だが，か

ん水をしっかりと行えたことと，雨天時の雨量が多く，土壌の流失が見られたので，

管理時に土寄せを適切に行えたことで，予定通りの生育になっていると思う。 

調べたこと 

良質な大穂を作る条件は，雄穂出穂期までに強めの草勢を維持し，茎を太くするこ

とと，出穂期から収穫期まで肥料切れを起こさず，土壌を乾燥させないように適湿を

保つことだとわかった。今後の管理の参考にし，作業内容を考えたい。 

・地上部だけでなく、地下
部の状況も調査できてい
る。（調査方法の工夫） 

・分げつの本数、太さ、根
の状況等、気が付いたこ
とを細かく記述できてい
る。 

・座学から得た知識と、観
察結果を比較し，相違点
を記述している。 

・継続的な観察や記録を基
に，生育と環境要因，管
理作業を関連付けて記述
している。 

・生育状況や圃場の状態、
調べたことから，管理作
業を工夫しようとしてい
る。 

・分げつについて観察した
ことが記述できている。 

・気候とトウモロコシの生
育を関連付けて気が付い
た点が記述できている。 

・調べたことが記述できて
いる。 

・今後の作業内容について
記述できている。 第３編
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※ 努力を要する（Ｃ）と判断した生徒への手立て 

調査中の態度や記録の状況から粘り強く学習に取り組もうとする様子がうかがえないため，他

の生徒のレポート等を読むことやグループ活動を通して，自分の実習に生かせそうなことを見つ

けさせ，実習への意欲を高める。 

 

（２）自らの学習を調整しようとする側面の評価 

  本事例では，トウモロコシ栽培について，自らが課題を設定し，そのテーマに沿って計画を立

て，栽培管理や調査，観察，記録などを継続的に行い，その結果を分析，考察，評価してまとめ，

発表するといったプロジェクト学習の実践を通して，生徒が主体的に学習に取り組む態度を評価 

することとした。（資料２） 

  具体的には，自らが設定した課題の解決に取り組む際に，予想や計画どおりにならなかった場面

で，自らの栽培管理の過程を振り返って原因を追究しようとする態度や，作物の状況を観察し，プ

ロジェクト計画等と比較しながら，管理作業を工夫したり，よりよい方法を考えようとしたりする

態度など，自らの学習を調整しようとする側面を中心に評価することとしている。 

したがって，ここでは毎時間の記述を細かく評価するのではなく，単元の最後にまとめたレポー

トやワークシートによって評価する。レポートやワークシートのまとめに当たっては，それまでの

記録に基づいて自身の学びを振り返らせ，プロジェクトを通して知識や技能の習得状況の変化を

確認させたり，今後の学習にどのようにつなげていくかを考えさせたりすることも重要である。そ

れらの記述から，主体的に学習に取り組む態度の二つの側面を読み取り，評価する。 

 

［ＩＣＴの活用（資料３）］ 

プロジェクト学習のまとめなどの際に協働学習支援ツールなどのＩＣＴを活用することより，

調査結果やデータを効率的に整理したり，グラフを作成したりすることができるだけでなく，まと

めた結果の分析や考察をグループで行うことにより，言語活動の充実やアクティブ・ラーニングの

視点に立った授業展開とすることも可能である。 

また，グループでの協議の内容から，個々の生徒への指導や評価の一助とすることも考えられる。 

 

 ＜評価のめやす＞ 

おおむね満足できる（Ｂ）・・・継続的な観察と記録を行い，生育状況を把握し，生育と環境要

因，栽培管理を関連付けて考えようとしている。 

十分満足できる（Ａ）・・・・・継続的かつ詳細な観察と記録を行い，生育と環境要因について

関連付けるとともに，栽培管理を工夫しようとしている。 

 

 

 

 

 

 

   

 

資料１ 生育調査での評価の例 

■おおむね満足できる（Ｂ）と判断した例 

トウモロコシ 生育調査 

６月２５日 播種後：５０日 天 気： 晴 気 温：25.7 度 

分げつの観察（スケッチ） 状況の記録 

 ５本に分かれており，それぞれ葉もし

っかり発生していた。太さは様々だった

が，一番太いものは，人差し指程の太さ

だった。 

 葉形は主稈と分げつともに同じであ

り，葉の大きさは分げつのほうが小さ

く，枚数も少ない。 

葉数（枚） 草丈（ｃｍ） 

調査株① 8.6 調査株① 105 

調査株② 10.5 調査株② 114 

調査株③ 9.4 調査株③ 110 

平均葉数 9.5 平均草丈 109.7 

気づいた点 

分げつが４本あった。梅雨に入り，雨の日があったためかん水の心配はなかったが，

日照時間が少ないのではと心配だった。しかし，順調に生育している。分げつを発見

してから今回の観察まで 7 日間あったが，7 日間で分げつの数が増えていることがわ

かった。この時期の成長の早さを感じた。 

 

