
「指導と評価の一体化」のための学習評価の進め方
（国語科）



①「学習評価の在り方
ハンドブック」
（小・中学校編）

②「『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 国語）

新しい学習評価を理解するためには，以下の資料に示されている内容を確認すること
が大切です。いずれも，国立教育政策研究所のホームページからダウンロードできます。
＜国立教育政策研究所 https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html＞

本説明動画スライドの左上には，基となる参考資料のページを示して
います。あわせてそちらもご確認ください。



本動画では，観点別学習状況による評価を実施する際の，評価規準の作成を
中心に説明します。
「指導と評価の一体化」を図るには，学習指導要領で定められた指導事項が，
年間の授業を通じて，漏れなく生徒に指導されるようになっているかを確認すると
ともに，指導したことを確実に評価をすることが重要です。

国語科においては，観点別学習状況の

評価を実施するに当たって，右のような

マトリクス型の年間指導計画を作成・活

用することが有効です。国語科は，一つ

の指導事項を年間で複数回繰り返し取り

上げて指導することが多いため，いつ，

何の教材を扱うかだけではなく，いつ，

どのような資質・能力（指導事項）を育

成するのかを意図的・計画的に考えるこ

とが極めて重要になります。

参考資料
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１ 評価の３観点

２ 評価規準の作成ポイント

３ 新しい学習評価を踏まえた授業づくり

それでは，以下の３つのポイントで，国語科における学習評価について
説明します。



内 容

知識及び技能
思考力,判断力,

表現力等

知識・技能 思考･判断･表現
主体的に学習に
取り組む態度評価の観点

(1)言葉の特徴や使い方に関す
る事項

(2)情報の扱い方に関する事項
(3)我が国の言語文化に関する
事項

A 話すこと・聞くこと
B 書くこと
C 読むこと

？

目 標

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

参考資料
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平成29年の改訂で，学習指導要領の目標及び内容が資質・能力の三つの柱で再整理された
ことを踏まえ，各教科における観点別学習状況の評価の観点については，「知識・技能」「思考・
判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の３観点で整理されています。対応関係も含めて
確認しましょう。

１ 評価の３観点



２ 評価規準の作成ポイント
参考資料
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➤「知識・技能」の単元の評価規準 作成ポイント

・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」の単元の評価規準 作成ポイント

・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。

・評価規準の冒頭には，当該単元で指導する一領域を「（領域名を入れる）に
おいて，」と明記する。

各領域において育成を目指す資質・能力を明確にするため
「思考・判断・表現」の冒頭に「領域名を明記する」こととした。

国語科においては，学習指導要領の「２ 内容」には，育成すべき資質・能力
（指導事項）が示されている。そのため，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，単元の評価規準を作成することができる。



➤「主体的に学習に取り組む態度」の単元の評価規準 作成ポイント

・⑴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，⑵ ⑴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。
・⑴⑵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。

＜考え方＞

☞ 上記①②を適切に評価するためには，特に，粘り強さを発揮してほしい内容と，自
らの学習の調整が必要となる具体的な言語活動を考えて授業を構想し，評価規準を
設定することが大切

☞ そこで，以下の①から④の内容を全て含め，単元の目標や学習内容等に応じて，
その組合せを工夫することが考えられる。

① 粘り強さ〈積極的に，進んで，粘り強く等〉
② 自らの学習の調整

〈学習の見通しをもって，学習課題に沿って，今までの学習を生かして等〉
③ 他の２観点において重点とする内容（特に，粘り強さを発揮してほしい内容）
④ 当該単元の具体的に言語活動（自らの学習の調整が必要となる具体的な言語活動）

〈 〉内の言葉は，当該内容の学習状況を例示したものであり，
これ以外も想定される。



① 粘り強さ〈積極的に，進んで，粘り強く等〉
② 自らの学習の調整

〈学習の見通しをもって，学習課題に沿って，今までの学習を生かして等〉
③ 他の２観点において重点とする内容（特に，粘り強さを発揮してほしい内容）
④ 当該単元の具体的な言語活動（自らの学習の調整が必要となる具体的な言語活動）

（例1） 積極的に（①)集めた材料を整理し(③)，学習の見通しをもって(②)報告しようと
している(④)。

（例2）粘り強く(①)自分の考えが伝わる文章になるように工夫し(③)，今までの学習を生
かして(②)説明する文章を書こうとしている(④)。

➤上記の例はそれぞれの要素をどのように反映させているかを，便宜的に丸付き番号を付し
て示したものです。実際に付記する必要はありません。

➤『参考資料』の巻末資料にある「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準の設定例は，
①③②④の順で示しているが，固定的なものではない

