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新学習指導要領（平成２９年告示）

中学校
令和３年（来年）度
完全実施

社会を生きるために
必要な資質・能力
の育成



技能

関心・意欲・態度

見方や考え方

知識・理解

主体的に学習に
取り組む態度

思考・判断・表現

知識・技能

学力の３要素
（学校教育法）（学習指導要領）

学習評価の４観点

【今年度まで】 【来年度から】

目標に準拠した評価の推進



学校評価の現状における課題

１ 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,
評価の結果が児童生徒の具体的な学習改善につながっていない。

２ 現行の「関心・意欲・態度」の観点について,挙手の回数や毎時間
ノートをとっているかなど,性格や行動面の傾向が一時的に表出され
た場面を捉える評価であるような誤解が払拭しきれていない。

３ 教師によって評価の方針が異なり,学習改善につなげにくい。

４ 教師が評価のための「記録」に労力を割かれて,指導に注力できない。

５ 相当な労力をかけて記述した指導要録が,次の学年段階において
十分に活用されていない。

指摘されている問題

平成３１年１月２１日「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」P４（３）



各教科における評価の基本構造

学習指導要領に
示す目標や内容

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

観点別学習状況
評価の各観点

知識・技能
思考・判断・表

現
主体的学習に
取り組む態度

感性、思いや
りなど

評 定 個人内評価

・観点別学習状況の評価の結果を総括するもの。
・5段階で評価（小学校は3段階。小学校低学年は行わない）

・観点別学習状況の評価や評定には
示しきれない児童生徒一人一人のよ
い点や可能性、進歩の状況について
評価するもの

学習評価は、学習指導要領に示す各教科等の目標や内容に照らして学習状況を評価するも
ので、目標に準拠した評価です。

・観点ごとに評価し、児
童生徒の学習状況を分析
的に捉えるもの
・観点ごとにＡＢＣの3
段階で評価



学習評価に関する先生方の不安や悩み

学びに向かう力
・人間性

知識・技能

思考力・判断力
・表現力

評価の内容（観点）は変わりますが、方
法については、ほぼこれまでと変わりません。

粘り強く
取り組む力

学びを
調整する力

主体的に学習に
取り組む態度



学習評価の改善の基本的な方向性

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

○○のところはもっと～
した方がいいですね。

次の授業では○○
を重点的に指導し

よう。

報告P５（４）学習評価の改善の基本的な方向性

指導と評価の
一体化



指導と評価の一体化のイメージ

目 標
・身に付けさせたい資質・能力、評価規準
・指導のねらい、目指す児童生徒像

指 導
・目標に向けて、児童生徒の実態に応じた
学習指導の工夫や支援

評 価
・具体的な児童生徒の姿で目標が達成
されたかどうかの見取り（年間評価計画）

学習評価の改善の基本的な方向性

・努力を要する生徒を支援する
・教師自身の授業を改善する
・生徒自ら学習の改善に生かす
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学習評価に関する先生方の声

• 「知識・技能」「思考力・判断力・表
現力」「主体的に学習に取り組む態度」
をバランスよく育むための「指導と評価
の一体化」の具体例を示してほしい。

• 「主体的に学習に取り組む態度」の中

の「粘り強い取り組む力」「学習を調整
する力」とはどのような力で、どのよう
に見とるのか知りたい。



観点別評価の現状と課題

「【知識・理解】や【技能・表現】の学習評価を円滑に実施できている」
※文科省 学習評価の現状と課題について 2010．３．２４（調査対象 小・中学校教師）

【約８０％】以上

【約３０％】
「【関心・意欲・態度】の学習評価を円滑に実施できている」

※文科省 学習評価の現状と課題について 2010．３．２４（調査対象 中学校教師）

【約３０％】
「【思考・判断】の学習評価を円滑に実施できている」

※文科省 学習評価の現状と課題について 2010．３．２４（調査対象 中学校教師）



「知識・技能」の評価

評価の方法

○ 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
ついて評価する。

○ 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、
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評価する。

評価の工夫（例）
○ 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。
○ 実際に知識や技能を用いる場面を設ける。
・文章による説明 ・観察、実験 ・式やグラフで表現 等

