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ਛফگাपৗञऩ৾ಆਏ୩ऋઔંऔोؚ৵৾ૅदഥਮڮফ২ऊैؚর৾ૅद
मഥਮگফ২ऊै৸એৰऔोॊऒधधऩॉऽखञ؛০भ৾ಆਏ୩भၖदमؚ
ઇఐಉभ৯ఏलઍऋؚ
َੴलૼચُؚ
َઓઅৡؚਖ਼ৡؚਠৡಉُؚ
َ৾लप
ऊअৡؚযਙಉُधःअؚਛ॑৯घৱସ؞ચৡभਕणभपปढथગତ৶औोؚ
ઇఐಉदनभेअऩৱସ؞ચৡभਛ॑৯घभऊऋનपંऔोऽखञ؛ऒोपे
ॉؚઇపऋَుญ؞েെपनभेअऩৡऋମपહःञऊُधःअ৾ಆभਛટ॑નपኇ
इؚ৬؞ৌਵदः৾लभଳਡऊैभ౸ఒ॑ॊؚःॎॅॊَध௬भ
৬৲ُऋৰਠऔोृघऎऩॊऒधऋୄऔोऽघ؛
َుญেെभ৾ಆ௬भॉ্पणःथقਾઔقُكরఙઇଟ৮ভੂಉরಉઇীఐ
ভઇୖஙভؚਛফڭাكदमؚ৾ಆ௬मؚుญ؞েെभ৾ಆఒपणऩ
ऋॊुभधघॊऒधؚजखथؚઇపभఒपणऩऋॊुभधघॊऒधधःअ্ਙ
ऋંऔोऽखञ؛௬मؚుญ؞েെपधढथम৾ಆఒपৱघॊੲਾदँॊधৎपؚ
ઇపपधढथमؚঽীঽମभपणःथَ୦ऋेऊढञभऊُؚ
َ୦ऋୖदँढञऊُ
॑ஷॉନॉؚઃभ౸ఒपणऩऑथःऎੲਾदुँॉऽघ؛जभऒधؚ॑छऱؚગન
ੳखञःधઓःऽघ؛
ऽञؚ౸ఒ॑ਤीॊपमؚ੪ऩनઍृৎभऽधऽॉ॑ৄৢखथؚजभর
दिৱସ؞ચৡभਛपऐؚ৬؞ৌਵदः৾लभৰਠ॑ॊऒधऋਏद
घ؛ऩछऩैयؚ৬؞ৌਵदः৾लमؚङखुڭਜ਼ৎभ౸भরद৸थ
ऋৰਠऔोॊुभदमऩःऊैदघ؛
ূઇ৩ভदमؚ৾ૅऋَध௬भ৬৲ُ॑નৰपਤीॊभઅध
ऩॊेअपؚਛ  ফگাपষखञَిਫदਦऔोॊ௬भਤपऐथُ॑
ၖखؚৗञपَञठपਟभॉুधऩॊञीपਏऩৱସ؞ચৡ॑िध௬
भ৬৲॑৯खथُ॑ਛखऽखञ؛মৱમमؚ৾ಆ௬भ੦মऩઅइ্॑੶ൗखञ
َ৶ౣُधؚઇఐभ৬ऩহ॑੶ൗखञَৰᄷౣُಉदଡਛखथःऽघ؛
৾ಆ௬पणःथਫ਼ୈघॊपमؚমৱમधَ৾ಆਏ୩ੰହُलَِध௬
भ৬৲ّभञीभ৾ಆ௬पঢ়घॊઅৱમُقবয়ઇੁଢ଼ਚؚഥਮڮফگ
া॑كಡचथણ৷घॊऒधपेॉؚ৾ಆਏ୩भະ຺पปढञ৾ಆ௬भॉ্पण
ःथेؚॉ৶ੰ॑ीॊऒधऋदऌऽघ؛
৾ૅपउःथؚমৱમ॑ણ৷खَؚध௬भ৬৲ُ॑ਤघॊधधुपؚ
৬؞ৌਵदः৾ल॑ৰਠखؚञठपਟभॉুधऩॊञीपਏऩৱସ؞
ચৡ॑નৰप॒दःञटऎऒध॑ୄखथःऽघ؛

ഥਮڮফڵা
ূઇૂশ ੜি ਫ൞

৯  ઃ




































ঌش४

⋛ ৶ౣ

⋛ٕ৾ ڭಆ௬भ੦মऩઅइ্पणःथ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 مڭلుญ؞েെযযभৡ॑ಇयघ౸॑ॊञीप 

 مڮلध௬भ৬৲॑৯खथ


৾ مگلಆ௬भਠ૾धୖ


 مڰل௬भ௴ਡभତ৶


⋛ٕ৾ ڮಆ௬भఒपणःथ  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
 مڭلध௬भఒ


 مڮلৗ৾ಆਏ୩पउऐॊઇఐभ৾ಆ௬


 مگلৗ৾ಆਏ୩भະ຺॑౷ऽइञ௬भ௴ਡ


⋛ٕ گ௬भ௴ਡपणःथ  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
௴ مڭلਡશ৾ಆ૾ய௬भ௴ਡपणःथ


َ مڮلੴૼ؞ચُपणःथ


َ مگلઓઅ؞ਖ਼؞ਠُपणःथ


َ مڰل৬प৾ಆपॉੌिଙ২ُपणःथ


⋛َٕ ڰ༜ਊਙَُؚਦਙُभँॊ௬पणःथ  ؼؼؼؼؼؼؼؼ
َ مڭل༜ਊਙَُؚਦਙُभँॊ௬धम


ૅ৾ مڮل৸৬धखथभੌ௶؞ੑऩੌपणःथ 

 مگل৳૧ृుญ؞েെषभੲਾभपणःथ


⋛َٕ ڱध௬भੑُभਛपणःथ  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
 مڭلফੑप੦तऎَध௬भੑُभਛपणःथ  

َ مڮلध௬भੑُभਡਫ਼؞નੳपणःथ


⋛ٕ ڲ௬ૠभਛपणःथ  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
 مڭل௬ૠभਝपणःथ


َ مڮلઍभऽधऽॉओधभ௬ૠُधम


َ مگلઍभऽधऽॉओधभ௬ૠُ॑ਛघॊभ੦মऩুದ  

⋛ٕ ڳ௬্১पणःथ  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
 مڭل௬্১भਝपणःथ


 مڮل௬ৃએृ௬্১ಉभ৬ऩহपणःथ


⋛ٕ ڴभఒपেऊघ௬ध௬ટभ੶ஈ  ؼؼؼؼؼؼؼؼ
 مڭلभఒपেऊघ௬पणःथ


 مڮل௬ટभ੶ஈपणःथ


⋛ٕ௴ ڵਡશ৾ಆ૾யभ௬ध௬  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
௴ مڭلਡશ৾ಆ૾யभ௬धम


 مڮل௬धम


 مگلਠ૾धୖ॑౷ऽइथ


⋛ٕ ௴ਡશ৾ಆ૾யभ௬भ௬षभฐ  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
 مڭل௬ऊै௬षभฐ


௴ مڮلਡશ৾ಆ૾யभ௬ध௬भঢ়બ
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৬
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ୁব
ভ
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৾ਯ
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ؚਗবୁણ્ؚશभઇఐ 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
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ञठपਟभॉুधऩॊञीपਏऩৱସ؞ચৡ॑ि

ध௬भ৬৲॑৯खथ


⋛ ৶ౣ
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৶

 ⋛ٕ৾ ڭಆ௬भ੦মऩઅइ্पणःथ         



مڭل
ؙుญ؞েെযযभৡ॑ಇयघ౸॑ॊञीप

ౣ

ؙखञऒध॑નৰप௬खथःॊदखॆअऊ؛௬खञऒध॑पেऊखथःॊदखॆअऊ؛
৾ಆ௬मૅؚ৾पउऐॊઇણपঢ়खؚ
ుญ؞েെभ৾ಆ૾ய॑௬घॊञीभुभ

ಅỉ ᵮᵢᵡᵟ ἇỶἁἽᴾ

दघ؛णऽॉؚ౸ಉ॑ষढञपَؚుญ؞
েെपबैःधघॊৡऋମपહःञभऊُ॑

ᵮᵮᶊᵿᶌᴾ

ାৰपཔघॊऒधऋ৾ಆ௬ऩभदघ؛
ؙઇపऋ౸ఒ॑ॊधधुपؚుญ؞ে

ᣦᑟィ⏬
㸦ホ౯ィ⏬
ᣦᑟィ⏬
㸦ホ౯ィ⏬
ࡶྵࡴ㸧ࡢసᡂ
ࡶྵࡴ㸧ࡢసᡂ

െঽମऋঽैभ৾ಆ॑ஷॉନढथઃभ৾ಆप

ᵟᵟᶁᶒᶇᶍᶌᴾ

ᵢᵢᶍᴾ

ऊअऒधऋदऌॊेअपघॊञीؚ৾ಆ௬

ᤵᴗࡸ
ᤵᴗࡸ
ᣦ
ᑟィ⏬
ᣦᑟィ⏬
➼ࡢᨵၿ
➼ࡢᨵၿ

ᣦᑟィ⏬ࢆ
ᣦᑟィ⏬ࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓ
㋃ࡲ࠼ࡓ
ᤵᴗࡢᐇ

ᤵᴗࡢᐇ

भॉ্मாीथਏदघ؛

ᵡᵡᶆᶃᶁᶉᴾ

ؙஎञठઇపमؚుญ؞েെपମपહऐऔच
ञःৡ॑નपखथؚजभৡऋؚযযप
નৰपମपહऎेअ॑ੵखऽघ؛जख

ඣ❺࣭⏕ᚐࡢᏛ⩦≧ἣ
ඣ❺࣭⏕ᚐࡢᏛ⩦≧ἣࡸ
ࡸᣦᑟィ⏬➼ࡢホ౯
ᣦᑟィ⏬➼ࡢホ౯

थؚرभ౸पउःथؚుญ؞েെभ৾ಆ
૾ய॑௬खؚजभટ॑ుญ؞েെभ৾ಆृઇపपेॊभఒपেऊघऒधऋপજदघ؛

مڮل
ؙध௬भ৬৲॑৯खथ

ؙుญ؞েെपਏऩৱସ؞ચৡ॑ટपਛघॊञीपमؚઇఐಉभ৯ఏलઍध৾ಆ௬
ध॑৬पਫ਼ୈघॊऒधऋਏदघَ؛রఙઇଟ৮ভ௦ணُ
قਛ  ফ  া  َृكుญ
েെभ৾ಆ௬भॉ্पणःथقਾઔُك
قਰৣَਾઔُधःअ؛রఙઇଟ৮ভੂಉরಉઇী
ఐভઇୖஙভؚਛ  ফڭা  كपउःथमؚ৾ಆ௬पेॉؚుญ؞েെभ৾ಆभਛટ
॑નपኇइ௬घॊभमਊேभऒधؚ௬भટ॑ઇపऋઃभभఒपেऊघऒधؚघऩॎ
ठَध௬भ৬৲ُऋਏदँॊधीथંऔोथःऽघ؛
ؙध௬भ৬৲मؚ০भ৾ಆਏ୩ၖदધ৲औोञَढ़জय़গছ؞ঐॿ४ওথॺُ
लَ৬؞ৌਵदः৾लभଳਡऊैभ౸ఒُपउःथुؚਏऩ૽સ॑ટञघुभदघ؛
ढ़জय़গছ؞ঐॿ४ওথॺपणःथमؚजभડએधखथؚ
َઇୖஙभৰ૾ய॑௬खथजभ
ఒ॑ढथःऎऒधُऋؚਛ  ফၖ৵؞র৾ૅ৾ಆਏ୩ಋपંऔोथःऽघ؛৾
ૅऋرभ౸भৣदుญ؞েെभ৾ಆ૾ய॑௬खؚजभટ॑ుญ؞েെभ৾ಆृઇపपेॊ
भఒૅؚ৾৸৬धखथभઇୖஙभఒؚजखथੌ௶ઈಉभఒपেऊखؚઇણभସ
भ॑ॊऒधमؚ
َઇୖஙभৰ૾ய॑௬खथजभఒ॑ढथःऎऒधُपਜ਼઼હऐैो
ॊुभदँॉؚ৾ಆध৾ಆ௬मढ़জय़গছ؞ঐॿ४ওথॺभরறऩ૽સ॑૿ढथःॊध
ःअऒधऋदऌऽघ؛ऽञؚ৬؞ৌਵदः৾लभଳਡऊैभ౸ఒ॑ষअदुؚ৾ಆ
௬भટ॑ుญ؞েെभ৾ಆृઇపभपেऊघऒधमؚుญ؞েെभ৾ಆ॑ౄৰऔचॊञी
पপજदघ؛

ҴҴ

৶

مگل
ؙ৾ಆ௬भਠ૾धୖؙ

ؙਾઔपउःथमؚ৾ಆ௬भਠ૾धखथؚઃभेअऩୖऋંऔोथःऽघ؛

ऩः؛
ؙऽञૅؚ৾पउऐॊ௮ऌ্ऋཹಸभୖधऩढथःॊরदؚऒोैभୖ॑സघॊञीपुؚ
ઌपਔभँॊ৾ಆ௬॑ৢखथؚध௬भ৬৲॑ৰਠदऌॊेअ৾ಆ௬॑ఒघॊऒध
ऋीैोऽखञ؛ऒभऒध॑౷ऽइथؚ
َుญেെभ৾ಆ௬पঢ়घॊডشय़থॢॢ؞ঝشউُप
उःथؚઃभेअऩ৾ಆ௬भఒभ੦মऩ্ਙऋંऔोऽखञ؛
ؙٸుญেെभ৾ಆఒपणऩऋॊुभपखथःऎऒध؛
ؙٸઇపभఒपणऩऋॊुभपखथःऎऒध؛
ؙٸऒोऽदຯষधखथষॎोथऌञऒधदुؚਏਙ؞༜ਊਙऋੳीैोऩःुभमৄઉखथ
ःऎऒध؛

مڰل
ؙ௬भ௴ਡभତ৶

ؙਛ  ফگাपઔંऔोञ৾ಆਏ୩मؚ৵৾ૅदमഥਮڮফ২ऊै৸એৰधऩॉؚর৾
ૅदमഥਮگফ২ऊै৸એৰधऩॉऽघ؛০भ৾ಆਏ୩भၖदमؚੴ؞؞৬पॎञॊَে
ऌॊৡُ॑ుญ؞েെपिञीपَ୦भञीप৾वभऊُधःअઇఐಉ॑৾वਔଝ॑ુથखऩऋैؚ
౸भਔੵृઇఐછಉभઇ౫भఒ॑ਬऌলखथःऎऒधऋदऌॊेअपघॊञीؚ৸थभઇ
ఐಉभ৯ఏलઍऋَੴलૼચُ
ؚ
َઓઅৡؚਖ਼ৡؚਠৡಉُ
ؚ
َ৾लपऊअৡؚযਙಉُ
धःअৱସ؞ચৡभਕणभदગତ৶औोऽखञ؛
ؙऒअखञઇ৯ఏृઍभગତ৶॑౷ऽइथ௴ؚਡશ৾ಆ૾யभ௬पणःथमؚ৵؞র؞ৈಉ
৾ૅभઇఐ॑ৢगथ௴ڰؚਡऊै௴گਡपତ৶औोऽखञ؛
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>ᖹᡂ  ᖺᨵゞ@
▱㆑࣭ᢏ⬟

ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧
ᛮ⪃ุ࣭᩿࣭⾲⌧



ᢏ⬟






యⓗᏛ⩦
ྲྀࡾ⤌ࡴែᗘ

▱㆑࣭⌮ゎ



※ ৾ૅઇ১ਸ਼  ਸ਼ڮඨでは、次のように示されています。
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。
ҴҴ

ౣ

नؚਙતृষએभൊऋৎपলऔोञৃએ॑ኇइॊ௬दँॊेअऩෙੰऋ௸ሁखજ
ोथःऩः؛
ؙ؞ઇపपेढथ௬भ্ଉऋ౮ऩॉؚ৾ಆఒपणऩऑपऎः؛
ؙ؞ઇపऋ௬भञीभَ੶ஈُपௌৡ॑સऊोथؚपିৡदऌऩः؛
ৼؙ؞ਊऩௌৡ॑ऊऐथ੶खञਏஈऋؚઃ৾ফृઃ৾ૅమपउःथેীपણ৷औोथः



ؙ৾؞ଜृ৾ফଜऩनभহदभ௬पીखथखऽअऒधऋऎؚ௬भટऋుญেെभ
৬ऩ৾ಆఒपणऩऋढथःऩः؛
ؙ؞ਠষभَঢ়ੱ؞ਔඟ؞ଙ২ُभ௴ਡपणःथؚুभਯृৎঀ॑ॺشढथःॊऊऩ

৶

 ⋛ٕ৾ ڮಆ௬भఒपणःथ              



مڭل
ؙध௬भఒ

ౣ

ؙ৾ಆ௬पउःथमؚ੪ृ౫दମपહऐऔचॊৡ॑નपखथؚजो॑ৰਠघॊञीभટ
ऩ৾ಆણ॑ੑ؞ৰखؚजभਛટधखथभుญ؞েെभઍ؞ਛশ॑ిજपཔघॊऒधऋ
ਏदघ؛ઇపऋभఒ॑ॊधधुपؚుญ؞েെঽମऋঽैभ৾ಆ॑ஷॉନढथઃभ৾ಆ
पऊअऒधऋदऌॊेअपघॊञीपुؚઇୖஙृ৾ಆ؞্১भఒधฮਙभँॊੌ
॑ਤीॊऒधऋीैोऽघ؛
ؙ৾ಆ௬॑ষअपਊञढथमؚःॎॅॊ௬भञीभ௬पીॎॊऒधऩऎؚઇపऋుญ؞েെ
যযभेःਡृਤనभ૾யऩन॑ாप௬खؚ৾ಆखञऒधभਔଝृக॑ৰदऌॊे
अपघॊऒधदؚঽীঽମभ৯ఏृୖ॑ुढथ৾ಆ॑ਤीॊऒधऋदऌॊेअपघॊऒधऋপજ
दघ؛

مڮل
ؙৗ৾ಆਏ୩पउऐॊઇఐभ৾ಆ௬

ؙઇఐभ৾ಆ௬पउःथमؚਛ  ফઔંभ৾ಆਏ୩पउःथुؚ৾ಆ૾ய॑ীෲप
ኇइॊَ௴ਡશ৾ಆ૾யभ௬ُधؚऒोै॑ฐपኇइॊَ௬ُभ্पणःथؚ৾ಆ
ਏ୩पीॊ৯ఏपುखञ௬धखथৰघॊुभधऔोथःऽघ؛
ؙऽञ௴ؚਡશ৾ಆ૾யभ௬ृ௬पमંखऌोऩःుญ؞েെযযभेःਡृ૭ચਙؚਤ
నभ૾யपणःथमؚ
َয௬ُधखथৰघॊुभधऔोथःऽघ௴؛ਡશ৾ಆ૾யभ௬प
ऩगऽङয௬भৌधऩॊुभपणःथमؚుญ؞েെऋ৾ಆखञऒधभਔଝृக॑ৰ
दऌॊेअؚرभઇણಉभরदుญ؞েെपइॊऒधऋਏदँॊऒधऋંऔोथःऽघ؛
્पؚ
َ৾लपऊअৡؚযਙಉُभअठَਙृઓःृॉُऩनుญ؞েെযযभेःਡृ
૭ચਙؚਤనभ૾யऩन॑ாप௬खؚుญ؞েെपइॊऒधऋਏदँॊऒधऋંऔोथ
ःऽघ؛

مگل
ؙৗ৾ಆਏ୩भະ຺॑౷ऽइञ௬भ௴ਡ

ؙ০भ৾ಆਏ୩भၖपउःथमؚ৸थभઇఐಉभ৯ఏलઍऋَؚੴलૼચُ
ؚ
َઓઅ
ৡؚਖ਼ৡؚਠৡಉُؚ
َ৾लपऊअৡؚযਙಉُभਛ॑৯घৱସ؞ચৡभਕणभदગ
ତ৶औोऽखञ؛
ؙઇఐपउऐॊ௬मؚ৾ಆਏ୩पંऔोञઇఐभ৯ఏृઍपසैखथ৾ಆ૾ய॑௬
घॊुभदघ્؛पَ৾लपऊअৡؚযਙಉُमَؚ৬प৾ಆपॉੌिଙ২ُधखथ௴ਡ
શ৾ಆ૾யभ௬॑ৢगथৄॊऒधऋदऌॊীध௴ؚਡશ৾ಆ૾யभ௬ृ௬पमऩगऽऩ
ःؚয௬॑ৢगथৄॊীऋँॉऽघَ؛ਙृઓःृॉُऩनుญ؞েെযযभेः
ਡृ૭ચਙؚਤనभ૾யऩनपणःथमؚாप௬खؚుญ؞েെपइॊऒधऋਏदघ؛













ٛৱସ؞ચৡभਕणभٜ

ٛ௴ਡશ৾ಆ૾ய௬भ௴ਡٜ

ੴलૼચ

ੴૼ؞ચ

ઓઅৡؚਖ਼ৡؚ
ਠৡಉ
৾लपऊअৡؚ
যਙಉ

ઓઅ؞ਖ਼؞ਠ
৬प৾ಆपॉੌिଙ২
ਙؚઓःृॉऩन

ҴҴ

য௬

৶

 ⋛ٕ گ௬भ௴ਡपणःथ                
مڭل
௴ؙਡશ৾ಆ૾ய௬भ௴ਡपणःथ
مڭل
௴ਡશ৾ಆ૾ய௬भ௴ਡपणःथ





ؙٷੴૼ؞ચ
 ٷੴૼ؞ચ
ؙؙઇఐಉपउऐॊ৾ಆभૌங॑ৢखञੴलૼચभಆ੭૾யपणःथ௬॑घॊधधुपؚ
ઇఐಉपउऐॊ৾ಆभૌங॑ৢखञੴलૼચभಆ੭૾யपणःथ௬॑घॊधधु
जोै॑ใથभੴलૼચधঢ়৴હऐञॉણ৷खञॉघॊরदؚभ৾ಆृেણभৃએदु
पؚजोै॑ใથभੴलૼચधঢ়৴હऐञॉણ৷खञॉघॊরदؚभ৾ಆृেણभৃએ
ણ৷दऌॊங২पಉ॑৶ੰखञॉૼؚચ॑ಆ੭खञॉखथःॊऊ॑௬घॊ؛
दुણ৷दऌॊங২पಉ॑৶ੰखञॉૼؚચ॑ಆ੭खञॉखथःॊऊ॑௬घॊ؛
 ٷઓઅ؞ਖ਼؞ਠ
ؙٷઓઅ؞ਖ਼؞ਠ

 ؙؙઇఐಉभੴलૼચ॑ણ৷खथୖ॑ੰৠघॊಉभञीपਏऩઓઅৡؚਖ਼ৡؚਠ
  ઇఐಉभੴलૼચ॑ણ৷खथୖ॑ੰৠघॊಉभञीपਏऩઓઅৡؚਖ਼ৡؚਠ


ৡಉ॑ମपહऐथःॊऊनअऊ॑௬घॊ؛
ৡಉ॑ମपહऐथःॊऊनअऊ॑௬घॊ؛
 ؙٷ৬प৾ಆपॉੌिଙ২
 ٷ৬प৾ಆपॉੌिଙ২

ੴलૼચ॑ඃ੭खञॉؚઓઅৡؚਖ਼ৡؚਠৡಉ॑ମपહऐञॉघॊञीपؚঽैभ
 ؙؙੴलૼચ॑ඃ੭खञॉؚઓઅৡؚਖ਼ৡؚਠৡಉ॑ମपહऐञॉघॊञीपؚঽैभ



৾ಆ૾ய॑པखؚ৾ಆभਤी্पणःथষ჻ෙघॊऩनঽैभ৾ಆ॑৹ତखऩऋैऻؚ৾
৾ಆ૾ய॑པखؚ৾ಆभਤी্पणःथষ჻ෙघॊऩनঽैभ৾ಆ॑৹ତखऩऋैऻؚ৾
अधखथःॊऊनअऊधःअਔઓऩડએ॑௬घॊ؛
अधखथःॊऊनअऊधःअਔઓऩડએ॑௬घॊ؛



َ مڮلੴૼ؞ચُपणःथ

مڮل
ؙ
َੴૼ؞ચُपणःथ
ઇఐಉपउऐॊ৾ಆभૌங॑ৢखञੴलૼચभಆ੭૾யपणःथ௬॑घॊधधुपؚ

जोै॑ใથभੴलૼચधঢ়৴હऐञॉણ৷खञॉघॊরदؚभ৾ಆृেણभৃએदुણ
ؙઇఐಉपउऐॊ৾ಆभૌங॑ৢखञੴलૼચभಆ੭૾யपणःथ௬॑घॊधधुपؚ

जोै॑ใથभੴलૼચधঢ়৴હऐञॉણ৷खञॉघॊরदؚभ৾ಆृেણभৃએदुણ
৷दऌॊங২पಉ॑৶ੰखञॉૼؚચ॑ಆ੭खञॉखथःॊऊ॑௬घॊ؛


৷दऌॊங২पಉ॑৶ੰखञॉૼؚચ॑ಆ੭खञॉखथःॊऊ॑௬घॊ؛
َੴૼ؞ચُपउऐॊभेअऩઅइ্मؚజभَੴ؞৶ੰُقઇఐಉपउःथಆ੭
ؙ
َੴૼ؞ચُपउऐॊभेअऩઅइ্मؚజभَੴ؞৶ੰُ
قઇఐಉपउःथಆ੭घ
घसऌੴृਏऩಉ॑৶ੰखथःॊऊ॑௬ૼَؚكચُقઇఐಉपउःथಆ੭घसऌૼ

सऌੴृਏऩಉ॑৶ੰखथःॊऊ॑௬ؚك
َૼચُ
قઇఐಉपउःथಆ੭घसऌૼચ॑ମ
ચ॑ମपહऐथःॊऊ॑௬كपउःथुଳखथऌञुभदघ؛
पહऐथःॊऊ॑௬كपउःथुଳखथऌञुभदघ؛
َੴૼ؞ચُभ৬ऩ௬্১धखथमؚঌشঃॸش५ॺपउःथؚহৰऩੴभಆ੭॑
ؙ
َੴૼ؞ચُभ৬ऩ௬্১धखथमؚइयঌشঃॸش५ॺपउःथؚহৰऩੴभಆ
ਖअਖधؚੴभऩ৶ੰ॑ਖअਖधभংছথ५पଦൟघॊऩनभੵఒ॑ॊधधु
੭॑ਖअਖधؚੴभऩ৶ੰ॑ਖअਖधभংছথ५पଦൟघॊऩनभੵఒ॑ॊऒ
पؚइयؚుญ؞েെऋધฆपेॊହ॑खञॉؚઇఐಉभઍभ્ସपૢगथ௴ؚ؞ৰୡ
धऩनऋઅइैोऽघ؛ऽञؚుญ؞েെऋધฆपेॊହ॑खञॉؚઇఐಉभઍभ્ସपૢ
॑खञॉॢृૄؚছইदਠखञॉघॊऩनৰपੴृૼચ॑৷ःॊৃએ॑ਝऐॊऩनؚऩ
गथ௴ؚ؞ৰୡ॑खञॉॢृૄؚছইदਠखञॉघॊऩनৰपੴृૼચ॑৷ःॊৃએ॑ਝ
্১॑ిજपॉোोथःऎऒधऋઅइैोऽघ؛
ऐॊऩनؚऩ্১॑ిજपॉোोथःऎऒधऋઅइैोऽघ؛


َ مگلઓઅ؞ਖ਼؞ਠُपणःथ
ؙ
َઓઅ؞ਖ਼؞ਠُपणःथ
مگل
ઇఐಉभੴलૼચ॑ણ৷खथୖ॑ੰৠघॊಉभञीपਏऩઓઅৡؚਖ਼ৡؚਠৡ
 ؙઇఐಉभੴलૼચ॑ણ৷खथୖ॑ੰৠघॊಉभञीपਏऩઓઅৡؚਖ਼ৡؚਠৡ
ಉ॑ମपહऐथःॊऊनअऊ॑௬घॊ؛
 ಉ॑ମपહऐथःॊऊनअऊ॑௬घॊ؛


َؙઓઅ؞ਖ਼؞ਠُपउऐॊभेअऩઅइ্मؚజभَઓઅ؞ਖ਼؞ਠُभ௴ਡपउः
َઓઅ؞ਖ਼؞ਠُपउऐॊभेअऩઅइ্मؚజभَઓઅ؞ਖ਼؞ਠُभ௴ਡपउ

थुଳखथऌञुभदघ؛
َઓઅ؞ਖ਼؞ਠُ॑௬घॊञीपमؚઇపमَ৬؞ৌਵद
ःथुଳखथऌञुभदघَ؛ઓઅ؞ਖ਼؞ਠُ॑௬घॊञीपमؚઇపमَ৬؞ৌਵ
ः৾लُभଳਡऊैभ౸ఒ॑ৢगؚుญ؞েെऋઓઅ؞ਖ਼؞ਠघॊৃએ॑ટपਝੑ
दः৾लُभଳਡऊैभ౸ఒ॑ৢगؚుญ؞েെऋઓઅ؞ਖ਼؞ਠघॊৃએ॑ટप