調べたこと 

分げつとは，株元の節から側枝が発生することである。分げつを残す利点は，根

量と葉面積が増えて，増収と倒伏防止の効果が得られることである。今後の管理は

除草も兼ねた土寄せと定期的なかん水と追肥である。予定通り実施したい。 

■十分満足できる（Ａ）と判断した例 

トウモロコシ 生育調査 

６月２５日 播種後：５０日 天 気： 晴 気 温：25.7 度 

分げつの観察（スケッチ） 状況の記録 

 土がかぶっていて分げつの状況が分か

らなかったため，少し土を掘ってから観

察した。 

 株元の節から分げつが４本発生してい

た。そのうち，太い２本からは根がしっ

かり土中に張っていた。細い分げつから

も細かい根が発生していて，主稈を支え

るようになっていた。 

葉数（枚） 草丈（ｃｍ） 

調査株① 8.6 調査株① 105 

調査株② 10.5 調査株② 114 

調査株③ 9.4 調査株③ 110 

平均葉数 9.5 平均草丈 109.7 

気づいた点 

播種後５０日で４本の分げつがあった。調査株②が最も成長が早く分げつ数も多

く，調査株①，③は分げつ数は３本で教科書通り（分げつ数は２～３本ほど発生す

る）の成長である。気温は例年よりもやや高いという気象条件である。少雨だが，か

ん水をしっかりと行えたことと，雨天時の雨量が多く，土壌の流失が見られたので，

管理時に土寄せを適切に行えたことで，予定通りの生育になっていると思う。 

調べたこと 

良質な大穂を作る条件は，雄穂出穂期までに強めの草勢を維持し，茎を太くするこ

とと，出穂期から収穫期まで肥料切れを起こさず，土壌を乾燥させないように適湿を

保つことだとわかった。今後の管理の参考にし，作業内容を考えたい。 

・地上部だけでなく、地下
部の状況も調査できてい
る。（調査方法の工夫） 

・分げつの本数、太さ、根
の状況等、気が付いたこ
とを細かく記述できてい
る。 

・座学から得た知識と、観
察結果を比較し，相違点
を記述している。 

・継続的な観察や記録を基
に，生育と環境要因，管
理作業を関連付けて記述
している。 

・生育状況や圃場の状態、
調べたことから，管理作
業を工夫しようとしてい
る。 

・分げつについて観察した
ことが記述できている。 

・気候とトウモロコシの生
育を関連付けて気が付い
た点が記述できている。 

・調べたことが記述できて
いる。 

・今後の作業内容について
記述できている。 第３編

事例３
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■十分満足できる（Ａ）と判断した例 

トウモロコシ プロジェクト発表 レポート 

テーマ「トウモロコシの生育と積算温度との関係について」 

テーマ設定の理由 
気温は農作物にとって大きな影響を与え，生育進度の予想などには，全生育期間の日平均気温の積算温度が

関係している。トウモロコシの生育にも気温が大きく関わっていることを学んだため，気温と生育について調
査しようと考え，テーマに設定した。 

計画 

月 栽培計画 記録計画 

４月 耕うん・元肥・うね立て・マルチング 

・栽培管理の記録 

・生育調査の記録（スケッチ，草丈，葉数） 

・気象の記録（天候，気温） 

・収穫量，品質判定 

＊データ整理・レポート作成 

５月 
上旬 播種・下旬 間引き 

下旬 間引き 

６月 
上旬 マルチ除去・除草・追肥①・土寄せ 

下旬 除草・追肥②・土寄せ・害虫防除 

７月 
上旬 除房・防獣ﾈネット，防鳥テープ張り 

下旬 収穫・食味調査 

グラフ 

 

 

 

結果および考察 
・気温が高い時期には葉が１枚増えるのに３日しかか
からなかった。このことから，気温の高低によって出
葉日数が変わることが分かった。草丈も気温が高い時
期が続くと生育が早まる。 
・積算温度がより早く 2000℃以上に達すると収穫時
期が早まる。このことから播種の時期は，低温が多い
４月よりも５月が良く，収穫時期も早まると考える。 
・今回の研究で，播種時期と積算温度の関係が重要で
あることが分かった。播種の時期を遅らせ，かん水，
追肥の回数やタイミングを見極めるなど，管理内容を
精査することで良質で大穂のトウモロコシを収穫でき
ると考える。 