各教科で育成する知識・技能をイメージしてください。



「知識・技能」の評価

評価の方法（ペーパーテスト「家庭科：私たちの食生活」）

例 次の写真の切り方の
名前を・・・

①（ ）
②（ ）

例 次の写真の切り方の違いを、

食べやすさと加熱しやすさの視
点で…①の 切りは、
②の 切りは、

事実的な知識の習得を問う問題 知識の概念的な理解を問う問題

担当教科の
事実的知識と
概念的知識の
整理が必要ですね。



「思考・判断・表現」の評価

評価の方法

○ 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。

評価の工夫（例）
○ 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る。
○ ポートフォリオを活用する。

各教科で育成する思考力・判断力・表現力を
イメージしてください。



「思考・判断・表現」の評価

義務教育課各種資料のページ http://gimu.fku.ed.jp/Default1.aspx

評価の方法（ペーパーテスト「美術科：A 表現（１）イ－（ア）」）

○ 評価規準に沿って、ABCで採点。配点はA＝３点，B=２点，C=１点。
Ａ評価: 目的や条件をもとに、形のアレンジについて、贈ろうとする相手にも共通に感じる感覚を意識しな

がら、造形的な視点に基づいた根拠と共に記述することができる。
Ｂ評価: 目的や条件をもとに、贈ろうとする相手にも共通に感じる感覚を意識して、形のアレンジについて、

自分なりの考えを記述することができる。
Ｃ評価: 目的や条件をもとに、形のアレンジについて、自分なりの考えを記述することができる。



評価の方法（ペーパーテスト）

定期考査問題づくり

福岡県教育庁教育振興部義務教育課 各種資料のページ

①出題のねらいを決める
※学習指導をもとに、どんな力を見取るか

②期待する正答を作成する
※何をどのように思考・判断させて、

表現
（記述）させるか

③知識・技能の内容を決める

④思考・判断・表現の方法を決める

⑤問題解決場面や問い方を決める



現行の「関心・意欲・態度」の観点について,挙手の回数や毎
時間ノートをとっているかなど,性格や行動面の傾向が一時的に表
出された場面を捉える評価であるような誤解が払拭しきれていな
い。

みんながんばっているから
関心・意欲・態度はA

提出物を出さなかった○○さん
と,授業中によく寝る△△さんは

関心・意欲・態度はC

「主体的に学習に取り組む態度」の評価



→積極的に評価し、児童生徒に伝えること
が重要

「主体的に学習に取り組む態度」の評価①

学びに向かう力、人間性等

観点別学習状況の評価に
はなじまない部分
（感性、思いやり等）

「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

個人内評価（児童生徒の一人一人
のよい点や可能性、進歩の状況に
ついて評価するもの）等を通じて
見取る。

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
組の中で、自らの学習を調整しよ
うとしているかどうかを含めて評
価する。



「主体的に学習に取り組む態
度」については,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,②①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,という二つの側面から評
価することが求められる。

①②の姿は相互に関わり合いながら立ち現れるもの

「主体的に学習に取り組む態度」の評価②

「学習評価の在り方ハンドブック」（国立教育政策研究所）より



「主体的に学習に取り組む態度」の評価③

自らの学習を調整しようとする側面と
は・・

自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試
行錯誤するなどの意思的な側面のこと。

評価にあたっての工夫
①自らの理解の状況をふり返ることができるような発問の工夫
②他者との協働を通じて自らの考えを相対化する場面を設ける
③学習のめあてや見通しをもたせたり、その達成状況をふり返らせる



「主体的に学習に取り組む態度」の評価④

①自らの理解の状況をふり返ることができるような発問の工夫
②他者との協働を通じて自らの考えを相対化する場面を設ける
③学習のめあてや見通しをもたせたり、その達成状況をふり返らせる

①授業の最初と比べて考
え方が変わったところ
は？

②友達の意見を聞いて、
自分の考えを見直してみ
ましょう。

③今日の学習のめあては
どのくらい達成できそうかな。

（達成できたかな）



「主体的に学習に取り組む態度」の評価⑤

評価の方法

○ 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
○ 児童生徒による自己評価や相互評価等の状況
→ 教師が評価を行う際に考慮する材料の一つとする。

