
「指導と評価の一体化」のための学習評価の進め方
（社会科）



新しい学習評価の進め方のポイント 「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

学習指導要領の規定から「内容のまとまり」ごと
の評価規準を作成する際の手順や単元ごとの学
習評価について示されている。

「第２ 各分野の目標及び内容」の「２ 内容」の項
目等をそのまとまりごとに細分化したり整理したり
したもの。

学習指導要領には、「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
れている。

このため、「２ 内容」の記載は、そのまま学習指
導の目標となりうる。

よって、その文末を「～すること」から「～してい
る」と変換すると、「内容のまとまり」ごとの評価規
準となる。

何が示されているの？

「内容のまとまり」とは？

「内容のまとまり」ごとに評価規準が作ら
れる理由は？



新しい学習評価の進め方のポイント 中学校社会科における「内容のまとまり」

〔地理的分野〕

Ａ 世界と日本の地域構成 (1) 地域構成

Ｂ 世界の様々な地域 (1) 世界各地の人々の生活と環境

(2) 世界の諸地域

Ｃ 日本の様々な地域 (1) 地域調査の手法

(2) 日本の地域的特色と地域区分

(3) 日本の諸地域

(4) 地域の在り方

〔歴史的分野〕

Ａ 歴史との対話 (1) 私たちと歴史

(2) 身近な地域の歴史
・ ・
・ ・
・ ・

０．中学校社会科における「内容のまとまり」とは？
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各分野の中項目をもって「内容のまとまり」とすることと整理された。
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新しい学習評価の進め方のポイント 「内容のまとまり」ごとの評価規準作成手順１

Ｂ(1)「世界各地の人々の生活と環境」

場所や人間と自然環境との相互依存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。

(ｱ) 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条件から影響を受け
たり、その場所の自然及び社会的条件に影響を与えたりすることを理解すること。