大切なのは，①粘り強さ ②自らの学習の調整 の双方を適切に評価
できるような評価規準を作成することが重要であるということです。

参考資料
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Step1
単元で取り上げる
指導事項の確認

Step2
単元の目標と
言語活動の設定

Step3
単元の評価規準の
設定

Step4
単元の指導と評価
の計画の決定

Step5
評価の実際と
手立ての想定

・年間指導計画等を基に，単元で取り上げる指導事項を確認する。

・Step1で確認した指導事項を基に，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位置付ける。

基本的に指導事項の文末を
「～できる。」として示す。

いずれの単元においても当該学年の目標である「言葉がもつ価値～
思いや考えを伝え合おうとする。」までを示す

※「読書」については
柔軟に対応

・単元の評価規準を作成する。
※引き続き，言語活動を通して
指導事項を指導することが重要！

・各時間の具体的な学習活動を構想し，単元のどの段階でどの評価規準に基づい
て評価するかを決定する。

・それぞれの評価規準について，実際の学習活動を踏まえて「Bと判断する状況」の
例，「Cと判断する状況への手立て」の例を想定する。

３ 新しい学習評価を踏まえた授業づくり



前の考え方に基づいて，事例を通して確認します。また，参考資料ｐ42
～示されている事例は学習指導案の形式の一例としても参考になります。

➤単元名の付け方
どのような資質・能力を育成するために，どのような言語活動

を行うのかが生徒に分かるように工夫する。

➤言語活動の設定
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具体化する。

➤単元の目標の書き方【大分県版】

・〔知識及び技能〕と〔思考力，
判断力，表現力等〕の目標は，
文末を「～ができようにする。」

・「学びに向かう力，人間性等」の
目標の文末は「言葉のもつ価値
～伝え合おうとするようにする。」
までを示す。

➤新大分スタンダードに基づいた授業
改善を推進していることを踏まえ，
指導者の指導の意図や育成を目指す
資質・能力を明確にするため，指導
者の立場で記入する。

参考資料
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該当する指導事項
を示すことで，学
習指導要領との関
連を明確にする。

領域名を入れる。領域名を入れる。

➤単元の評価規準の設定
の仕方

特に「主体的に学習に取り
組む態度」に注意。

ここでは，

・積極的に登場人物の言動
の意味などについて考え
ようとしている
→粘り強さの側面

・学習課題に沿って考えた
ことを語り合おうとして
いる
→自らの学習の調整の側面

単元の評価規準設定後，実際の学習活動を
踏まえて「Ｂと判断する状況」（生徒の姿）を具
体的に想定しておくことが極めて重要。



主たる学習活動の流れに
沿って，どの時間に何を評
価するかを整理する。

◆評価する内容は「３単元の
評価規準」と対応している。

◆評価方法は，評価する内容
をそれぞれ評価するために，
どのような方法で（何を用
いて）評価するのかを示し
ている。

★生徒全員の学習状況を記録に残す
場面を精選し，かつ適切に評価す
るための評価計画が一層重要にな
る。



単元の評価規準 （※事例２より抜粋）

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

①具体と抽象などの情報と情報と
の関係について理解を深めている。
（(2)ア）

①「書くこと」において，目的や意図
に応じた表現になっているかなど
を確かめて，文章全体を整えてい
る。（B(1)エ）

①進んで文章全体を整え，今まで
の学習を生かして自分の考えを投
書に書こうとしている。

時 学習活動 指導上の留意点 評価規準・評価方法等

１ ○学習のねらいや進め方をつかみ，学習の
見通しをもつ。

○関心のある事柄から新聞の投書で伝えた
い題材を決める。

○根拠に関連する具体的な出来事や事実
をワークシートに書き，整理する。

・実際の投書をいくつか示し，学習の見
通しをもたせる。

・実際の投書を参考にさせ，伝えたい内
容を考えさせる。

・既習事項を想起させ，根拠に関連する
具体的な出来事や事実を整理させる。

２ ○これまでの書くことの学習を想起し，投書
の下書きをワープロソフトで入力する。

○グループで互いの下書きを読み合い，分
かりにくい部分について確認し合う。

・この段階では，目的や意図に応じた表
現にこだわらせずに，下書きを完成させ
ることを目標とする。

・タブレットを交換するなどして，他者の
下書きを読ませ，読みにくいと感じたり
部分に線を引いてコメントを入力させる。

３ ○教師が用意した投書を読み，投書にふさ
わしい表現について考える。

○投書にふさわしい表現について考えたこ
とを伝え合う。

○読み手の立場に立って下書きを読み投書
を書くという目的に応じた表現になっている
かを確かめ，気が付いたことをワープロソフ
トのコメント機能を用いて入力する。

・「書くこと」で学習してきた文章の構成
や表現の仕方などに着目させ，投書を
書く目的や意図に応じた表現とはどのよ
うなものかを考えさせる。

・投書にふさわしい文章の構成や表現
について共有したことを踏まえ，前時の
―線の部分を中心に，自分の下書きの
表現を確かめさせる。

［知識・技能］①
ワークシート

・伝えたい意見の根拠に
関連する具体的な出来
事や事実をワークシート
に整理しているか確認す
る。

［主体的に学習に取り組
む態度］①
下書き原稿

・多様な読み手に自分の
考えが分かりやすく伝わ
る表現の仕方を考え，自
分の下書きを読み直し，
表現を整えようとしてい
るかを確認する。

本時は，Ｂ（１）ウに基づ
いて学習状況を捉え指導
を行うが，単元の目標と
していないことから，本単
元の評価には含めない。



「Ｂと判断する状況」に
ついて，生徒の学習状況
（姿）を，

「ここでは，～している
か（～しようとしている
か）を確認する。」

という形で具体的に示さ
れている。

→こうすることで，
何をどのように評価す
るかが具体的にイメー
ジでき，育成したい資
質・能力に応じた指導
のポイントが明確にな
ります。



①マトリクス型 年間指導計画（各教科書発行者 対応）
②指導案様式（３観点での学習評価）

大分県教育委員会ホームページ
<URL> https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/r3-kokugo-jrhighnenkan.html


