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他にも「評価の結果が児童生徒の具体的な授

業改善につながっていない」など、学習評価にお

ける課題が、評価に関する会議等で指摘されま

した。こうした課題を踏まえ、学習評価について

の基本的な考え方が示され、具体的な改善の方

向性が出されました。 

 

新学習指導要領による評価が始まる今、評価

について考える際には、右記の３つの基本原則

を必ず踏まえ、学習評価の在り方や基本的な考

え方について、学校全体で確認し、学習評価を真

に意味のあるものとしていくことが重要です。 

 

 

 

 

学習評価：学校における教育活動に関し、児童生徒の学習状況を評価するもの 

 

「児童生徒にどういった力が身に付いたか」という学習の成果を的確に捉え、教師が指導の改善を図

るととともに、児童生徒自身が自らの学習を振り返って次の学習に向かうことができるようにするため

にも、学習評価の在り方は重要であり、教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性のある取組を進める

ことが求められます。 

 

カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価 

 

各学校では、日々の授業の下で児童生徒の学習状況を評価

し、その結果を児童生徒の学習や教師による指導の改善や学

校全体としての教育課程の改善、校務分掌を含めた組織運営

等の改善に生かす中で、学校全体として組織的かつ計画的に

教育活動の質の向上を図っています。 

「学習指導」と「学習評価」は学校の教育活動の根幹であり、

教育課程に基づいて、組織的かつ計画的に教育活動の質の向

上を図る「カリキュラム・マネジメント」の中核的な役割を担って

います。 

 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善と評価 

 

指導と評価の一体化を図るためには、児童生徒の一人ひとりの学習の成立を促すための評価という

視点を一層重視することによって、教師が自らの指導のねらいに応じて授業の中での児童生徒の学びを

振り返り、学習や指導に生かしていくというサイクルが大切です。各教科等における資質・能力を確実に

育成する上で、学習評価は重要な役割を担っています。 

① 学習評価の基本的な考え方は？ 

⓪ 「評価はどうするの？」の前に… 

先生によって観点の重みが違うんです。授業態度をとても重視する先生もい

るし、テストだけで判断するという先生もいます。そうすると、どう努力して

いけばよいのか本当に分かりにくいんです。 
（中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会児童生徒の学習評価に関するワーキンググループ第７回における高等学校三年生の意見より） 

□ 教師の指導改善につながるものにしていくこと 

□ 児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと 

□ これまで慣行として行われてきたことでも，必要性・ 

妥当性が認められないものは見直していくこと 
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新学習指導要領では、学習する子どもの視点に立ち、育

成を目指す資質・能力の要素を三つの柱で再整理しまし

た。 

それを踏まえ、各教科等の「目標」「内容」の記述が、「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３観点で整理されています。 

 

 

 

各教科における評価の基本構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 三つの柱と３観点で整理されたってどういうこと？ 