Ａさんの・・という考
えを聞いて私も・・・
と考えました。



前時までのノートを見返してい
る姿
「前の時間はどうやって考えたかな・・」

一つの方法で解決した後、別
の方法での解決を試みる姿
「別の方法でもできないか試してみよう・・」

わかりやすくするために式に言
葉や図での説明を書き加える姿
「これで説明したらもっとわかりやすく
なるかな・・・」

「主体的に学習に取り組む態度」の評価⑥

粘り強く取り組んでいる

自分の解決した結果を友達に説明することを念
頭に置いて，着想や説明を書き加えていく姿
「これも書いておいた方が説明しやすいかな・・」

うまくいかなかった解決方法を振
り返り，それを修正したり別の方
法を考えたりする
「方法を変えたらできないかな・・・」

自分の解いた方法を自己評価し更
によいものを求めようとする姿
「もうちょっと、ここを変えたらもっと
わかりやすくなりそうだな・・・」

自己調整をしている

行動観察

これらの視点をもって授業を行う → 「指導と評価の一体化」



「主体的に学習に取り組む態度」を見取る工夫①

１ 単元を通した自己の学びを見通すことができるシート

「まだはっきりしないこと・知りたいこ
と」

（例）「学びの足跡」シート

「わかったこと・大切な考え方な
ど」

問題解決に有効な方法を各自が整理して書
く。



２ 解決過程を振り返ることができるノート指導

「主体的に学習に取り組む態度」を見取る工夫②

前に学んだことが使えないか
な？

★ ノートの記述内容を振り返ることができるようにしておく
ノートには日付や学習内容を書くだけでなく
○どのような問題を解決したのか（問題）
○解決するためにどのように考えを進めたのか（自分の考え，思考過程）
○解決するための友達の考えにはどのようなものがあるのか（友達の考え）
○話し合った結果，どの考え方や方法がよりよいものだったか（価値付け）
○大切な考え方や方法，技能のポイントや覚えておくべき知識は何か（まと
め）

などを分かりやすく記述することを促す

ノート見てみて
みよう



主体的に学習に取り組む態度を見取る工夫③

３ 対話的な学びを視覚化し、振り返ることができる板書

全体の話合いの場において児童から発信される様々な情
報を黒板上で共有する

Ｂさんの意見で考え
が深まりましたね。
（価値づけ）

発表してよかっ
た。次も発表し
よう。

Ｂさんの方法は少
ない式でできそう。
今度、Ｂさんの方
法でやってみよう。

板書を写真に撮り記
録しておくことで，
評価の資料としても
用いることが可能と
なる

Ａさんの
考え

Ｂさんの
考え

Ｃさんの
考え

めあて
○○について

考えよう

名前ととも
に板書
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各教科における評価計画の作成

１ 「評価の観点及びその趣旨」を確認する

２ 内容のまとまりごとの評価規準を作成する

３ 単元の目標、評価基準を作成する

４ 「指導と評価の計画」を作成する

５ 授業を行う

６ 観点ごとに総括する



「学習指導要領の改訂に伴う学習評価の改善等に係る説明」

概要版（50分程度） 各教科（１５分程度）

各教科における評価計画の作成



参考資料の活用

「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

各教科書会社ホームページ

評価規準表・年間指導計画案 等

中学校学習指導要領解説（平成29年告示）



参考資料の活用

教科書会社

・年間指導計画案

・学習内容一覧表

・評価規準

等

文部科学省HP 国立教育政策研究所HP 各教科書会社HP



HPよりダウンロード可

「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



教科書会社の学習評価に関する参考資料

教科書会社HP

１単位時間に１・２つの評価規準をバランスよく設定

（例）啓林館 わくわく算数6年１対称な図形
令和２年度 小学校は４月上旬に掲載



目標に準拠した評価計画が作成できるよう,
国立教育政策研究所や教科書会社の資料収集
及び周知をお願いします。

各教科における評価計画の作成



各教科における評価計画の作成

１ 「評価の観点及びその趣旨」を確認する

２ 内容のまとまりごとの評価規準を作成する

３ 単元の目標、評価基準を作成する

４ 「指導と評価の計画」を作成する

５ 授業を行う

６ 観点ごとに総括する



指導に生かす評価

毎時間行う評価です。例えば、単元の前半では努力を要する状況の児童生徒
を中心に見取り、単元や本時の目標を達成するために必要な手立てや支援を行
うことも考えられます。いわゆる「指導改善に生かす」ための評価のことです。

