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【山極】　まず最初に，パネリストの先生方に私のほうから質問を致します。

　月岡センター長には，目標準拠評価になった場合の高校への内申書をどう考え

たら良いかについてです。

　吉川先生には，算数で習熟の程度に応じた学習を行い，学習指導要領の基準を

超えた学習を行う場合，その評価をどうするかです。学習集団が異なってくるか

らです。

　次に大杉先生には，生徒の自己評価は大切な評価の１つですが，果たしてこれ

を全体の評価の中に組み込むことは妥当かどうかです。

　中村先生には学校現場にいる立場から保護者への説明や通知票について考えを

述べていただきたく思います。絶対評価の信頼性や，客観性という面で，若干あ

いまいさがあります。そのためにも事前に，もっと言えば４月の当初に，各学校

はきちんと保護者や子どもたちにこの評価の手続き，すなわち評価はどのように

行うのか，指導とどうからむかを，事前に説明することをきちんとしておかない

と，あとから「自分の子どもの評価はどうなってるんですか」と言われて，慌て

て釈明しているようでは，もうそこで信頼性が失われます。そのことについてご

説明いただけないでしょうか。

　それから月岡センター長はセンター長という要職ですので，内申書の事に併せ

てもう１点お聞きしたいと思います。先程の説明の中で，中学校は観点が３つ

で，評定は５段階になってるわけですね。そして「おおむね」というのが評定で

いえば「３」になります。観点のうちＡに相当するのは，評定は「４」か「５」

と，こういう言い方をしたわけです。それから観点のＣに相当するのは「１」か

「２」というふうな言い方をしたんですけ

ど，では「４」と「５」とか，「１」と「２」

というのは何をもって，「４」と「５」にす

るのか，「１」と「２」にするのか。その辺

のところの考え方もご一緒にご説明いただ

ければと思ってます。

【月岡】　まず最初の調査書のところですけ

れども，これについてはご案内のように平

成１２年１２月の課程審答申の中でも触れられ

ています。その中で，各都道府県教育委員

会において，今後の評価の客観性，信頼性

を高める取り組みを一層進めることによ
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り，調査書の評定を目標に準拠した評価とするための努力が行われることを期待