खञदؚ؞௬घॊऒधऋीैोऽघ؛ऽञؚઇఐಉभੴलૼચ॑ણ৷खथୖ॑
ਝੑखञदؚ؞௬घॊऒधऋीैोऽघ؛ऽञؚઇఐಉभੴलૼચ॑ણ৷खथୖ
ੰৠघॊञीपਏऩઓઅৡؚਖ਼ৡؚਠৡಉ॑ుญ؞েെऋମपહऐथःॊऊؚ௬खऽघ؛
॑ੰৠघॊञीपਏऩઓઅৡؚਖ਼ৡؚਠৡಉ॑ుญ؞েെऋମपહऐथःॊऊؚ௬खऽघ؛




ҴҴ

ౣ







৶

ؙੴलૼચ॑ણ৷खथୖ॑ੰৠघॊૌஙपमؚ
ؙ؞হभরऊैਖ॑ৄःटखؚजभਖ॑ଝखੰৠभ্ਙ॑ৠखੰؚৠ্১॑ർखथ



ੑ॑য়थؚટ॑खऩऋैৰষखؚஷॉନढथઃभਖৄੰ؞ৠपणऩऑथःऎૌங
ؙ؞ಖਪखञੲਾ॑੦पঽীभઅइ॑ਛखञॉؚધฆृਵपेढथਠखञॉؚ৯ृৃ

ౣ

એ૾ؚயಉपૢगथ൩ःभઅइ॑इ়ःؚऩઅइ॑৶ੰखञॉؚૐ੮धखथभઅइ॑
ਛखञॉखथःऎૌங
ؙ؞ઓःृઅइ॑੦पଡ୳खؚਔृக॑ୗखथःऎૌங
भপऌऎਕणऋँॊधઅइैोऽघ؛
َؙઓઅ؞ਖ਼؞ਠُभ৬ऩ௬भ্১धखथमؚঌشঃॸش५ॺभाऩैङؚृঞএش
ॺभਛؚॢؚঝشউदभਵ়ःؚષभृਠಉभऩણ॑ॉোोञॉؚजोै
॑ૐीञএॺشইज़জड़॑ણ৷खञॉघॊऩन௬্১॑ੵघॊऒधऋઅइैोऽघ؛

مڰل
ؙ
َ৬प৾ಆपॉੌिଙ২ُपणःथ
ؙੴलૼચ॑ඃ੭खञॉؚઓઅৡؚਖ਼ৡؚਠৡಉ॑ମपહऐञॉघॊञीपؚঽैभ৾
ಆ૾ய॑པखؚ৾ಆभਤी্पणःथষ჻ෙघॊऩनঽैभ৾ಆ॑৹ତखऩऋैऻؚ৾अध
खथःॊऊनअऊधःअਔઓऩડએ॑௬घॊ؛
َؙ৬प৾ಆपॉੌिଙ২ُभ௬पखथमؚपಲਢऩষृாऩ॑ষअऩनؚ
ਙતृষએभൊ॑௬घॊधःअऒधदमऩऎؚઇఐಉभَ৬प৾ಆपॉੌिଙ২ُ
पબॊ௴ਡभະ຺पසैखथؚभेअऩਔઓऩડએ॑௬घॊऒधऋਏदघ؛
ؙజभَঢ়ੱ؞ਔඟ؞ଙ২ُभ௴ਡुؚઇఐಉभ৾ಆઍपঢ়ੱ॑ुणऒधभाऩैङेؚॉ
ेऎ৾ऻअधघॊਔඟ॑ुढथ৾ಆपॉੌिଙ২॑௬घॊधःअઅइ্प੦तःञुभदँॉؚ
ऒभਡَ॑৬प৾ಆपॉੌिଙ২ُधखथीथਘ৹घॊुभदघ؛
ؙऔैपَؚ৬प৾ಆपॉੌिଙ২ُपणःथमؚ
ৡؚਠৡಉ॑ମपહऐञॉघॊऒधपऐ
ञའॉਘःੌ॑ষउअधखथःॊડએ
⋈⋇ؙभའॉਘःੌ॑ষअরदؚঽैभ৾ಆ
॑৹ତखेअधघॊડએ
धःअणभડએ॑௬घॊऒधऋीैोऽ
घ؛ऒोै⋇⋈भमৰभઇఐಉभ৾लभরद
मશرदमऩऎৼ൩पঢ়ॎॉ়ःऩऋैয়ठਠो
ॊुभधઅइैोॊऒधऊैؚৰभ௬भৃએ
पउःथमؚ൨্भડએ॑৬पৄॊऒधु

②自らの学習を調整しようとする側面

⋇ؙੴलૼચ॑ඃ੭खञॉؚઓઅৡؚਖ਼

「十分満足できる」
状況
（Ａ）

「おおむね満足できる」
状況
（Ｂ）

「努力を要する」
状況
（Ｃ）

୳औोऽघ؛इयؚుญ؞েെऋঽैभ৾ಆ
॑৸ऎ৹ତखेअधचङའॉਘऎॉੌाਢऐॊ

①粘り強い取組を行おうする側面

ृؚའॉਘऔऋ৸ऎऩःরदঽैभ৾ಆ॑৹ତ

َ৬प৾ಆपॉੌिଙ২ُभ௬ॖওش४

घॊमಹदमऩःधઅइैोऽघ؛
ؙ৬ऩ௬্১धखथमृॺشঀؚঞএॺشಉपउऐॊ੶ؚ౸রभؚઇపपेॊষ
௴ृుญ؞েെपेॊঽഞ௬ृৼ൩௬ಉभ૾யؚ॑ઇపऋ௬॑ষअपઅൟघॊ౫મभ
णधखथ৷ःॊऒधऩनऋઅइैोऽघ؛

ҴҴ

ؙ৾ಆ௬भَ༜ਊਙُधमؚ௬ટऋ௬भৌदँॊৱସ؞ચৡ॑ిજपખखथःॊुभ
दँॊऒध॑ંघुभदघَ؛༜ਊਙُ॑ન৳घॊञीपमؚ৾ಆਏ୩प੦तऌؚ৾ಆभ
৯ఏقबैः॑كનपघॊधधुपిજऩઍ॑ਝखؚजभ৯ఏलઍधৌૢखञ௬ૠ
॑ਝघॊधधुपؚ௬ૠदંऔोॊৱସ؞ચৡ॑௬घॊभपిखञ্১॑৭උघॊऒधऋ
ਏदघ؛
ؙऽञؚ৾ಆ௬भَਦਙُधमؚઇపभ௴पोॊऒधऩऎؚၴऋ௬खथुगટपऩ
ॊऒध॑ંघुभदघَ؛ਦਙُ॑ન৳घॊञीपमؚ௬ऋిજऩ௬ૠृ௬্১ಉपे
ढथ৾ૅ৸৬दੌ௶؞ੑपষॎोॊऒधऋਏदघ؛जखथؚ৾ಆ௬पঢ়खथؚফ২भ
ଫःৎपుญ؞েെृ৳૧पହघॊऒधऋপજदघ؛
ؙؙ

مڮل
ૅؙ৾৸৬धखथभੌ௶؞ੑऩੌपणःथ

ؙ௬भَ༜ਊਙُ॑ଞपન৳घॊधधुपؚ
َਦਙُभँॊ௬धखथৰघॊञीपमؚ
ٳ௬ૠ॑ిજपਝघॊऒध
ٳ௬্১भੵ؞ఒ॑ਤीॊऒध
ٳ௬ટपणःथઇపदਫ਼ୈघॊऒध
ૅٳଢ଼؞ଢ଼ఊपउऐॊ౸ଢ଼ಉ॑ৢगؚઇపभુৢ৶ੰधৡभ॑ॊऒध
ऩनपणःथૅؚশभজشॲش३ॵউभৣૅؚ৾धखथੌ௶؞ੑपॉੌिऒधऋीैो
ऽघ؛
ૅؙ৾धखथभ௬भ্ଉ্ؚ১ؚ৬ؚટऩनपणःथؚႃऊैઇపभુৢ৶ੰ॑ॉؚ
૿ਊઇఐ৽ؚୡফਯಉपঢ়ॎैङؚ৸थभઇపऋુৢभੳ॑ुढथ௬॑ষअऒधऋਏदघ؛
ؙऽञૅؚ৾धखथؚবृऩनऋৰघॊઁୠऩ৾ৡ৹ਪಉभટ॑েऊखथؚుญ؞েെभ
৾ಆ૾யಉ॑པखؚभॉ্ृ௬্১ಉपणःथఒ॑ढञॉؚๆभ৾ૅद௬
ૠृ௬্১ಉपणःथੲਾઐఌ॑ষढञॉघॊऩनभੌुਏदघ؛
ؙऔैपؚਛ  ফၖदम৾ૅभமਢुଳऔोथउॉؚਤ৾ৎपుญ؞েെभ৾ಆ௬ऋ
ेॉిજपਬऌಲऋोॊेअीथःऎऒधऋਏदघ؛

مگل
ؙ৳૧ृుญ؞েെषभੲਾभपणःथ

ؙਦऔोॊ௬॑ষअञीपमؚ৳૧ृుญ؞েെऩनभঢ়બभदؚ௬ૠृ௬্১
ಉपणःथુৢ৶ੰ॑ॊऒधऋਏदँॉؚ௬ऋ༜ਊदँॊधਖ਼दऌॊुभदऩऐोयऩॉ
ऽच॒؛
ؙजभञीؚ௬ૠृ௬্১ಉपणःथহपହखञॉؚ௬ટभହ॑ౄৰखञॉघॊ
ऩनؚ৾ಆ௬पঢ়घॊੲਾ॑ेॉாपघॊऒधऋीैोऽघ؛
ؙइयؚઃभेअऩઍ॑৳૧ृుญ؞েെपীऊॉृघऎହघॊऒधऋਏदघ؛
⋇َؙ৯ఏपುखञ௬ُृَ௴ਡશ৾ಆ૾யभ௬ُधमनअःअुभऊ
⋈ؙनभेअऩ௴ਡृ௬ૠप੦तःथؚनभेअऩ্১द௬؞௬॑ষअभऊ
⋉ؙযযभుญ؞েെपৌखؚৰपؚनभेअप௬؞௬खञभऊ
ऩनपणःथؚ৳૧ভृએૅؚ৾ॉृৢੴಉؚرऩਃভ॑ৢखथ৳૧ृుญ؞েെप
इॊऒधऋপજदघ؛
ҴҴ

ౣ

ृૅؙ৾ઇపमؚभઍृ্১टऐदमऩऎؚभટपणःथुହदऌॊेअपघॊऒ
धऋीैोऽघ؛खञऋढथ৾ૅपउऐॊ৾ಆ௬पणःथमؚ௬भَ༜ਊਙُ॑ଞपન৳
खَਦਙُभँॊ௬धखथষअऒधऋਏदघ؛



مڭل
ؙ
َ༜ਊਙُ
ؚ
َਦਙُभँॊ௬धम

৶

⋛ؙٕڰ
َ༜ਊਙُ
ؚ
َਦਙُभँॊ௬पणःथ

৶

 ⋛َٕ ڱध௬भੑُभਛपणःथ       



مڭل
ؙফੑप੦तऎَध௬भੑُभਛपणःथ
مڭل
ফੑप੦तऎَध௬भੑُभਛपणःथ



ౣ

ؙ੦ຊ؞੦মऩઍभનৰऩା॑ॉؚਙृ૭ચਙ॑ਈপपಇयघ౸॑ৰਠघॊञी
੦ຊ؞੦মऩઍभનৰऩା॑ॉؚਙृ૭ચਙ॑ਈপपಇयघ౸॑ৰਠघॊञी
पमؚ੪ق౫كभ৯ఏ॑નपखञَध௬भ৬৲ُ॑ॊऒधऋਂ૭ಳदघ؛
पमؚ੪ق౫كभ৯ఏ॑નपखञَध௬भ৬৲ُ॑ॊऒधऋਂ૭ಳदघ؛
ؙजभञीফ॑ৢखथؚ੪ق౫كभ৯ఏऋৰਠऔोॊेअؚઃभेअपَध௬भੑُ
जभञीফ॑ৢखथؚ੪ق౫كभ৯ఏऋৰਠऔोॊेअؚઃभेअपَध௬भੑ
॑ਛघॊਏऋँॉऽघ؛
ُ॑ਛघॊਏऋँॉऽघ؛
⋇ؙ৾ಆਏ୩पંऔोथःॊઇఐಉभ৯ఏधઍप੦तऌؚుญ؞েെभৰଙಉ॑౷ऽइ

⋇
৾ಆਏ୩पંऔोथःॊઇఐಉभ৯ఏधઍप੦तऌؚుญ؞েെभৰଙಉ॑౷ऽ
थফੑ॑ਛखؚऒो॑੦प੪ق౫كओधभ৯ఏृઍؚऔैपम৾ಆણಉ॑

इथফੑ॑ਛखؚऒो॑੦प੪ق౫كओधभ৯ఏृઍؚऔैपम৾ಆણ
ંखञੑ॑ਛघॊ؛

ಉ॑ંखञੑ॑ਛघॊ؛



⋈ ੪ق౫كओधभ৯ఏधઍ॑ীෲखؚ੪ق౫كओधभ௴ਡશ৾ಆ૾யभ௬ૠ
⋈ؙ੪ق౫كओधभ৯ఏधઍ॑ীෲखؚ੪ق౫كओधभ௴ਡશ৾ಆ૾யभ௬ૠ॑

॑ਝघॊ؛
ਝघॊ؛


ؙ

⋉ ੪ق౫كभরदभڭਜ਼ৎभ৾ಆણपणःथؚऋ᥊पऩढञॉිၨप

ऩढञॉघॊऒधऋऩःेअؚनभेअऩৱସ؞ચৡ॑नऒऽदਛघॊभऊؚबैः॑
⋉ؙ੪ق౫كभরदभڭਜ਼ৎभ৾ಆણपणःथؚ
ऋ᥊पऩढञॉිၨपऩढ

નपखथؚ৬ऩ௬ૠ॑ਝघॊधधुपؚ௬ৃએध௬্১॑ैऊपघॊ؛
ञॉघॊऒधऋऩःेअؚनभेअऩৱସ؞ચৡ॑नऒऽदਛघॊभऊؚबैः॑નपख

थؚ৬ऩ௬ૠ॑ਝघॊधधुपؚ௬ৃએध௬্১॑ैऊपघॊ؛


َ مڮلध௬भੑُभਡਫ਼؞નੳपणःथ

َध௬भੑُमؚফ২ਊੂपয়थञऽऽदेःधःअऒधदमऩऎؚ੪ق౫كओध

مڮل
ؙ
َध௬भੑُभਡਫ਼؞નੳपणःथ

भ৯ఏृઍؚ௬ૠमిજऊؚ௬্১मిજऊऩनपणःथਂपৄઉखؚਏऋँोयؚ
َؙध௬भੑُमؚফ২ਊੂपয়थञऽऽदेःधःअऒधदमऩऎؚ੪ق౫كओधभ
ফ২ಥরदँढथुؚजभ২ؚఒ॑ॊਏऋँॉऽघ؛
৯ఏृઍؚ௬ૠमిજऊؚ௬্১मిજऊऩनपणःथਂपৄઉखؚਏऋँोयؚফ
ऽञؚऒभَध௬भੑُभਡਫ਼؞નੳमؚઇఐಉृ৾ফटऐदਖ਼खथষढथःो
২ಥরदँढथुؚजभ২ؚఒ॑ॊਏऋँॉऽघ؛

येःधःअऒधदमँॉऽच॒؛
ؙऽञؚऒभَध௬भੑُभਡਫ਼؞નੳमؚઇఐಉृ৾ফटऐदਖ਼खथষढथःो

येःधःअऒधदमँॉऽच॒؛
َध௬भੑُमؚઇఐृ৾ফओधपਛऔोथःऽघऋૅؚ৾भઇણपउऐॊَ
ؙ
َध௬भੑُमؚઇఐृ৾ফओधपਛऔोथःऽघऋૅؚ৾भઇણपउऐॊَ
ध௬भੑُदँॊऒधऊैૅؚ৾धखथଵ৶घॊुभदघૅ৾؛धखथਡਫ਼؞નੳ॑ষअऒ
ध௬भੑُदँॊऒधऊैؚ
৾ૅधखथଵ৶घॊुभदघૅ৾؛धखथਡਫ਼؞નੳ॑ষअऒधमؚ
धमؚ௬भَ༜ਊਙُ॑ଞपન৳खَਦਙُभँॊ௬धखथৰघॊञीपਂ૭ಳदघ؛
௬भَ༜ਊਙُ॑ଞपન৳खَਦਙُभँॊ௬धखथৰघॊञीपਂ૭ಳदघ؛
इयؚੑनउॉप॑ষढञधमःअुभभؚৰपमؚుญ؞েെऋ৾ৡ॑ମपહऐॊ
ؙइयؚੑनउॉप॑ষढञधमःअुभभؚৰपमؚుญ؞েെऋ৾ৡ॑ମपહऐॊ
ञीभ৾ಆણऋਂેীदँढञॉؚుญ؞েെभ৾ಆ૾ய॑པघॊञीभ௬ੲਾऋਂଌखथ
ञीभ৾ಆણऋਂેীदँढञॉؚుญ؞েെभ৾ಆ૾ய॑པघॊञीभ௬ੲਾऋਂଌखथ
ःञॉघॊऩनୖऋँढञৃ়ؚਊੂभੑ॑ಌखৗञऩ৾ಆણभਝಉ॑ষअਏऋँॉ
ःञॉघॊऩनୖऋँढञৃ়ؚਊੂभੑ॑ಌखৗञऩ৾ಆણभਝಉ॑ষअਏऋँॉ
ऽघ؛
ऽघ؛
जखथؚऒभेअऩَध௬भੑُभಌमؚଞप৾ૅ৸৬भुभधखथཔऔोथःॊ
ؙजखथؚऒभेअऩَध௬भੑُभಌमؚଞप৾ૅ৸৬भुभधखथཔऔोथःॊ

ऒधऋਏदघ؛
ऒधऋਏदघ؛
ؙ৾ૅदमؚ
َౝओधभੑُभলಉदؚઇఐಉभध௬पणःथਤষଵ৶औोथः
৾ૅदमَؚౝओधभੑُभলಉदؚઇఐಉभध௬पणःथਤষଵ৶औोथ

ऽघऋؚ୦ऊୖऋँढथुેীपఒऋदऌॊඥऋँॊৎؚइयؚ৾ଜभ௬؞௬ऋ
ःऽघऋؚ୦ऊୖऋँढथुેীपఒऋदऌॊඥऋँॊৎؚइयؚ৾ଜभ௬؞௬
નघॊऩनपૅؚ৾৸৬धखथَध௬भੑُलजभৰ૾யभਡਫ਼؞નੳ॑ষअऒ
ऋનघॊऩनपૅؚ৾৸৬धखथَध௬भੑُलजभৰ૾யभਡਫ਼؞નੳ॑ষअ
धऋপજदघ؛৬पमؚ౸भਤ২ृؚుญ؞েെभ৾ৡ॑௴ਡશपཔघॊञीभ௬ੲਾ
ऒधऋপજदघ؛৬पमؚ౸भਤ২ृؚుญ؞েെभ৾ৡ॑௴ਡશपཔघॊञीभ௬ੲ
भઽૐभ૾யಉपणःथؚ৾ফृؚ৾ઇఐभ॑தइथ௶ੌؚपਡਫ਼؞નੳ॑ষःऽघ؛ऽञؚ
ਾभઽૐभ૾யಉपणःथؚ৾ফृؚ৾ઇఐभ॑தइथ௶ੌؚपਡਫ਼؞નੳ॑ষःऽघ؛ऽ
௬؞௬भટपणःथुؚपੌ௶पਡਫ਼؞નੳ॑ষःؚਏऋँॊৃ়मఒ॑ॊऒ
ञؚ௬؞௬भટपणःथुؚपੌ௶पਡਫ਼؞નੳ॑ষःؚਏऋँॊৃ়मఒ॑
धऋਏदघ؛
ॊऒधऋਏदघ؛




ҴҴ

৶

 ⋛ٕ ڲ௬ૠभਛपणःथ             



مڭل
ؙ௬ૠभਝपणःथ

ीपमؚୄऔोॊుญ؞েെभपणःथैँؚऊगी৬प୳खथउऎऒधऋপજदघ؛
ؙऒो॑ંखञुभऋ௬ૠदँॉؚઇఐಉपणःथ৾ૅऋਝघॊुभदघ؛
ؙ௬ૠभਝभमؚ੪ق౫كभ৯ఏृڭਜ਼ৎभभबैः॑ীෲؚਫ਼ୈघॊध
धुपؚుญ؞েെभৰଙ॑౷ऽइؚઇ౫ؚ৾ಆણಉप໌खथਝखऽघ؛
ؙ௬ૠभਝपਊञढथमَِؚध௬भ৬৲ّभञीभ৾ಆ௬पঢ়घॊઅৱમق৵
৾ૅ؞র৾ૅك
ُ
قবয়ઇੁଢ଼ਚؚഥਮڮফگা॑كઅपघॊऒधऋदऌऽघ؛বभৱમदमؚ
ઇఐಉभ્ସपૢगथ৾ಆਏ୩भૠऊै௬ૠ॑ਛघॊभ੦মऩুದऋંऔोथ
उॉَؚਸ਼  ౣؙ੪ओधभ৾ಆ௬पणःथقহُكपमؚ
َध௬भ৬৲ُ॑ਠ৲घ
ॊञीभध௬भੑृ௴ਡશ৾ಆ૾யभ௬भਤी্ಉऋ৬पંऔोथःऽघ؛

مڮل
ؙ
َઍभऽधऽॉओधभ௬ૠُधम

ؙ৾ಆਏ୩पमؚ
ઇఐಉभَਸ਼ؙڮ৾ফقীكभ৯ఏलઍُभَؙڮઍُपउःथؚ
َઍभऽधऽॉُओधपਛ॑৯घৱସ؞ચৡऋંऔोथःऽघ؛
ؙবभৱમदमؚుญ؞েെऋৱସ؞ચৡ॑ମपહऐञ૾ய॑घञीपؚऒभَؙڮઍُभ੶
ൗহඨभધଜَ॑عघॊऒधُऊैَعखथःॊُधఌखञुभಉَؚ॑ઍभऽधऽॉओधभ௬
ૠُधళ॒दःऽघ؛ऩउؚ
َ৬प৾ಆपॉੌिଙ২ُपঢ়खथमؚ৾ফྼقमীك
भَؙڭ৯ఏُಉ॑અपखथَઍभऽधऽॉओधभ௬ૠُ॑ਛघॊਏऋँॉऽघ؛

مگل
ؙ
َઍभऽधऽॉओधभ௬ૠُ॑ਛघॊभ੦মऩুದ

ؙবभৱમदमؚઇఐपउऐॊؚ
َઍभऽधऽॉओधभ௬ૠُ॑ਛघॊभ੦মऩুದ
पणःथؚઃभेअपંऔोथःऽघ؛
ؙ৾ಆਏ୩पંऔोञઇఐल৾ফྼقमীكभ৯ఏ॑౷ऽइथؚ
َ௬भ௴ਡलजभະ
຺ُऋਛऔोथःॊऒध॑৶ੰखञदؚ
⋇ؙઇఐपउऐॊَઍभऽधऽॉُधَ௬भ௴ਡُधभঢ়બ॑નੳघॊ؛
⋈௴ؙْਡओधभএॖথॺٓ॑౷ऽइؚ
َઍभऽधऽॉओधभ௬ૠُ॑ਛघॊ؛
َؙੴૼ؞ચُभ௬ૠपणःथमؚ੦মप⋇ؚपउःथَੴलૼચُदંऔोञઍ॑
ुधपؚजभધଜَ॑عखथःॊُ
ؚ
َعदऌॊُऩनधखथਛखऽघ؛
َؙઓઅ؞ਖ਼؞ਠُभ௬ૠपणःथमؚ੦মप⋇ؚपउःथَઓઅৡؚਖ਼ৡؚਠৡಉُ
दંऔोञઍ॑ुधपؚजभધଜَ॑عखथःॊُ
ؚ
َعदऌॊُऩनधखथਛखऽघ؛
َؙ৬प৾ಆपॉੌिଙ২ُभ௬ૠपणःथमؚ੦মपؚਊჾ৾ফभَ৬प৾ಆप
ॉੌिଙ২ُभ௴ਡभະ຺॑ुधपؚ
ਊჾَઍभऽधऽॉُदਛ॑৯घَੴलૼચُृَઓ

અৡؚਖ਼ৡؚਠৡಉُदંऔोञઍृহඨಉ॑౷ऽइؚजभધଜَ॑عखेअधखथःॊُؚ
َعखथःॊُऩनधखथਛखऽघ؛
ؙऩउَؚઍभऽधऽॉओधभ௬ૠُ॑ਛघॊभ੦মऩুದ⋇⋈ؚभถपणःथमؚ
মৱમपउःथؚऒभँधभَ⋜ؙৰᄷౣُपંखथःऽघ؛

ҴҴ

ౣ

ؙుญ؞েെযযभਤనभ૾யृઇఐಉभ৯ఏभৰਠ૾ய॑નपཔखؚभఒपে
ऊघऒधऋदऌॊेअ௬॑ষअञीपमؚ੪ق౫كभ৯ఏृڭਜ਼ৎभभबैः॑
નपघॊऒधऋਏदघ؛जखथؚजभ৯ఏृभबैःऋৰਠऔोञऊनअऊ॑པघॊञ

৶

 ⋛ٕ ڳ௬্১पणःथ                 



مڭل
ؙ௬্১भਝपणःथ

ౣ

ిؙਫऩ௬॑ৰघॊञीपमిؚજऩ௬ૠभਝधಡचथؚ௬ૠपંऔोॊৱସ؞ચ
ৡ॑௬घॊभपऴऔॎखः௬ৃએृ௬্১॑৭උघॊऒधऋਏदघ؛ऒभ௬ৃએृ௬
্১भਝपणःथमؚుญ؞েെभ૾ய॑૮৶ऩऎનपཔदऌॊेअ৭උ؞ਫ਼ୈघॊऒधऋ
ीैोऽघ؛
ٌऩ௬্১ٍ
َٶঌشঃॸش५ॺُ
ؙঌشঃॸش५ॺपमؚ੪ق౫كओधृڭਜ਼ৎओधपষअ৵ॸ५ॺؚরृଜॸ५
ॺधःढञॸ५ॺऩनऋँॉऽघ؛ঽॸ५ॺभਛपਊञढथमؚ੪ق౫كभ৯ఏ
लઍप੦तऎधधुपੰؚ௦भૄق৭උૄؚಢ௦ૄ੶ؚૄಉكऩन॑ੵखथ௬भ
௴ਡधभঢ়৴॑ਔखञਖ॑ਛघॊऒधदؚుญ؞েെभ৾ಆभৰਠ૾ய॑ীෲपཔ
दऌॊेअपघॊऒधऋਏदघ؛
௴َٶृৌਵपेॊ௬ُ
ؼؙણभभ௴ؚॺشঀؚએமऩन॑ৢखथষअ؛
َٶષभ௬ُ
ؼؙؙؙؙؙؙધؚ৵ધؚঞএؚॺشષऩन॑ৢखथষअ؛
َٶৰقৰૼكभ௬ُؼؙؙઠ୍ؚསؚૼؚඝऩन॑ৢखथষअ؛
ؙऒोैभ௬্১मઁؚःਔदभَঃইज़شঐথ५௬ُधखथुણ৷औोऽघ؛
ؙ
َঃইज़شঐথ५௬धमؚرऩ৾ಆણभীऩ௬ृৰૼभ௬॑घॊधःअ
ෞऩुभऊैؚঞএॺشभਛृઠ୍ಉपेॉ௬घॊधःअളහऩुभऽद॑ਔ
खथःॊ؛ऽञमؚजोैൿ੶धৰ॑ੌा়ॎचञউট४ख़ॡॺ॑ৢगथ௬॑ষअऒ
ध॑घৃ়ुँॊ؛
ُ
ق
َుญেെभ৾ಆ௬भॉ্पणःथقਾઔك
ُਛ  ফگাك

ؙ
ؙঌشঃॸش५ॺदमৄइपऎः৾ৡ॑૭ଳ৲खथ௬घॊञीपؚऒभेअऩ௬্১॑ੵ
खथણ৷घॊऒधऋਏदघ؛
ؙखऊखؚइयَઓઅ؞ਖ਼؞ਠُभৱସ؞ચৡऋؚણृષಉपઉமोथःॊधम
ॉऽच॒؛खञऋढथؚजभూपँॊుญ؞েെभৱସ؞ચৡभม؞ಇশभ૾ய॑པ
खेअधीॊऒधऋপજदघ؛
ؙऽञؚుญ؞েെभ৾ಆभણ૾யृଙ২॑௴खथ௬घॊम௴ؚप୯ॎोथిજऩ
ऋदऌऩःधःअऒधऋऩःेअैँؚऊगी௬भৌधऩॊষृ૾ଙ॑୳खथउ
ऎؚघऩॎठ௬ૠ॑નपखथउऎऒधऋপજदघ؛