目標の実現のために、児童生徒の学習状況を机間指導等で適切に見取って支
援し、つまずきの確かな解消を図ります。

記録に残す評価

指導した内容について、児童生徒の達成状況を見取り、全員分記録に残し総
括するための評価です。そのため、単元のまとまりの中で指導した内容の達成
状況が適切に見取れる段階で評価します。
1回の授業で3観点全てを評価するのではなく、「記録に残す評価の場面を精選
することが重要です。

記録に残す評価と指導のための評価



記録に残す評価と指導のための評価

記録に残す評価
→ 生徒の学習評価として活用
・定期考査だけでなく,

授業での評価が反映される。
・説明責任の観点から全員の記録が必要。

単元や題材の中での明確化

教師による評価
※単元テストや定期考査で

B以上になるための支援



記録に残す評価と指導のための評価

指導に生かす評価
→ 教師の授業改善として活用
・全体の傾向（実態）を把握できる。
・授業の進め方を決定したり,
支援が必要な生徒を把握したりできる。

評価問題の自己採点→教師も生徒も状況把握

グループでまとめた内容を把握→次回の導入へ



時

間
ねらい・学習活動

重

点

記

録

備考

１ ・具体的な事象を捉え考察することを通して，問題の解決に必要な二つ
の変数を取り出し，それらの関係を表や座標平面上に表すことができる
ようにするとともに，一次関数の定義を理解できるようにする。

知 知①：行動観察

２ ・いろいろな事象で二つの変数の関係をy＝ax＋b で表すことを通して，
事象の中には一次関数として捉えられるものがあることを理解できるよ
うにする。

・小単元１の学習を振り返って，「学びの足跡」シートに分かったこと
や疑問などを記述することを通して，その後の学習を見通すことができ
るようにする。

知

態

知②：小テスト
※小テストの結果は指導等に生かす。
態①③：「学びの足跡」シート
※小単元２以降の指導等に生かす。

３ ・２変数の関係を事象から一旦切り離して抽象化し，表から式を求めた
り，式から表をつくったりすることを通して，一次関数の変化の割合に
ついて理解し，一次関数の表の値から変化の割合を求めることができる
ようにする。

・一次関数の二つの数量の関係を表す表，式の相互関係を考察すること
を通して，一次関数の特徴を見いだし表現することができるようにする。

知 知④：小テスト
※理解が不十分な場合，既習の事象

を関連付けて補説する。

思①：行動観察

４ ・一次関数の二つの数量の関係について，表の値からグラフで表すこと
ができるようにする。

知 知⑤：行動観察

５ 一次関数の二つの数量の関係を表す表，式，グラフの相互関係について
考察することを通して，
・一次関数の特徴を見いだし表現できるようにする。
・一次関数の特徴に基づいて，グラフで表すことができるようにする。 知 ○

態①：行動観察
知④⑤：小テスト
※第３，４時から知識及び技能が
高まった状況を評価する。

記録に残す評価「○」

指導に生かす評価

努力を要する
児童への指導
の手立て

指
導

記
録



各教科における評価計画の作成

１ 「評価の観点及びその趣旨」を確認する

２ 内容のまとまりごとの評価規準を作成する

３ 単元の目標、評価基準を作成する

４ 「指導と評価の計画」を作成する

５ 授業を行う

６ 観点ごとに総括する



中学校については，
「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。

観点別学習状況の評価の評定への総括

参考資料P.１７



AAA ５または４
AAB
AAC
ABB
ABC
BBB ３
BBC
ACC
BCC
CCC ２または１

基本

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。

観点別学習状況の調査結果は，
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。

（参考資料P.１７）

（参考資料P.１７）

観点別学習状況の評価の評定への総括



AAA
AAB
AAC
ABB
ABC
BBB
BBC
ACC
BCC
CCC

単元の導入の段階では観点別
の学習状況にばらつきが生じる
としても,指導と評価の取組を重
ねながら授業を展開することに
より，・・・観点ごとに大きな
差は生じないものと考えられる。
・・・「CCA」や「AAC」と