したいと，いうように言われています。基本的に入試の一環として行われている

わけですから，どのような内容，どのような取り扱いということは，その入試の

必要性に応じて考えていくべきだろうと考えますけれど，小・中学校におきます

評価が目標準拠になっていくわけですから，そのことをきちんと踏まえた対応を

お願いしたいと。そういうのが基本的な線だろうと思っております。

　具体的に各都道府県の中でも，すでにもうこういうことで動いているというと

ころもあると聞いておりますけれども，なお慎重に検討する必要があるのではな

いかと思っている都道府県もある。そういう両方がある。それが現時点だろうと

思います。

　いずれにしましても，今ここで努力をしなくてはいけないことは，その評価の

信頼性，客観性を高めるということに最大の力点を置いて，われわれは取り組む

べきではないかと，そのように考えております。

　観点のＡと「４」と「５」の関係，観点のＣと評定の「２」と「１」の関係と

いうことになりますけれども，資料１６ページ（本文５３ページ）の下のほうに書い

てありますけれども「Ａ・Ｂ・Ｃ」という評価結果，ある状況を「Ａ」と表し，

ある状況を「Ｂ」と表し，ある状況を「Ｃ」と表すわけですけれども，では「Ａ」

という状況はすべて同じかというと，必ずしもそうではないんだろうと思いま

す。「Ｂ」も同様にそうだと。「Ｃ」も同様に，同じ状況ではない。従って実際

「Ａ・Ｂ・Ｃ」となる過程においては，もっと豊かないろいろな情報が，先生方

お持ちではないかと思いますが，それを総括整理して「Ａ・Ｂ・Ｃ」としている

わけです。

　「Ａ」によって表されている子どもの状況は，個々人によって違うわけですか

ら，そのことを踏まえて４つが「Ａ」の子どもがいたときにおいて，ある子ども

は「４」とし，ある子どもは「５」とする。従って，それに対しては当然のこと

ながら，なぜこの子を「Ａ」にしたのかということも含めて，説明できるように

なっていなければならないと，そのように考えております。

　基本的には，その子どもの実現状況の高まりを見て，ある子については「Ａ・

Ａ・Ａ・Ａ」を「４」と判断し，ある子については「Ａ・Ａ・Ａ・Ａ」を「５」

と判断するというふうになるのではないかと思います。それは先程説明しました

ように，「Ａ」というのが十分満足できるという状況を示している。そして「４」

というのも，十分満足できる状況を示している。お互いに学習指導要領の示す目

標に照らして，そのように評価されるということですから，「Ａ・Ａ・Ａ・Ａ」は
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普通に考えていくと「４」になり，そして「５」も「４」の一部と考えられます。

その違いは，今言いましたように実現状況によって判断をする。

　同様のことを「Ｃ」についても考えていただく。そういうふうになるのではな

いかと思います。

【吉川】　補充的な学習や発展的な学習に取り組む子どもを，どのように評価する

のかというお話がありました。補充的な学習というのは，子どもの必要に応じ

て，例えば繰り返し学習をするなどして，基礎・基本を確実に身につけていく。

そういう補充的な学習があります。また発展的な学習については，子どもが十分

に理解している，さらにやってみたいという場合には，学習指導要領には示して

いない内容とか，あるいは教科書にはない内容も適切に取り扱って，子どもが学

習できるようにする。そうしたものが発展的な学習にあります。

　こうした補充的な学習や，発展的な学習は通常の授業の中でも，もちろん行う

ことができると考えますし，また山極先生がご指摘のように今後，習熟度別の編

成とか，あるいは少人数指導という中においても，取り扱っていかれると思いま

す。

　そこで考えなければいけないのは，評価をどう行うのか。これが大切なところ

だと思うんです。これについては，やはり学習指導要領に基づく評価規準を作成

し，そこから子どもの学習状況を見ていくことになります。補充的，あるいは発

展的な学習のための何か特別な評価規準を作るということではありません。やは

り学習指導要領にある目標や内容から見て，子どもがおおむね満足できる状況に

あるとか，あるいは十分満足できる状況にあるとか，それをしっかりと見ていく

というのが評価の基本になります。

　ある先生からこう言われたんです。「発展的な内容をやったら評価が『Ａ』。発

展をやらなかったら『Ｂ』ですか」と言われました。これは違います。やはり学

習指導要領にある内容をしっかり学習して，十分に身についていれば「Ａ」にも

なるということが評価の考えだと，そういうふうに考えております。

【山極】　ありがとうございました。大杉先生，お願いします。

【大杉】　自己評価についてのご質問だったと思います。社会科の学習活動は，子

ども自身の頭の中で考える活動などいろいろな学習活動が生徒の内面で行われて

います。そういったときに子ども自身の自己評価という方法は，非常に効果があ

る方法だと思います。

　もう１つは，観察など外側から評価する方法があります。子ども自身の内側か

らの評価と外側からの評価という両方からの評価が，一番望ましいのではないか
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というふうに思っております。