まとめ（課題解決に向けて，気がついたこと，自ら調べたこと，工夫したこと，改善したこと等を記入） 
５月６日に播種したが，発芽適温は 20～28℃，播種可能地温は 14℃以上が必要であるため，生育が心配され

た。しかし，地温を定期的に測定するとマルチの効果があり，地温が低くならなかった。また，乾燥に弱いこ
とが分かったため，生育調査時に土の様子に注意しながら，かん水をした。今年は梅雨が短く，少雨だった
が，一度に降る雨量が多く土壌の流出がおきたため，土寄せを適宜行った。さらに，良質で大穂のトウモロコ
シを作るためには，雄穂出穂期までの草勢がよいことが大切だとインターネットで調べて分かったので，１回
目をＮ成分が 40ｇ/10 ㎡，２回目をＮ成分が 50ｇ/10 ㎡と施肥量を工夫した。 
 アワノメイガ対策として，防虫剤を散布した。また，学校周辺ではハクビシンと鳥の被害がでるため，対策
としてネットを張り，上には防鳥テープを張った。除房では，葉茎を傷つけると増収効果がなくなるため，傷
つけないように気を付けた。 
 トウモロコシは大きく育ったが，収穫適期が早いと糖度が上がらなかったり，遅いと粒皮がしなびたりする
ため，適期を逃さないよう収穫適期の見極めが難しかった。教科書では開花後 20～25 日ごろで，絹糸が褐変し
た時と書いてあったが，試しむきをすると少し早いような感じだったため，それよりも３日後に収穫した。 

 

※ 努力を要する（Ｃ)と判断した生徒に対する手立て 

プロジェクト学習の態度やレポートの状況から粘り強く学習に取り組もうとする様子がうかがえ

ないため，他の生徒のレポート等を読むことやグループ活動を通して，自分の学習に生かせそうな

ことを見つけさせ，学習への意欲を高める。 

・継続調査のデータと栽培管理の記録を基に，工夫したことを詳細に記述できている。 
・課題解決を目指して，教科書やインターネットで調べたことを参考に，工夫したことや改善・修正し

たことを明確に記述できている。 

・継続的な調査を基に結果及び考察を記述している。 
・根拠となる具体的な数字を示しながら，論理的に記

述しようとしている。 

   

 

資料２ プロジェクト発表レポートでの評価の例 

■おおむね満足できる（Ｂ）と判断した例 

トウモロコシ プロジェクト発表 レポート 

テーマ「気温とトウモロコシの生育との関係性の調査」 

テーマ設定の理由 
気温は農作物にとって必要で，作物の成長を予想することなどにも利用されているため，気温とトウモロコ

シの生育の関係性について調査しようと考え，テーマに設定した。 

計画 

月 栽培計画 記録計画 

４月 耕うん・元肥・うね立て・マルチング 

・トウモロコシの管理の記録 

・トウモロコシの観察の記録 

・気温の調査 

・収穫量調査，品質判定 

＊データの整理 

レポートをまとめる 

５月 
上旬 播種・下旬 間引き 

下旬 間引き 

６月 
上旬 マルチ除去・除草・追肥①・土寄せ 

下旬 除草・追肥②・土寄せ・害虫防除 

７月 
上旬 除房・防獣ネット，防鳥テープ張り 

下旬 収穫・食味調査 

グラフ 

 

 

 

結果および考察 
栽培管理をしっかりすることで，生育が良くなるこ

とが分かった。特に，土壌の乾燥に弱いため，かん水
が重要だった。生育調査時や栽培管理時に土壌の乾き
具合を見ることで，乾燥を防ぐことができ，良質なト
ウモロコシが育った。また，温度も重要だということ
が分かった。早く収穫したいからといって，播種の時
期を早めても地温が上がらなければ発芽に時間がかか
ったり，発芽率が悪かったりすることが分かった。温
度管理も大切でどの時期に播種するか考えてするべき
だと思った。 

まとめ（課題解決に向けて，気がついたこと，自ら調べたこと，工夫したこと，改善したこと等を記入） 

栽培管理をしっかり実施したことで，良質なトウモロコシを栽培することができた。トウモロコシの生育時
期に合わせて計画通りに管理をするために，観察を欠かさなかったことを頑張った。日頃の観察から生育が分
かり，施肥のタイミングを計画よりも少し早めにしたり，土寄せもトウモロコシの成長が早かったため，早め
に実施したりしたことを工夫した。雄穂が出てからは，防鳥のためにネットを張った。その甲斐があり，食害
はなかったので，収穫量が減らずにすんでよかった。 