مڮل
ؙ௬ৃએृ௬্১ಉभ৬ऩহपणःथ

ؙ௬ৃએृ௬্১ಉ॑ਫ਼ୈघॊपमَؚ
ِध௬भ৬৲ّभञीभ৾ಆ௬पঢ়घॊ
અৱમق৵৾ૅ؞র৾ૅُك
قবয়ઇੁଢ଼ਚؚഥਮڮফگাكपउऐॊহ॑અपघॊऒध
ऋदऌऽघ؛বभৱમदमؚ৾ಆ௬भఒभ੦মऩ্ਙ॑౷ऽइणणؚਛ  ফၖ৾ಆ
ਏ୩भະ຺؞ઍभජೲपৱघॊ௬भহ॑ંघऒधऋदऌॊेअؚਉಋधखथઃभेअऩ
্ଉ॑౷ऽइञुभधखथःऽघ؛
ؙ؞੪पૢगञ௬ૠभਝऊै௬भฐऽदधधुपؚుญ؞েെभ৾ಆఒलઇప
भఒऽदभ৴भो॑ંखथःॊ؛
௴ؙ؞ਡશभ৾ಆ૾யपणःथ௬घॊৎृৃએभಖ৭पणःथંखथःॊ؛
ؙ؞௬্১भੵ॑ંखथःॊ؛

ҴҴ

৶

 ⋛ٕ ڴभఒपেऊघ௬ध௬ટभ੶ஈ      

ीॊऒधऋপજदघ؛
ؙ৾৸৬धधुपుญ؞েെযযभ৾ಆ૾ய॑ृऊपཔखؚਏऋँॊधऌपमਊੂभ
भੑ॑ಌखथؚ৶ੰृಆ࿃भங২पૢगथॉନख॑ਸइथःढञॉؚుญ؞েെभ
௪؞ঢ়ੱपૢगञୖ॑ৗञपਝखञॉघॊऩनखथؚभఒ॑ਂपষःऩऋैਤीॊ
भऋ౸भৰदघ؛
ؙऒअःढञؚుญ؞েെযযभ৾ಆ૾ய॑ृऊपཔघॊञीभଳਡधऩॊभऋؚઇఐ
ಉपउऐॊ௬भ௴ਡदघ؛ઇఐಉभ௬भ௴ਡमؚઇఐಉभ્ਙप੦तःञ৯ఏ॑ৰਠखؚ
जभઇఐभ৾ৡभਛ॑નৰपॊञीपؚుญ؞েെभਊჾઇఐಉभ৾ৡभ૾யقٙ৾ಆभৰਠ
૾ய॑كীෲपኇइॊଳਡधखथંऔोथःऽघ؛
ؙखञऋढथؚ৾ಆपउःथमؚ৯ఏधઍप੦तःञ௬ૠभਝधَؚध௬भ
৬৲ُपेॊभఒ؞ౄৰؚ॑ଞपॊऒधऋਏदघ؛

مڮل
ؙ௬ટभ੶ஈपणःथ

ؙभఒपেऊघ௬॑ষअরदؚਏऋँॊৃ়मેَؚীଌदऌॊُ૾யَؚउउिब
ଌदऌॊُ૾யَؚৡ॑ਏघॊُ૾யधਖ਼खञుญ؞েെभ৬ऩ૾யपणःथ੶ஈखथ
उऎऒधऋਏदघ؛
ؙखऊखؚ৾भుญ؞েെ৸৩पणःथᄄ෬प੶ஈ॑ଋघेअऩ௬भॉ্मؚਠৰपम
दघ؛رभ౸भরदमؚుญ؞েെभ৾ಆ૾ய॑པखथपেऊघऒधपਡ઼॑ऌण
णؚ௬भ੶ஈपणःथमؚ੦মप੪ृ౫ಉभऽधऽॉओधपؚजोझोभৰਠ૾யऋཔ
दऌॊమद௬॑ষःऽघॸ؛५ॺृঞএؚॺشডشॡ३ؚॺشঀؚॺشષऩनؚ౸पઇ
పऋનੳखऩऋै৸৩भ௬॑ষइॊेअऩ্১॑ણ৷खथःऎऒधऋટदघ؛
ؙऒभుญ؞েെ৸৩भ৾ಆ૾ய॑੶ஈधखथଋघञीभ௬॑ষअपमؚजोझोभ੪ق
౫كपउःथؚजभৎृ্১॑௴ਡओधपତ৶खిؚજऊणੑपষअऒधऋপજदघ؛ਛ
 ফभَরఙઇଟ৮ভ௦ணُपउःथमؚभ౸द৸थभ௴ਡ॑௬घॊभदमऩऎؚ੪
ृ౫ऩनभऽधऽॉभরदؚઍपසैखथ௬भৃએ॑ిજपਜ਼઼હऐॊऒध॑ीथः
ऽघ؛
ؙजखथؚ౸पઇపऋનੳखऩऋैষढञ৸৩भ௬भટधؚ౸রभभఒपেऊघ
ञीपষढञશभ௬ध॑ੌा়ॎचथؚ৸৩भ৾ಆ૾ய॑ిજप௬खऽघ؛
ؙऒभेअऩ௬্১भੵपेॉؚ௬घसऌਡ॑ৄधखथःऩःऊનੳदऌॊटऐदमऩ
ऎؚਏਰप੶ஈ॑ଋघऒधपপऩৎ॑ਏखؚऋउौजऊपऩॊधःढञ૾ய॑ଆएऒ
धऋदऌؚટ؞૨ऩ৾ಆ௬॑ষअऒधऋ૭ચपऩॊधઅइैोऽघ੶؛ஈ॑ૐीॊऒध
पીखथؚ৾ଜृ৾ফଜपऩॊऽदؚਏऩृ੍ର॑ষॎऩःऽऽ্ؚप௬॑घॊ
ेअऩऒधऋऩःेअपखऩऐोयऩॉऽच॒؛

ҴҴ

ౣ

ؙৰभઇఐಉभ౸पउःथमؚઇపमుญ؞েെभ৾ಆ૾ய॑ଞपཔखऩऋैؚ॑ਤ



مڭل
ؙभఒपেऊघ௬पणःथ

৶

 ⋛ٕ௴ ڵਡશ৾ಆ૾யभ௬ध௬            



مڭل
௴ؙਡશ৾ಆ૾யभ௬धम

ౣ

௴ؙਡશ৾ಆ૾யभ௬मؚઇఐभ৾ಆ૾ய॑ীෲपኇइॊुभदघ؛ుญ؞েെऋजोझो
भઇఐदभ৾ಆपउःथؚनभ௴ਡदऽखः৾ಆ૾யऋੳीैोؚनभ௴ਡपୖऋੳीैोॊ
ऊ॑ैऊपघॊऒधपेॉؚ৬ऩ৾ಆृभఒपেऊघऒधऋदऌऽघ؛
௴ؙਡશ৾ಆ૾யभ௬मؚઇఐभ੪ृ౫ऩनभऽधऽॉओधभ৾ಆ૾ய॑ $ؚ% &ؚभگ
మશपฐखञुभदघ؛खञऋढथؚ୦ैऊभ৾ಆ૾ய॑మશपฐघॊਡपउःथम௴ؚ
ਡશ৾ಆ૾யभ௬ु௬भரदँॊऒधपਔघॊऒधऋਏदघ؛
ؙऒोऽद৾ૅपउःथॉੌऽोथऌञ௴ਡશ৾ಆ૾யभ௬ृजोप੦तऎ৾ಆृभ
ఒभಌऩॊାपणऩऑॊ௴ਡऊैुؚ௬भమलંभ্১पणःथमؚਠষधपگ
మق$%&كधघॊऒधऋిਊदँॊधःअऒधपऩॉऽखञ؛

مڮل
ؙ௬धम

ؙ௬मؚઇఐभ௴ਡશ৾ಆ૾யभ௬॑ฐखञਯக॑ંघुभदँॉؚుญ؞েെृ৳૧
पधढथमؚ৾ಆ૾ய॑৸ಹपཔदऌॊఏधखथኇइैोथऌथःऽघ؛ऽञؚৈಉ৾ૅभؙ
ো৾৭௷ृ $2؞໗ো॑রੱधखञপ৾भো৾৭௷ؚတ৾সभଟਪदु৷ःैोॊಉઁؚ
ऎਹ৷औोथःऽघ؛
ؙऽञؚ௬म௴ؚਡશ৾ಆ૾யभ௬॑ઇఐ৸৬भ৾ಆ૾யधखथమશपฐखञुभदँॉؚ
৵৾ૅदमਸ਼৾گফਰदڭऊैگभਕమद௬खऽघ؛র৾ૅਰदमڭऊैڱभమद௬
खऽघ؛

مگل
ؙਠ૾धୖ॑౷ऽइथ

ؙਠ૾धखथमؚ௬ऋ৾ಆਏ୩पीॊ৯ఏपසैखथؚजभৰਠ૾ய॑ฐप௬घॊ
ुभदँॊधःअະ຺ऋેীप්खथःऩःधःअୖऋँॉऽघ؛ుญ؞েെृ৳૧भঢ়ੱ
ऋؚ௬ृ৾ૅपउऐॊৼৌऩਜ਼઼હऐपૐরखथखऽढथउॉؚ৾ಆभఒ॑ਏघॊਡऋनऒ
पँॊऊ॑ऌीऊपંघ௴ਡશ৾ಆ૾யभ௬भ૽સऋેؚীप৶ੰऔोथःऩःधभతुँ
ॉऽघ؛
ؙऽञؚ௬ऋো৾৭௷ृတ৾সभଟਪಉपਹ৷औोॊप௴ؚਡશ৾ಆ૾யभ௬॑௬धखथ
ฐघॊभ௴ਡओधभाહऐऋ৾ૅपेढथ౮ऩॊञीؚుญ؞েെযয॑ऌीऊऎ௬
घॊञीपम௴ؚਡશ৾ಆ૾யभ௬॑ણ৷घॊऒधऋਏधभతुँॉऽघ؛
ؙऒअखञୖ॑౷ऽइथ௴ؚਡશ৾ಆ૾யभ௬ध௬भ൨্भমਟभ૽સऋมऔोॊेअप
घॊऒधऋਏदघ؛ऽञ௴ؚਡશ৾ಆ૾யभ௬॑नभेअप௬पฐघॊऊपणःथमؚऒ
ोऽदुؚ௬भৠ্১मؚ৾ૅदीॊऒधधऔोथऌऽखञ؛০ुजभ্ଉ॑ಲഅखञ
दَِؚध௬भ৬৲ّभञीभ৾ಆ௬पঢ়घॊઅৱમق৵৾ૅ؞র৾ૅقُكবয়ઇ
ੁଢ଼ਚؚഥਮڮফگাكपउःथؚजभඞःभઅइ্ऋંऔोथःऽघ؛
ؙऩउؚ௬॑नभेअप৷ःॊभऊपঢ়खथৢؚੴपउऐॊඞःपणःथम৾ૅपउःथؚ
ऽञؚো৾৭௷पउऐॊඞःपणःथम৭௷॑ষअপ৾ृৈಉ৾ૅಉपउःथؚ௬भ૽સृ
తऔोथःॊୖಉ॑ેীप౷ऽइञद௴ؚਡશ৾ಆ૾யभ௬॑ણ৷घॊऒधुઅൟखऩऋैؚ
ిજऩॉ্॑ਫ਼ୈघॊऒधऋीैोऽघ؛
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ैऊगी৾ૅपउःथৠीथउऎਏऋँॉऽघ؛
 
؞௬ટभ॑ڸؚڷؚڶਯகप઼ऌఌइथฐघॊৃ়
 ୦ऊষढञ௬ટؚ॑ڸؚڷؚڶइयڶٙڷؚگٙڸؚڮٙڭभेअपਯகपे
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ऩउؚ௬भත৯भअठ્भৎਡपऌ઼॑ःथ௬॑ষअৃ়ऩनؚऒभभेअऩ
கपेॊ্১ਰਗपणःथुرऩฐभ্১ऋઅइैोऽघ؛
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ᑠᏛᰯदमؚઃभेअपऩॉऽघ؛ञटखؚઃपંखञৃ়ਰਗभ௴ਡभ௬भੌ়चपण
ःथमؚ৵৾ૅदిજपฐखथ௬खऽघ؛
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ْିٓ௴ਡશ৾ಆ૾யभ௬भڶपणःथमؚजभৰਠ૾யप்ऋँॉڷؚपःँुڶॊञीؚ
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قর৾ૅك
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શ৾ಆ૾யभ௬ટभؚुڶ௬भؚुڰ
َِેীଌदऌॊّ૾யधਖ਼औोॊुभُध
गਠदંऔोथःऽघ؛ऽञؚ௬भڱपणःथमؚ
َِેীଌदऌॊुभभअठ્ؚपங
২ऋৈःّ૾யधਖ਼औोॊुभُधંऔोथःऽघ؛
खञऋढथ௴ؚਡશ৾ಆ૾யभ௬ध௬भঢ়બ॑નपघॊञीपؚਰৣभभेअपؚ
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１

国

学

語

学

＜国語科における評価に
１

評価の観点及び

の

いて＞

年間の国語科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている児童の姿です。
観点

実践編

趣旨

知識・技能

「

主体的に学習に取り組む態度

日常生活に必要な国語につい

「話すこと・聞くこと」、「書く

言

て、その特質を理解し適切に使

こと」、「読むこと」の各領域に

ったり、思いや考えを広げたり

っている。

おいて、日常生活における人と

しながら、言

の関わりの中で伝え合う力を高

識しようとしているとともに、

め、自分の思いや考えを広げて

言語感

いる。

く使おうとしている。

小学校
２

思考・判断・表現

の

と

りごとの評価規準」を作成

国語科においては、学習指導要領の「２

る

の

を通じて積極的に人と関わ
がもつよさを認

を養い、言

をよりよ

的

内容」の記載は、そのまま学習指導の目標となりう

るものです。育成を目指す資質・能力（指導事項）の文末を、「～すること」から「～している」
と変更することで、「内容のまとまりごとの評価規準」となります。国語科では、「内容のまとま
りごとの評価規準」を単元の評価規準とすることができます。
（１）国語科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
内容の
まとまり

知識・ 技能

評価の観点

知識及び技能

（２）以下の
「

思考力、判断力、表現力等
話すこと・聞くこと
書くこと
読むこと

知識及び技能
(1) 言 の特 や使い方に関する事項
(2) 情報の扱い方に関する事項
(3) が国の言語文化に関する事項

の

は「知識・技能」、 思考力、判断力、表現力等

観点ごとのポイント
と

思考・ 判断 ・ 表現

該当する指導事項は
ない
主体的に学習に
取り組む態度

は「思考・判断・表現」と対応しています。

を踏まえ、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成します。

りごとの評価規準」を作成

る

の

観点ごとのポイント

一年間を通して、当該学年に示された指導事項を身に付けることができるよう指導することを基本とする。
○「知識・技能」のポイント
・基本的に、当該単元で育成を目指す資質・能力に該当する 知識及び技能 の指導事項について、その文末を
「～している。
」として、
「知識・技能」の評価規準を作成する。なお、育成したい資質・能力に照らして、指
導事項の一部を用いて評価規準を作成することもある。
○「思考・判断・表現」のポイント
・基本的に、当該単元で育成を目指す資質・能力に該当する 思考力、判断力、表現力等 の指導事項につ
いて、その文末を「～している。」として、「思考・判断・表現」の評価規準を作成する。なお、育成した
い資質・能力に照らして、指導事項の一部を用いて評価規準を作成することもある。
・評価規準の 頭には、当該単元で指導する一領域を「
（領域 を入れる）において、
」と明記する。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・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の双方を適
切に評価できる評価規準を作成する。文末は「～しようとしている。」とする。「学年別の評価の観点の趣
旨」においては、主として、①に関しては「言 を通じて積極的に人と関わったり」、②に関しては「思い
や考えをもったりしながら（思いや考えをまとめたりしながら）、
（思いや考えを広げたりしながら）」が対
応する。①、②を踏まえ、当該単元で育成する資質・能力と言語活動に応じて文言を作成する。

16 ｰｰ- 16

＜国語科における指導と評価の一体化を目指して＞
◆指導と評価のポイント

国語科では、年間指導計画を基に、当該単元で取り上げて指導する指導事項等を確定し、身に
付けさせたい力を明確にします。そして、その指導事項等を指導するのに最適な言語活動を設定
し、単元の目標を確定します。その上で、単元の評価規準を設定し、評価の時期や場面、方法を
精選し、単元のどの段階でどの評価規準に基づいて評価するかを決めていくことが大切です。

単元名「夏休みの思い出を報告しよう」（第２学年）
内容のまとまり

第１学年及び第２学年

（「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

授業の構想と学習評価の流れ

小学校国語

○指導事項を基に、以下の３点について単元の目標を設定
する。

（１）「知識及び技能」の目標
（２）「思考力、判断力、表現力等」の目標
（３）「学びに向かう力、人間性等」の目標
○単元の目標を実現するために適した言語活動を、言語活
動例を参考にして位置付ける。

２ 単元の評価規準の作成

○国語科においては、指導事項に示された資質・能力を確
実に育成するため、基本的には「内容のまとまりごとの
評価規準」が単元の評価規準となる。

３ 「指導と評価の計画」の作成

○「単元の目標」や「単元の評価規準」を踏まえ、評価場
面や評価方法等を計画する。

○単元の目標
(1) 身近なことを表す語 の量を し、話の中
で使うとともに、語 を かにすることがで
きる。 知識及び技能 (1 オ
(2) 相手に伝わるように、行動したことや経験
したことに基づいて、話す事柄の順 を考え
ることができる。 思考力、判断力、表現力
等
(1)イ
(3) 話し手が知らせたいことを落とさないよう
に聞き、話の内容を捉えて感想をもつことがで
きる。 思考力、判断力、表現力等
(1
(4) 言 がもつよさを感じるとともに、 しん
で読書をし、国語を大切にして、思いや考え
を伝え合おうとする。「学びに向かう力、人
間性等」
○設定した言語活動
みの思い出について報告したり、それら
を聞いて感想を記述したりする。
（関連

思考力、判断力、表現力等

単元の評価規準の具体例

＜授業の実施＞
４ 観点ごとの総括

評価場面や評価方法等の具体例
「思考・判断・表現」①
○評価場面
とその理

を考える場面

○評価方法
・話す事柄が書かれたカー

を操作している児童の様子を観察

したり、操作の意図について児童に質問したりする。
・カー

の順

を決めた理

50 参照）

単元の目標及び設定した言語活動の具体例

１ 単元の目標と言語活動の設定

みの思い出について、話す順

42～

をワークシートに書かせ、その内容

を確認する。

ｰ- 17
17 -ｰ

2)ア）

○単元の評価規準
「知識・技能」
①身近なことを表す語 の量を し、話の中で
使っているとともに、語 を かにしている。
（(1)オ）
「思考・判断・表現」
①「話すこと・聞くこと」において、相手に伝
わるように、行動したことや経験したことに
基づいて、話す事柄の順 を考えている。（
(1)イ）
②「話すこと・聞くこと」において、話し手が
知らせたいことを落とさないように聞き、話
の内容を捉えて感想をもっている。
（ (1) ）
「主体的に学習に取り組む態度」
①進んで、相手に伝わるように話す事柄の順
を考え、学習の見通しをもって報告しようと
している。

小学校

知識及び技能 (1)「言 の特 や使い方に関する事項」(1)オ
思考力、判断力、表現力等 「A 話すこと・聞くこと」(1)イ・

実践編

◆指導と評価の一連の流れ
第２学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。

学
＜

科における評価に

１

評価の観点及び

の

いて＞

４年間の社会科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている児童の姿です。

実践編

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

趣旨

域や が国の国 の 理的環
境、現 社会の仕組みや働き、
域や が国の
や伝 と文
化を通して社会生活について理
解しているとともに、様々な資
料や調査活動を通して情報を適
切に調べまとめている。

社会的事象の特 や相互の関連、
意味を多角的に考えたり、社会に
見られる課題を把握して、その解
決に向けて社会への関わり方を
選択・判断したり、考えたことや
選択・判断したことを適切に表現
したりしている。

社会的事象について、国家及び
社会の担い手として、よりよい
社会を考え主体的に問題解決し
ようとしている。

小学校

観点

２

「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
第４学年 (2)「人々の
や生活環境を支える事業」の例
（１）社会科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
(2)

人々の

や生活環境を支える事業について、学習の問題を追究・解決する活動を通して、次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。
ア

次のような知識及び技能を身に付けること。

( )

料

、

な生活の
( )

物を

気、

スを供

する事業は、

全で

定的に供

できるよう進められていることや、

域の人々の

持と向上に役立っていることを理解すること。
理する事業は、

生的な

理や資

の有効利用ができるよう進められていることや、生活環境の

持と

向上に役立っていることを理解すること。
( )
イ

見学・調査したり

図などの資料で調べたりして、まとめること。

次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。

( )

供

の仕組みや経

、

内外の人々の協力などに着目して、

料

、

気、

スの供

のための事業の様子を捉え、

それらの事業が果たす役割を考え、表現すること。
( )

理の仕組みや再利用、

内外の人々の協力などに着目して、

が果たす役割を考え、表現すること。

物の

理のための事業の様子を捉え、その事業

（下

）…知識及び技能に関する内容

（

）…思考力、判断力、表現力等に関する内容

（２）以下の 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」を作成します。
「
の と りごとの評価規準」を作成 る の 観点ごとのポイント
○「知識・技能」のポイント
・「知識」については、学習指導要領に示す「２ 内容」の「知識」に関わる事項に示された「…を理解すること」の記
述を当てはめ、それを児童が「…理解している」かどうかの学習状況として表し、評価規準を設定する。
・「技能」については、学習指導要領に示す「２ 内容」の「技能」に関わる事項に示された「…調べたりして、…まと
めること」の記述を当てはめ、それを児童が「…調べたりして…まとめている」かどうかの学習状況として表し、評価
規準を設定する。
○「思考・判断・表現」のポイント
・「思考・判断・表現」については、学習指導要領に示す「２ 内容」の「思考力、判断力、表現力等」に関わる事項に
示された「…着目して、…を捉え、…考え、…表現すること」の記述を当てはめ、それを児童が「…着目して、…を捉
え、…考え、…表現している」かどうかの学習状況として表し、評価規準を設定する。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・「主体的に学習に取り組む態度」については、学習指導要領に示す「２ 内容」に「学びに向かう力、人間性等」に関
わる事項が示されていないことから、学年目標や観点の趣旨を基に評価規準を設定する。ここでは、目標に示されてい
る、「主体的に問題解決する態度」と「よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度」について
「主体的に問題解決しようとしている」かどうかと「よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとしてい
る」かどうかの学習状況として表し、評価規準を設定する。

18 ｰｰ- 18

＜

科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

社会科では、まず、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、単元の目標を作成します。
次に、単元の目標に沿った単元の評価規準を具体的に作成します。そして、
「指導と評価の計画」に具体的
に位置付けることが重要です。
（
「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 小学校社会
P36～P37 参照）その際、授業者は、な この１単位時間にその評価の観点を設定したのか、扱う教材の特
性や児童の実態を踏まえ、具体的に説明できるようにしておくことが大切です。

第４学年

(2)「人々の

や生活環境を支える事業」

（「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

授業の構想と学習評価の流れ
１ 単元の目標の作成

○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。
○児童の実態、前単元までの学習状況等を踏まえて作
成する。

２ 単元の評価規準の作成

○小学校の社会科においては、学習指導要領に示さ
れた「内容のまとまり」は、複数の内容に分かれ、
その内容ごとに単元を構成するものが とんどで
ある。そこで、「内容のまとまりごとの評価規準」
をそのまま活用するのではなく、単元ごとに単元
構成や学習過程に沿った具体的な評価規準を作成
していく。
○学習指導要領の内容に関する記載事項、内容の取扱
い、観点の趣旨を踏まえ、学習指導要領解説の記載
事項を参考に、内容についてより具体的に示すよう
作成する。詳細になりす ないように、学習指導要
領の記述形式を踏まえて作成する。

３ 「指導と評価の計画」の作成

○「単元の目標」や「単元の評価規準」を踏まえ、評
価場面や評価方法等を計画する。

＜授業の実施＞
４ 観点ごとの総括
評価場面や評価方法等の具体例
「知識・技能」
○評価場面
学習問題について調べたことや話し合ったことに基づ
いて、ごみ

理の仕組みや経

、人々の協力関係などにつ

いて図や文にまとめる場面
○評価方法
ノートの記述内容から「
的な

理や資

物を

理する事業は、 生

の有効利用ができるよう進められている

ことや、それらは生活環境の 持と向上に役立っているこ
とを理解しているか」を評価する。

小学校社会

44～

51 参照）

単元の目標の具体例

○単元の目標
物を 理する事業について、 理の仕組みや再利用、
内外の人々の協力などに着目して、見学・調査したり 図
などの資料で調べたりしてまとめ、
物の 理のための事
業の様子を捉え、その事業の果たす役割を考え、表現するこ
とを通して、
物を 理する事業は、 生的な 理や資
の有効利用ができるよう進められていることや、生活環境の
持と向上に役立っていることを理解できるようにすると
ともに、主体的に学習問題を追究・解決し、学習したことを
基に 域社会の一員として自分たちが協力できることを考
えようとする態度を養う。

単元の評価規準の具体例

○単元の評価規準
「知識・技能」
① 理の仕組みや再利用、 内外の人々の協力などについて、
見学・調査したり 図などの資料で調べたりして、必要な
情報を集め、読み取り、
物の 理のための事業の様子
を理解している。
②調べたことを
図や図表、文などにまとめ、
物を
理する事業は、 生的な 理や資 の有効利用ができるよ
う進められていることや、生活環境の 持と向上に役立っ
ていることを理解している。
「思考・判断・表現」
① 理の仕組みや再利用、 内外の人々の協力などに着目し
て、問いを見いだし、
物の 理のための事業の様子に
ついて考え表現している。
②
物を 理する仕組みや人々の協力関係と 域の
な
生活環境を関連付けて
物の 理のための事業の果たす
役割を考えたり、学習したことを基にごみを らすために、
自分たちが協力できることを考えたり選択・判断したりし
て表現している。
「主体的に学習に取り組む態度」
①
物を 理する事業について、予想や学習計画を立て、
学習を振り返ったり見直したりして、学習問題を追究し、
解決しようとしている。
②学習したことを基にごみを らすために、自分たちが協力
できることを考えようとしている。

- 19 ｰ 19 ｰ

小学校

内容のまとまり

実践編

◆指導と評価の一連の流れ
第４学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
単元名「
を
る 業」（第４学年）

学
＜

１

科における評価に

評価の観点及び
年間の

数科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている児童の姿です。

観点

実践編
小学校

趣旨

２

の

いて＞

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

・数量や図形などについての
基礎的・基本的な概念や性
質などを理解している。
・日常の事象を数理的に
理す る 技 能 を 身 に 付 け て
いる。

日常の事象を数理的に捉え、見
通しをもち 道を立てて考察
する力、基礎的・基本的な数量
や図形の性質などを見いだし
合的・発展的に考察する力、
数学的な表現を用いて事象を
簡 ・明 ・的確に表したり目
的に応じて
に表したりす
る力を身に付けている。

数学的活動の しさや数学
のよさに気付き粘り強く考
えたり、学習を振り返って
よりよく問題解決しようと
したり、 数で学んだこと
を生活や学習に活用しよう
としたりしている。

「

の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
第 学年 「B 図形」(1)「 図や 大図、対 な図形」の例
（１） 数科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
(１)

平面図形に関わる数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア

次のような知識及び技能を身に付けること。
( )

図や

( )
イ

対

大図について理解すること。

な図形について理解すること。

次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。
( )

図形を構成する要素及び図形間の関係に着目し、構成の仕方を考察したり図形の性質を

見いだしたりするとともに、その性質を基に既習の図形を捉え直したり日常生活に生かした
りすること。
（下

）…知識及び技能に関する内容

（

）…思考力、判断力、表現力等に関する内容

（２）以下の 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」を作成します。
「
の と りごとの評価規準」を作成 る の 観点ごとのポイント
○「知識・技能」のポイント
・基本的に、当該内容のまとまりで育成を目指す資質・能力に該当する指導事項について、育
成したい資質・能力に照らして、
「知識及び技能」で示された内容をもとに、その文末を「～
している」「～できる」として、評価規準を作成する。
○「思考・判断・表現」のポイント
・基本的に、当該内容のまとまりで育成を目指す資質・能力に該当する指導事項について、育成
したい資質・能力に照らして、
「思考・判断・表現等」で示された内容をもとに、その文末を「～
している」として、評価規準を作成する。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・当該学年目標の（３）の主体的に学習に取り組む態度の「観点の趣旨」をもとに、指導事項
を踏まえて、その文末を「～している」として、評価規準を作成する。

20 ｰｰ- 20

＜

科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

数科では、「知識・技能」については、特に「努力を要する」状況と考えられる児童が確実に習
得できるように指導し、個々の児童の指導の
を行い、評価を行う機会を単元末に設定することが
考えられます。「思考・判断・表現」と「主体的に学習に取り組む態度」については、単元を通して
働かせた数学的な見方・考え方が かになるという 数科の特性から、単元前 から後 にかけて評
価を行う機会を設定することが考えられます。

実践編

◆指導と評価の一連の流れ
第５学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
単元名「

と

第５学年 「B

」（第

学年）

図形」（３）「平面図形の面積」

（「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

授業の構想と学習評価の流れ

小学校

数

68～

77 参照）

単元の目標の具体例

１ 単元の目標の作成

○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。
○単元は、児童に指導する内容を適切にまとめて構成されるものである
が、各学校において単元を作成する際には、「内容のまとまり」を、
つかに分割して単元とする場合やそのまま単元とする場合、