　今回，自己評価を取り上げている分野と取り上げてない分野がありますが，こ

れは授業づくりについていくつかの制約条件，単元の授業時数の長さとか，ある

いは評価にはどのくらいのデータが必要だとか，この場面こそ自己評価が必要で

あるかといういくつかの条件がありますので，今回は地理的分野で自己評価を使

った事例をあげており，歴史的分野では使ってない事例をあげていると理解して

いただければと思います。

【山極】　ありがとうございました。中村先生，通知票についてはいかがでしょう

か。

【中村】　保護者への説明ということですが，これは校内での研修と大きくかかわ

ってくると思います。例えば何を伝えていいのか分からない，あるいは伝えてい

ることがバラバラというのでは，説明の責任を果たしたことにはならないと思い

ます。ですから保護者への説明ということは，同時に研修をどう持つかという問

題が１つあると思います。

　そのときに先程も話があったように，１４年度が過ぎるころにしてもあまり意味

がない。そういう意味では，やっぱり年度初めの計画というのが大事で，それは

時間的な問題があって，これはそれぞれの学校の教育課程全体の中で，どうやっ

て研究を核にした，時間をうみ出すかということが大切だと思います。つまり全

体を直すということが必要ではないかなと思います。

　それから保護者への説明ということですが，これはいわゆる発信としては年度

初めの説明会，あるいは学校だより，学級だよりのようなもの，そういう形で発

信することもできますし，また別の形としては授業そのものを見てもらうという

ことも意味があると思います。それは単に回数とかの問題ではなくて，やはり昨

今求められている学習活動の在り方を踏まえた授業を提供するということで，そ

れを中心に懇談会を持つこともできるのではないかと思います。

　また，今，通知票のお話があったのですが，私も今年，全国の通知票を調べた

り，本市の通知票を検討したりしているのですが，やはり通知票というのは保護

者への連絡簿であると同時に，総括的評価の一翼を担っていると思います。です

から形式を変えるというのも，当然必要となってくる部分もあると思いますが，

やはり授業の最終的なある種の姿として通知票を位置づけるなら，授業の在り方

等も含めて，通知票の検討をしていかなければならないのではないかと考えてい

ます。

【山極】　ありがとうございました。皆さんのご質問の中に，先生方を指定してご
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質問をなさっているケースがあります。そこでそれぞれの先生方から，自分のと

ころに来た質問について，お答えできればと思っていますけど。

【大杉】　私にいただいております質問は，中学校社会科の中で，評価方法として

座席表を活用した個人カルテの有効性についてというものです。先程申しました

自己評価に対して外側から子どもたちを評価するといったときに，例えば，観察

の場合，個人カルテ方式は，非常に有効ではないかと思いますし，それぞれの子

どもたちをしっかり見ていくということで，活用していただければ思っていま

す。

【山極】　はい。では次に月岡先生。

【月岡】　１つは高等学校用はどうなるんでしょうかということなんですが，高等

学校は平成１５年度から学年進行で実施ということで，小・中に比べると１年遅い

ということもあります。それから小・中学校のほうは少なくとも観点別について

は，目標に準拠した評価ということで平成４年度以降やってきたわけですけれど

も，高等学校のほうはそのような素地もあまりないのではないかというところも

ありまして，慎重にこれから取り組んでいきたいと考えております。そういった

意味で，若干小・中と同じような形になるかどうか分かりませんけれども，何ら

かの方向で取り組んでいきたいと，そう考えています。

　それから中学校の国語のほうから，国語は５観点でしょうかということなんで

すけれども，文部科学省から出ています指導要録の通知の中で，国語については

今回５観点として示されていると思いますので，そのように扱っております。

【山極】　吉川先生お願いします。

【吉川】　いくつかお尋ねがありました。評価の記録をどの程度に取るのかという

質問です。先程もお話がありましたように，評価をするというのは学習活動の過

程を評価するということがあるし，また結果を評価するという面があります。そ

れぞれで記録を取るという必要があります。またそれぞれの生かし方というの

は，考えなければならないと思います。

　評価の客観性を高める，あるいは信頼性を高めるというためには，やはり記録

は必要であると思います。それは先生が１人で「こう思って，こう判断しまし

た」というだけではなくて，なぜそうしたのかということをきちんとほかの先生

にも，保護者にも，あるいは子どもにも説明することが求められる場合がありま

す。

　そういうときにも，記録はきちんと役に立つと思います。また先生が今すぐの

指導にも，またこれから先の指導に生かしていく際にも，記録は役に立つと思う
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んです。ぜひ，その記録を生か