収穫では，ＧＡＰの基準に従いながら実施することができた。安心・安全な農作物を生産・販売するための
注意点などがわかり，生産者側の立場を理解することができた。今後の農作物の栽培に生かせると思う。 

 

 

・トウモロコシの知識・技術を元にテーマを設定し，それに沿った計画や方法を適切に設定できている。 
 

※無理のない計画で、生育調査の実施など継続的な学習にすることで，［粘り強い取組を行おうとしている側面］の評

価の参考にできる。 

・継続的な調査を基に結果及び考察を記述している。 
 
※この調査結果から［粘り強い取組を行おうとしている側

面］の評価の参考にできる。また、考察から［自らの学習

を調整しようとする側面］の評価の参考にできる。 

・栽培管理で工夫したことを記述できている。 
・プロジェクト学習を通して，ＧＡＰの理解と関心が高まったことがうかがえ，今後の学習に生かそう

としている。 

第３編
事例３

- 62 -



   

 

■十分満足できる（Ａ）と判断した例 

トウモロコシ プロジェクト発表 レポート 

テーマ「トウモロコシの生育と積算温度との関係について」 

テーマ設定の理由 
気温は農作物にとって大きな影響を与え，生育進度の予想などには，全生育期間の日平均気温の積算温度が

関係している。トウモロコシの生育にも気温が大きく関わっていることを学んだため，気温と生育について調
査しようと考え，テーマに設定した。 

計画 

月 栽培計画 記録計画 

４月 耕うん・元肥・うね立て・マルチング 

・栽培管理の記録 

・生育調査の記録（スケッチ，草丈，葉数） 

・気象の記録（天候，気温） 

・収穫量，品質判定 

＊データ整理・レポート作成 

５月 
上旬 播種・下旬 間引き 

下旬 間引き 

６月 
上旬 マルチ除去・除草・追肥①・土寄せ 

下旬 除草・追肥②・土寄せ・害虫防除 

７月 
上旬 除房・防獣ﾈネット，防鳥テープ張り 

下旬 収穫・食味調査 

グラフ 

 

 

 

結果および考察 
・気温が高い時期には葉が１枚増えるのに３日しかか
からなかった。このことから，気温の高低によって出
葉日数が変わることが分かった。草丈も気温が高い時
期が続くと生育が早まる。 
・積算温度がより早く 2000℃以上に達すると収穫時
期が早まる。このことから播種の時期は，低温が多い
４月よりも５月が良く，収穫時期も早まると考える。 
・今回の研究で，播種時期と積算温度の関係が重要で
あることが分かった。播種の時期を遅らせ，かん水，
追肥の回数やタイミングを見極めるなど，管理内容を
精査することで良質で大穂のトウモロコシを収穫でき
ると考える。 

まとめ（課題解決に向けて，気がついたこと，自ら調べたこと，工夫したこと，改善したこと等を記入） 
５月６日に播種したが，発芽適温は 20～28℃，播種可能地温は 14℃以上が必要であるため，生育が心配され

た。しかし，地温を定期的に測定するとマルチの効果があり，地温が低くならなかった。また，乾燥に弱いこ
とが分かったため，生育調査時に土の様子に注意しながら，かん水をした。今年は梅雨が短く，少雨だった
が，一度に降る雨量が多く土壌の流出がおきたため，土寄せを適宜行った。さらに，良質で大穂のトウモロコ
シを作るためには，雄穂出穂期までの草勢がよいことが大切だとインターネットで調べて分かったので，１回
目をＮ成分が 40ｇ/10 ㎡，２回目をＮ成分が 50ｇ/10 ㎡と施肥量を工夫した。 
 アワノメイガ対策として，防虫剤を散布した。また，学校周辺ではハクビシンと鳥の被害がでるため，対策
としてネットを張り，上には防鳥テープを張った。除房では，葉茎を傷つけると増収効果がなくなるため，傷
つけないように気を付けた。 
 トウモロコシは大きく育ったが，収穫適期が早いと糖度が上がらなかったり，遅いと粒皮がしなびたりする
ため，適期を逃さないよう収穫適期の見極めが難しかった。教科書では開花後 20～25 日ごろで，絹糸が褐変し
た時と書いてあったが，試しむきをすると少し早いような感じだったため，それよりも３日後に収穫した。 

 