つかの

「内容のまとまり」を組み合わせて単元とする場合があるので、このこ
とに留意することが必要である。

２ 単元の評価規準の作成
○

数科においては、以下の理 により、
「『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（小学校 数）」における「内容のまとま
りごとの評価規準（例）」に示された文言が、単元の評価規準の文言と
してそのまま用いるには適さない場合があることに注意が必要である。
１ 「内容のまとまり」をそのまま単元とするには適さない場合があること
２ 小学校学習指導要領の 数科の内容として示された文言の書き方に
違いがあること
以上のことから、 数科においては、
「内容のまとまりごとの評価規準」
から「具体的な内容のまとまりごとの評価規準」を作成し、
「具体的な内
容のまとまりごとの評価規準」をもとに「単元の評価規準」を作成する
こととする。

３ 「指導と評価の計画」の作成

○「単元の目標」や「単元の評価規準」を踏まえ、評価場面や評
価方法等を計画する。

＜授業の実施＞
４ 観点ごとの総括
評価場面や評価方法等の具体例

「主体的に学習に取り組む態度」①
○評価場面
「 形の面積の求め方を考え、説明する」の学習活動において、
形の面積の求め方を自力解決する場面
○評価方法
「求積可能な図形に 着させて考えると面積を求めることができ
るというよさに気付き、 形の面積を求めようとしている」かどうか
を、ノート分析や行動観察などの方法で評価する。

ｰ- 21
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○単元の目標
（１） 三角形、平行
形、 し形、
形の面積の計 による求め方につい
て理解し、それらの面積を 式を用
いて求めることができる。
（２） 図形を構成する要素などに着目し
て、求積可能な図形に 着させ、基
本図形の面積の求め方を見いだすと
ともに、その表現を振り返り、簡
かつ的確な表現に高め、 式として
導くことができる。
（３） 求積可能な図形に 着させて考え
ると面積を求めることができるとい
うよさに気付き、三角形、平行
形、
し形、 形の面積を求めようとし
たり、見いだした求積方法や式表現
を振り返り、簡 かつ的確な表現に
高めようとしたりしている。

単元の評価規準の具体例

○単元の評価規準
「知識・技能」
①必要な部分の長さを用いることで、三角
形、平行
形、 し形、 形の面積は
計 によって求めることができることを
理解している。
②三角形、平行
形、 し形、 形の面
積を、 式を用いて求めることができる。
「思考・判断・表現」
①三角形、平行
形、 し形、 形の面
積の求め方を、求積可能な図形の面積の
求め方を基に考えている。
②見いだした求積方法や式表現を振り返り、
簡 かつ的確な表現を見いだしている。
「主体的に学習に取り組む態度」
①求積可能な図形に 着させて考えると面
積を求めることができるというよさに気
付き、三角形、平行
形、 し形、
形の面積を求めようとしている。
②見いだした求積方法や式表現を振り返
り、簡 かつ的確な表現に高めようとし
ている。

小学校

内容のまとまり

の面

科
＜

１

学

科における評価に
評価の観点及び

いて＞

の

４年間の理科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている児童の姿です。
観点

実践編

趣旨

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

自然の事物・現象についての性

自然の事物・現象から問題を見

自然の事物・現象に進んで関わ

質や規則性などについて理解し

いだし、見通しをもって観察、

り、粘り強く、他者と関わりな

ているとともに、

小学校

な

実験などを行い、得られた結果

がら問題解決しようとしている

どを目的に応じて工夫して扱い

を基に考察し、それらを表現す

とともに、学んだことを学習や

ながら観察、実験などを行い、

るなどして問題解決している。

生活に生かそうとしている。

具や機

それらの過程や得られた結果を
適切に記録している。

２

「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
第３学年 「A 物質・ ネル ー」(1)「物と重さ」の例
（１）理科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
(1) 物と重さ
物の性質について、形や体積に着目して、重さを比較しながら調べる活動を通して、次の事
項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のことを理解するとともに、観察、実験などに関する技能を身に付けること。
( ) 物は、形が変わっても重さは変わらないこと。
( ) 物は、体積が同じでも重さは違うことがあること。
イ 物の形や体積と重さとの関係について追究する中で、 異点や共通点を基に、物の性質に
ついての問題を見いだし、表現すること。

（２）以下の
「

の

観点ごとのポイント
と

（下

）…知識及び技能に関する内容

（

）…思考力、判断力、表現力等に関する内容

を踏まえ、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成します。

りごとの評価規準」を作成

る

の

観点ごとのポイント

○「知識・技能」のポイント
・「知識」についての「内容のまとまりごとの評価規準」は、学習指導要領の「２ 内容」における知
識に関する内容である（ア）
、
（イ）などの文末を「～を理解している」として作成する。
・
「技能」についての「内容のまとまりごとの評価規準」は、学習指導要領の「２ 内容」における
技能に関する内容である「観察、実験などに関する技能を身に付けること」の文末を「～身に付
けている」として作成する。
○「思考・判断・表現」のポイント
・「思考・判断・表現」についての「内容のまとまりごとの評価規準」は、学習指導要領の「２
内容」における思考力、判断力、表現力等に関する内容である、「…について追究する中で、
異点や共通点を基に、…についての問題を見いだし、表現すること」の文末を「～表現している」
として作成する。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・「主体的に学習に取り組む態度」についての「内容のまとまりごとの評価規準」は、学習指導要
領の「２ 内容」に育成を目指す資質・能力が示されていないことから、
「学年・分野別の評価の
観点の趣旨」の「…についての事物・現象に進んで関わり、他者と関わりながら問題解決しよう
としているとともに、学んだことを学習や生活に生かそうとしている」を用いて作成する。
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＜

科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

理科では、「知識・技能」については、実験・体感したことを基にしながら理解しているか等
を、
「思考・判断・表現」については、自分の予想と自ら行った実験の結果を照らし合わせたり、
事実と解 を整理して考察したりしているか等を、
「主体的に学習に取り組む態度」については、
進んで関わり、粘り強く、他者と関わりながら問題解決しようとしているか等を評価します。

単元名「

と

内容のまとまり

面の

実践編

◆指導と評価の一連の流れ
第３学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
」（第３学年）

第３学年「

生

・

」(2)「

と

面の様子」

授業の構想と学習評価の流れ

小学校理科

46～

53 参照）

単元の目標の具体例

１ 単元の目標の作成

○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。
○児童の実態、前単元までの学習状況等を踏まえて作成
する。

２ 単元の評価規準の作成

①「 指導と評価の一体化 のた の学習評価に
る
考
（ 学
科）」に
れている
学年の
「単元の評価規準（例）」の
を知る
学年の観点ごとのポイントを知る
観点ごとに「単元の評価規準」を作成 る
・②における「観点ごとのポイント」を踏まえ、
「単元
の評価規準」を作成する。作成された評価規準を、児
童や学校、 域の実態を踏まえて編成した教育課程の
下で作成された指導計画に基づく授業（学習指導）の
中で生かしていくことで、「学習評価」の充実を図り、
教育活動の質の向上につなげていく。

○単元の目標
日なたと日 の様子に着目して、それらを比
較しながら、
の位置と 面の様子を調べる
活動を通して、それらについての理解を図り、
観察、実験などに関する技能を身に付けるとと
もに、主に 異点や共通点を基に、問題を見い
だす力や主体的に問題解決しようとする態度を
育成する。

単元の評価規準の具体例
○単元の評価規準
「知識・技能」
①日

は

の

を

るとでき、日

の位置は

の位置の変化によって変わることを理解
している。
②

面は
では

によって
面の

かさや

められ、日なたと日
り気に違いがあること

を理解している。

３ 「指導と評価の計画」の作成

○「単元の目標」や「単元の評価規準」を踏まえ、評価
場面や評価方法等を計画する。

③

と
機

面の様子との関係について、

具や

などを正しく扱いながら調べ、それらの

過程や得られた結果を分かりやすく記録して
いる。

＜授業の実施＞

「思考・判断・表現」
①

と

面の様子との関係について、

異点

や共通点を基に、問題を見いだし、表現する

４ 観点ごとの総括

などして問題解決している。
②

評価場面や評価方法等の具体例

「知識・技能」
○評価場面
日 の位置は
の位置の変化によって変わることや日なた
と日 の 面の かさと り気に違いがあることを結び付けて
記述する場面
○評価方法
日なたと日 では 面の かさや り気に違いがあること
を、実験したことや体感したことを基にしながら理解している
かを、記述分析などの方法で評価する。
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と

面の様子との関係について、観察、

実験などを行い、得られた結果を基に考察し、
表現するなどして問題解決している。
「主体的に学習に取り組む態度」
①

と

面の様子との関係についての事物・

現象に進んで関わり、他者と関わりながら問
題解決しようとしている。
②

と

面の様子との関係について学んだこ

とを学習や生活に生かそうとしている。

小学校

（「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

活
＜

１

学

活科における評価に
評価の観点及び

いて＞

の

２年間の生活科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている児童の姿です。

実践編

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

趣旨

活動や体験の過程において、自
分自身、身近な人々、社会及び
自然の特 やよさ、それらの関
わり等に気付いているととも
に、生活上必要な習慣や技能を
身に付けている。

身近な人々、社会及び自然を自
分との関わりで捉え、自分自身
や自分の生活について考え、表
現している。

身近な人々、社会及び自然に自
ら働きかけ、意欲や自信をもっ
て学ぼうとしたり、生活を か
にしたりしようとしている。

小学校

観点

２

「

の

と

りごとの評価規準」を作成

第１学年及び第２学年

る

の

的

内容(1) 「学校と生活」の例

（１）生活科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
学校生活に関わる活動を通して、学校の施設の様子や学校生活を支えている人々や
の

全を

分かり、

の様子やそ

っている人々などについて考えることができ、学校での生活は様々な人や施設と関わっていることが
しく

心して

びや生活をしたり、

（２）以下の
の

下校をしたりしようとする。

）

…「知識及び技能の基礎」に関すること

（

）

…「思考力、判断力、表現力等の基礎」に関すること

（

）

…「学びに向かう力、人間性等」に関すること

実

観点ごとのポイント
と

全な

（実

（

「

、通学

） …児童が直接関わる学習対象や実際に行われる学習活動等

を踏まえ、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成します。

りごとの評価規準」を作成

る

の

観点ごとのポイント

○「知識・技能」のポイント
・実際に行われる学習活動（ 実 ）に続き、「実 」部分の記載事項の文末を、「分かる」から「分かっ
ている」とすることにより、「内容のまとまり」に対応する評価規準を作成することが可能である。
○「思考・判断・表現」のポイント
・実際に行われる学習活動（ 実 ）に続き、「

」部分の記載事項の文末を、「考えることができる」

から「考えている」とすることにより、「内容のまとまり」に対応する評価規準を作成することが可能で
ある。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・実際に行われる学習活動（ 実 ）に続き、「

」部分の記載事項の文末を、「したりしようとする」

から「したりしようとしている」とすることにより、「内容のまとまり」に対応する評価規準を作成する
ことが可能である。
他の「内容のまとまり」においても記載事項の文末を、例えば、「気付く」から「気付いている」
（「知識・技能」）、
「見付ける」から「見付けている」
（「思考・判断・表現」）、
「創り出そうとする」
から「創り出そうとしている」（「主体的に学習に取り組む態度」）などのようにすることで、
「内
容のまとまり」に対応する評価規準を作成することが可能である。
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＜

活科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

生活科では、教師の評価がより信頼性の高いものとなるように、評価に当たっては、「量的な面」
だけでなく、
「質的な面」から捉えることが必要です。例えば、
「多くの を見付けている」、
「 や文
でたくさんかいている」など「量的な面」の評価に らないようにします。また、教師による行動観
察や作品・発言分析等の かに、児童自身による自己評価や児童相互の評価、外部 師からの評価な
ど様々な評価資料を収集し、児童の姿を多面的に評価することが大切です。

実践編

◆指導と評価の一連の流れ
第１学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
単元名「 思い出 ご
を
て
う」（第１学年）
第１学年

内容 9 「自分の成長」

（「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

授業の構想と学習評価の流れ

小学校生活

53～

58 参照）

単元の目標の具体例
○単元の目標

１ 単元の目標の作成

○単元を構成する内容について、学習指導要領に示さ
れた記載事項を確認する。
○具体的な学習対象や活動に即して単元の目標を作成
する。

２ 単元の評価規準の作成

○単元の目標に示された資質・能力を踏まえ、単元の評
価規準を作成する。
○学習指導要領解説において、内容に示された資質・能
力を確認するとともに、「『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（小学校生活）」に
示されている、「具体的な内容のまとまりごとの評価
規準 例 」を参考に、学習活動に即した小単元の評価
規準を作成する。
○単元全体を見て、評価の観点や評価の場面に りがあ
る場合は、必要に応じて単元計画や評価規準等の見直
しを行う。

書きためてきた「思い出カー
く」をつくって

」をもとに「思い出すごろ

ぶ活動を通して、過

支えてくれていることに気付くとともに、これからの期待を
もって意欲的に生活できるようにする。

単元の評価規準の具体例
○単元の評価規準
「知識・技能」
書きためてきた「思い出カー
く」をつくって

」をもとに「思い出すごろ

ぶ活動を通して、自分自身が成長している

ことや様々な人が自分の成長を支えてくれていることに気付
いている。
「思考・判断・表現」
書きためてきた「思い出カー
く」をつくって

」をもとに「思い出すごろ

ぶ活動を通して、過

○「単元の目標」や「単元の評価規準」を踏まえ、評
価場面や評価方法等を計画する。

と現在の自分を比較

している。
「主体的に学習に取り組む態度」
書きためてきた「思い出カー

３ 「指導と評価の計画」の作成

と現在の自分を比較

し、自分自身が成長していることや様々な人が自分の成長を

く」をつくって

」をもとに「思い出すごろ

ぶ活動を通して、これからの期待をもって

意欲的に生活しようとしている。
○

単元における評価規準

「知識・技能」

＜授業の実施＞

①１年間の学校生活において、自分でできるようになったこ
と、役割が えたことなどに気付いている。（第１小単元）
②

４ 観点ごとの総括

と一
でくれる

③

に成長してきた自分自身や自分の成長を
の

しい気持ち、

ん

在に気付いている。（第２小単元）
や家

への思いやりなど、内面的な成

長に気付いている。（第３小単元）
「思考・判断・表現」

評価場面や評価方法等の具体例

「知識・技能」①
○評価場面
４月から書きためてきた「思い出カー 」から、入学以
の出来事を振り返る場面
○評価方法
「一つ一つの『思い出カー 』を読み返しながら、
っ
た自分の姿を思い出している」、
「複数の『思い出カー 』を
つなげてみながら、自分の変化や成長について捉えている等」
について、行動観察や発言分析などの方法で評価する。
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①過

の自分と現在の自分を比べながら、自分らしさや成長

し続ける自分を捉えている。（第２小単元）
②進級後の自分のことを思い

きながら、これからの生活に

ついて表現している。
（第３小単元）
「主体的に学習に取り組む態度」
①つくりたい「思い出すごろく」に合わせて、書きためた「思
い出カー

」から必要な出来事を選ぼうとしている。
（第１

小単元）
②これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感 の気持ち
をもち、意欲的に生活しようとしている。
（第３小単元）

小学校

内容のまとまり

学
＜

科における評価に

１

評価の観点及び
年間の音

いて＞

の

科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている児童の姿です。

観点

知識・ 技能

実践編

・

想と音

の構造などとの関わ

りについて理解している。
・表したい音

趣旨

必要な技能を身に付け、

音

を形づくっている要素を

働きが生み出すよさや面

表現をするために

小学校

り、演奏したり、音

主体的に学習に
取り組む態度

思考・ 判断 ・ 表現

った

をつくっ

たりしている。

ながら、

さ、

き取り、それらの
しさを感じ取り

き取ったことと感じ取ったこととの関

音や音

に親しむことがで

きるよう、音

活動を

わりについて考え、どのように表すかについて思

表現及び

いや意図をもったり、

や演奏のよさなどを見い

取り組もうとしている。

だし、音

いたりしている。

を味わって

し

みながら主体的・協働的に
の学習活動に

２

「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
第 1 学年及び第 2 学年 「 表現」(1)
及び 共通事項 (1)の例
（１）音 科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
(1)

の活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア

表現についての知識や技能を得たり生かしたりしながら、 想を感じ取って表現を工夫し、どのように

うかにつ

いて思いをもつこと。
イ

想と音

の構造との関わり、

想と

の表す情景や気持ちとの関わりについて気付くこと。

思いに合った表現をするために必要な次の )から( )までの技能を身に付けること。
( )

を

いて

ったり、階

で

( ) 自分の

声及び発音に気を付けて

( ) 互いの

声や

奏を

したり

したりする技能

う技能

いて、声を合わせて

う技能

共通事項
(1) 「
ア

表現」及び「
音

」の指導を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。

を形づくっている要素を

き取り、それらの働きが生み出すよさや面

さ、 しさを感じ取りながら、 き取った

ことと感じ取ったこととの関わりについて考えること。
イ

音

記

を形づくっている要素及びそれらに関わる身近な音

や用語について、音

（２）以下の
「
の

、

、

における働きと関わらせて理解すること。

（下
（

）…知識及び技能に関する内容
）…思考力、判断力、表現力等に関する内容

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」を作成します。
と りごとの評価規準」を作成 る の 観点ごとのポイント

○「知識・技能」のポイント
・事項イ及び

の文末を「～している」と変更して作成する。

・事項にある「次の( 及び( 」や「次の( から( まで」の部分は、( から( )までの事項のうち、いずれかを選択して
置き換え作成する。なお、技能に関しては「～をするために必要な」の後に適

「、」を

入する。

○「思考・判断・表現」のポイント
・ 共通事項

アの文末を「～考え、」と変更し、その後に扱う領域や分野の事項アを組み合わせ、文末を「～している」

と変更して作成する。
・事項アでは、前

部分に「知識や技能を得たり生かしたりしながら」と示しているが、この「得たり生かしたり」は、

「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」とがどのような関係にあるかを明確にするために示している文言で
あり、「内容のまとまりごとの評価規準」としては設定しない。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・当該学年の「評価の観点の趣旨」の内容を踏まえて作成する。「評価の観点の趣旨」の文頭部分「音や音
とができるよう、」は、「主体的に学習に取り組む態度」における音

に親しむこ

科の学習の目指す方向性を示している文言であ

るため、「内容のまとまりごとの評価規準」としては設定しない。
」の部分は、扱う領域や分野に応じて「
」「
」「音 づくり」「
」
・「評価の観点の趣旨」の「表現及び
より選択して置き換える。なお、「学習活動」とは、その題材における「知識及び技能」の習得や「思考力、判断力、
表現力等」の育成に係る学習活動全体を指している。
・「評価の観点の趣旨」の「

しみながら」の部分は、「主体的・協働的に」に係る言

であり、単に活動を「

ら」取り組んでいるかを評価するものではない。あくまで、主体的・協働的に取り組む際に「
るように指導を工夫する必要があることを示

しているものである。

26 ｰｰ- 26

しみなが

しみながら」取り組め

＜

科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

名「

のと

うをと

内容のまとまり

て表現しよう」（第４学年）

第３学年及び第４学年 「

及び

共通事項

(1)

(2)

及び

共通事項

(1)

（「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

授業の構想と学習評価の流れ
○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。
○児童の実態、前題材までの学習状況等を踏まえて作
成する。

ー

ルワイス」の

○

観点ごとのポイント

を参考に、以下の観点に

・「知識・技能」の評価規準

(2) 「とんび」、「

３ 「指導と評価の計画」の作成

○「題材の目標」や「題材の評価規準」を踏まえ、
評価場面や評価方法等を計画する。

(3)

ー

ルワイス」の

の特

、変化などをよりどころにして、
の構造や

の内容との関わりに

ついて気付く場面
第１、２、４フレー

活動を

し

の学習活動に取り組み、日

表現をするために必要な、呼

を付けて、自然で無理のない
っている。（
②知

い方で

に気

う技能を身に付けて

）

想と音 の構造などとの関わりについて気付いている。（

③知技

）
リコーダーの音色や響きと演奏の仕方との関わりについ

て気付くとともに、思いや意図に合った表現をするために必要
や

きに気を付けてリコーダーを演奏する技能を身に
）

律、フレー

、反

、変化を

み出すよさや面

さ、

しさを感じ取りながら、

き取り、それらの働きが生

とと感じ取ったこととの関わりについて考え、

思②

き取ったこ
の特

を捉え

うかについて思いや意図をもっ

）

律、フレー

、反

、変化を

み出すよさや面

さ、

しさを感じ取りながら、

き取り、それらの働きが生

とと感じ取ったこととの関わりについて考え、

き取ったこ
の特

を捉え

た表現を工夫し、どのように演奏するかについて思いや意図を

○評価方法
の

律の共通点や第３フレー

が他の部分と違っていることに気付き、それを感じ取っ
したことと結び付けてワークシートなど

に書いたり発言したりすることができているかについ
て評価する。

を捉えて表現する学習に興味をもち、音

ている。（

○評価場面

たことや想

を捉えた表現を工夫し、どのように

た表現を工夫し、どのように

想と音

し

「思考・判断・表現」

「知識・技能」

「とんび」の

の特

付けて演奏している。（

評価場面や評価方法等の具体例

、反

、変

さ、

の評価規準の具体例

思①

律、フレー

、反

き取ったことと感じ取ったこととの関わ

○
の評価規準
「知識・技能」
①技 思いや意図に合った音

な、音

４ 観点ごとの総括

律、フレー

き取り、それらの働きが生み出すよさや面

みながら主体的・協働的に
や
本のうたやリコーダーに親しむ。

、

＜授業の実施＞

表現を

ったり演奏したりするかについて思いや意図をもつ。

・「思考・判断・表現」の評価規準
・「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準

の構造との関わ

するために必要な技能を身に付ける。

りについて考え、

ついて題材の評価規準を作成する。

想と音

りなどについて気付くとともに、思いや意図に合った音

化などを

の評価規準の作成

64 参照）

の目標

(1) 「とんび」、「

さを感じ取りながら、

２

55～

の目標の具体例

○

の目標の作成

１

小学校音

もっている。（

）

「主体的に学習に取り組む態度」
態①

の特

を捉えて表現する学習に興味をもち、音

しみながら主体的・協働的に
うとしている。（

、

や

活動を

の学習活動に取り組も

）

「知識・技能」の評価規準においては、
「知識・技能」の観点を通して
を付し、その後に知、技、知技の

- 27 ｰ 27 ｰ

分を表記している。

小学校

表現」(1)

実践編

音 科では、知識及び技能に関する資質・能力については個々の 立性が高く、知識と技能の
指導事項を個別に立てていることに対応し、知識と技能とに分けて評価します。その際、知識と
技能の評価場面や評価方法は異なることが考えられます。また、 共通事項 のアが思考力、判
断力、表現力等に関する資質・能力として位置付けられました。 共通事項 のアと各領域や分
野の事項アは一体的に捉えることが重要です。
◆指導と評価の一連の流れ
第４学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。

画
＜

画

１

作

学

作科における評価に

評価の観点及び

の

いて＞

年間の図画工作科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている児童の姿です。
観点

知識・技能

思考・判断・表現

・対象や事象を捉える造形的な視点

実践編

に つ いて 自 分 の 感

や行

を通

して理解している。

趣旨

形や

などの造形的な特

主体的に学習に取り組む態度

を基に、

つくりだす

び を味わい主体的 に

自分のイメージをもちながら、造形

表現及び

の 学習活動に取り 組

的なよさや

もうとしている。

しさ、表したいこと、

小学校

・材料や用具を使い、表し方などを

表し方などにつ いて考えるとと も

工夫して、創造的につくったり表

に、創造的に発想や構想をしたり、

したりしている。

作品などに対す る自分の見方や 感
じ方を深めたりしている。

２

「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
第 1 学年及び第 2 学年「A 表現」(1)ア、(2)ア、 共通事項 (1)ア、イ「造形 び」の例
（１）図画工作科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
「

表現」

(1)

表現の活動を通して、発想や構想に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア

造形

びをする活動を通して、身近な自然物や人工の材料の形や

などを基に造形的な活動を思い付くことや、感

や気持ちを生かしながら、どのように活動するかについて考えること。
「

表現」

(2)

表現の活動を通して、技能に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア

造形

びをする活動を通して、身近で扱いやすい材料や用具に十分に慣れるとともに、

だりするなど手や体全体の感

べたり、つないだり、積ん

などを働かせ、活動を工夫してつくること。

共通事項
(1)

「

表現」及び「

ア

自分の感

イ

形や

や行

」の指導を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
を通して、形や

などに気付くこと。

（下

などを基に、自分のイメージをもつこと。

（二重下
（

（２）以下の
「
の

）

…知識及び技能のうち「知識」に関する内容
）…知識及び技能のうち「技能」に関する内容

）

…思考力、判断力、表現力等に関する内容

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」を作成します。
と りごとの評価規準」を作成 る の 観点ごとのポイント

○「知識・技能」のポイント
「知識」について
・「知識」は、

共通事項

(1)アから作成する。

・文末は、学習の状況を評価することを踏まえて「～している」とする。
「技能」について
・「技能」は、「
・文頭の「造形

表現」(2)アから作成する。
びをする活動を通して、」は、「内容のまとまり」を示すものなので

する。

・文末は、学習の状況を評価することを踏まえて「～している」とする。
○「思考・判断・表現」のポイント
・「思考・判断・表現」は、「

表現」(1)ア、

共通事項

(1)イから作成する。

共通事項

(1)イに続けて「

表現」

(1)アを示し、「自分のイメージをもつ。」を「自分のイメージをもちながら、」とする。
・「

表現」(1)アの文頭の「造形

・「

表現」(1)アの「造形的な活動を思い付くことや、」を「造形的な活動を思い付き、」とする。

びをする活動を通して、」は、「内容のまとまり」を示すものなので

・文末は、学習の状況を評価することを踏まえて「～している」とする。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・「主体的に学習に取り組む態度」は、当該学年の「観点の趣旨」を踏まえて作成する。
・「表現したり

したりする学習活動」を「表現する学習活動」とする。

28 ｰｰ- 28

する。

＜

画

作科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

図画工作科では、表現及び
の活動を通して、表現及び
に関する資質・能力を相互に関
連させた学習の充実が求められます。その際、 共通事項 については、表現及び
の指導と
併せて、十分な指導が行われるよう工夫する必要があります。例えば、一つの題材において、造
形活動と
活動とが
するような学習過程を設定することが考えられます。評価に当たって
は、その過程において、評価時期や評価場面、評価方法等を工夫して評価することが大切です。

実践編

◆指導と評価の一連の流れ
第３学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
名「の

り

れる

」（第３学年）

第３学年及び第４学年「

や立体、工作」、「

」

（「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

授業の構想と学習評価の流れ
１

○

の目標の作成

○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。
○児童の実態、前題材までの学習状況等を踏まえて作成する。

２

の評価規準の作成

○題材の評価規準は、「内容のまとまりごとの評価規準」から
作成する方法と、「内容のまとまりごとの評価規準」を踏ま
え、題材の目標から作成する方法が考えられる。なお、題材
の目標を、「（1）知識及び技能」「（2）思考力、判断力、
表現力等」「（3）学びに向かう力、人間性等」などに分け
ず、全体を一文にした場合などは、

する

所が生じるこ

とが考えられるため、「内容のまとまりごとの評価規準」か
ら作成することが望ましい。
（「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
小学校図画工作 参照）

３ 「指導と評価の計画」の作成
○「指導と評価の計画」に沿って観点別学習状況の評価を行い、
児童の学習改善や教師の指導改善につなげる。

＜授業の実施＞
４ 観点ごとの総括
評価場面や評価方法等の具体例
「思考・判断・表現」
○評価場面
切った （

）を組み合わせるなどしながら表したいことを見

付け、どのように表すかについて考える場面
○評価方法
を組み合わせるなどしながら表したいことを見付け、どのよう
に表すのかを考えている様子を、観察する、問いかける、つぶやき
を捉えるなどして児童の学習状況を把握する。また、現時点の作品
を

真に

っておき、次時の指導に生かす。

ｰ- 29
29 -ｰ

小学校図画工作

54～

62 参照）

の目標の具体例
の目標

(1) ・自分の感 や行 を通して、形や などの組合せ
による感じが分かる。
・ やのこ りを適切に扱うとともに、前学年まで
の や接着 などについての経験を生かし、手や
体全体を十分に働かせ、表したいことに合わせて
表し方を工夫して表す。
(2) ・ を切ったり組み合わせたりして感じたことや想
したことから、表したいことを見付け、形や
などを生かしながら、どのように表すかについて
考える。
・自分たちの作品の造形的なよさや面 さ、表した
いこと、いろいろな表し方などについて、感じ取
ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を広げる。
・形や などの組合せによる感じを基に、自分のイ
メージをもつ。
(3) ・進んで を切ったり組み合わせたりして立体に表
したり
したりする活動に取り組み、つくりだ
す びを味わうとともに、形や などに関わり
しく かな生活を創造しようとする。

○

の評価規準の具体例
の評価規準

「知識・技能」
・自分の感 や行 を通して、形や などの組合せによ
る感じが分かっている。
・ やのこ りを適切に扱うとともに、前学年までの
や接着 などについての経験を生かし、手や体全体を
十分に働かせ、表したいことに合わせて表し方を工夫
して表している。
「思考・判断・表現」
・形や などの組合せによる感じを基に、自分のイメー
ジをもちながら、 を切ったり組み合わせたりして感
じたことや想 したことから、表したいことを見付
け、形や などを生かしながら、どのように表すかに
ついて考えている。
・形や などの組合せによる感じを基に、自分のイメー
ジをもちながら、自分たちの作品の造形的なよさや面
さ、表したいこと、いろいろな表し方などについて、
感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を広げ
ている。
「主体的に学習に取り組む態度」
つくりだす びを味わい進んで を切ったり組み合わ
せたりして立体に表したり
したりする学習活動に
取り組もうとしている。