目
標 

学習指導要領に示す目標や内容 

評
価 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に 

取り組む態度 
感性、思いやり 

・各教科等における学習の

過程を通した知識及び技

能の習得状況について評

価を行います。 

・既有の知識及び技能と関

連付けたり活用したりす

る中で、他の学習や生活の

場面でも活用できる程度

に概念等を理解したり、技

能を習得したりしている

かを評価します。 

・各教科等の知識及

び技能を活用して

課題を解決するた

めに必要な思考力、

判断力、表現力等を

身に付けているか

どうかを評価しま

す。 

・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た

めに、自らの学習状況を把

握し、学習の進め方につい

て試行錯誤するなど『自ら

の学習を調整しながら、学

ぼうとしているかどうかと

いう意思的な側面』を評価

します。 

・児童生徒が学習したことの

意義や価値を実感できるよう

に、日々の教育活動等の中で

児童生徒に伝えることが重要

です。 

・特に「感性や思いやり」な

どの児童生徒一人ひとりのよ

い点や可能性、進歩の状況な

どを積極的に評価し児童生徒

に伝えることが重要です。 

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 

「目標」と「評価」では、表記が異なります 

観点別学習状況評価の各観点 

◆ 観点ごとに評価し、児童生徒の学習状況を分析的に捉えるもの 

◆ 観点ごとにＡＢＣの３段階で評価 

評  定 

◆ 観点別学習状況の評価を総括するもの 

◆ ５段階で評価（小学校は３段階／小学校低学年は行わない） 

個人内評価 

◆ 観点別学習状況の評価

や評定には示しきれない

児童生徒の一人ひとりの

よい点や可能性、進歩の状

況について評価するもの 

「学びに向かう力、人間性等」には 

①「主体的に学習に取り組む態度」として観点別評価を通 

じて見取ることができる部分 

②観点別評価や評定にはなじまず、個人内評価を通じて見 

取る部分           の２つがあります。 
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 資質・能力のバランスのとれた学習評価を行っていくためには、指導と評価の一体化を図る中で、論述

やレポートの作成、発表、グループでの話合い、作品の制作等といった多様な活動に取り組ませるパフォ

ーマンス評価などを取り入れ、ペーパーテストの結果にとどまらない、多面的・多角的な評価を行ってい

くことが必要です。 

 

 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

何
を
評
価
す
る
か 

◆個別の知識及び技能の習得

状況を評価する。 

◆他の学習や生活の場面でも

活用できる程度に概念等を理

解したり、技能を習得したりし

ているかについて評価する。 

◆各教科等の知識及び技能を

活用して課題を解決する等の

ために必要な思考力、判断力、

表現力等を身に付けているか

どうかを評価する。 

 

◆知識及び技能を獲得したり、

思考力、判断力、表現力等を身

に付けたりすることに向けた粘

り強い取組の中で、自らの学習

を調整しようとしているかどう

かを含めて評価する。 

評
価
の
方
法
の
例 

◇ペーパーテストにおいて、事

実的な知識の習得を問う問題

と、知識の概念的な理解を問う

問題とのバランスに配慮する。 

◇文章による説明、観察・実験、

式やグラフで表現等、知識や技

能を用いる場面を設ける。 

◇ペーパーテストのみならず、

論述やレポートの作成、発表、

グループでの話合い、作品の制

作や表現等の多様な活動を取

り入れたり、それらを集めたポ

ートフォリオを活用したりする。 

 

◇ノートやレポート等における

記述、授業中の発言、教師によ

る行動観察、児童生徒による自

己評価や相互評価等の状況を

教師が評価を行う際に考慮す

る材料として用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今までの「関心・意欲・態度」 の観点も、各教科等の学習内容に関心をもつことだけでなく、よりよく

学ぼうとする意欲をもって学習に取り組む態度を評価するという考え方に基づいたもので、この点を

「主体的に学習に取り組む態度」として改めて強調するものです。 

 

「主体的に学習に取り組む態度」の評価のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※①②の姿は、実際の教科等の学びの中では別々ではなく、相互に関わり合いながら立ち現れるもので 

す。例えば、自らの学習をまったく調整しようとせず、粘り強く取り組み続ける姿や、粘り強さが全くな

い中で自らの学習を調整する姿は一般的ではありません。 

③ どのような方法で評価すればよいのですか？ 

④ 「主体的に学習に取り組む態度」と「関心・意欲・態度」の違いは？ 

「学校や教師の状況によっては、挙手の回数や毎時間ノートを取っているか

など、性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面を捉える評価であるよ

うな誤解が払拭しきれていない」 
（平成３１年１月 文部科学省中央教育審議会「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」 

①粘り強い取組を行おうとする側面 

 知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現

力等など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自らの学習を調整しようとする側面 

 ①の粘り強い取組を行う中で、自らの学習状況

を把握し、学習の進め方について試行錯誤するな

どの意思的な側面 
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各学校においては、評価規準を作成し、各教科等の特質を踏まえて適切に評価方法等を工夫すること