※ 努力を要する（Ｃ)と判断した生徒に対する手立て 

プロジェクト学習の態度やレポートの状況から粘り強く学習に取り組もうとする様子がうかがえ

ないため，他の生徒のレポート等を読むことやグループ活動を通して，自分の学習に生かせそうな

ことを見つけさせ，学習への意欲を高める。 

・継続調査のデータと栽培管理の記録を基に，工夫したことを詳細に記述できている。 
・課題解決を目指して，教科書やインターネットで調べたことを参考に，工夫したことや改善・修正し

たことを明確に記述できている。 

・継続的な調査を基に結果及び考察を記述している。 
・根拠となる具体的な数字を示しながら，論理的に記

述しようとしている。 

   

 

資料２ プロジェクト発表レポートでの評価の例 

■おおむね満足できる（Ｂ）と判断した例 

トウモロコシ プロジェクト発表 レポート 

テーマ「気温とトウモロコシの生育との関係性の調査」 

テーマ設定の理由 
気温は農作物にとって必要で，作物の成長を予想することなどにも利用されているため，気温とトウモロコ

シの生育の関係性について調査しようと考え，テーマに設定した。 

計画 

月 栽培計画 記録計画 

４月 耕うん・元肥・うね立て・マルチング 

・トウモロコシの管理の記録 

・トウモロコシの観察の記録 

・気温の調査 

・収穫量調査，品質判定 

＊データの整理 

レポートをまとめる 

５月 
上旬 播種・下旬 間引き 

下旬 間引き 

６月 
上旬 マルチ除去・除草・追肥①・土寄せ 

下旬 除草・追肥②・土寄せ・害虫防除 

７月 
上旬 除房・防獣ネット，防鳥テープ張り 

下旬 収穫・食味調査 

グラフ 

 

 

 

結果および考察 
栽培管理をしっかりすることで，生育が良くなるこ

とが分かった。特に，土壌の乾燥に弱いため，かん水
が重要だった。生育調査時や栽培管理時に土壌の乾き
具合を見ることで，乾燥を防ぐことができ，良質なト
ウモロコシが育った。また，温度も重要だということ
が分かった。早く収穫したいからといって，播種の時
期を早めても地温が上がらなければ発芽に時間がかか
ったり，発芽率が悪かったりすることが分かった。温
度管理も大切でどの時期に播種するか考えてするべき
だと思った。 

まとめ（課題解決に向けて，気がついたこと，自ら調べたこと，工夫したこと，改善したこと等を記入） 

栽培管理をしっかり実施したことで，良質なトウモロコシを栽培することができた。トウモロコシの生育時
期に合わせて計画通りに管理をするために，観察を欠かさなかったことを頑張った。日頃の観察から生育が分
かり，施肥のタイミングを計画よりも少し早めにしたり，土寄せもトウモロコシの成長が早かったため，早め
に実施したりしたことを工夫した。雄穂が出てからは，防鳥のためにネットを張った。その甲斐があり，食害
はなかったので，収穫量が減らずにすんでよかった。 

収穫では，ＧＡＰの基準に従いながら実施することができた。安心・安全な農作物を生産・販売するための
注意点などがわかり，生産者側の立場を理解することができた。今後の農作物の栽培に生かせると思う。 

 

 

・トウモロコシの知識・技術を元にテーマを設定し，それに沿った計画や方法を適切に設定できている。 
 

※無理のない計画で、生育調査の実施など継続的な学習にすることで，［粘り強い取組を行おうとしている側面］の評

価の参考にできる。 

・継続的な調査を基に結果及び考察を記述している。 
 
※この調査結果から［粘り強い取組を行おうとしている側

面］の評価の参考にできる。また、考察から［自らの学習

を調整しようとする側面］の評価の参考にできる。 

・栽培管理で工夫したことを記述できている。 
・プロジェクト学習を通して，ＧＡＰの理解と関心が高まったことがうかがえ，今後の学習に生かそう

としている。 
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■アプリ内での各グループの作業の様子 

グラフの作成の流れ コメント機能の使用 

１）Ａさんが，各自がスプレッドシートに入力

したデータを集計し，表にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒Ａ 

 

 

 

生徒Ｂ 

２）Ｂくんが，表のデータをグラフにしてみま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒Ｂ 

 

 

 

生徒Ｃ 

３）Ｄさんが，グラフの種類を変更してみまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒Ｄ 

 

 

 

生徒Ａ 

４）Ｃくんが，栽培管理を追加し，Ｄさんがさら

に見やすくまとめてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒Ｃ 

 

 

 

生徒Ｄ 

 

 

 