小学校

内容のまとまり

学
＜

１

科における評価に

評価の観点及び
２年間の家

科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている児童の姿です。

観点

実践編

趣旨

の

いて＞

小学校

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

日常生活に必要な家 や家
、
、
や環境など
について理解しているととも
に、それらに係る技能を身に
付けている。

日常生活の中 から問題を見 いだ
して課題を設定し、様々な解決方
法を考え、実践を評価・改善し、
考えたことを 表現するなど して
課題を解決す る力を身に付 けて
いる。

家 の一員として、生活をより
よくしようと、課題の解決に主
体的に取り組んだり、振り返っ
て改善したりして、生活を工夫
し、実践しようとしている。

２

「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
第５学年及び第 学年「
の生活」の (6)「 適な まい方」の例
（１）家 科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
（6）
ア

適な

まい方

次のような知識及び技能を身に付けること。
( )

まいの主な働きが分かり、

( )

まいの整理・整

イ

や

の変化に合わせた

（２）以下の
「
の

の変化に合わせた生活の大切さや

まい方について理解すること。

の仕方を理解し、適切にできること。
まい方、整理・整

や

の仕方を考え、

適な

まい方を工夫すること。

（下

）…知識及び技能に関する内容

（

）…思考力、判断力、表現力等に関する内容

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」を作成します。
と りごとの評価規準」を作成 る の 観点ごとのポイント

○「知識・技能」のポイント
・「知識・技能」については、基本的には、当該指導項目で育成を目指す資質・能力に該当する指導事項アについて、
その文末を、「～を（～について）理解している」、「～を（～について）理解しているとともに、適切にできる」と
して、評価規準を作成する。
「

家

・家

生活」の（1）については、その文末を「～に気付いている」として、評価規準を作成する。

○「思考・判断・表現」のポイント
・
「思考・判断・表現」については、教科の目標の ２ に示されている学習過程に沿って、「課題を解決する力」が身に付
いているのかを評価することになる。基本的には、当該指導項目で育成を目指す資質・能力に該当する指導事項イに
ついて、その文末を教科の評価の観点及びその趣旨に基づき、「～について問題を見いだして課題を設定し、様々な解
決方法を考え、実践を評価・改善し、考えたことを表現するなどして課題を解決する力を身に付けている」として、
評価規準を作成する。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・
「主体的に学習に取り組む態度」については、基本的には、当該指導項目で扱う指導事項ア及びイと教科の目標、評価の
観点及びその趣旨を踏まえて作成する。その際、対象とする指導内容は、指導項目の

を用いて示すこととする。具

体的には、①粘り強さ（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）、②自らの学習の調整（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）に加え、③実践しようとする態度を含めることを基本とし、その文末を「～について、課題の解決に向けて主体的
に取り組んだり（①）、振り返って改善したり（②）して、生活を工夫し、実践しようとしている（③）」として、評価
規準を作成する。

30 ｰｰ- 30

＜

科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

家 科では、実践的・体験的な活動を中心とし、児童が学習の中で習得した知識及び技能を生
活の場で生かせるよう、児童の実態を踏まえた具体的な活動を設定し、指導することが重要です。
その際、例えば、おいしく調理するために、児童が考えたり創意工夫したりしたことについて評
価するだけでなく、それに向けて課題をもち、計画を立てて、実践を評価・改善するまでのプロ
スについて評価することが大切です。

名「おいし

う

的

ご

第５学年 「

の生活」(1)

とみ

」（第

学年）

事の役割

(2)調理の基礎
（「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

授業の構想と学習評価の流れ
１

事の役割と
仕方、伝

て作成する。

の評価規準の作成

的な配

及びみそ

の

の調理の

べるために

及びみそ

の調理計画や調

な解決方法を考え、実践を評価・改善し、考えたこと
を表現するなどして課題を解決する力を身に付ける。
3 家

の一員として、生活をよりよくしようと、

役割、伝

的な日常

である

及びみそ

事の

の調理の

仕方について、課題の解決に向けて主体的に取り組ん
だり、振り返って改善したりして、生活を工夫し、実
践しようとする。

の評価規準の具体例

○

や評価方法等を計画する。

が国の伝

理の仕方について問題を見いだして課題を設定し、様々

○題材の評価規準は、「『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（小学校家 ）」に示されている
「内容のまとまりごとの評価規準（例）」から、題材にお
いて指導する項目及び指導事項に関係する部分を抜き出
し、評価の観点ごとに整理・ 合、具体化するなどして作
成する。
○家 科の学習において評価を行う際には、学習指導要領に
おける各内容の各項目及び指導事項が2学年をまとめて示
されていることから、「題材の評価規準」を学習活動に即
して具体化する必要がある。

○「題材の目標」や「題材の評価規準」を踏まえ、評価場面

である

身に付ける。
2 おいしく

３ 「指導と評価の計画」の作成

事の大切さ、

的な日常

仕方について理解するとともに、それらに係る技能を

○児童の実態、前題材までの学習状況等を踏まえて作成する。

２

51 参照）

の目標

1

○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

44～

の目標の具体例

○

の目標の作成

小学校家

の評価規準

「知識・技能」
・

事の役割が分かり、日常の

事の大切さについて理

解している。
・調理に必要な材料の分量や手順が分かり、調理計画に
ついて理解している。

＜授業の実施＞

・

が国の伝

的な配

の仕方について理解していると

ともに、適切にできる。
・伝

４ 観点ごとの総括

的な日常

である

及びみそ

の調理の仕方を

理解しているとともに、適切にできる。
「思考・判断・表現」
おいしく

評価場面や評価方法等の具体例
「知識・技能」

的に

と日本の
べている理

の
や

いる。

事の役割について話し合う場面
真を比較し、
とみそ

とみそ

を日常

のよさについて考える場面

○評価方法
事の役割や日常の
伝

的な日常

の調理計画や調

とを表現するなどして課題を解決する力を身に付けて

事を振り返り、

・外国の

及びみそ

々な解決方法を考え、実践を評価・改善し、考えたこ

○評価場面
・日常の

べるために

理の仕方について問題を見いだして課題を設定し、様

事の大切さ、

及びみそ

が

が国の

であることについて理解しているかを学習カー

などの記述内容から評価する。

- 31 ｰ 31 ｰ

「主体的に学習に取り組む態度」
家

の一員として、生活をよりよくしようと、

役割、伝

的な日常

である

及びみそ

事の

の調理の

仕方について、課題の解決に向けて主体的に取り組ん
だり、振り返って改善したりして、生活を工夫し、実
践しようとしている。

小学校

内容のまとまり

作

実践編

◆指導と評価の一連の流れ
第５学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。

体
＜体
１

学
科における評価に

評価の観点及び

いて＞

の

年間の体育科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている児童の姿です。
観点

実践編

趣旨

小学校

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

各種の運動の行い方につい
て理解しているとともに、
基本的な動きや技能を身に
付けている。また、身近な
生活における
・ 全に
ついて実践的に理解してい
るとともに、基本的な技能
を身に付けている。

自己の運動の課題を見付け、その
解決のための活動を工夫してい
るとともに、それらを他者に伝え
ている。また、身近な生活におけ
る
に関する課題を見付け、そ
の解決を目指して思考し判断し
ているとともに、それらを他者に
伝えている。

運動の しさや びを味わうこ
とができるよう、運動に進んで取
り組もうとしている。また、
を大切にし、自己の
の保持
進についての学習に進んで取り
組もうとしている。

２

「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
第 1 学年及び第 2 学年「
・ 具を使っての運動 び」の例
（１）体育科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
・

具を使っての運動

(1) 次の運動
ア

びの

しさに触れ、その行い方を知るとともに、その動きを身に付けること。

定施設を使った運動

イ マットを使った運動
を使った運動
び
(2)
(3) 運動

を使った運動

・

びについて、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
びでは、

り下りや

行、

びでは、いろいろな方向への
びでは、支持しての
びでは、 び

具を用いた簡単な

りや

び下り、手を着いてのまた

び方を工夫するとともに、考えたことを

びに進んで取り組み、順

び下りをすること。

れや上がり下り、ぶら下がりや易しい回

やきまりを

り誰とでも

に気を付けたりすること。

（２）以下の
「
の

り歩きや

がり、手で支えての体の保持や回
りやまた

をすること。

をすること。
下りをすること。

に伝えること。

よく運動をしたり、場や

・

具の

全

（下 ）…知識及び技能に関する内容
（
）…思考力、判断力、表現力等に関する内容
(
）…学びに向かう力、人間性等に関する内容

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」を作成します。
と りごとの評価規準」を作成 る の 観点ごとのポイント

○「知識・技能」のポイント
・「知識」については、学習指導要領の内容の「(1) 次の運動 びの しさに触れ、その行い方を知ると
ともに、その動きを身に付けること。」の「その行い方を知る」と示している部分が該当し、評価規準
は、「～の行い方を知っている。」として作成することができる。
・「技能」については、「その動きを身に付ける」と示している部分が該当し、評価規準は、「～の動き
を身に付けている。」として作成することができる。
○「思考・判断・表現」のポイント
・「思考・判断」については、学習指導要領の内容の「(2)
・ 具を用いた簡単な び方を工夫する
とともに、考えたことを
に伝えること。」の「
・ 具を用いた簡単な び方を工夫する」と示
している部分が該当し、評価規準は、「
・ 具を用いた簡単な び方を工夫している。」として作
成することができる。
・「表現」については、「考えたことを
に伝えること。」と示している部分が該当し、評価規準は、
「考えたことを
に伝えている。」として作成することができる。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・「主体的に学習に取り組む態度」については、学習指導要領の内容の「(3) 運動 びに進んで取り組み、
順 やきまりを り誰とでも よく運動をしたり、場や
・ 具の 全に気を付けたりすること。」
のすべてが該当し、評価規準は、「運動 びに進んで取り組もうとし、順 やきまりを り誰とでも
よく運動をしようとしていたり、場や
・ 具の 全に気を付けたりしている。」として作成するこ
とができる。

ｰ 32 ｰ
- 32 -

＜体

科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント
体育科では、従前の「技能」は「知識・技能」に整理されました。児童が運動の行い方を「分かっ
ているけどできない」のか「分からなくてできない」のかを教師が
に見取り、「分かっている」
ことを認めつつ、それが「できる」につながる指導と評価を行うことが大切です。また、従前の「思
考・判断」は「思考・判断・表現」に整理されました。児童が自己の課題について、思考し判断した
ことを、言 や文章及び動作などで表したり、
や教師などに理 を えて伝えたりする姿を見取
ることが大切です。

実践編

◆指導と評価の一連の流れ
第２学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
単元名「

トを

動

び」（第２学年）

第１学年及び第２学年「

・

具を使っての運動

び」

（「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

授業の構想と学習評価の流れ

50～

57 参照）

単元の目標の具体例

１ 単元の目標の作成

○単元の目標

○学習指導要領本文（以下、「本文」と表す。）を参考に設定

(1) マットを使った運動

することができる。

いろいろな方向に

○本文に示された内容は、各領域において育成を目指す資質・
能力であるため、学習指導要領の趣旨等に基づく指導上の目

や回

がったり、手で支えての体の保持

をしたりして

考えたことを

は、「～することができるようにする」と

びの行い方を知るとともに、
ぶことができるようにする。

(2) マットを使った簡単な

標と捉えることができる。
○単元の目標の語

小学校体育

(3) マットを使った運動

表記する。

きまりを

び方を工夫するとともに、

に伝えることができるようにする。

り誰とでも

びに進んで取り組み、順

や

よく運動をしたり、場の

全

に気を付けたりすることができるようにする。

２ 単元の評価規準の作成
○「内容のまとまりごとの評価規準」と指導計画における児童

単元の評価規準の具体例

の活動を考慮し、児童の学びの姿としてより具体化した評価

○単元の評価規準

規準を作成する。

「知識・技能」

○各観点とも複数個に細分化した評価規準を想定するが、順 性

①マットを使った運動

り実際に動いたりしている。

を示すものではないことに留意する。

②マットに背中や
がって

３ 「指導と評価の計画」の作成
○「単元の目標」や「単元の評価規準」を踏まえ、評価場面や
評価方法等を計画する。

などをつけていろいろな方向に

ぶことができる。

③手や背中で支えて
して

立ちをしたり、体を反らせたり

ぶことができる。

「思考・判断・表現」
①

＜授業の実施＞

道やジグ
向に

②

グなどの複数のコースでいろいろな方

がることができるような場を選んでいる。

で支えながら

動したり、

さまになったりする

動きを選んでいる。

４ 観点ごとの総括

③

のよい動きを見付けたり、自分で考えたりした

ことを

評価場面や評価方法等の具体例

に伝えたり書いたりしている。

「主体的に学習に取り組む態度」

「思考・判断・表現」
○評価場面
のよい動きを見付けたり、自分で考えたりしたことを
に伝
えたり書いたりする場面
○評価方法
・
の動きを見て、 しいところや工夫しているところなどを
や教師に伝えているかを評価する。
（観察）
・自分の動きやグループでの び方で工夫したことを言ったり書い
たりしているかを評価する。
（観察・カー ）
保

びの行い方について、言った

①動物の真

で支えながら

ったりするなどの運動

動したり、

が

びに進んで取り組もうとし

ている。
②順

やきまりを

り誰とでも

よく運動

びをしよ

うとしている。
③場の準
場の

や

付けを

と一

にしようとしている。

全に気を付けている。

領域については、「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

ｰ- 33
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をして

小学校体育

34～

36、P76～P95 参照

小学校

内容のまとまり

た

国語
＜

１

学

国語科における評価に

いて＞

評価の観点及び の
２年間の外国語科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている児童の姿です。

観点

実践編

趣旨

知識・ 技能

思考・ 判断 ・ 表現

小学校

・外国語の音声や文 、語 、表現、文構造、 ・コミュニケーションを行う目的や場面、状
言語の働きなどについて、日本語と外国語と
況などに応じて、身近で簡単な事柄につい
の違いに気付き、これらの知識を理解している。
て、聞いたり話したりして、自分の考えや
・読むこと、書くことに慣れ親しんでいる。
気持ちなどを伝え合っている。
・外国語の音声や文 、語 、表現、文構造、 ・コミュニケーションを行う目的や場面、状
言語の働きなどの知識を、聞くこと、読むこ
況などに応じて、音声で十分慣れ親しんだ
と、話すこと、書くことによる実際のコミュ
外国語の語 や基本的な表現を推測しなが
ニケーションにおいて活用できる基礎的な技
ら読んだり、語順を意識しながら書いたり
能を身に付けている。
して、自分の考えや気持ちなどを伝え合っ
ている。

主体的に学習に
取り組む態度

外国語の背景にあ
る文化に対する理
解を深め、他者に
配慮しながら、主
体的に外国語を用
いてコミュニケー
ションを図ろうと
している。

２ 「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
（１）外国語科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
外国語科における「内容のまとまり」は、五つの領域（「聞くこと」「読むこと」「話す
こと やり取り 」「話すこと 発表 」「書くこと」）です。
五つの領域別の目標の記述は、資質・能力の三つの柱を総合的に育成する観点から、各々
を三つの柱に分けずに、一文ずつの能力記述文で示しています。
（２）以下の 観点ごとのポイント を踏まえ、「内容のまとまり（五つの領域）ごとの評価規準」
を作成します。
「
の と り（
の
）ごとの評価規準」を作成 る の 観点ごとのポイント
（「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

小学校外国語・外国語活動

30～

32 参照）

○「知識・技能」のポイント
・
「知識」については、小学校学習指導要領「２ 内容 第５学年及び第 学年 」の 知識及び技能 における「 1
語の
特 やきまりに関する事項」に記されていることを指しており、それらの事項を理解している状況を評価する。
・
「技能」について、
「聞くこと」は、実際のコミュニケーションにおいて、自分のことや身近で簡単な事柄についての簡単な語 や基本的な
表現、日常生活に関する身近で簡単な事柄についての具体的な情報を聞き取ったり、日常生活に関する身近で簡単な事柄
についての短い話の概要を捉えたりする技能を身に付けている状況を評価する。
「読むこと」は、実際のコミュニケーションにおいて、活 体で書かれた文 を識別し、その読み方
を発音する技
能を身に付けている状況や、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語 や基本的な表現を読んで意味が分かっている状況を評
価する。
「話すこと やり取り 」は、実際のコミュニケーションにおいて、指示、 頼をしたり、それらに応じたりする技能を
身に付けている状況、日常生活に関する身近で簡単な事柄についての自分の考えや気持ちなどを伝え合う技能や、自分や
相手のこと及び身の回りの物に関する事柄について、その場で質問をしたり質問に答えたりして、伝え合う技能を身に付
けている状況を評価する。
「話すこと 発表 」は、実際のコミュニケーションにおいて、日常生活に関する身近で簡単な事柄や自分のことについ
て話す技能を身に付けている状況や、身近で簡単な事柄についての自分の考えや気持ちなどを話す技能を身に付けている
状況を評価する。
なお、指導する単元で扱う言語材料が提示された状況で、それらを用いて自分の考えや気持ちなどを伝え合ったり話した
りする技能を身に付けている状況か否かを評価するのではなく、使用する言語材料の提示がない状況において、それらを
用いて自分の考えや気持ちなどを伝え合ったり話したりする技能を身に付けている状況か否かについて評価する。
また、小学校学習指導要領「２ 内容 第５学年及び第 学年 」の 知識及び技能 における「 1 語の特 やきまり
に関する事項」に記されている「音声」の特 を捉えて話すことについては、それ自体を観点別評価の規準とはしないが、
ネイテ ブ・ス ーカーや 語が 能な 域人材を活用したり、 ジ ル教材等を活用したりして適切に指導を行う。
「書くこと」は、実際のコミュニケーションにおいて、大文 、小文 を活 体で書く技能を身に付けている状況や、音
声で十分に慣れ親しんだ簡単な語 や基本的な表現を書き したり、自分のことや身近で簡単な事柄について、音声で十
分に慣れ親しんだ簡単な語 や基本的な表現を用いて書いたりする技能を身に付けている状況を評価する。
○「思考・判断・表現」のポイント
・上記「技能」の五つの領域の内容について、コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて「～している」状況
を評価する。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・
「主体的に学習に取り組む態度」は、外国語の背景にある文化に対する理解を深め、他者に配慮しながら、主体的に外国語
を用いてコミュニケーションを図ろうとしている状況を評価する。
・上記「技能」の五つの領域の内容について、コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、
「～しようとして
いる」状況を評価する。
・上記の側面と併せて、言語活動への取組に関して見通しを立てたり振り返ったりして自らの学習を自 的に捉えている状
況についても、特定の領域・単元だけではなく、年間を通して評価する。
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＜

国語科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

外国語科では、学習指導要領においては言語「 語」の目標を五つの領域別で示しており、学
年ごとの目標を示していません。このため、「外国語科の目標」、「五つの領域別の目標」、「内容
のまとまりごとの評価規準」等に基づき、各学校が児童の実態等に応じて「学年ごとの目標」、
「五
つの領域別の『学年ごとの目標』」を設定した上で、
「単元ごとの目標」及び「単元ごとの評価規
準」を作成することが大切です。

「聞くこと」「話すこと[やり取り]」

（「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

授業の構想と学習評価の流れ

や決まりに関する事項

（言語材料）、当該単元の中心となる言語活動において設定
するコミュニケーションを行う目的や場面、状況、取り扱う
話題などに即して設定する。

や決まりに関する事項

（言語材料）、当該単元の中心となる言語活動において設定す
るコミュニケーションを行う目的や場面、状況、取り扱う話
題などに即して設定する。

３ 「指導と評価の計画」の作成
○「単元の目標」や「単元の評価規準」を踏まえ、評価場面や
評価方法等を計画する。

＜授業の実施＞
４ 観点ごとの総括

評価場面や評価方法等の具体例
「思考・判断・表現」
○評価場面
自分のことをよく知ってもらったり相手のことをよく知った
きなもの、欲しいものなどについて

ねたり答えたりして伝え合う場面
○評価方法
自分のことをよく知ってもらったり相手のことをよく知った
りするために、

生日や

生日や

きなもの、欲しいもの

など、具体的な情報を聞き取ったり、

生日や

きなもの、

欲しいものなどについて伝え合ったりできる。また、アルフ
ットの活

体の大文

を書くことができる。

単元の評価規準の具体例

○「単元ごとの目標」を踏まえて設定する。

生日や

自分のことをよく知ってもらったり相手のことをよく知
ったりするために、相手の

なお、本単元における「書くこと」については目標に向け
て指導は行うが、本単元内で記録に残す評価は行わない。

２ 単元の評価規準の作成

りするために、

57 参照）

○単元の目標

○「五つの領域別の『学年ごとの目標』」を踏まえるとともに、

○各単元で取り扱う事柄や、言語の特

45～

単元の目標の具体例

１ 単元の目標の作成
各単元で取り扱う事柄や、言語の特

小学校外国語・外国語活動

きなもの、欲しいものなどについて

ねたり答えたりして伝え合っているかを評価する。 行動観察

- 35 ｰ 35 ｰ

○単元の評価規準（「
と」）
「知識・技能」
知識
月日の言い方や、I like/want ～ . Do you like/want
～ ? What do you like/want? When is your
birthday?、その答え方について理解している。
技能
生日や きなもの、欲しいものなど、具体的な情報を
聞き取る技能を身に付けている。
「思考・判断・表現」
相手のことをよく知るために、 生日や きなもの、欲
しいものなど、具体的な情報を聞き取っている。
「主体的に学習に取り組む態度」
相手のことをよく知るために、 生日や きなもの、欲し
いものなど、具体的な情報を聞き取ろうとしている。
○単元の評価規準（「
と やり取り 」）
「知識・技能」
知識
月日の言い方や、I like/want ～ . Do you like/want
～ ? What do you like/want? When is your
birthday?、その答え方について理解している。
技能
生日や きなもの、欲しいものなどについて、I
like/want ～ . Do you like/want ～ ? What do you
like/want ～ ? When is your birthday?等を用いて、
考えや気持ちなどを伝え合う技能を身に付けている。
「思考・判断・表現」
自分のことをよく知ってもらったり相手のことをよく知
ったりするために、自分や相手の 生日や きなもの、
欲しいものなどについて、お互いの考えや気持ちなどを
伝え合っている。
「主体的に学習に取り組む態度」
自分のことをよく知ってもらったり相手のことをよく知
ったりするために、自分や相手の 生日や きなもの、
欲しいものなどについて、お互いの考えや気持ちなどを
伝え合おうとしている。

小学校

内容のまとまり

実践編

◆指導と評価の一連の流れ
第５学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
単元名 We Can! 1 Unit 2「When is your birthday?」（第 学年）

２

国

学

語

学

＜国語科における評価に
１

評価の観点及び

の

いて＞

３年間の国語科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている生徒の姿です。
観点

趣旨

２

「

知識・技能

思考・判断・表現

社会生活に必要な国語につい

「話すこと・聞くこと」、「書

言

て、その特質を理解し適切に使

くこと」、「読むこと」の各領

ったり、思いや考えを深めたり

っている。

域において、社会生活における

しながら、言

人との関わりの中で伝え合う力

識しようとしているとともに、

を高め、自分の思いや考えを広

言語感

げたり深めたりしている。

切に使おうとしている。

の

と

りごとの評価規準」を作成

実践編

国語科においては、学習指導要領の「２

る

の

主体的に学習に取り組む態度
を通じて積極的に人と関わ

を

がもつ価値を認
かにし、言

を適

的

内容」の記載は、そのまま学習指導の目標となりう

るものです。育成を目指す資質・能力（指導事項）の文末を、「～すること」から「～している」
と変更することで、「内容のまとまりごとの評価規準」となります。国語科では、「内容のまとま
りごとの評価規準」を単元の評価規準とすることができます。

学校

（１）国語科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
内容の
まとまり

知識・ 技能

評価の観点

知識及び技能

（２）以下の
「

思考力、判断力、表現力等
話すこと・聞くこと
書くこと
読むこと

知識及び技能
(1) 言 の特 や使い方に関する事項
(2) 情報の扱い方に関する事項
(3) が国の言語文化に関する事項

の

は「知識・技能」、 思考力、判断力、表現力等

観点ごとのポイント
と

思考・ 判断 ・ 表現

該当する指導事項は
ない
主体的に学習に
取り組む態度

は「思考・判断・表現」と対応しています。

を踏まえ、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成します。

りごとの評価規準」を作成

る

の

観点ごとのポイント

一年間を通して、当該学年に示された指導事項を身に付けることができるよう指導することを基本とする。
○「知識・技能」のポイント
・基本的に、当該単元で育成を目指す資質・能力に該当する 知識及び技能 の指導事項について、その文
末を「～している。」として、「知識・技能」の評価規準を作成する。なお、育成したい資質・能力に照
らして、指導事項の一部を用いて評価規準を作成することもある。
○「思考・判断・表現」のポイント
・基本的に、当該単元で育成を目指す資質・能力に該当する 思考力、判断力、表現力等 の指導事項につ
いて、その文末を「～している。」として、「思考・判断・表現」の評価規準を作成する。なお、育成した
い資質・能力に照らして、指導事項の一部を用いて評価規準を作成することもある。
・評価規準の 頭には、当該単元で指導する一領域を「
（領域 を入れる）において、
」と明記する。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・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の双方を適
切に評価できる評価規準を作成する。文末は「～しようとしている。」とする。「学年別の評価の観点の
趣旨」においては、主として、①に関しては「言 を通じて積極的に人と関わったり」、②に関しては「思
いや考えを確かなものにしたりしながら（思いや考えを広げたり深めたりしながら）」が対応する。①、
②を踏まえ、当該単元で育成する資質・能力と言語活動に応じて文言を作成する。
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＜国語科における指導と評価の一体化を目指して＞
◆指導と評価のポイント

国語科では、年間指導計画を基に、当該単元で取り上げて指導する指導事項等を確定し、身に
付けさせたい力を明確にします。そして、その指導事項等を指導するのに最適な言語活動を設定
し、単元の目標を確定します。その上で、単元の評価規準を設定し、評価の時期や場面、方法を
精選し、単元のどの段階でどの評価規準に基づいて評価するかを決めていくことが大切です。
◆指導と評価の一連の流れ
第１学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
単元名「

たに知

内容のまとまり

た言

第１学年

を

る

を

識して

」（第１学年）

知識及び技能 (1)「言 の特 や使い方に関する事項」(1)
思考力、判断力、表現力等 「A 話すこと・聞くこと」(1)ア・

（「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

授業の構想と学習評価の流れ

する。
（１）「知識及び技能」の目標
（３）「学びに向かう力、人間性等」の目標
○単元の目標を実現するために適した言語活動を、言語活
動例を参考にして位置付ける。

２ 単元の評価規準の作成

○国語科においては、指導事項に示された資質・能力を確
実に育成するため、基本的には「内容のまとまりごとの
評価規準」が単元の評価規準となる。

３ 「指導と評価の計画」の作成

○「単元の目標」や「単元の評価規準」を踏まえ、評価場
面や評価方法等を計画する。

（関連

＜授業の実施＞

評価場面や評価方法等の具体例
「思考・判断・表現」①
○評価場面
」
（日頃から、新しく知った語
に

を書き留めている

したい言

を決める場面

○評価方法
する言

についてノートに書かせ、目的や場面、相手な

どを考えて、その言
理しながらス

ー

に関する

ー

思考力、判断力、表現力等

単元の評価規準の具体例

４ 観点ごとの総括

手

○単元の目標
(1) 事象や行 、心情を表す語 の量を すと
ともに、話や文章の中で使うことを通して、
語感を き語 を かにすることができる。
知識及び技能 (1)
(2) 目的や場面に応じて、日常生活の中から話
題を決め、集めた材料を整理し、伝え合う内
容を検討することができる。 思考力、判断
力、表現力等
(1)ア
(3) 相手の反応を踏まえながら、自分の考えが
分かりやすく伝わるように表現を工夫するこ
とができる。 思考力、判断力、表現力等
1
(4) 言 がもつ価値に気付くとともに、進んで
読書をし、 が国の言語文化を大切にして、
思いや考えを伝え合おうとする。「学びに向
かう力、人間性等」
○設定した言語活動
新たに知った言 を
する。

などの話す材料を整

の内容を検討しているかを確認する。

ｰ- 37
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2)ア）

○単元の評価規準
「知識・技能」
①事象や行 、心情を表す語 の量を すとと
もに、話や文章の中で使うことを通して、語
感を き語 を かにしている。（(1) ）
「思考・判断・表現」
①「話すこと・聞くこと」において、目的や場
面に応じて、日常生活の中から話題を決め、
集めた材料を整理し、伝え合う内容を検討し
ている。（ (1)ア）
②「話すこと・聞くこと」において、相手の反応
を踏まえながら、自分の考えが分かりやすく伝
わるように表現を工夫している。（ 1) ）
「主体的に学習に取り組む態度」
①粘り強く表現を工夫し、学習の見通しをもって
新たに知った言 を
しようとしている。