していくという面で，工夫して

いただければと思います。どの

くらい詳しくというのは，やは

り内容や方法にもよると思いま

す。あまり詳細にすぎると，役

に立たないばかりか，それがか

えって負担になって，指導がお

ろそかになってしまうというこ

とも起こりかねません。もちろ

んそれは困ることなので，先生方が経験を蓄えて，どの程度の詳しさにするのか

というところでの工夫ということも必要ではないかというように思います。

　もう１点は，評価で子どもを見るときに，一面的に見るというのでは困るので

はないかというご指摘がありました。算数の考え方を評価するときにも，ある１

つの考え方だけを先生が想定していて，それに合うものだけを認めていくという

のでは，これは困ると思います。先程，平行四辺形の面積の求め方を工夫すると

いう場面が紹介されていましたけれども，平行四辺形があるときに，それをどう

長方形に帰着するかというのは，実は何通りもやり方があるんです。代表的なも

のはあるけれども，それ以外のものもあります。ですから先生としては，やはり

複数のものを認め，子どものいいところを，積極的にとらえていこうという姿勢

が必要だと思います。ある１つのやり方だけを認めるというのではなくて，子ど

もが考えた素晴らしい方法は，やはりそれはいいものとしてとらえてあげてほし

いと思います。

【山極】　はい。では中村先生お願いします。

【中村】　私のほうには「１単位授業の中で評価することに，振り回されないか」

というご質問をいただいてます。これはいわゆる評価倒れといいますか，評価に

追われるということだと思いますが，これはもちろん十分留意しておく必要があ

ると思います。ただ１時間ごとに必ず，その時間の目標というのがあるわけです

から，そのためにも目標の分析とか，目標構造をしっかり踏まえておいて，削ぎ

落とす部分は削ぎ落とすという作業が必要ではないかなと考えています。

　それからもう１点通知票の質問ですが，これについては先程も言いましたよう

に，指導要録とは違い法的なものには制約されていないということですが，やは

りキーワードは分かりやすさというのが，確かにあると思います。特に観点別表
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記のところは，工夫していく必要があると思います。また，説明とか，情報とか

という意味では，今後その補助簿ですとか，あるいは副表的なものなども，検討

をする１つの要素ではないかなと考えています。

【山極】　ありがとうございました。質問というのは非常に多岐にわたって，全部

お答えできないわけですけれども。先程，国語の観点で質問がありました。国語

の観点は，今までは例えば表現の能力とか，理解の能力というような観点だった

んですけれども，今回の学習指導要領の改訂に伴いまして，それをもう少し明確

な観点として，例えば，話す・聞く能力，書く能力，読む能力と，こういうふう

に分けましたので，観点が増えたということでありまして，より一層目標の明確

化という点で評価しやすくなっているのではないか，とこういうふうに考えてお

ります。

　それから吉川先生は，非常に大事なお話をなされたと思うんです。習熟度と

か，あるいは最低基準を超えた学習を行うときの評価の話をなされたわけです。

一方で，中学校には選択教科というものがあります。選択もいわゆる当該教科の

補充的，発展的な学習とこうなっています。この場合には，選択の内容というの

は別に示されているわけではありませんので，選択の場合には現行もそうですけ

れども，各学校で設定した目標について，目標に準拠した３段階評価をすること

になっておりまして，これは今度の改訂でも同じ考え方です。新しいほうでも変

わってきています。中学校の選択と，先程の小学校の必修における習熟度による

最低基準を超えて学習と明確にしていただければと，こう思っております。

　あと時間も少なくなりましたが，目標準拠評価を行うに当たって，より一層信

頼性，客観性を高めるために，大事なのは，基礎学力調査の実施です。学力調査

というのは，学力が本当に落ちているのか，上がっているのかというものを調べ

る調査であると同時に，目標準拠評価の信頼性の機能も持っている。

　そういう面で，基礎学力調査を行うと学校の序列化を促進し，子どもを勉強に

追いやるとかではなくて，もっと冷静に学力といったものについて客観的，冷静

にデータに基づいて判断し，学習指導の改善とか，あるいは国の教育課程の基準

とか，そういうものの改善に結びつけていくことが必要です。そういうことで現

在，各都道府県でも実施しようとしていると思います。

　もう時間があまりありませんけれども，パネリストとして出席なされている先

生はこういった研究資料を出した，まさに当事者の方々ですので，後に期待した

いこと，希望することなど，何かありましたら，一言ずつお話ししていただいて

終わりたいと思います。
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【中村】　先程私は言い忘れたのですが，私の理想なのですが，研究を核にした学