生徒Ａ 

積算温度℃ 草丈ｃｍ 葉数　枚

出芽期 186 5 1

4-5葉期 540 29 5

7-8葉期 790 46 8

雄穂出穂期 1050 110 10

絹糸抽出期 1240 163 10

黄熟期 2150 171 10

積算温度，草丈，葉数を表にしてみたけ
ど，もっと見やすい方法はあるかな？ 

んー。表ではなく，グラフにしたらどう
だろう？ 
温度と生育の関係が分かりやすいか
も！？ 

折れ線グラフだと，積算温度の値が大
きいから草丈と葉数が見にくいので
は？積算温度だけ，棒グラフにできな
いかな？ 

Ｃくんの提案のとおり，積算温度を棒
グラフにしてみたけど，どうかな？ 

表よりも見やすく，積算温度と生育の
関係性がわかると思う。あとは，このグ
ラフに栽培管理内容を書き込むと一目
で温度，生育，管理の関係性が分かるよ
うになるのでは？ 

Ａさんの提案のとおり，栽培管理を追
加してみたよ。でも，栽培管理はたくさ
んあるから重要な管理内容だけにしぼ
ったほうがいいかも。 

みんなの提案をまとめてみたけど，ど
うかな？ 

グラフにしてみたけど，どう？ 

とても分かりやすいグラフになったと
思う。私たちのグループは，このグラフ
を使って，レポートを書こう。 

   

 

資料３ ＩＣＴの活用 

（協働学習支援ツールを使用した例） 

■展開方法（１時間） 

 
学習 

内容 

時 

間 
主な活動 

支援及び指導上の 

留意点 

評価規準 

の 

具体的状況 

評価方法 

等 

導 

入 

本時の学

習内容の

確認 

10 

分 

グループごとに，各自

が調査したデータを

確認する。 

グループごとにデー

タを確認させる。 

  

アプリのスプレッド

シート（共同作業可能

な表計算ツール）を開

く。 

アプリのスプレッド

シートを開くよう指

示する。 

アプリで配布された

レポート様式のデー

タを確認する。 

レポート様式のデー

タをアプリで配布す

る。 

 アプリ内で生徒の進

捗を確認する。 

展 

開 

ＩＣＴを

活用した

協働学習 

35 

分 

各自が，スプレッドシ

ートにグラフ化した

いデータを入力する。 

各自でデータ入力後，

グループごとにグラ

フ作成を指示する。 

グループ

内でコメ

ント機能

を使用し，

積極的な

意見交換

ができて

いる。 

グループ

内で協力

して，適切

にグラフ

を作成し

ている。 

アプリ内

での個人

の調査デ

ータ処理

やグルー

プ内での

コメント

機能を使

用した積

極的な意

見交換の

状況 

グループごとに，アプ

リ内のコメント機能

を使用し，意見交換し

ながら，分りやすいグ

ラフを作成する。 

分かりやすいグラフ

にするためのアドバ

イスをする。（グラフ

内に作業内容を取り

入れる等） 

各自が，レポート様式

にグラフのデータを

貼付し，個人のフォル

ダに保存する。 

各自で，レポート様式

にグラフのデータを

貼付し，保存を指示す

る。 

 アプリ内で各グルー

プの進捗を確認する。 

ま 

と 

め 

次時の授

業内容の

確認 

５ 

分 

レポートのまとめ方

とワープロソフトで

の作成方法を確認す

る。 

レポートのまとめ方

を指示する。（特に工

夫した点について） 
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■アプリ内での各グループの作業の様子 

グラフの作成の流れ コメント機能の使用 

１）Ａさんが，各自がスプレッドシートに入力

したデータを集計し，表にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒Ａ 

 

 

 

生徒Ｂ 

２）Ｂくんが，表のデータをグラフにしてみま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒Ｂ 

 

 

 

生徒Ｃ 

３）Ｄさんが，グラフの種類を変更してみまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒Ｄ 

 

 

 

生徒Ａ 

４）Ｃくんが，栽培管理を追加し，Ｄさんがさら

に見やすくまとめてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒Ｃ 

 

 

 

生徒Ｄ 

 

 

 

生徒Ａ 

積算温度℃ 草丈ｃｍ 葉数　枚

出芽期 186 5 1

4-5葉期 540 29 5

7-8葉期 790 46 8

雄穂出穂期 1050 110 10

絹糸抽出期 1240 163 10

黄熟期 2150 171 10

積算温度，草丈，葉数を表にしてみたけ
ど，もっと見やすい方法はあるかな？ 

んー。表ではなく，グラフにしたらどう
だろう？ 
温度と生育の関係が分かりやすいか
も！？ 

折れ線グラフだと，積算温度の値が大
きいから草丈と葉数が見にくいので
は？積算温度だけ，棒グラフにできな
いかな？ 

Ｃくんの提案のとおり，積算温度を棒
グラフにしてみたけど，どうかな？ 

表よりも見やすく，積算温度と生育の
関係性がわかると思う。あとは，このグ
ラフに栽培管理内容を書き込むと一目
で温度，生育，管理の関係性が分かるよ
うになるのでは？ 