学校

（２）「思考力、判断力、表現力等」の目標

）などから、自分が

49 参照）

実践編

○指導事項を基に、以下の３点について単元の目標を設定

「語

42～

単元の目標及び設定した言語活動の具体例

１ 単元の目標と言語活動の設定

手

中学校国語

学
＜

科における評価に

１

評価の観点及び

いて＞

の

3 年間の社会科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている生徒の姿です。
観点

知識・技能

が国の国 と
、現 の政
、経 、国際関係等に関して
理解しているとともに、調査や
諸資料から様々な情報を効果的
に調べまとめている。

趣旨

思考・判断・表現

社会的事象の意味や意義、特 や相互の
関連を多面的・多角的に考察したり、社
会に見られる課題の解決に向けて選択・
判断したり、思考・判断したことを説明
したり、それらを基に議論したりしている。

主体的に学習に取り組む態度

社会的事象について、国家及び社会
の担い手として、よりよい社会の実
現を視野に課題 を主体的に解決 し
ようとしている。

２

「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
理的分野
の
(1)「
各 の人々の生活と環境」の例
（１）社会科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
場所や人間と自然環境との相互

関係などに着目して、課題を追究したり解決したりする活動を通して、次の事項を身に

実践編

付けることができるよう指導する。
ア

次のような知識を身に付けること。
( ) 人々の生活は、その生活が営まれる場所の自然及び社会的
を
( )
な

学校

イ

各

から

を受けたり、その場所の自然及び社会的

に

えたりすることを理解すること。
における人々の生活やその変容を基に、

教の分

の人々の生活や環境の多様性を理解すること。その際、

の主

についても理解すること。

次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。
( )

各

における人々の生活の特

やその変容の理

その生活が営まれる場所の自然及び社会的

を、

などに着目し

て多面的・多角的に考察し、表現すること。

（下

）…知識及び技能に関する内容

（

）…思考力、判断力、表現力等に関する内容

（２）以下の 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」を作成します。
「
の と りごとの評価規準」を作成 る の 観点ごとのポイント
分野共通の留意事項

○「知識・技能」のポイント
・「知識」については、学習指導要領に示す「２ 内容」の「知識」に関わる事項に示された「…理解すること」の記述を
当てはめ、それを生徒が「…理解している」かどうかの学習状況として表すこととする。
・「技能」については、学習指導要領に示す「２ 内容」の「技能」に関わる事項に示された「…身に付けること」の記述
を当てはめ、それを生徒が「…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。ただし、「技能」につい
ては、学習指導要領の「内容のまとまり」（中項目）中に記載のあるもののみ、それを表している。
○「思考・判断・表現」のポイント
・「思考・判断・表現」については、学習指導要領に示す「２ 内容」の「思考力、判断力、表現力等」に関わる事項に示
された「…考察（、構想）し、表現すること」の記述を当てはめ、それを生徒が「…考察（、構想）し、表現している」
かどうかの学習状況として表すこととする。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・「主体的に学習に取り組む態度」については、学習指導要領に示す「２ 内容」に「学びに向かう力、人間性等」に関わ
る事項が示されていないことから、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する場合、「分野別の評価の観点及びそ
の趣旨」における「主体的に学習に取り組む態度」を基に、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。
・その際、「評価の観点及びその趣旨」の 頭に示された「…について」の部分は、この「内容のまとまり」で対象とす
る、学習指導要領上の「諸事象」を当てはめることとし、「よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的
に追究（、解決）しようとしている（ 理的分野・
的分野）」か、「現 社会に見られる課題の解決を視野に主体
的に社会に関わろうとしている（
的分野）」かどうかの学習状況として表すこととする。
各分野の留意事項
理的分野
的分野
・「主体的に学習に取り組む態度」における「追究（、解決）しようとしている」部分の表現について、「思考・判断・表
現」の「内容のまとまりごとの評価規準」に「構想」の語を記載した項目のみ「追究、解決しようとしている」と表現し、
他は「追究しようとしている」と表現し、書き分けている。
的分野
・「知識・技能」について、学習指導要領上の当該項目中に「自らが生活する 域や受け継がれてきた伝 や文化への関心
をもって」との記載がある (2)「身近な 域の
」のみ、それを「主体的に学習に取り組む態度」の対象として 動
し、その 頭に して表している。
的分野
・「思考・判断・表現」について、「２ 内容」の各中項目の 頭に「…に着目して」と示された視点を、それぞれの記載
の文頭に して表している。（社会科のまとめとなるＤ(2)「よりよい社会を目指して」のみ、「社会的な見方・考え方
を働かせ」を して表している。）
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＜

科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント
社会科では、単元の指導計画に、生徒が深い学びを実現するために「社会的な見方・考え方」を働かせる
問いを、
「単元を貫く問い」や「各次の問い」として設定することが大切です。また、観点別の学習状況に
ついての評価は、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、場面を
精選したり、生徒の反応、ノート、ワークシート、作品、ペーパーテストなど、評価方法を工夫したりして
行うことが大切です。
◆指導と評価の一連の流れ
的分野の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
単元名「

の

内容のまとまり

「

」（

近

的

）

までの日本とアジア」(3)近

の日本

（「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

授業の構想と学習評価の流れ

中学校社会 P62～P71 参照）

単元の目標の具体例

１ 単元の目標の作成

○単元の目標
・近

の日本の大きな流れを、

の日本に関わる事象の意味や意義、伝

を、時期や年

、推

など

、比較、相互の関連や現在とのつながり

説明したり、それらを基に議論したりする力を養う。
・近

の日本に関わる諸事象について、そこで見られる課題を主

体的に追究、解決しようとする態度を養う。

単元の評価規準の具体例
○単元の評価規準
「知識・技能」
ーロッパ人来

の背景とその

業とその当時の対外関係、

○「単元の目標」や「単元の評価規準」を踏まえ、評価場面
や評価方法等を計画する。
的分野の大項目 、 における中項目については、そ
れぞれが一つの大きな単元としての学習のまとまりをもっ
た構造になっているため、中項目ごとの「内容のまとまり
ごとの評価規準」を踏まえ、評価の計画を立てることが大
切である。
「技能」に関わる学習活動や評価を「内容の取扱い」など
を参考に加えたり、より具体的に「主体的に学習に取り組
む態度」を示したりするなど、授業内容に即した「単元の
評価規準」に設定し直すことが大切である。

と文化の特

などに着目して多面的・多角的に考察したり、思考したことを

・

３ 「指導と評価の計画」の作成

の特

に関する様々な

どを基に、諸資料から
まとめ、近
・

、織

や

・

による

などの生活文化の展

一事
な

に関する様々な情報を効果的に調べ

社会の基礎がつくられたことを理解している。

の成立と大

の様子、

国などの

の対外政策と対外関係などを基に、諸資料から

制、身分制と

に関す

る様々な情報を効果的に調べまとめ、

と

による支配が確

立したことを理解している。
・産業や交通の発
資料から
文化が都

、教育の

及と文化の広がりなどを基に、諸

に関する様々な情報を効果的に調べまとめ、 人
を中心に形成されたことや、各

方の生活文化が生

まれたことを理解している。
・社会の変動や

＜授業の実施＞

諸国の接近、

の政

思想の動きなどを基に、諸資料から
効果的に調べまとめ、

の政

改革、新しい学問・

に関する様々な情報を

が次第に行き

まりをみせた

ことを理解している。

４ 観点ごとの総括

「思考・判断・表現」
・交易の広がりとその

、

一政

の諸政策の目的、産業の発

と文化の担い手の変化、社会の変化と

評価場面や評価方法の具体例
「思考・判断・表現」
○評価場面
小単元の学習課題「
時 の文化は、それ以前の文化と
どのような違いがあるのだろうか、またその違いはどのような政
や社会の動きから生まれたのだろうか」について、各次でワー
クシートに記入した事柄を踏まえて考察する場面
○評価方法
交易の広がりとその
、 一政 の諸政策の目的などに着
目して、小単元の学習課題について考察し、結果を表現してい
るかについて、ワークシート等の記述内容から評価する。

の政策の変化など

に着目して、事象を相互に関連付けるなどして、近

の社会の

変化の様子を多面的・多角的に考察し、表現している。
・近

の日本を大観して、時

の特

を多面的・多角的に考察し、

表現している。
「主体的に学習に取り組む態度」
・近

の日本について、見通しをもって学習に取り組もうとし、

学習を振り返りながら課題を追究しようとしている。
・学習を振り返るとともに、次の学習へのつながりを見いだそう
としている。
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学校

○「『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 中学校社会」に示された、「内容のまとまりごとの
評価規準（例）」は、学習指導要領の各「中項目」の記載
事項を基に作成されており、各校において実際に作成され
る各単元、各授業における評価規準を作成する際の基本の
形となる。
○「『内容のまとまり』＝単元」、「『内容のまとまり』 単
元」、「『内容のまとまり』 単元」のように、各分野の項
目構成の特 を踏まえた上で、「内容のまとまりごとの評価
規準（例）」を基に、「単元の評価規準」を作成する。

を背景に、時

情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。
・近

２ 単元の評価規準の作成

の

を踏まえて理解するとともに、諸資料から

実践編

・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。

学
＜

１

学

学科における評価に
評価の観点及び

の

いて＞

３年間の数学科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている生徒の姿です。
観点

知識・技能

・数量や図形などについての基
礎的な概念や原理・法則など
を理解している。
・事象を数学化したり、数学的
趣旨
に解 したり、数学的に表
現・ 理したりする技能を身
に付けている。

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

数学を活用して事象を論理的に考
察する力、数量や図形などの性質を
見いだし 合的・発展的に考察する
力、数学的な表現を用いて事象を簡
・明 ・的確に表現する力を身に
付けている。

数学的活動の しさや数学のよ
さを実感して粘り強く考え、数
学を生活や学習に生かそうとし
たり、問題解決の過程を振り返
って評価・改善しようとしたり
している。

２

実践編
学校

「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
第１学年「A 数と式」（1）「正の数と の数」の例
（１）数学科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
(1) 正の数と の数について、数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう
指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
( ) 正の数と の数の必要性と意味を理解すること。
( ) 正の数と の数の 則計 をすること。
( ) 具体的な場面で正の数と の数を用いて表したり 理したりすること。
イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。
( )
数で学習した数の 則計 と関連付けて、正の数と の数の 則計 の方法を考察
し表現すること。
( ) 正の数と の数を具体的な場面で活用すること。

（２）以下の
「
の

（下

）…知識及び技能に関する内容

（

）…思考力、判断力、表現力等に関する内容

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」を作成します。
と りごとの評価規準」を作成 る の 観点ごとのポイント

○「知識・技能」のポイント
・基本的に、当該「内容のまとまり」で育成を目指す資質・能力に該当する「知識及び技能」
で示された内容をもとに、その文末を「～している」「～することができる」などとして評
価規準を作成する。
○「思考・判断・表現」のポイント
・基本的に、当該「内容のまとまり」で育成を目指す資質・能力に該当する「思考力、判断力、
表現力等」で示された内容をもとに、その文末を「～することができる」として評価規準を作
成する。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・基本的に、当該学年の「主体的に学習に取り組む態度」の観点の趣旨をもとに、当該「内容
のまとまり」で育成を目指す「知識及び技能」や「思考力、判断力、表現力等」の指導事項
等を踏まえ、その文末を「～している」として評価規準を作成する。
なお、各学年の

計に関わる「内容のまとまり」については、その文末に「多様な考えを

認め、よりよく問題解決しようとしている（１年
などを加えて評価規準を作成する。
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多面的に捉え考えようとしている）」

＜

学科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

数学科では、常に、「数学科の目標」と「学年の目標」との関連、そして領域相互の関連を考
え、「内容」の指導に当たっていくことが必要です。また、小・中・高等学校共通で 数科・数
学科の目標の柱書に示されている「数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を通して、数学
的に考える資質・能力の育成を目指す」ことは、各学年の目標には柱書として示されていません
が、いずれの学年においても重要であり、指導と評価に際しては常に留意することが大切です。
◆指導と評価の一連の流れ
第２学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
単元名「一
内容のまとまり

」（第２学年）
第２学年「 関数」(1)「一次関数」
（「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

授業の構想と学習評価の流れ

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。

単元の目標と「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考
中学校数学」
に示された、
「 内容のまとまりごとの評価規準
（例）
」

を基に、単元の評価規準を作成する。その際、中学校学習指導要領の
、 内容の取扱い

の各事項も含めて評価

規準を設定する。また、「内容のまとまりごとの評価規準（例）」の中
には、そのまま位置付けることができるものもあるが、単元計画にお
ける学習指導の進め方との関係で、「内容のまとまりごとの評価規準」
の一つを二つ以上に分割して設定することや、学習指導で取り上げる
問題や教材等に即して設定することも考えられる。その際、該当する
中学校学習指導要領解説（数学編）の記述も参考にして設定する。

３ 「指導と評価の計画」の作成

○「単元の目標」や「単元の評価規準」を踏まえ、評価場面や評
価方法等を計画する。

＜授業の実施＞
４ 観点ごとの総括
評価場面や評価方法等の具体例
「思考・判断・表現」
○評価場面
現実的な事象における二つの数量の関係を理想化・単純化して一
次関数とみなして、表、式、グラフで表し、

理するなどして

知

の値を予測する場面
○評価方法
小テストを実施し、一次関数を用いて具体的な事象を捉え考察し表
現することができるかどうかについて、記述内容から評価する。
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○単元の目標
(1) 一次関数についての基礎的な概念や
原理・法則などを理解するとともに、事
象を数学化したり、数学的に解 した
り、数学的に表現・ 理したりする技能
を身に付ける。
(2) 関数関係に着目し、その特 を表、式、
グラフを相互に関連付けて考察し表現
することができる。
(3) 一次関数について、数学的活動の し
さや数学のよさを実感して粘り強く考
え、数学を生活や学習に生かそうとする
態度、問題解決の過程を振り返って評
価・改善しようとする態度を身に付ける。

単元の評価規準の具体例

○単元の評価規準
「知識・技能」
①一次関数について理解している。
②事象の中には一次関数として捉えられる
ものがあることを知っている。
③二元一次方程式を関数を表す式とみるこ
とができる。
変化の割合やグラフの傾きの意味を理解
している。
一次関数の関係を表、式、グラフを用い
て表現したり、 理したりすることがで
きる。
「思考・判断・表現」
①一次関数として捉えられる二つの数量に
ついて、変化や対応の特 を見いだし、
表、式、グラフを相互に関連付けて考察
し表現することができる。
②一次関数を用いて具体的な事象を捉え考
察し表現することができる。
「主体的に学習に取り組む態度」
①一次関数について考えようとしている。
②一次関数について学んだことを生活や学
習に生かそうとしている。
③一次関数を活用した問題解決の過程を振
り返って評価・改善しようとしている。

学校

２ 単元の評価規準の作成

用語・記

50 参照）

実践編

○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

内容における

41～

単元の目標の具体例

１ 単元の目標の作成

資料

中学校数学

科
＜

１

学

科における評価に
評価の観点及び

の

いて＞

３年間の理科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている生徒の姿です。
観点

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

趣旨

自然の事物・現象についての基
本的な概念や原理・法則などを
理解しているとともに、科学的
に探究するために必要な観察、
実験などに関する基本操作や記
録などの基本的な技能を身に付
けている。

自然の事物・現象から問題を見
いだし、見通しをもって観察、
実験などを行い、得られた結果
を分析して解 し、表現するな
ど、科学的に探究している。

自然の事物・現象に進んで関わ
り、見通しをもったり振り返っ
たりするなど、科学的に探究し
ようとしている。

２

実践編

「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
第１分野 「(1)身近な物理現象」の例
（１）理科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
(1) 身近な物理現象
身近な物理現象についての観察、実験などを通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。

学校

ア

身近な物理現象を日常生活や社会と関連付けながら、次のことを理解するとともに、それらの観察、実験などに関す
る技能を身に付けること。
( )

と音
の反

・

の反

や

の実験を行い、

が

や

ラスなどの物質の境

面で反

、

するときの規則性を見いだして

理解すること。
レン

の働き

レン

の働きについての実験を行い、物体の位置と

のでき方との関係を見いだして理解すること。

音の性質
音についての実験を行い、音はものが振動することによって生じ

気中などを伝わること及び音の高さや大きさ

は発音体の振動の仕方に関係することを見いだして理解すること。
( ) 力の働き
力の働き
物体に力を働かせる実験を行い、物体に力が働くとその物体が変形したり動き始めたり、運動の様子が変わった
りすることを見いだして理解するとともに、力は大きさと向きによって表されることを知ること。また、物体に働
く２力についての実験を行い、力がつり合うときの
イ

を見いだして理解すること。

身近な物理現象について、問題を見いだし見通しをもって観察、実験などを行い、

の反

や

、

レン

の働き、

音の性質、力の働きの規則性や関係性を見いだして表現すること。

（２）以下の
「

の

観点ごとのポイント
と

（下

）…知識及び技能に関する内容

（

）…思考力、判断力、表現力等に関する内容

を踏まえ、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成します。

りごとの評価規準」を作成

る

の

観点ごとのポイント

「知識・技能」のポイント
・学習指導要領の「２ 内容」における大項目の中のアの「次のこと」を「中項目

」に

え、「～を理解するとともに」

を「～を理解しているとともに」、
「～を身に付けること」を「～を身に付けている」として、
「内容のまとまりごとの評
価規準」を作成する。
「思考・判断・表現」のポイント
・学習指導要領の「２ 内容」における大項目の中のイの「見いだして表現すること」を「見いだして表現している」とし
て、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。
「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・「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「２ 内容」に育成を目指す資質・能力が示されていない
ことから、
「分野別の評価の観点の趣旨」
（第１分野）の 頭に記載されている「物質や ネル ーに関する事物・現象」
を「（大項目 ）に関する事物・現象」に えて、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。
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＜

科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

理科では、
「知識・技能」については、基本的な概念や原理・法則などを理解しているかを、また、
観察、実験の基本操作を習得するとともに、観察、実験の計画的な実施、結果の記録や整理、資料の
活用の仕方などを身に付けているかどうかを評価します。「思考・判断・表現」については、見通し
をもって観察、実験などを行い、その結果を分析して解 するなど、科学的に探究する過程において
思考・判断・表現しているかを評価します。「主体的に学習に取り組む態度」については、進んで関
わり、見通しをもったり振り返ったりするなど、科学的に探究しようとしているかを評価します。

◆指導と評価の一連の流れ
第３学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
単元名「

体の動

内容のまとまり

と

の

・

」（第３学年）

第３学年第２分野(6)「

と

」

（「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

授業の構想と学習評価の流れ

中学校理科

46～

55 参照）

単元の目標の具体例

○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

２ 単元の評価規準の作成
○単元（中項目）の評価規準は、「内容のまとまりごと
の評価規準」を基に、第１分野又は第２分野の評価の
観点の趣旨を踏まえて作成する。
○「単元（中項目）の評価規準」を作成する。

３ 「指導と評価の計画」の作成
○「単元の目標」や「単元の評価規準」を踏まえ、評価
場面や評価方法等を計画する。

単元の評価規準の具体例
○単元の評価規準
「知識・技能」
身近な

体とその運動に関する特

ながら、日

＜授業の実施＞

運動と自

、年

に着目し

運動と

に

ついての基本的な概念や原理・法則などを理
解しているとともに、科学的に探究するため
に必要な観察、実験などに関する基本操作や

４ 観点ごとの総括

記録などの基本的な技能を身に付けている。
「思考・判断・表現」

評価場面や評価方法等の具体例

体の動きと

の自

・

について、

「知識・技能」

体の観察、実験などを行い、その結果や資料

○評価場面

を分析して解

透明

の記録から、

の一日の動きを表す場面

・

○評価方法
透明

についての特

体の動きと

の自

や規則性を見いだし

て表現しているとともに、探究の過程を振り
上の点を結んで、

す技能について、透明
なお、

し、

の

を

面上に

として示

の記録から評価する。

の一日の動きについての知識は、単元の学習が進

むにつれて理解が深まるため、透明

返るなど、科学的に探究している。
「主体的に学習に取り組む態度」
体の動きと

の自

・

に関する事

に記録する技能に関連

物・現象に進んで関わり、見通しをもったり

する知識については、記録に残す評価は本時では行わず、単元

振り返ったりするなど、科学的に探究しよう

末や定期考査等のペーパーテストで行う。

としている。
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学校

する。

○単元の目標
(1) 身近な 体とその運動に関する特 に着目
しながら、日 運動と自 、年 運動と
を理解するとともに、それらの観察、実験な
どに関する技能を身に付けること。
(2)
体の動きと
の自 ・
について、
体の観察、実験などを行い、その結果や資
料を分析して解 し、 体の動きと
の自
・
についての特 や規則性を見いだし
て表現すること。また、探究の過程を振り返
ること。
(3)
体の動きと
の自 ・
に関する事
物 現象に進んで関わり、科学的に探究しよう
とする態度を養うこと。

実践編

１ 単元の目標の作成

学
＜

１

科における評価に

いて＞

評価の観点及び の
３年間の音 科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている生徒の姿です。
知識・ 技能

思考・ 判断 ・ 表現

主体的に学習に
取り組む態度

想と音 の構造や背景などと
の関わり及び音 の多様性に
ついて理解している。
・創意工夫を生かした音 表現を
するために必要な技能を身に
付け、
、
、創作で表し
ている。

音 を形づくっている要素や要素同士の
関連を知 し、それらの働きが生み出す特
質や
気を感受しながら、知 したこと
と感受したこととの関わりについて考え、
どのように表すかについて思いや意図を
もったり、音 を評価しながらよさや し
さを味わって いたりしている。

音や音 、音 文化に
親しむことができる
よう、音 活動を し
みながら主体的・協働
的に表現及び
の
学習活動に取り組も
うとしている。

観点
・

趣旨

実践編

２

「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
第 1 学年「 表現」(1)
及び
共通事項 (1)の例
（１）音 科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
(1)

の活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。

学校

ア

表現に関わる知識や技能を得たり生かしたりしながら、

イ

表現を創意工夫すること。

次の( )及び( )について理解すること。
( )

想と音

( ) 声の音

の構造や
や

の内容との関わり

き及び言

の特性と

種に応じた発声との関わり

次の( )及び( )の技能を身に付けること。
( ) 創意工夫を生かした表現で

うために必要な発声、言

( ) 創意工夫を生かし、全体の

きや各声部の声などを

の発音、身体の使い方などの技能
きながら他者と合わせて

う技能

共通事項
(1) 「
ア

音

表現」及び「

」の指導を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。

を形づくっている要素や要素同士の関連を知

し、それらの働きが生み出す特質や

気を感受しながら、知

し

たことと感受したこととの関わりについて考えること。
イ

音

を形づくっている要素及びそれらに関わる用語や記

ついて、音

（２）以下の
「
の

などに

における働きと関わらせて理解すること。

（下
（

）…知識及び技能に関する内容
）…思考力、判断力、表現力等に関する内容

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」を作成します。
と りごとの評価規準」を作成 る の 観点ごとのポイント

○「知識・技能」のポイント
・事項イ及び事項

の「次の( 及び( )」の部分に、学習内容等に応じて( )、( )のいずれか又は両方を適切に選択して置

き換え、文末を「～している」に変更する。
○「思考・判断・表現」のポイント
・ 共通事項
前

アの文末を「考え、」に変更して文頭に置き、事項アの文末を「～している」に変更する。なお、事項アの

の「知識や技能を得たり生かしたりしながら」は、
「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」とがどのよう

な関係にあるかを明確にするために示している文言であるため、
「内容のまとまりごとの評価規準」としては設定しない。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・当該学年の「評価の観点の趣旨」に基づいて作成する。
・
「評価の観点の趣旨」の文頭部分「音や音
における音

、音

文化に親しむことができるよう」は、
「主体的に学習に取り組む態度」

科の学習の目指す方向性を示している文言であるため、
「内容のまとまりごとの評価規準」としては設定し

ない。
・
「評価の観点の趣旨」の「表現及び

」の部分は、学習内容に応じて、該当する領域や分野に置き換える。なお、
「学習

活動」とは、その題材における「知識及び技能」の習得や「思考力、判断力、表現力等」の育成に係る学習活動全体を指
している。
・
「評価の観点の趣旨」の「

しみながら」は、
「主体的・協働的に」に係る文言であり、
「

を評価するものではない。あくまで、主体的・協働的に取り組む際に「
必要があることを示

しているものである。
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しみながら取り組んでいるか」

しみながら」取り組めるように指導を工夫する

＜

科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

音 科では、知識及び技能に関する資質・能力については個々の 立性が高く、知識と技能の
指導事項を個別に立てていることに対応し、知識と技能とに分けて評価します。その際、知識と
技能の評価場面や評価方法は異なることが考えられます。また、 共通事項 のアが思考力、判
断力、表現力等に関する資質・能力として位置付けられました。 共通事項 のアと各領域や分
野の事項アは一体的に捉えることが重要です。
◆指導と評価の一連の流れ
第２学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
名「

表

や

内容のまとまり

を思い

想を

第２学年及び第３学年 「

い

表現」(1)

表現を
及び

（「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

授業の構想と学習評価の流れ

の評価規準の作成

○ 観点ごとのポイント を参考に、以下の観点につい
て題材の評価規準を作成する。
・「知識・技能」の評価規準
・「思考・判断・表現」の評価規準
・「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準

３ 「指導と評価の計画」の作成

の評価規準の具体例

○「題材の目標」や「題材の評価規準」を踏まえ、評価
場面や評価方法等を計画する。

＜授業の実施＞
４ 観点ごとの総括
評価場面や評価方法等の具体例
「思考・判断・表現」思
○評価場面
」のリ

子）、 度、 律（音のつながり方やフレー
感受し、「早

」の

との関わりを踏まえて

想や

）、強

の内容を味わい、音

にふさわしい音

ム（
を知

・

の構造

表現を追求する場面

○評価方法
「早

」について、知

したことと感受したこととの関わ

りについて考え、どのように

うかについて意見交換している

様子を観察し、評価する。また、どのように

うかについての

思いや意図、特に表現を工夫するポイントを記述したワークシ
ートの内容から評価する。

60 参照）

○
の評価規準
「知識・技能」
知 「
の月」、「早
」の 想と音 の構造や
の内容との関わりを理解している。
技 創意工夫を生かした表現で「早
」を うために
必要な発声、言 の発音、身体の使い方などの技能を
身に付け、
で表している。
「思考・判断・表現」
思 「
の月」、「早
」のリ ム、 度、 律、
強 を知 し、それらの働きが生み出す特質や
気
を感受しながら、知 したことと感受したこととの関
わりについて考え、「早
」にふさわしい
表現
としてどのように表すかについて思いや意図をもって
いる。
「主体的に学習に取り組む態度」
態 「
の月」、「早
」の
が表す情景や心情
及び の表情や味わいに関心をもち、音 活動を し
みながら主体的・協働的に
の学習活動に取り組も
うとしている。
「知識」と「技能」は、それぞれ分けて指導事項を示していること、
また評価方法や評価場面が異なることが想定されること等を踏まえ、
知、技と分けて

記している。
「思考・判断・表現」と「主体的に学

習に取り組む態度」については、それぞれ思、態と
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記している。

学校

する。

の月」と対比するなどして、「早

51～

実践編

まえて作成する。
○生徒の実態、前題材までの学習状況等を踏まえて作成

「

中学校音

(1)

の目標の具体例

○学習指導要領の目標や内容、学習指導要領解説等を踏

２

共通事項

○
の目標
(1) 「
の月」、「早
」の 想と音 の構造や
の内容との関わりについて理解するとともに、創意
工夫を生かした表現で「早
」を うために必要な
発声、言 の発音、身体の使い方などの技能を身に付
ける。
(2) 「
の月」、「早
」のリ ム、 度、 律、
強 を知 し、それらの働きが生み出す特質や
気
を感受しながら、知 したことと感受したこととの関
わりについて考え、「早
」にふさわしい
表現
を創意工夫する。
(3) 「
の月」、「早
」の
が表す情景や心情
及び の表情や味わいに関心をもち、音 活動を し
みながら主体的・協働的に
の学習活動に取り組む
とともに、 が国で長く われている
に親しむ。

の目標の作成

１

して おう」（第 2 学年）

学
＜

１

科における評価に

いて＞

評価の観点及び の
３年間の 術科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている生徒の姿です。
観点

知識・技能

思考・判断・表現

趣旨

・対象や事象を捉える造形
的な視点について理解
している。
・表現方法を創意工夫し、
創造的に表している。

造形的なよさや しさ、表現の意図と工
夫、 術の働きなどについて考えるととも
に、主題を生み出し かに発想し構想を
ったり、 術や 術文化に対する見方や感
じ方を深めたりしている。

主体的に学習に
取り組む態度
術の創造活動の びを
味わい主体的に表現及び
の 広い学習活動に
取り組もうとしている。

２ 「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
第１学年の「感じ取ったことや考えたことなどを基にした表現「A 表現」(1)ア(2)、 共通事項 」の例
（１） 術科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
「 表現」

実践編

(1)

学校

表現の活動を通して、次のとおり発想や構想に関する資質・能力を育成する。
ア 感じ取ったことや考えたことなどを基に、 や
などに表現する活動を通して、発想や構想に関する次の事項を身に付けることが
できるよう指導する。
( ) 対象や事象を見つめ感じ取った形や
の特 や しさ、想 したことなどを基に主題を生み出し、全体と部分との関係などを考
え、創造的な構成を工夫し、心 かに表現する構想を ること。
「 表現」
(2) 表現の活動を通して、次のとおり技能に関する資質・能力を育成する。
ア 発想や構想をしたことなどを基に、表現する活動を通して、技能に関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。
( ) 材料や用具の生かし方などを身に付け、意図に応じて工夫して表すこと。
( ) 材料や用具の特性などから制作の順 などを考えながら、見通しをもって表すこと。
共通事項
(1) 「 表現」及び「
」の指導を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 形や
、材料、 などの性質や、それらが感情にもたらす効果などを理解すること。
イ 造形的な特 などを基に、全体のイメージや作 などで捉えることを理解すること。
（下
（