校というのは，大きな研究という枠があって，その中に小さなまた枠組みがあっ

て，そこで非常に精力的に研究を進められているというのが理想だと思います。

しかし，現実問題として，いろいろな時間の制約等もありますので，そこを克服

していくことが大事だと思います。それから今回，目標に準拠ということで，や

はり統一すべきことは統一する。例えば評価場面でも，いろいろな工夫があって

いいのですが，統一すべきことは統一するといった，何を共通理解しておかなけ

ればならないかをはっきりとしておくことが大事ではないかなと思っています。

【吉川】　評価の本質は何かというと，それは子どものことをよく理解することだ

と思うんです。先生が子どもをよく理解し，その理解に基づいて指導をしてい

く。これが評価を生かす指導ということになります。ですからペーパーテストも

もちろんやります。数量化できる部分もあります。あるいは先生が子どものこと

をよく観察をして，理解をしていくという，いわば質的な評価もあります。量的

な面，それから質的な面，それぞれから子どもをよく理解してほしいと思うんで

す。

　学校の先生方は，このことはかなりよく分かっていらっしゃると思うんですけ

れども，一般の方にはまだまだ評価というと，点数をつけて，子どもに順番をつ

けることだというようなとらえ方をしている方は，意外と多いようです。ですか

ら学校の先生方は特に保護者の方，地域の方に，学校で行われている評価につい

てご説明をし，理解をしていただくような努力が大切になります。

　そして保護者や地域の方が，そうした面からも学校教育に対して信頼を寄せて

くれて応援をしてくれるような，そういう体制を作っていくことが大切だと思い

ます。先生がこれだけ一生懸命やってるんですから，どういう評価をしているの

かを多くの方にぜひ知ってもらいたいと思います。

【山極】　では，大杉先生から。

【大杉】　目標に準拠した評価の背景には，子どもたちみんなに分かってほしい。

あるいはみんなにできてもらいたいという思いがあると思うんです。しかし，こ

の目標に準拠した評価をうまく成立させるには，信頼性の確保というのが大きな

課題であったわけです。この課題を解決するために，評価の客観性を高めること

が必要だと言われています。これを求めるときに，まず間主観性，「かん」という

のは人間と人間の間，「あいだ」ですね。私とあなた，主観と主観の間でそれぞれ

評価について考えてみる。そしてみんなが「なるほどな。これだ」という評価規

準を練り上げていく。
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　そういう規準づくりを通して，指導と評価を一本化させ，子どもたちみんなに

分かってもらいたい，みんなにできてもらいたいということが実現すると思いま

す。目標に準拠した評価の背景そのものを実現させるようにできたらいいなとい

うふうに思っています。よろしくお願いしたいと思います。

【山極】　では最後に，月岡センター長お願いします。

【月岡】　今日，資料をお持ちしましたけれども，この資料の中にも書いてござい

ますし，冒頭話しましたように，この研究開発にあたって留意した点ということ

で，５点お話をさせてもらいました。それから最後のほうで，何点か，さらに追

加をさせてもらった留意点があります。

　ぜひそういったことに気を使っていただければと思っております。そのいくつ

かは，すでにもうお話に出ていますが，評価倒れにならない，指導と評価の一体

化ということであり，信頼性，客観性のある評価を目指していくということなん

です。そういったことを通して，いろいろ努力をしていただかなければいけない

ことがあると思うんですが，客観性，信頼性を高めていくという努力と，その努

力を通して，先生方が自信を持って，責任を持って，子どもたちと取り組んでい

くことができる，そういう環境を作っていく。そういうような保護者からの支持

の獲得というんでしょうか，そういったものにつながっていくのではないかと，

そういうように考えております。

　ぜひ目標に準拠した評価について，ご理解いただきまして，お取り組み賜れば

と考えています。

【山極】　ありがとうございました。今日お集まりの先生方が，地元の先生であれ

ば，あと１時間ぐらいはと思いましたけれども，全国から見えてて，帰りの予定

なんかももう決まっている先生が多いと思いますので，そろそろ終わりたいと思

います。今日初めてこういった最終報告をいただきまして，先生方がそれを踏ま

えて取り組んでいくというその１つの大きな手掛かりが得られたのではないかと

思います。

　そういうことで，十分ではなかったかと思いますけれども，これを機会にさら

なるご�研��鑽�，そして実践のほうをよろしくお願いしたいと思います。今日はどう
けん さん

も，本当にありがとうございました。終わりたいと思います。
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