Ａさんの提案のとおり，栽培管理を追
加してみたよ。でも，栽培管理はたくさ
んあるから重要な管理内容だけにしぼ
ったほうがいいかも。 

みんなの提案をまとめてみたけど，ど
うかな？ 

グラフにしてみたけど，どう？ 

とても分かりやすいグラフになったと
思う。私たちのグループは，このグラフ
を使って，レポートを書こう。 

   

 

資料３ ＩＣＴの活用 

（協働学習支援ツールを使用した例） 

■展開方法（１時間） 

 
学習 

内容 

時 

間 
主な活動 

支援及び指導上の 

留意点 

評価規準 

の 

具体的状況 

評価方法 

等 

導 

入 

本時の学

習内容の

確認 

10 

分 

グループごとに，各自

が調査したデータを

確認する。 

グループごとにデー

タを確認させる。 

  

アプリのスプレッド

シート（共同作業可能

な表計算ツール）を開

く。 

アプリのスプレッド

シートを開くよう指

示する。 

アプリで配布された

レポート様式のデー

タを確認する。 

レポート様式のデー

タをアプリで配布す

る。 

 アプリ内で生徒の進

捗を確認する。 

展 

開 

ＩＣＴを

活用した

協働学習 

35 

分 

各自が，スプレッドシ

ートにグラフ化した

いデータを入力する。 

各自でデータ入力後，

グループごとにグラ

フ作成を指示する。 

グループ

内でコメ

ント機能

を使用し，

積極的な

意見交換

ができて

いる。 

グループ

内で協力

して，適切

にグラフ

を作成し

ている。 

アプリ内

での個人

の調査デ

ータ処理

やグルー

プ内での

コメント

機能を使

用した積

極的な意

見交換の

状況 

グループごとに，アプ

リ内のコメント機能

を使用し，意見交換し

ながら，分りやすいグ

ラフを作成する。 

分かりやすいグラフ

にするためのアドバ

イスをする。（グラフ

内に作業内容を取り

入れる等） 

各自が，レポート様式

にグラフのデータを

貼付し，個人のフォル

ダに保存する。 

各自で，レポート様式

にグラフのデータを

貼付し，保存を指示す

る。 

 アプリ内で各グルー

プの進捗を確認する。 

ま 

と 

め 

次時の授

業内容の

確認 

５ 

分 

レポートのまとめ方

とワープロソフトで

の作成方法を確認す

る。 

レポートのまとめ方

を指示する。（特に工

夫した点について） 
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評価規準，評価方法等の工夫改善に関する調査研究について 

 

令和 ２ 年 ４ 月 13 日 国立教育政策研究所長裁定 

令和 ２ 年 ６ 月 25 日 一 部 改 正 

 

 

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 31 年１月 21 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，教科等ごとに教育委員会関係者，教師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 

令和２年５月１日～令和３年３月 31 日 

令和３年４月 16 日～令和４年３月 31 日 

 

 



 

 

 

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 

 

令和 ２ 年 ４ 月 13 日 国立教育政策研究所長裁定 

令和 ２ 年 ６ 月 25 日 一 部 改 正 

 

 

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 31 年１月 21 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，教科等ごとに教育委員会関係者，教師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 

令和２年５月１日～令和３年３月 31 日 

令和３年４月 16 日～令和４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（五十音順） 

（職名は令和３年４月現在） 

 

 石塚 洋平 神奈川県立吉田島高等学校教諭 

 遠藤 智子 福島県教育庁高校教育課指導主事 

 片山 南美子 都立農産高等学校主任教諭 

 田村 智美 埼玉県立熊谷農業高等学校教諭 

 德田 安伸 明治大学客員教授 

 丸橋 千尋 群馬県立利根実業高等学校教諭 

 渡邊 朋幸 千葉県立銚子商業高等学校定時制教頭 

 

 

国立教育政策研究所においては，次の関係官が担当した。 

 

 鈴木 憲冶 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。 

 

 鈴木 敏之 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 

  （令和２年７月１日から） 

 笹井 弘之 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 

  （令和２年６月 30 日まで） 

 杉江 達也 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部副部長 

  （令和３年４月１日から） 

 清水 正樹 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部副部長 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 新井 敬二 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 