（２）以下の
「
の

）…知識及び技能のうち「知識」に関する内容
）…思考力、判断力、表現力等に関する内容

（二重下

）…知識及び技能のうち「技能」に関する内容

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」を作成します。
と りごとの評価規準」を作成 る の 観点ごとのポイント

○「知識・技能」のポイント
「知識」の評価については、第１学年の評価の観点及びその趣旨を「対象や事象を捉える造形的な視点について理解している」
としており、具体的には 共通事項 の内容を示している。評価規準の作成では、 共通事項 (1)の「ア 形や
、材料、 など
の性質や、それらが感情にもたらす効果などを理解すること」や「イ 造形的な特 などを基に、全体のイメージや作 などで捉え
ることを理解すること」について文末を「～理解している」と示すことで、評価規準を作成することができる。
なお、
「知識」の評価規準の作成に当たっては、
「２ 内容の取扱いと指導上の配慮事項」の 共通事項 の取扱いにおいて、
「(1)
共通事項 の指導に当たっては、生徒が造形を かに捉える多様な視点をもてるように、以下の内容について配慮すること」の
各事項が「～を捉えること」としていることに留意する。このことは、ここでの知識は単に新たな事柄として知ることや言 を
記することに終始するものではないことを示している。そのため、
「知識」の評価を行う際には、 共通事項 の各指導事項に示さ
れている「理解すること」とは、生徒一人一人の造形的な視点を かにするために、形や
、材料、 などの性質や、それらが
感情にもたらす効果及び全体のイメージや作 などで捉えるということを踏まえ、実感的に理解している状況を見取るようにする
ことが大切である。
「技能」については、第１学年の評価の観点及びその趣旨を「意図に応じて表現方法を工夫して表している」としており、具体
的には「 表現」(2)の内容を示している。評価規準の作成では、題材に応じて「( 材料や用具の生かし方などを身に付け、意図
に応じて工夫して表すこと」や「( ) 材料や用具の特性などから制作の順 などを考えながら、見通しをもって表すこと」について
「～表している」と示すことで、評価規準を作成することができる。
○「思考・判断・表現」のポイント
「思考・判断・表現」については、第１学年の評価の観点及びその趣旨を「自然の造形や 術作品などの造形的なよさや しさ、
表現の意図と工夫、機能性と しさとの調和、 術の働きなどについて考えるとともに、主題を生み出し かに発想し構想を っ
たり、 術や 術文化に対する見方や感じ方を広げたりしている」としており、具体的には「 表現」(1)及び「
」の内容を
示している。
ここでは、
「感じ取ったことや考えたことなどを基にした表現」の「内容のまとまり」を例にしているので、
「 表現」(1)アの「( )
対象や事象を見つめ感じ取った形や
の特 や しさ、想 したことなどを基に主題を生み出し、全体と部分との関係などを考
え、創造的な構成を工夫し、心 かに表現する構想を ること」について文末を、
「～している」と示すことで、評価規準を作成す
ることができる。また、発想や構想と
の双方に重なる資質・能力として「造形的なよさや しさ、表現の意図と工夫、 術の
働きなどについて考える」ことなどについて留意しながら評価することになる。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
「主体的に学習に取り組む態度」については、第１学年の評価の観点及びその趣旨を「 術の創造活動の びを味わい しく表
現及び
の学習活動に取り組もうとしている」としており、題材において設定した「知識及び技能」や「思考力、判断力、表現
力等」の資質・能力を、生徒が学習活動の中で しく身に付けようとしたり、発揮しようとしたりすることへ向かう態度を評価す
ることになる。その際、よりよい表現を目指して構想や技能を工夫改善し、粘り強く取り組む態度などに着目することが大切であ
る。ここでは、第１学年の「感じ取ったことや考えたことなどを基にした表現」の「内容のまとまり」を例にしているので、当該
学年の評価の観点及びその趣旨と「 表現」の「内容のまとまり」に応じて評価規準を作成することができる。その際、評価の観
点及びその趣旨に示されている「創造活動の び」は、
「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」が相互に関連する中で味
わうものであることに留意する必要がある。
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＜

科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

術科では、「知識・技能」は、「造形的な視点を かにするための知識」と「創造的に表す
技能」とに整理していることから二つに分けて示しています。また、「思考・判断・表現」は、
「 表現」において育成する発想や構想に関する資質・能力と「
」において育成する
に関する資質・能力とに整理していますが、発想や構想と
の双方に重なる資質・能力の育成
を重視していることからまとめて示しています。
◆指導と評価の一連の流れ
第１学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
名「

の

を

内容のまとまり

て」（第１学年）

第１学年「感じ取ったことや考えたことなどを基にした表現」
（
「A 表現」(1)ア( )、(2)ア( )、 共
通事項 (1)アイ）及び「作品や 術文化などの
」
（
「B
」(1)ア( )、 共通事項 (1)アイ）
（「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

授業の構想と学習評価の流れ

２

の評価規準の作成

○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、前題材までの学習状況等を踏まえて作成する。

○実際の授業において作成する題材の評価規準は、「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に示された、
「内
容のまとまりごとの評価規準（例）」を基に題材の内容に合わせ
て作成することが考えられる。その際、学習指導要領に示され
た教科及び学年の目標を踏まえて「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、次の２点について留意
する必要がある。第 1 は、 術科における「内容のまとまり」
と「評価の観点」との関係を確認すること。第２は、
「内容のま
とまりごとの評価規準(例)」が、 観点ごとのポイント を踏ま
えて作成されているということについて理解しておくことであ
る。これらの２点を さえて題材の評価規準を作成し、単に作
業的にならないようにすることが大切である。

３ 「指導と評価の計画」の作成
○「題材の目標」や「題材の評価規準」を踏まえ、評価場面や評
価方法等を計画する。

＜授業の実施＞
４ 観点ごとの総括
評価場面や評価方法等の具体例
「知識・技能」知 技
○評価場面
自分の意図に応じて、
の具や筆などの使い方を工夫して表すと
ともに、制作の途中に
を行い、他者の作品を見たり自分の意図を説
明したりすることにより、より表したいものを明確にしていくなどしな
がら作品を 成させる場面
○評価方法
作品、アイ アスケッ 、ワークシートを基に評価する。作品から
の具の生かし方などを身に付け、意図に応じて工夫して表している
かなどを見取るとともに、形や
などの効果や全体のイメージで捉え
ることを理解しているかどうかを併せて見取り、「知識」と「技能」を
「知識・技能」として一体的に評価する。
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65 参照）

の目標の具体例
の目標

1 「知識及び技能」に関する題材の目標
・形や
などが感情にもたらす効果や、造形的な特
などを基に、 しさや生 感などを全体のイメー
ジで捉えることを理解する。（ 共通事項 ）
・
の具の生かし方などを身に付け、意図に応じ
て工夫して表す。（
「 表現」 2 ）
2 「思考力、判断力、表現力等」に関する題材の目標
・ を見つめ感じ取った や の形や
の特 や
しさ、生 感などを基に主題を生み出し、画面全体
と や との関係などを考え、創造的な構成を工夫
し、心 かに表現する構想を る。（
「 表現」(1)）
・造形的なよさや しさを感じ取り、作者の心情や表
現の意図と工夫などについて考えるなどして、見方
や感じ方を広げる。（
「
」(1)）
3 「学びに向かう力、人間性等」に関する題材の目標
・ 術の創造活動の びを味わい、 しく の しさ
や生 感などを基に表現したり
したりする学習
活動に取り組もうとする。

○

の評価規準の具体例
の評価規準

「知識・技能」
知 形や
などが感情にもたらす効果や、造形的な
特 などを基に、 しさや生 感などを全体のイメ
ージで捉えることを理解している。
技
の具の生かし方などを身に付け、意図に応
じて工夫して表している。
「思考・判断・表現」
発
を見つめ感じ取った や の形や
の特 や
しさ、生 感などを基に主題を生み出し、画面全
体と や との関係などを考え、創造的な構成を工
夫し、心 かに表現する構想を っている。
造形的なよさや しさを感じ取り、作者の心情や
表現の意図と工夫などについて考えるなどして、見
方や感じ方を広げている。
「主体的に学習に取り組む態度」
態表
術の創造活動の びを味わい しく の し
さや生 感などを基に構想を ったり、意図に応じ
て工夫して表したりする表現の学習活動に取り組も
うとしている。
態
術の創造活動の びを味わい しく造形的な
よさや しさを感じ取り、作者の心情や表現の意図
と工夫などについて考えるなどの見方や感じ方を広
げる
の学習活動に取り組もうとしている。
知＝「知識・技能」の知識 技＝「知識・技能」の技能
発＝「思考・判断・表現」の発想や構想
＝「思考・判断・表現」の
態表＝表現における「主体的に学習に取り組む態度」
態 ＝
における「主体的に学習に取り組む態度」

学校

の目標の作成

術

実践編

１

○

中学校

体
＜

体

１

学

科における評価に

いて＞

評価の観点及び の
３年間の保 体育科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている生徒の姿です。
観点

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

趣旨

運動の合理的な実践に関する具
体的な事項や生 にわたって運
動を かに実践するための理論
について理解しているととも
に、運動の特性に応じた基本的
な技能を身に付けている。また、
個人生活における
・ 全に
ついて科学的に理解していると
ともに、基本的な技能を身に付
けている。

自己や 間の課題を発見し、合理
的な解決に向けて、課題に応じた
運動の取り組み方や目的に応じ
た運動の組み合わせ方を工夫し
ているとともに、それらを他者に
伝えている。また、個人生活にお
ける
に関する課題を発見し、
その解決を目指して科学的に思
考し判断しているとともに、それ
らを他者に伝えている。

運動の しさや びを味わう
ことができるよう、運動の合
理的な実践に自主的に取り組
もうとしている。また、
を大切にし、自他の
の保
持 進や回 についての学習
に自主的に取り組もうとして
いる。

実践編

２

「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
体育分野 第１学年及び第２学年「
技」の例
（１）保 体育科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。

学校

(1) 次の運動について、

を

う

しさや

びを味わい、 技の特性や成り立ち、技術の

して高まる体力などを理解するとともに、基本的な技能や
ア

ール

では、

ール操作と

間に

り

間と連

した動きで

むなどの動きによって

や行い方、その運動に関連

ームを展

ール前での

すること。

防をすること。

イ ネット では、 ールや用具の操作と定位置に るなどの動きによって いた場所をめぐる 防をすること。
ース
(2)

ール

では、基本的なバット操作と

での

、

ール操作と定位置での

などによって

防などの自己の課題を発見し、合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫するとともに、自己や

防をすること。
間の考えたこ

とを他者に伝えること。
(3)

技に積極的に取り組むとともに、フェアなプレイを

ろうとすること、作

などについての話合いに参加しようとす

ること、一人一人の違いに応じたプレイなどを認めようとすること、 間の学習を援

しようとすることなどや、

・

全に気を配ること。
（下
（
(

）…知識及び技能に関する内容
）…思考力、判断力、表現力等に関する内容
）…学びに向かう力、人間性等に関する内容

（２）以下の 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」を作成します。
「
の と りごとの評価規準」を作成 る の 観点ごとのポイント
○「知識・技能」のポイント
・学習指導要領の(1)の文章中、「知識」について該当する
部分であり、「技能」について該当する

所は、各

所は「

技の特性や成り立ち、（

）について理解する」の

（領域の内容）の技能の指導内容を示した「ア、イ、

」の部分

である。
・「知識」については、学習指導要領の(1)で育成を目指す資質・能力に該当する指導内容について、その文末を「～に
ついて理解している」として、評価規準を作成する。
・「技能」については、学習指導要領の(1)で育成を目指す資質・能力に該当する各

（領域の内容）の技能の指導内容

について、その文末を「～できる」として、評価規準を作成する。
○「思考・判断・表現」のポイント
・学習指導要領の(2)で育成を目指す資質・能力に該当する指導内容について、その文末を「～課題を発見し、～を工夫
するとともに、～を他者に伝えている」として、評価規準を作成する。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・学習指導要領の(3)で育成を目指す資質・能力に該当する指導内容について、その文末を「～している」として、評価
規準を作成する。

48 ｰｰ- 48

＜

体

科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

保 体育科では、従前、「技能」、「知識、思考・判断」とされていた観点は、「知識・技能」、「思考・
判断・表現」に整理されました。「知識・技能」では、体の動かし方や用具の操作方法、また、生 に
わたって運動を かに実践するための理論等について理解しているなどの「知識」の観点について、
「思
考・判断・表現」では、思考し判断したことを他者に伝えているなどの「表現」の観点について、評価
の場面設定や方法等を工夫することが大切です。

◆指導と評価の一連の流れ
第１学年 体育分野 の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
単元名「

技

内容のまとまり

（

）」（第１学年）

第１学年及び第２学年「

技」

（「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

授業の構想と学習評価の流れ

分野で示された内容について、相互の関連

が図られるよう指導計画を作成するとともに、指導の充実
に努めることが重要である。
○カリキュラム・マネジメント充実の視点から、「内容のまと
まり」ごとに、例示の文末を変えるなどして、全ての「単
元の評価規準」を作成する。
○「内容のまとまり」ごとに、育成する資質・能力のバラン
スを検討した上で指導事項を配置し、それに対応した「単
元の評価規準」を全ての「単元の評価規準」から選択する
などして、当該単元における「単元の評価規準」を作成する。

３ 「指導と評価の計画」の作成
○「単元の目標」や「単元の評価規準」を踏まえ、評
価場面や評価方法等を計画する。

＜授業の実施＞
４ 観点ごとの総括
評価場面や評価方法の具体例
「思考・判断・表現」①
○評価場面
例、つまずき例などの事例や、シュート、パス、キープのポイ
間の動きと比較し、伝えさせる場面

○評価方法
提示された動きのポイントやつまずきの事例を参考に、 間の課題
や観察により評価する。

(1) 次の運動について、
を う しさや びを味
わい、 技の特性、技術の
や行い方を理解す
るとともに、基本的な技能や 間と連 した動き
で ームを展 することができるようにする。
ア
ール では、 ール操作と 間に り むな
どの動きによ って ール前で の 防をする こ
とができるようにする。
(2)
防などの自己の課題を発見し、合理的な解決に
向けて運動の取り組み方を工夫するとともに、自
己や 間の考えたことを他者に伝えることができ
るようにする。
(3)
間の学習を援 しようとすることや、
・
全に気を配ることができるようにする。

単元の評価規準の具体例
○単元の評価規準

「知識・技能」
・知識
① 技には、集団対集団、個人対個人で 防を展 し、
を う しさや びを味わえる特性があること
について、言ったり書き出したりしている。
② 技の各 の各種目において用いられる技術には
があり、それらを身に付けるためのポイントがあ
ることについて、学習した具体例を挙げている。
・技能
① ール方向に
者がいない位置でシュートをする
ことができる。
②得点しやすい 間にいる味方にパスを出すことがで
きる。
③ ールと ールが同時に見える場所に立つことがで
きる。
「思考・判断・表現」
①提示された動きのポイントやつまずきの事例を参考
に、 間の課題や出来映えを伝えている。
② 間と協力する場面で、分担した役割に応じた活動
の仕方を見付けている。
③ 間と話し合う場面で、提示された参加の仕方に当
てはめ、 ームへの関わり方を見付けている。
「主体的に学習に取り組む態度」
① 習の
をしたり 間に 言したりして、 間の
学習を援 しようとしている。
②
・ 全に留意している。

保 分野 については、
「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 中学校保 体育 34～ 38、P82～P101 参照
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学校

２ 単元の評価規準の作成

や出来映えを伝えているかを、学習カー

61 参照）

実践編

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。

成

54～

○単元の目標

○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

ントを提示し、

体育

単元の目標の具体例

１ 単元の目標の作成

○体育分野と保

中学校保

技
＜技
１

・
・

（技
科（技

評価の観点及び
３年間の技術・家

の

）

学

）における評価に

いて＞

科（技術分野）の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている生徒の姿です。

観点

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

趣旨

生 活 と 技術 につ い て 理解 して い る
とともに、それらに係る技能を身に
付けている。

生 活 や 社会 の中 か ら 問題 を見 い だ
し て 課 題を 設定 し 、 解決 策を 構 想
し、実践を評価・改善し、表現する
な ど し て課 題を 解 決 する 力を 身 に
付けている。

よ り よ い生 活の 実 現 や持 続可 能 な
社会の構築に向けて、課題の解決に
主体的に取り組んだり、振り返って
改善したりして、生活を工夫し創造
し、実践しようとしている。

観点

趣旨

の評価の観点の

知識・技能

（技

）

実践編

生 活 や 社会 で利 用 さ れて いる 技 術
について理解しているとともに、そ
れらに係る技能を身に付け、技術と
生活や社会、環境との関わりについ
て理解している。

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

生 活 や 社会 の中 か ら 技術 に関 わ る
問題を見いだして課題を設定し、解
決策を構想し、実践を評価・改善し、
表現するなどして課題を解決する力
を身に付けている。

よ り よ い生 活の 実 現 や持 続可 能 な
社会の構築に向けて、課題の解決に
主体的に取り組んだり、振り返って
改善したりして、技術を工夫し創造
しようとしている。

２

「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
技術分野 「A 材料と加工の技術」の（2）「材料と加工の技術による問題解決」の例
（１）技術・家 科（技術分野）における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認し
ます。

学校

(2) 生活や社会における問題を、材料と加工の技術によって解決する活動を通して、次の事項を身に付けること
ができるよう指導する。
ア
作に必要な図をかき、 全・適切な 作や検査・点検等ができること。
イ 問題を見いだして課題を設定し、材料の選択や成形の方法等を構想して設計を具体化するとともに、 作
の過程や結果の評価、改善及び修正について考えること。

（２）以下の
「

の

観点ごとのポイント
と

）…知識及び技能に関する内容

（

）…思考力、判断力、表現力等に関する内容

を踏まえ、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成します。

りごとの評価規準」を作成

○「知識・技能」のポイント
○「知識・技能」のポイント

（下

る

の

観点ごとのポイント

・基礎的な技術について、その仕組みの理解やそれらに係る技能の習得状況を評価するものであり、技術に関係する科学的
な原理・法則とともに、技術と生活や社会、環境との関わり及び、生活等の場面でも活用できる技術の概念の理解も評価
な原理・法則とともに、技術と生活や社会、環境との関わり及び、生活等の場面でも活用できる技術の概念の理解も評価
する。
・基本的には当該項目で育成を目指す資質・能力に該当する指導事項アについて、その文末を分野の観点の趣旨に基づき、
・基本的には当該項目で育成を目指す資質・能力に該当する指導事項アについて、その文末を分野の観点の趣旨に基づき、

「～について（を）理解している」、「～ができる技能を身に付けている」として作成する。
「～について（を）理解している」、「～ができる技能を身に付けている」として作成する。
○「思考・判断・表現」のポイント
○「思考・判断・表現」のポイント
・技術を用いて生活や社会における問題を解決するための思考力、判断力、表現力等を身に付けているかを評価するもので
・技術を用いて生活や社会における問題を解決するための思考力、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。技術分野の各内容は「生活や社会を支える技術」
、
「技術による問題の解決」
、
「社会の発展と技術」の三つの要素か
ある。技術分野の各内容は「生活や社会を支える技術」、「技術による問題の解決」、「社会の発展と技術」の三つの要
らなる学習過程を踏まえて項目が設定されていることから、各項目では、一連の学習過程における位置付けを踏まえた思
素からなる学習過程を踏まえて項目が設定されていることから、各項目では、一連の学習過程における位置付けを踏まえ
考力等を評価する。
た思考力等を評価する。
・基本的には当該項目で育成を目指す資質・能力に該当する指導事項イについて、その文末を分野の観点の趣旨及び学習過
・基本的には当該項目で育成を目指す資質・能力に該当する指導事項イについて、その文末を分野の観点の趣旨及び学習過
程における各項目の位置付けに基づき「～について考えている」として作成する。
程における各項目の位置付けに基づき「～について考えている」として作成する。
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント
・粘り強さ（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
・粘り強さ（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）、自らの学習の調整（粘り強い取り組みの中で自らの学習を調整しようとする側面）に加え、これら
うとしている側面）、自らの学習の調整（粘り強い取り組みの中で自らの学習を調整しようとする側面）に加え、これら
の学びの経験を通して涵養された、技術を工夫し創造しようとする態度について評価する。
の学びの経験を通して涵養された、技術を工夫し創造しようとする態度について評価する。
・基本的には、分野の観点の趣旨に基づき、当該項目の指導事項ア、イに示された資質・能力を育成する学習活動を踏まえ
・基本的には、分野の観点の趣旨に基づき、当該項目の指導事項ア、イに示された資質・能力を育成する学習活動を踏まえ
て、文末を「～しようとしている」として作成する。
て、文末を「～しようとしている」として作成する。
・各内容における（2）及び内容の「Ｄ情報の技術」の（3）に関する「内容の取扱い」に、
「知的財産を創造、保護及び活
・各内容における（2）及び内容の「Ｄ情報の技術」の（3）に関する「内容の取扱い」に、「知的財産を創造、保護及び
用しようとする態度」及び「他者と協働して粘り強く物事を前に進める態度」が示されており、これらについても配慮す
活用しようとする態度」及び「他者と協働して粘り強く物事を前に進める態度」が示されており、これらについても配慮
る必要がある。
する必要がある。
・一連の学習過程で育成される資質・能力の関連に配慮し整理することが大切である。例えば、各内容における（1）で身
・一連の学習過程で育成される資質・能力の関連に配慮し整理することが大切である。例えば、各内容における（1）で身
に付ける「知識及び技能」や「思考力、判断力、表現力等」の資質・能力は、各内容における（2）及び内容の「Ｄ情報
に付ける「知識及び技能」や「思考力、判断力、表現力等」の資質・能力は、各内容における（2）及び内容の「Ｄ情報
の技術」の（3）の「技術による問題の解決」の学習に生かされるものであることから、各内容の（1）では「主体的に
の技術」の（3）の「技術による問題の解決」の学習に生かされるものであることから、各内容の(1)では「主体的に技
技術について考え、理解しようとする態度」について評価することが考えられる。
術について考え、理解しようとする態度」について評価することが考えられる。
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＜技

・

科（技

）における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

技術・家 科（技術分野）では、生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして技術によ
る問題の解決を経験させたり、経験を基に今後の社会の発展と技術の在り方について考えさせた
りすることが大切です。評価に当たっては、「題材の目標」及び「題材の評価規準」を作成した
上で、題材の評価規準を学習活動に即して具体化することが必要となります。
◆指導と評価の一連の流れ
第１学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
名「

と

内容のまとまり

の技
「A

によ

て

活の実現を目指
イ

う
具を

材料と加工の技術」 (1)生活や社会を支える材料と加工の技術
(2)材料と加工の技術による問題の解決
(3)社会の発展と材料と加工の技術

（「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

○

の目標の作成

○学習指導要領に示された分野の目標
指導する指導事項を整理・

参照）

の目標

を目指した

修学年を踏まえて設定する。

5

の目標の具体例
材料と加工の技術の見方・考え方を働かせ、より

びに題材で

合した上で、授業時

強

具を

全な生活

発する実践的・体験的な活動を

通して、生活や社会で利用されている材料と加工の技術につ

○生徒の実態、前題材までの学習状況等を踏まえて

いての基礎的な理解を図り、それらに係る技能を身に付け、

作成する。

２

4７～

材料と加工の技術と

全な生活や社会との関わりについて

理解を深めるとともに、生活の中から材料と加工の技術と

の評価規準の作成

全に関わる問題を見いだして課題を設定する力、 全な生活

○題材の目標の実現状況を把握するための題材の評

や社会の実現に向けて、適切かつ

価規準は、技術分野の評価の観点の趣旨を基に、題

実に材料と加工の技術を

工夫し創造しようとする実践的な態度を身に付ける。

材で指導する項目に関係する「内容のまとまりごと
の評価規準（例）」（「『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（中学校技術・家
）」）の要素を加えるなどして設定する。

３ 「指導と評価の計画」の作成

○「題材の目標」や「題材の評価規準」を踏まえ、
評価場面や評価方法等を計画する。

＜授業の実施＞

の評価規準の具体例
○

の評価規準

「知識・技能」
生活や社会で利用されている材料と加工の技術についての
科学的な原理・法則や基礎的な技術の仕組み及び、材料と
加工の技術と

全な生活や社会との関わりについて理解し

ているとともに、

作に必要な図をかき、

全・適切な

作や検査・点検等ができる技能を身に付けている。

４ 観点ごとの総括
評価場面や評価方法等の具体例

「思考・判断・表現」
○評価場面
生活の中から
強 具が必要な場面を見いだ
して、設定した課題に基づき、 作する
強
具を構想・試作する場面
○評価方法
課題の解決策となる
強 具の材料、大きさ、
形状、構造などを、使用場所や加工方法などの制
に基づいて構想し、設計や計画を具体化できる
かどうかを設計レポートなどで評価する。

「思考・判断・表現」
生活の中から材料と加工の技術と

全に関わる問題を見い

だして課題を設定し、解決策を構想し、実践を評価・改善
し、表現するなどして、課題を解決する力を身に付けてい
るとともに、

全な生活や社会の実現を目指して材料と加

工の技術を評価し、適切に選択、管理・運用する力を身に
付けている。
「主体的に学習に取り組む態度」
全な生活や社会の実現に向けて、課題の解決に主体的に
取り組んだり、振り返って改善したりして、材料と加工の
技術を工夫し創造しようとしている。

ｰ- 51
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学校

数や

中学校技術・家

」
（第１学年）

実践編

授業の構想と学習評価の流れ
１

しよう

技
＜技
１

・
・

（
科（

評価の観点及び

３年間の技術・家
観点

趣旨

の

科（家

）
）における評価に

分野）の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている生徒の姿です。

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

生活や社会の中から問題を見い
だして課題を設定し、解決策を
構想し、実践を評価・改善し、
表現するなどして課題を解決す
る力を身に付けている。

よりよい生活の実現や持続可能
な社会の構築に向けて、課題の
解決に主体的に取り組んだり、
振り返って改善したりして、生
活を工夫し創造し、実践しよう
としている。

の評価の観点の

実践編
学校

２

「

いて＞

生活と技術について理解してい
るとともに、それらに係る技能
を身に付けている。

観点

趣旨

学

（

）

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

家 ・家 の基本的な機能につ
いて理解を深め、生活の自立に
必要な家 ・家 、
、
や環境などについて理解して
いるとともに、それらに係る技
能を身に付けている。

これからの生活を展望し、家 ・
家 や 域における生活の中か
ら問題を見いだして課題を設定
し、解決策を構想し、実践を評
価・改善し、考察したことを論
理的に表現するなどして課題を
解決する力を身に付けている。

家 や 域の人々と協働し、よ
りよい生活の実現に向けて、課
題の解決に主体的に取り組んだ
り、振り返って改善したりして、
生活を工夫し創造し、実践しよ
うとしている。

と りごとの評価規準」を作成 る の
的
家 分野 「B
の生活」の（4）「 服の選択と手入れ」の例
（１）技術・家 科（家 分野）における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認し
ます。
(4)
ア

イ

の

服の選択と手入れ
次のような知識及び技能を身に付けること。
服と社会生活との関わりが分かり、目的に応じた着用、個性を生かす着用及び 服の適切な選択につ
いて理解すること。
服の計画的な活用の必要性、 服の材料や状態に応じた日常着の手入れについて理解し、適切にでき
ること。
服の選択、材料や状態に応じた日常着の手入れの仕方を考え、工夫すること。
（下

（２）以下の
「

の

）…知識及び技能に関する内容

観点ごとのポイント
と

（

）…思考力、判断力、表現力等に関する内容

を踏まえ、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成します。

りごとの評価規準」を作成

る

の

観点ごとのポイント

○「知識・技能」のポイント

・基本的には、当該指導項目で育成を目指す資質・能力に該当する指導事項アについて、その文末を、「～について理解し
ている」、「～について理解しているとともに、適切にできる」として、評価規準を作成する。
「

家

・家

生活」の（1）については、その文末を「～に気付いている」として、評価規準を作成する。

○「思考・判断・表現」のポイント

・教科の目標の（２）に示されている学習過程に沿って、「課題を解決する力」が身に付いているのかを評価することにな
る。基本的には、当該指導項目で育成を目指す資質・能力に該当する指導事項イについて、その文末を分野の評価の観点
の趣旨に基づき、「～について問題を見いだして課題を設定し、解決策を構想し、実践を評価・改善し、考察したことを
論理的に表現するなどして課題を解決する力を身に付けている」として、評価規準を作成する。

○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント

・基本的には、当該指導項目で扱う指導事項ア及びイと分野の目標、分野の評価の観点の趣旨を踏まえて作成する。その際、
対象とする指導内容は、指導項目の

を用いて示すこととする。具体的には、①粘り強さ（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）、②自らの学習の調整（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）に加え、③実践しようとする態度を含めることを基本
とし、その文末を「～について、課題の解決に主体的に取り組んだり（①）、振り返って改善したり（②）して、生活を
工夫し創造し、実践しようとしている（③）」として、評価規準を作成する。

52 ｰｰ- 52

＜技

・

科（

）における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

技術・家 科（家 分野）では、実生活と関連を図った問題解決的な学習を効果的に取り入れ、
「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」の三つの柱を相互
に関連させ、家 分野全体で目指す資質・能力を育成することが重要です。評価に当たっては、
作計画・実践記録表、学習カー 、ペーパーテスト、ポートフォリオ等の活用が考えられます。
◆指導と評価の一連の流れ
第２学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
名「