いったばらつきのあるものと
なった場合には,・・・原因を検
討し,・・速やかな対応が求めら
れる。

報告P.１２ イ）「主体的に学習に取り
組む態度」の評価の基本的な考え方

児童生徒の
学習や教師
の指導の改
善を図る

生徒への支援

原因の検討

観点別学習状況の評価の評定への総括



AAA
AAB

（AAC）
ABB

（ABC）
BBB
BBC
（ACC）

BCC
CCC

５

４

３

２

１

考えられる評定への総括（１）
〇 評価に沿って評定を算出して
いるため，保護者や生徒も理解
が容易である。

● 評価には幅があるため,教科
によっては適当ではない場合が
ある。

観点別学習状況の評価の評定への総括



AAA
AAB

（AAC）
ABB

（ABC）
BBB
BBC
（ACC）

BCC
CCC

５又は４

３

２又は１

考えられる評定への総括（２）
〇 各教科の特質に合わせた評
定への総括が可能である。

● 同じ評価で異なる評定になる
場合等が考えられるため,生徒
や保護者には理解が困難な場
合がある。

丁寧な説明が必要

観点別学習状況の評価の評定への総括



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各学校において決めて
おく必要があります。

来年度４月には全職員が共通理
解を図り,授業ができるよう準
備をお願いします。

観点別学習状況の評価の評定への総括



１ 新学習指導要領の下での学習評価

２ 評価の進め方

３ 各教科における評価計画の作成

４ 評価の質の向上

本日の内容



評価の質の向上のために

① 計画を基に、ねらいを明確にした授業を

② 授業の中で学習状況を把握する書く活動を

③ 評価計画の検証・改善を

嘉麻市の先生方に！



○ 達成度がわかるように、噛み砕いて具体的にすること
▲ （登場人物）～の気持ちを読み取ることができる。
◎ （登場人物）～の気持ちが分かる叙述を２箇所以上指摘して、

気持ちを書き表すことができる。

① 客観的な評価（子ども一人一人の見取り）ができる。
② 評価規準に到達していない子どもに対する支援が明確になる。
③ 主眼を達成するための手立て（学習活動）が明らかになる。

（逆向きの授業設計）

① ねらいを明確にした授業の実施を

「何ができればいいか」を明確にする



評価の年間計画を基に、１時間の授業で何を評
価するのかを明確にしましょう。

月 火 水

１

数学一元一次方程式【思】
◎
方程式を用いて求めた解
が問題に適しているかど
うかを考え，説明するこ
とができる。（小テス
ト・行動観察）

２

数学一元一次方程式【知】
比例式の性質を知り，そ
れを用いて比例式を解く
ことができる。（行動観
察）

数学一元一次方程式【態】
問題の解決に有効であっ
た方法などを記述するこ
とを通して，学習の成果
を実感している。（振り

主となる【観点】や、評価の（方法）を
週案にメモとして残してみませんか。

記録に残す評価は◎

① ねらいを明確にした授業の実施を



② 授業の中で学習状況を把握する書く活動を



年度初めや学期末反省等の場面において評価
に関する検討の場の設定,及び評価に関する研
修の実施をお願いします。

4月
・担当学年
・学力向上プラン
・評価方法

学期末
・学力向上プラン
・各種調査結果（定期考査）
・評価内容，方法，頻度

授業開きで生徒と共有 妥当性信頼性の向上

③ 評価計画の検証・改善を



地域等で評価ツールや評価計画作成・修正の連携を

「学習評価の在り方ハンドブック」（国立教育政策研究所）より

学校全体や他校と
の連携の中で計画
や評価ツールの作
成や修正を分担す
ることで，妥当性
や信頼性の確保,教
師の力量の向上,一
人当たりの量的・
時間的・精神的な
負担の軽減につな
がります。

A：61.4％ B：３８.５％

③ 評価計画の検証・改善を



「指導と評価の一体化」の

ための学習評価の在り方

令和2年１１月２日
筑豊教育事務所

嘉麻市中学校教科等教育研究会