 （令和３年４月１日から令和３年 7月 31 日まで） 

 岩城由紀子 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 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 間宮 弘介 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 

   

 奥田 正幸 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 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 髙辻 正明 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特別調査員 

   

 前山 大樹 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特別調査員 

  （令和３年４月１日から） 

 

 

 

 

学学習習指指導導要要領領等等関関係係資資料料ににつついいてて  
 

 学習指導要領等の関係資料は以下のとおりです。いずれも，文部科学省や国立教育政策研究所のウェブサイ

トから閲覧が可能です。スマートフォンなどで閲覧する際は，以下の二次元コードを読み取って，資料に直接ア

クセスすることが可能です。本書と併せて是非御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ①①                              ②②                              ③③  

 

 

 

 

 

 

 

   ④④                              ⑤⑤                              ⑥⑥  

 

 

 

 

 

 

 

   ⑦⑦                              ⑧⑧                              ⑨⑨  

 

 

 

①① 学習指導要領，学習指導要領解説 等 

②② 中央教育審議会答申「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

等の改善及び必要な方策等について」（平成28 年12 月21 日） 

③③ 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31 年1 月21 日） 

④④ 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31 年3 月29 日30 文科初第1845 号初等中等教育局長通知） 

※各教科等の評価の観点等及びその趣旨や指導要録（参考様式）は，同通知に掲載。 

⑤⑤ 学習評価の在り方ハンドブック(小・中学校編) (令和元年6 月) 

⑥⑥ 学習評価の在り方ハンドブック(高等学校編) (令和元年6 月) 

⑦⑦ 平成29 年改訂の小・中学校学習指導要領に関する Q&A 

⑧⑧ 平成30 年改訂の高等学校学習指導要領に関する Q&A 

⑨⑨ 平成29・30 年改訂の学習指導要領下における学習評価に関する Q&A 
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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（五十音順） 

（職名は令和３年４月現在） 

 

 石塚 洋平 神奈川県立吉田島高等学校教諭 

 遠藤 智子 福島県教育庁高校教育課指導主事 

 片山 南美子 都立農産高等学校主任教諭 

 田村 智美 埼玉県立熊谷農業高等学校教諭 

 德田 安伸 明治大学客員教授 

 丸橋 千尋 群馬県立利根実業高等学校教諭 

 渡邊 朋幸 千葉県立銚子商業高等学校定時制教頭 

 

 

国立教育政策研究所においては，次の関係官が担当した。 

 

 鈴木 憲冶 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。 

 

 鈴木 敏之 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 

  （令和２年７月１日から） 

 笹井 弘之 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 

  （令和２年６月 30 日まで） 

 杉江 達也 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部副部長 

  （令和３年４月１日から） 

 清水 正樹 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部副部長 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 新井 敬二 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 

 （令和３年４月１日から令和３年 7月 31 日まで） 

 岩城由紀子 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 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 間宮 弘介 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 

   

 奥田 正幸 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 

  （令和３年３月 31 日まで） 

 髙辻 正明 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特別調査員 

   

 前山 大樹 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特別調査員 

  （令和３年４月１日から） 

 

 

 

 

学学習習指指導導要要領領等等関関係係資資料料ににつついいてて  
 

 学習指導要領等の関係資料は以下のとおりです。いずれも，文部科学省や国立教育政策研究所のウェブサイ

トから閲覧が可能です。スマートフォンなどで閲覧する際は，以下の二次元コードを読み取って，資料に直接ア

クセスすることが可能です。本書と併せて是非御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ①①                              ②②                              ③③  

 

 

 

 

 

 

 

   ④④                              ⑤⑤                              ⑥⑥  

 

 

 

 

 

 

 

   ⑦⑦                              ⑧⑧                              ⑨⑨  

 

 

 

①① 学習指導要領，学習指導要領解説 等 

②② 中央教育審議会答申「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

等の改善及び必要な方策等について」（平成28 年12 月21 日） 

③③ 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31 年1 月21 日） 

④④ 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31 年3 月29 日30 文科初第1845 号初等中等教育局長通知） 

※各教科等の評価の観点等及びその趣旨や指導要録（参考様式）は，同通知に掲載。 

⑤⑤ 学習評価の在り方ハンドブック(小・中学校編) (令和元年6 月) 

⑥⑥ 学習評価の在り方ハンドブック(高等学校編) (令和元年6 月) 

⑦⑦ 平成29 年改訂の小・中学校学習指導要領に関する Q&A 

⑧⑧ 平成30 年改訂の高等学校学習指導要領に関する Q&A 

⑨⑨ 平成29・30 年改訂の学習指導要領下における学習評価に関する Q&A 
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