・

内容のまとまり

「

能

活」（第２学年）

の生活」(4) 服の選択と手入れ
(5)生活を かにするための

を用いた

（「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

授業の構想と学習評価の流れ
○学習指導要領に示された分野の目標

びに題材で

指導する項目及び指導事項を踏まえて設定する。
○生徒の実態、前題材までの学習状況等を踏まえて
作成する。

○題材の評価規準は、「『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（中学校技術・
家

）」に示されている、「内容のまとまりごと

の評価規準（例）」から題材において指導する項
目及び指導事項に関係する部分を抜き出し、評価
の観点ごとに整理・

合、具体化するなどして作

成する。

３ 「指導と評価の計画」の作成

○「題材の目標」や「題材の評価規準」を踏まえ、
評価場面や評価方法等を計画する。

＜授業の実施＞
４ 観点ごとの総括

評価場面や評価方法等の具体例
「思考・判断・表現」
○評価場面
材料や

れ方に応じた日常着の

の仕方につい

て問題を見いだして課題を設定し、学んだことを生
かして自分の

服の

の方法を考える場面

○評価方法
材料や れ方に応じた日常着の

の仕方につい

て考え、工夫しているかどうかを、学習カー やペ
ーパーテストの記述内容から評価する。

90～

97 参照）

の目標の具体例

○
の目標
(1) 服と社会生活との関わり、目的に応じた着用、個性を生
かす着用、 服の適切な選択、 服の計画的な活用の必要性、
日常着の手入れ及び 作する物に適した材料や い方、用具
の 全な取扱いについて理解するとともに、それらに係る技
能を身に付ける。
(2) 服の選択、材料や状態に応じた日常着の手入れの仕方、
生活を かにするための を用いた物の 作計画や 作につ
いて問題を見いだして課題を設定し、解決策を構想し、実践
を評価・改善し、考察したことを論理的に表現するなどして
課題を解決する力を身に付ける。
(3) よりよい生活の実現に向けて、 服の選択、材料や状態に
応じた日常着の手入れの仕方、生活を かにするための を
用いた 作について、課題の解決に主体的に取り組んだり、
振り返って改善したりして、生活を工夫し創造し、実践しよ
うとする。

の評価規準の具体例

○
の評価規準
「知識・技能」
・ 服と社会生活との関わりが分かり、目的に応じた着用、
個性を生かす着用及び 服の適切な選択について理解し
ている。
・ 服の計画的な活用の必要性、 服の材料や状態に応じ
た日常着の手入れについて理解しているとともに、適切
にできる。
・ 作する物に適した材料や い方について理解している
とともに、用具を 全に取り扱い、 作が適切にできる。
「思考・判断・表現」
服の選択、材料や状態に応じた日常着の手入れの仕方、
生活を かにするための を用いた物の 作計画や 作
について問題を見いだして課題を設定し、解決策を構想
し、実践を評価・改善し、考察したことを論理的に表現
するなどして課題を解決する力を身に付けている。
「主体的に学習に取り組む態度」
よりよい生活の実現に向けて、 服の選択、材料や状態
に応じた日常着の手入れの仕方、生活を かにするため
の を用いた 作について、課題の解決に主体的に取り
組んだり、振り返って改善したりして、生活を工夫し創
造し、実践しようとしている。

ｰ- 53
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学校

の評価規準の作成

２

中学校技術・家

実践編

の目標の作成

１

作

国語
＜

１

学

国語科における評価に

いて＞

評価の観点及び の
３年間の外国語科の授業において育成を目指す資質・能力が身に付いている生徒の姿です。
主体的に学習に

観点
観点

知識・技能

思考・判断・表現

趣旨

・外国語の音声や語 、表現、文法、
言語の働きなどを理解している。
・外国語の音声や語 、表現、文法、
言語の働きなどの知識を、聞くこと、
読むこと、話すこと、書くことによる
実際のコミュニケーションにおいて
活用できる技能を身に付けている。

コミュニケーションを行う目
的や場面、状況などに応じて、
日常的な話題や社会的な話題
について、外国語で簡単な情
報や考えなどを理解したり、
これらを活用して表現したり
伝え合ったりしている。

取り組む態度
外国語の背景にある文化
に対する理解を深め、聞
き手、読み手、話し手、
書き手に配慮しながら、
主体的に外国語を用いて
コミュニケーションを図
ろうとしている。

実践編
学校

２ 「
の と りごとの評価規準」を作成 る の
的
（１）外国語科における「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認します。
外国語科における「内容のまとまり」は、五つの領域（「聞くこと」
「読むこと」
「話すこと や
り取り 」「話すこと 発表 」「書くこと」）です。
五つの領域別の目標の記述は、資質・能力の三つの柱を総合的に育成する観点から、各々を
三つの柱に分けずに一文ずつの能力記述文で示しています。
（２）以下の 観点ごとのポイント を踏まえ、「内容のまとまり（五つの領域）ごとの評価規準」
を作成します。
「
の と り（
の
）ごとの評価規準」を作成 る の 観点ごとのポイント
（「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

中学校外国語

30～

34 参照）

○「知識・技能」のポイント

・
「知識」については、中学校学習指導要領「外国語」
「２ 内容」の 知識及び技能 における「 1) 語の特 やきまりに関
する事項」に記載されていることを指しており、それらの事項を理解している状況を評価する。
・
「技能」について、
「話すこと やり取り 」
、
「話すこと 発表 」
、
「書くこと」は、実際のコミュニケーションにおいて、日常的な話題や社
会的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを、簡単な語 や文を用いて話したり書いたりして表現したり伝え
合ったりする技能を身に付けている状況を評価する。
なお、指導する単元で扱う言語材料が提示された状況で、それを使って事実や自分の考え、気持ちなどを話したり書いた
りすることができるか否かを評価するのではなく、使用する言語材料の提示がない状況においても、それらを用いて事実
や自分の考えなどを話したり書いたりすることができる技能を身に付けているか否かについてを評価する。
「話すこと」について、音声の特 を捉えて話していることについては、特定の単元等で扱うのではなく、
「話すこと」の
指導全体を通して適 評価する。
「聞くこと」
、
「読むこと」は、実際のコミュニケーションにおいて、日常的な話題や社会的な話題について話されたり書
かれたりする文章等を聞いたり読んだりして、その内容を捉える技能を身に付けている状況を評価する。

○「思考・判断・表現」のポイント

・「話すこと やり取り 」、「話すこと 発表 」、「書くこと」は、コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応
じて、日常的な話題や社会的な話題について、事実や自分の考え、気持ちなどを、簡単な語 や文を用いて、話したり
書いたりして表現したり伝え合ったりしている状況を評価する。
・「聞くこと」、「読むこと」は、日常的な話題や社会的な話題について話されたり書かれたりする文章等を聞いたり読ん
だりして、コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、必要な情報や概要、要点などを捉えている状況
を評価する。

○「主体的に学習に取り組む態度」のポイント

・「主体的に学習に取り組む態度」は、外国語の背景にある文化に対する理解を深め、聞き手、読み手、話し手、書き手
に配慮しながら、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとしている状況を評価する。
・具体的には、「話すこと やり取り 」、「話すこと 発表 」、「書くこと」は、日常的な話題や社会的な話題などについ
て、目的や場面、状況などに応じて、事実や自分の考え、気持ちなどを、簡単な語 や文を用いて、話したり書いたり
して表現したり伝え合ったりしようとしている状況を評価する。
・「聞くこと」、「読むこと」は、コミュニケーションを行う目的や場面、状況などに応じて、日常的な話題や社会的な話
題などについて話されたり書かれたりする文章を聞いたり読んだりして、必要な情報や概要、要点を捉えようとしてい
る状況を評価する。
・上記の側面と併せて、言語活動への取組に関して見通しを立てたり振り返ったりして自らの学習を自 的に捉えている
状況についても、特定の領域・単元だけではなく、年間を通じて評価する。

54 ｰｰ- 54

＜

国語科における指導と評価の一体化を目指して＞

◆指導と評価のポイント

外国語科では、学習指導要領においては言語「 語」の目標を五つの領域別で示しており、学
年ごとの目標を示していません。このため、「外国語科の目標」、「五つの領域別の目標」、「内容
のまとまりごとの評価規準」等に基づき、各学校が生徒の発 の段階と実情を踏まえ、「学年ご
との目標」を設定した上で、「単元ごとの目標」及び「単元ごとの評価規準」を作成することが
大切です。
◆指導と評価の一連の流れ
第３学年の事例を通して、指導と評価の一連の流れについて説明します。
単元名「
とに いて
実や
の考
を
う」（第３学年）
内容のまとまり

「話すこと

やり取り 」

（「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

授業の構想と学習評価の流れ

中学校外国語

47～

55 参照）

単元の目標の具体例

○五つの領域別の「学年ごとの目標」を踏まえるとともに、
各単元で取り扱う題材、言語の特

やきまりに関する事項

とめるために、野

の

について書かれた

文

を読み、読んだことを基に考えたことや感じたこ

（言語材料）、当該単元の中心となる言語活動において設
また、取り扱う話題などに即して設定する。

とを、

文を引用したり内容に言及したりしなが

ら伝え合うことができる。

学校

定するコミュニケーションを行う目的や場面、状況など、

単元の評価規準の具体例

２ 単元の評価規準の作成

○単元の評価規準（「

○「単元ごとの目標」を踏まえて設定する。
○各単元で取り扱う題材、言語の特

の意見等を踏まえた自分の考えや感想をま

と

やり取り 」）

「知識・技能」

やきまりに関する事項

・受け身や現在

（言語材料）、当該単元の中心となる言語活動において設
定するコミュニケーションを行う目的や場面、状況など、
また、取り扱う話題などに即して設定する。

形の特

やきまり、引用する

ための表現を理解している。
・野

の

について考えたことや感じたことな

どを、受け身や現在

形などを用いて伝え合

う技能を身に付けている。

３ 「指導と評価の計画」の作成

「思考・判断・表現」

○「単元の目標」や「単元の評価規準」を踏まえ、評価場面

の意見等を踏まえた自分の考えや感想をまと

や評価方法等を計画する。

めるために、社会的な話題（野

の

）に関し

て読んだことについて、考えたことや感じたこと
などを、 文を引用するなどして伝え合っている。

＜授業の実施＞

「主体的に学習に取り組む態度」
の意見等を踏まえた自分の考えや感想をまと

４ 観点ごとの総括

めるために、社会的な話題（野

の

）に関し

て読んだことについて、考えたことや感じたこと
などを、

評価場面や評価方法等の具体例

文を引用するなどして伝え合おうとし

ている。

「思考・判断・表現」
○評価場面

後日実施するパフォーマンステストにおいて、「AIの進歩と私た
ちの生活」に関する記事（article）を読み、読んだことに基づいて考
えたことや感じたこと、その理

などを伝え合う場面

パフォーマンステストにおける

○評価方法
パフォーマンステストにおいて以下の

点基準で評価する。

単元を通して指導したことを踏まえて

の三つの

たしていれば「

を全て満

」としている。なお、生徒の実態や指導の状況

を踏まえ、全ての
を満たしていれば「 」、２個なら「
１個以下なら「 」とすることも考えられる。

」、

ｰ- 55
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１

読んだ

２

自分の考えたことや感じたことなどを理

文を引用するなどしている。

とともに述べている。
３

実践編

○単元の目標

１ 単元の目標の作成

相手の考えを求めたり、話題を広げたり
深めたりしながら対話を継続している。
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ुभदमँॉऽच॒؛जऒदؚఐभ௬पउःथमؚుญ؞েെभ৾ಆ૾யृਙपબॊਛ

ఐ␓ਗবୁણ
়ऩ৾ಆभৎ␓્શણ

শभ॑ిજपཔख௬घॊऒधऋीैोऽघ؛
ؙఐभ௬भॉ্पणःथमؚઃभेअपତ৶औोथःऽघ؛
ؙٳਯகपेॊ௬दमऩऎ੶ؚૄधघॊऒध؛
رؙٳभઍඨ৯ओधदमऩऎؚপऎऎॉऩऽधऽॉ॑౷ऽइञ௬धघॊऒध؛
ؙٳभుญেെधभૻຎपेॊ௬दमऩऎؚుญেെऋःऊपਛশखञऊ॑ாपਭऐૃ
ीथੳीཫؚऽघয௬धखथষअऒध؛
ؙ৾ٳಆણपउःथుญেെऋेॉએ؞ഓऩৄ্षधனखथःॊऊؚகभ
৶ੰ॑ঽীঽମधभঢ়ॎॉभরदीथःॊऊधःढञਡ॑ଳघॊऒध؛
ؙٳఐभ৾ಆણपउऐॊుญেെभ৬ऩੌ૾ய॑भऽधऽॉभরदৄॊऒध؛
ؙ
્َِશभઇఐؙّभ্১؞௬ಉपणःथقਾઔقُكઇपબॊ௬ಉभॉ্पঢ়घॊ௧
ੇভ৮ؚਛ  ফڳাेكॉ

ؙ౸पउःथుญ؞েെपઅइऔचॊऒध॑નपखؚभઅइ্ृ৮पඡोञॉঽप
ઓઅखञॉघॊ৾ಆણ॑ৢगथؚుญ؞েെऋએऩৄ্ऊैએ؞ഓऩৄ্षधன
खथःॊऊؚகभ৶ੰ॑ঽীঽମधभঢ়ॉभরदीथःॊऊधःढञؚ৾ಆ૾யृ
ਙपબॊਛশभؚ॑ফृ৾धःढञभৎऩऽधऽॉभরदཔखथःऎऒधऋ
ਏदघ؛जखथؚుญ؞েെऋঽैभਛশ॑ৰखؚಌपਔඟपॉੌुअधघॊऌढऊऐधऩ
ॊेअऩ௬॑৯घऒधऋপજदघ؛
ؙऒभेअऩఐभ௬॑૭ચपघॊञीभधखथؚ౸ఒृभੵऋऑैोऽघ؛
એ؞ഓऩৄ্षधனऔचॊऒध॑ਔखथؚ౸पभઅइ্ृ৮पඡोॊણ॑
ਝखञॉؚகभ৶ੰभऽॉ॑ৄोॊेअपؚডشॡ३ृॺشभ੶ஈ॑खञ
ॉघॊऩनभੵ؞ఒ॑ষअऒधदرؚभుญ؞েെभੌ૾யृਛশभ॑པघॊऒध
ऋ૭ચधऩॉऽघ؛
ؙऩउؚఐभ௬पणःथमؚ৹ਪછप੶ൗचङؚো৾৭௷भ়౯ਖ਼पણ৷घॊऒधभऩ
ःेअपघॊऒधऋਏदघ؛

ҴҴ

مڮل
ؙਗবୁણपउऐॊध௬पणःथ

ؙਗবୁણपउःथुؚ৾ಆਏ୩भະ຺॑েऊखञ৾ಆ॑ষःؚుญযযभ৾ಆ૾
யपणःथীෲपኇइؚजभટ॑੦प৾ಆभఒपणऩऑॊञीؚ௬॑ౄৰऔचؚਗব
ୁણभ્ସपૢगञ௬্১भੵఒ॑ਤीॊऒधऋপજदघ؛௬भ௴ਡपणःथमؚ৾ಆ
ਏ୩पંघ৯ఏ॑౷ऽइৣؚभ॑અपਝघॊऒधधखथःऽघ؛ऒभਕणभ௴ਡपಋख
थుญभ৾ಆ૾ய॑௬खऽघ؛
ؙ௬भ௴ਡलजभະ຺
௴ਡ

ະ຺

ੴૼ؞ચ
؞ਗবୁ॑ৢखथृୁؚધ৲पण
ःथ৬ୡप৶ੰ॑ीथःॊ؛
؞মୁधਗবୁभఠଢभୀःಉप
ਞહःथःॊ؛
؞ਗবୁभఠଢृ੦মऩਠपຯ
ोख॒दःॊ؛

ઓઅ؞ਖ਼؞ਠ
ମदලऩহ෧पणःथؚ
ਗবୁदୂःञॉਵखञॉख
थঽীभઅइृਞठऩन॑
इ়ढथःॊ؛

৬प৾ಆपॉੌिଙ২
ਗবୁ॑ৢखथृୁؚजभూ
ବपँॊધ৲पৌघॊ৶ੰ॑
ीুৼؚपଦൟखऩऋैؚ৬
पਗবୁ॑৷ःथ॥গॽ
ॣش३ঙথ॑ौअधखथःॊ؛

َؙੴૼ؞ચُपणःथमؚਗবୁણपउऐॊ৾ಆभૌங॑ৢखञੴलૼચभಆ੭૾யपण
ःथ௬॑ষःऽघ؛ऽञؚजोै॑ใથभੴलૼચधঢ়৴હऐञॉણ৷खञॉघॊরदؚ
भ৾ಆृেણभৃએदुણ৷दऌॊங২पಉ॑৶ੰखञॉૼؚચ॑ಆ੭खञॉखथःॊऊपण
ःथ௬घॊुभदघ؛
َؙઓઅ؞ਖ਼؞ਠُपणःथमؚਗবୁ॑ৰपઞ৷खऩऋैؚମदලऩহ෧पणःथؚਗ
বୁदୂःञॉਵखञॉखथঽীभઅइृਞठऩन॑इ়ढथःॊ૾ய॑௬खऽघ؛র৾ফ
भਗবୁણमੂؚीथਗবୁपඡोॊమदँॊऒधऊैؚ
َୂऎऒधُ
ؚ
َਵघऒध > ृॉॉ @ُؚ
َਵघऒध >  @ُभਕणभ୩ୠ॑ඞअऒधधखथःऽघ؛पਊञढथमؚৈ৾ফभਗবୁఐ

ুपଦൟखऩऋैؚ৬पਗবୁ॑৷ःथ॥গॽॣش३ঙথ॑ौअधखथःॊ૾ய॑௬ख
ऽघ؛ऩउؚম௴ਡदमؚઃभणभડએ॑௬घॊऒधऋीैोथःऽघ؛ਸ਼मؚੴल
ૼચ॑ඃ੭खञॉؚઓઅৡؚਖ਼ৡؚਠৡಉ॑ମपહऐञॉघॊऒधपऐञའॉਘःੌ॑ষ
उअधघॊડએदघ؛ਸ਼मؚजअखञའॉਘःੌ॑ষअরदؚঽैभ৾ಆ॑৹ତखेअधघॊ
ડએदघ؛ਗবୁણपउःथमؚਸ਼भડએपणःथमؚ
َ৬पਗবୁ॑৷ःथ॥গॽॣش
३ঙথ॑ौअधखथःॊُ૾யभরपஅऽोॊुभधઅइैोऽघ؛जअखञ૾யदँोयؚ
ேपऒोैभৱସ؞ચৡऋਛऔोॊधઅइैोॊऊैदघ؛

مگل
়ؙऩ৾ಆभৎपउऐॊध௬पणःथ

়ؙऩ৾ಆभৎपउःथुؚઇఐಉधपؚ৯ఏृઍऋৱସ؞ચৡभਕणभदગତ
৶औोथःऽघ؛৾ૅपउःथीॊ৯ఏधઍपमؚਕणभपปढञৱସ؞ચৡऋંऔो
ॊऒधऋीैोऽघ؛௬भ௴ਡपणःथुؚৱସ؞ચৡभਕणभदગତ৶खञৗ৾ಆਏ
୩भৣदभध௬भ৬৲॑ਤघॊଳਡऊैৣؚभपંघेअपؚৱସ؞ચৡपঢ়ॎॊਕ
णभ௴ਡपତ৶औोथःऽघ؛
ؙ௬भ௴ਡलजभະ຺ق৵؞র৾ૅك
ؙ
௴ਡ

ੴૼ؞ચ

ઓઅ؞ਖ਼؞ਠ

৬प৾ಆपॉੌिଙ২

ະ຺

ർ   ऩ ৾ ಆ भ ૌ ங प उ ः थؚ
ୖभੰৠपਏऩੴृૼચ
॑ମपહऐୖؚपঢ়ॎॊ
॑ਛखؚർऩ৾ಆभेऔ
॑৶ੰखथःॊ؛

ৰভृৰেણभরऊैਖः॑
ৄ ः ट ख ؚঽ ী द ୖ  ॑ য় थؚ
ੲ ਾ ॑ ૐ ी ؚତ ৶ ؞ী ෲ ख थؚ
ऽधी؞ਠखथःॊ؛

ർऩ৾ಆप৬ੈ؞௮
पॉੌुअधखथःॊधधु
पؚ൩ःभेऔ॑েऊखऩऋैؚ
ாपভपखेअधख
थःॊ؛

ҴҴ

ఐ␓ਗবୁણ
়ऩ৾ಆभৎ␓્શણ

पउःथؚ
َഭिऒधَُؚછऎऒधُभ৾ಆ॑ෟपষअऒधऋदऌॊेअपؚఠଢपેীຯोख
ीॊेअपਔखؚऽञؚ௬घॊऒधऋপજदघ؛
ؙ
َ৬प৾ಆपॉੌिଙ২ُपणःथमृୁؚजभూବपँॊધ৲पৌघॊ৶ੰ॑ीৼؚ

়ؙऩ৾ಆभৎदमؚ৾ಆਏ୩पؚઇఐಉभेअपनभ৾ফद୦॑घॊभऊधः
अઍ॑ંखथःऩःञीؚ৾ૅपउःथؚ৾ಆਏ୩ऋीॊ৯ఏभະ຺॑౷ऽइؚ৾
ૅभ়ऩ৾ಆभৎभઍ॑ीॊऒधपऩॉऽघ؛০भၖपउःथ়ؚऩ৾ಆभৎ
पणःथमؚઍभਝपखؚ
َ৯ఏ॑ৰਠघॊपऴऔॎखःർୖُ
ؚ
َർୖभੰৠ॑ৢ
खथਛ॑৯घ৬ऩৱସ؞ચৡُभण॑ीॊऒधऋંऔोऽखञ؛
ؙ৾ૅदमૅؚ৾पउःथीॊ়ऩ৾ಆभৎभઍ॑ेॉनऒौधखथؚরறधऩॊ৾
ಆણ॑ुधपؚनभेअऩ৾ಆ॑ৢखथؚनभेअऩৱସ؞ચৡ॑ਛघॊऒध॑৯घभऊ॑
નपखथؚ੪भ৯ఏ॑ਛखऽघ؛जो॑౷ऽइؚ৬ऩ৾ಆણ॑ଳपোोؚ੪भ௬
ૠ॑ਛखऽघ؛

مڰل
્ؙશણपउऐॊध௬पणःथ

ؙ৾ಆਏ୩पम્ؚશણभ৯ఏऋઃभेअपંऔोथःऽघكؙقؙ؛मর৾ૅ
ؙૐ੮ृভभਛधखथभৄ্؞અइ্॑௮ऊचؚرऩૐ੮ણपঽؚৰᄷपॉ
ੌाؚ൩ःभेऔृ૭ચਙ॑มखऩऋैૐ੮ृঽഞभেણभୖ॑ੰৠघॊऒध॑ৢखथؚ
ઃभधउॉৱସ؞ચৡ॑ਛघॊऒध॑৯घ؛
ؙⓋؙऩधੈ௮घॊرऩૐ੮েણभਔଝृણ॑ষअदਏधऩॊऒधपणःथ৶
ੰखؚষभல্॑ମपહऐॊेअपघॊ؛
ؙⓌؙૐ੮ृঽഞभেણؚযঢ়બभୖ॑ৄःटखੰؚৠघॊञीपਵख়ः়ؚਔਛ॑ढ
ञॉؚਔઓৠखञॉघॊऒधऋदऌॊेअपघॊ؛
ؙⓍؙঽؚৰᄷऩૐ੮ણ॑ৢखथମपહऐञऒध॑েऊखथؚૐ੮ृভपउऐॊেણ

ఐ␓ਗবୁણ
়ऩ৾ಆभৎ␓્શણ

॑ेॉेऎਛघॊधधुपؚঽഞभقযधखथभكেऌ্पणःथभઅइ॑ीؚঽഞ
ৰਠ॑ौअधघॊଙ২॑ുअ؛
્ؙશણमؚ৵৾ૅदम৾ણؚుญভણؚॡছঈણૅؚ৾ষহؚর৾ૅदम৾ણؚ
েെভણૅؚ৾ষহऊैଡਛऔोथःऽघ્؛શણभ৯ఏ॑౷ऽइؚजोझोभણृ৾ૅষ
হपउःथؚनभेअऩৱସ؞ચৡ॑िभऊ॑નपखؚટऩ৾ಆૌங॑ਝखؚखथ
ःऎऒधऋीैोऽघ؛
્ؙશણभ௬भ௴ਡपणःथम્ؚશણभ્ସध৾ૅभਔੵ॑েऊघधःअऒधऊैؚ
ঽૅभৰଙप໌खؚਰৣभં॑અप৾ૅऋਛखऽघ؛
ؙ௬भ௴ਡलजभະ຺भق৵؞র৾ૅكؙقؙكमর৾ૅ
௴ਡ

ੴૼ؞ચ

ઓઅ؞ਖ਼؞ਠ

৬प৾ಆपॉੌिଙ২

ະ຺

ؙऩधੈ௮घॊرऩૐ੮
ણभਔଝृؚણ॑ষअदਏ
धऩॊऒधपणःथ৶ੰखथःॊ؛
ؙঽഞभেણभౄৰ؞ृঽীै
खःেऌ্भৰਠपਏधऩॊऒध
पणःथقঽഞৰਠपਏधऩॊੲ
ਾल্১॑ك৶ੰखथःॊ؛
ेؙॉेःেણ॑ണऎقଡണघॊك
ञीभਵ়ःણभਤी়্ؚਔ
ਛभॉ্ऩनभૼચ॑ମपહऐथ
ःॊ؛

ؙਚരघॊرऩૐ੮ृঽ
ഞभেણभౄৰ؞भञ
ीؚਖ॑ৄखੰؚৠ্১
पणःथઅइؚਵख়ःੰق
ৠ্১॑ਵख়ःك
়ؚਔ
ਛ॑ढञॉؚਔઓৠ॑
खञॉखथৰᄷखथःॊ؛

ؙেણृভؚযঢ়બ॑ेॉ
े ऎ ണ ऎ قଡ ണ घ ॊ  كञ ी पؚ
ঽपঽഞभ૽સृிભ॑ટ
ञखؚऩधੈ௮खथৰ
ᄷखेअधखथःॊ؛
ؙ৬पঽഞभقযधखथभك
েऌ ্ प ण ः थ भ અ इ ॑  ीؚ
ঽഞৰਠ॑ौअधखथःॊ؛

્ؙશણभ௬पਊञढथमؚ
ٳણૅ৾؞ষহपणःथ৬ऩ௬भ௴ਡ॑ਝखؚ௬भৃृৎ্ؚ১॑ैऊपघॊ؛
ٳણभટटऐदऩऎؚણभૌஙपउऐॊుญ؞েെभৡृਔඟऩन॑ாपੳीॊ؛
ٳుญ؞েെभ॑৾૿ભਰਗभઇపधुુৢ৶ੰ॑ढथిજप௬दऌॊेअपघॊ؛
ऩनभਡपਔखؚుญ؞েെभણਔඟ॑ᄁକघॊऒधऋপજदघ؛

ҴҴ

ٛઅৱમٜ
 

৾ಆ௬पঢ়घॊઅৱમपमؚઃभेअऩुभऋँॉऽघ ؛



 


ٌધఐ৾ऋ؞লखञुभٍ







્َِٴશभઇఐ ّभ্১؞௬ಉपणःथقਾઔُك



  ਛ  ফڳা   ઇपબॊ௬ಉभॉ্पঢ়घॊ௧ੇভ৮







َٴညୱ৵৾ૅর৾ૅৈಉ৾ૅल્શ੍ର৾ૅभ৾ಆਏ୩ಉभఒ



लਏऩ্ੁಉपणःथق௦ணُك



  ਛ  ফ  া   রఙઇଟ৮ভ



 
 َٴుญেെभ৾ಆ௬भॉ্पणःथقਾઔك
ُ

   ਛ  ফڭা   রఙઇଟ৮ভ ੂಉরಉઇীఐভ ઇୖஙভ





 
 


َٴ৵৾ૅর৾ૅৈಉ৾ૅल્શ੍ର৾ૅಉपउऐॊుญেെभ



৾ಆ௬लਏஈभఒಉपणःथৢقੴُك









ਛ  ফگা   ધఐ৾ੂಉরಉઇଂশৢੴ


ٌધఐ৾ বয়ઇੁଢ଼ਚऋਛखञुभٍ

َ৾ٴಆ௬भॉ্ঁথॻঈॵॡُ৵؞র৾ૅౣ 









َِٴध௬भ৬৲ّभञीभ৾ಆ௬पঢ়घॊઅৱમْ৵৾ૅ ઇఐશٓ
ഥਮڮফگা ધఐ৾ বয়ઇੁଢ଼ਚઇୖஙଢ଼७থॱش

َِٴध௬भ৬৲ّभञीभ৾ಆ௬पঢ়घॊઅৱમْর৾ૅ ઇఐશٓ

    ഥਮڮফگা ધఐ৾ বয়ઇੁଢ଼ਚઇୖஙଢ଼७থॱش
 







ҴҴ

 અ ৱ મ

ഥਮ੪ফڲা ધఐ৾ বয়ઇੁଢ଼ਚઇୖஙଢ଼७থॱش
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