により、学習評価の結果が児童生徒の学習や教師による指導の改善に生きるものとすることが重要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単元の目標及び評価規準の関係性について（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「～しようとしている」は「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準の表記です。「主体的に学習

に取り組む態度」に関しては、「２ 内容」に記載がありません。そのため、各学年（又は分野）の「１ 目標」

を参考にしながら、「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する必要があります。 

⑤ 「評価規準」はどのように作成すればいいのですか？ 

単元の目標 
単元の評価規準 

学習指導要領の目標及び内容 

「２ 内容」～すること 
「内容のまとまりごとの評価規準」 

～している 

～ようとしている ※ 

各学校において 

授業で育成を目指す 

資質・能力を明確化 
「内容のまとまりごとの評価規準」 

の考え方等を踏まえて作成 

各学校においては、「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえて、

学習評価を行う際の評価規準を作成します。 

「内容のまとまりごとの評価規準」とは何ですか？ 

学習指導要領解説を見てには、各教科等の「第２ 各学年（分野）の目標

及び内容」の「２ 内容」において、「内容のまとまり」ごとに育成を目指

す資質・能力が示されています。このため、「２ 内容」の記載はそのまま

学習指導の目標となり、児童生徒が資質・能力を身に付けた状況を表すため

に、「２ 内容」の記載事項の文末を「～すること」から「～している」と変換した

もの等が、「内容のまとまりごとの評価規準」となります。 

 単元の目標や評価規準はどうなるのですか？ 

「単元の目標」を立てる際には、学習指導要領解説を参考にして、各学校

において育成したい資質・能力を明確化することが大切です。そこから、「内

容のまとまりごとの評価規準」の考え方等を踏まえて「単元の評価規準」を

作成します。 
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 特別の教科 道徳、外国語活動（小学校のみ）、総合的な学習の時間、特別活動についても、学習指導要

領で示したそれぞれの目標や特質に応じ、適切に評価します。なお、道徳科の評価は、入学者選抜の合否

判定に活用することのないようにする必要があります。 

 

特別の教科 道徳（道徳科） 

児童生徒の人格そのものに働きかけ、道徳性を養うことを目標とする道徳科の評価としては、観点

別評価は妥当ではありません。授業において児童生徒に考えさせることを明確にして、「道徳的諸価値

についての理解を基に、自己を見つめ、物事を（広い視野から）多面的・多角的に考え、自己の（人間と

しての）生き方についての考えを深める」という学習活動における児童生徒の具体的な取組状況を、一

定のまとまりの中で、児童生徒が学習の見通しを立てたり、学習したことを振り返ったりする活動を、

適切に設定しつつ、学習活動全体を通して見取ります。 

 

外国語活動（小学校のみ） 

評価の観点については、学習指導要 

領に示す「第１目標」を踏まえ、右の表を 

参考に設定することとしています。この 

３つの観点に則して児童の学習状況を 

見取ります。  

 

 

総合的な学習の時間 

評価の観点については、学習指導要 

領に示す「第１目標」を踏まえ、各学校 

において具体的に定めた目標、内容に 

基づいて、右の表を参考に定めること 

としています。この３つの観点に則して 

児童生徒の学習状況を見取ります。 

 

特別活動 

特別活動の特質と学校の創意工夫を生かすということから、設置者ではなく、各学校が評価の観

点を定めることとしています。その際、学習指導要領に示す特別活動の目標や学校として重点化し

た内容を踏まえ、例えば以下のように、具体的に観点を示すことが考えられます。 

 

特別活動の記録 

内 容 観 点  ＼  学 年 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

学級活動 よりよい生活を築くための知

識・技能 

集団や社会の形成者としての

思考・判断・表現 

主体的に生活や人間関係をよ

りよくしようとする態度 

〇  〇 〇 〇  

児童会活動  〇 〇  〇  

クラブ活動    〇   

学校行事  〇  〇 〇  

      小学校児童指導要録（参考様式） 様式２の記入例（５年生の例） 

 

なお、特別活動は学級担任以外の教師が指導する活動が多いことから、評価体制を確立し、共通理解

を図って、児童生徒のよさや可能性を多面的・総合的に評価するとともに、確実に資質・能力が育成され

るよう指導の改善に生かすことが求められます。 

⑥ 特別の教科 道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の評価について 

知識・技能 

●外国語を通して、言語や文 

化について体験的に理解 

を深めている。 

●日本語と外国語の音声の 

違い等に気付いている。 

●外国語の音声や基本的な 

表現に慣れ親しんでいる。 

主体的に学習に 

取り組む態度 
思考・判断・表現 

●身近で簡単な事柄につい 

て、外国語で聞いたり話し 

たりして自分の考えや気 

持ちなどを伝え合ってい 

る。 

●外国語を通して、言語やそ 

の背景にある文化に対す 

る理解を深め、相手に配慮 

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。 

知識・技能 

●探究的な学習の過程にお 

いて、課題の解決に必要な 

知識や技能を身に付け、課 

題に関わる概念を形成し、 

探究的な学習のよさを理 

解している。 

思考・判断・表現 

●実社会や実生活の中から 

問いを見いだし、自分で課 

題を立て、情報を集め、整 

理・分析して、まとめ・表現 

している。 

主体的に学習に 

取り組む態度 

●探究的な学習に主体的・協 

働的に取り組もうとして 

いるとともに、互いのよさ 

を生かしながら、積極的に 

社会に参画しようとしてい 

る。 

 各学校で定めた観点を記入した上で、内

容ごとに、十分満足できる状況にあると判

断される場合に、〇印を記入します。 

 〇印をつけた具体的な活動の状況等に

ついては、「総合所見及び指導上参考とな

る諸事項」の欄に簡潔に記述することで、

評価の根拠を記録に残すことができます。 
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学校全体としての組織的かつ計画的な取組にすること 

 

   各学校においては、先生方の負担軽減を図りながら、学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう、

学校全体としての組織的かつ計画的な取組を行うことが重要です。 

その際、例えば、以下の取組が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

評価の方針等を児童生徒と共有すること 

 

   これまで、評価規準や評価方法等の評価の方針等について、必ずしも教師が十分に児童生徒等に伝

えていない場合があることが指摘されています。必要に応じて、学習方針を事前に児童生徒と共有す

る場面を設け、学習評価の妥当性や信頼性を高めるとともに、児童生徒自身に学習の見通しをもたせ

ることが大切です。 

 

観点別学習状況の評価を行う場面の精選をすること 

 

観点別学習状況の評価に係る記録は、毎回の授業ではなく、単元や題材などの内容や時間のまとま

りごとに行うなど、評価場面を精選することが重要です。 

   日々の授業における児童生徒の学習状況を適宜把握して、指導の改善に生かすことに重点をおくこ

とが重要です。 

 

外部試験や検定等の学習評価への利用（指導や評価の改善のための利用） 

 

外部試験や検定等（全国学力・学習状況調査など）の結果を、指導や評価の改善につなげることも重

要です。 

   ただし、外部試験や検定等は、学習指導要領の目標に準拠したものではない場合や内容を網羅的に

扱うものではない場合があることから、教師が行う学習評価の補完材料です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 学習評価を行う上で、気をつけることは何ですか？ 

◇先生方同士での評価規準や評価方法の検討、明確化 

◇評価に関する実践事例を蓄積・共有すること 

◇評価結果の検討等を通じて評価に関する教師の力量の向上を図ること 

◇学年会や教科部会等（教務主任や研究主任を中心に）の校内組織の活用 

【参考資料】 

・中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会報告「児童生徒の学習評価の在り方について」（平成３１年１月２１日） 

・小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」 

（平成３１年３月２９日 ３０ 文科初第１８４５号 初等中等教育局長通知） 

・学習評価の在り方ハンドブック（小・中学校編）（令和元年６月） 

・新学習指導要領の全面実施と学習評価の改善について（令和元年６月） 

・「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 小学校編・中学校編 全教科等（令和２年３月） 
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