(ｲ) 世界各地における人々の生活やその変容を基に、世界の人々の生活や環境の多
様性を理解すること。その際、世界の主な宗教の分布についても理解すること。

イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。

(ｱ) 世界各地における人々の生活の特色やその変容の理由を、その生活が営まれる
場所の自然及び社会的条件などに着目して多面的・多角的に考察し、表現するこ
と。

１．「内容のまとまり」と「評価の観点」との関係を確認

例えば、Ｂの(1)の「内容のまとまり」には、知識に関する内容が２つ、思考力、判断力、
表現力等に関する内容が１つ示されている。

思考力、判断力、表現力等に関する内容

知識に関する内容



新しい学習評価の進め方のポイント 「内容のまとまり」ごとの評価規準作成手順２

２．【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

「知識・技能」と「思考・判断・表現」は、学習指導要領に示された事項の語尾を下記の
ように書き換えれば、「内容のまとまり」ごとの評価規準となる。

「知識・技能」のポイント

「思考･判断･表現」のポイント

■思考力、判断力表現力等に関する内容

「・・・考察し、表現すること。」

⇒評価規準「・・・考察し、表現している。」

■知識に関する内容「・・・理解すること。」

⇒評価規準「・・・理解している。」

■技能に関する内容「・・・身に付けること。」

⇒評価規準「・・・身に付けている。」



新しい学習評価の進め方のポイント 「内容のまとまり」ごとの評価規準作成手順２

２．【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

「学びに向かう力、人間性等」に関わる事項は、「２ 内容」に示されていない。

よって、「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。

「主体的に学習に取り組む態度」のポイント

①前段部分

冒頭の「…について」は、その「内容のまとまり」の対象を当てはめる。

【例】Ｂ(1)「世界各地の人々の生活と環境」の場合

⇒「世界各地の人々の生活と環境について、・・・」

②後段部分

【地理的分野・歴史的分野】「・・・について、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。」

【公民的分野】「・・・について、現代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。」



知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・人々の生活は、＜中略＞を与え

たりすることを理解している。

・世界各地における＜中略＞、世
界の主な宗教の分布についても

理解している。

・世界各地における＜中
略＞多面的・多角的に

考察し、表現している。

・世界各地の人々の生活
と環境について、よりよ
い社会の実現を視野に
そこで見られる課題を
主体的に追究しようと
している。

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

(ｱ) 人々の生活は、＜中略＞を与
えたりすることを理解すること。

(ｲ) 世界各地における＜中略＞、
世界の主な宗教の分布について
も理解すること。

(ｱ) 世界各地における＜
中略＞多面的・多角的
に考察し、表現するこ
と。

※内容には、「学びに向かう
力、人間性等」について関
わる事項は示されていない。

新しい学習評価の進め方のポイント 「内容のまとまり」ごとの評価規準作成手順２

学習指導要領〔地理的分野〕Ｂ(1)「世界各地の人々の生活と環境」の記載事項

内容のまとまりごとの評価規準（例）

２．【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



新しい学習評価の進め方のポイント 単元の評価規準作成のポイント

「内容のまとまり」と「単元」の大小関係に着目した評価規準の作成について

大項目 Ａ 世界と日本
の地域構成

Ｂ 世界の様々な地域 Ｃ 日本の様々な地域

中項目 (1) 地域構成 (1) 世界各地
の人々の生
活と環境

(2) 世界の諸
地域

(1) 地域調
査の手法

(2) 日本の地
域的特色と
地域区分

(3) 日本の諸地域 (4) 地域
の在り方

小項目
等

― ― ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ― ― ① ② ③
④中国・
四国地方

… ―

ケース２ケース１

ケース３

内容のまとまり＝単元 「内容のまとまり」を単元とする場合

内容のまとまり＞単元 「内容のまとまり」の一部を単元とする場合

内容のまとまり＜単元 「内容のまとまり」を超えて単元とする場合

ケース１

ケース２

ケース３

社会科においては、「内容のまとまりごとの評価規準（例）」を基に、各分野の項目構成の特色を踏
まえた上で、「単元の評価規準」を作成することになる。その際、３つのケースが考えられる。

【例】地理的分野



新しい学習評価の進め方のポイント 単元の評価規準作成のポイント（ケース１）

「内容のまとまり」と「単元」の大小関係に着目した評価規準の作成について

内容のまとまり＝単元 「内容のまとまり」を単元とする場合ケース１

「内容のまとまりごとの評価規準（例）」を単元の評価規準として転記し、
用いることが可能。

「内容のまとまりごとの評価規準（例）」を踏まえつつ、学習指導要領
解説等の記述を用いて具体的な「単元の評価規準」を設定すること
も考えられる。

具体的な目標と評価規準の設定も、指導と評価の一体化を促す一
つの工夫として考えられる。

ポイント

大項目 Ｂ 世界の様々な地域

中項目 (1) 世界各地の人々
の生活と環境

(2) 世界の諸地域

小項目等 ― ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ｂ(1)「世界各地の人々の生活と環境」を
単元として設定した場合



新しい学習評価の進め方のポイント 単元の評価規準作成のポイント（ケース２）

「内容のまとまり」と「単元」の大小関係に着目した評価規準の作成について

内容のまとまり＞単元「内容のまとまり」の一部を単元とする場合ケース２
大項目 Ｃ 日本の様々な地域

中項目 (3) 日本の諸地域

小項目等 ① ② ③ ④中国・四国地方 …

Ｃ(3)「日本の諸地域」の「中国・四国地方」を単元として
設定し、「人口や都市・村落を中核」として学習する場合

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・中国・四国地方について、その地域的特
色や地域の課題を理解している。

・人口や都市・村落を中核とした考察の仕
方で取り上げた特色ある事象と、それに
関連する他の事象や、そこで生ずる課題
を理解している。

・中国・四国地方において、人口や都市・
村落を中核に設定した事象の成立条件を、
地域の広がりや地域内の結び付き、人々
の対応などに着目して、他の事象やそこ
で生ずる課題と有機的に関連付けて多面
的・多角的に考察し、表現している。

・中国・四国地方について、
よりよい社会の実現を視野
にそこで見られる課題を主
体的に追究しようとしてい
る。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・幾つかに区分した日本のそれぞれの地域
について、その地域的特色や地域の課題
を理解している。

・①から⑤までの考察の仕方で取り上げた
特色ある事象と、それに関連する他の事
象や、そこで生ずる課題を理解している。

・日本の諸地域において、それぞれ①から
⑤までで扱う中核となる事象の成立条件
を、地域の広がりや地域内の結び付き、
人々の対応などに着目して、他の事象や
そこで生ずる課題と有機的に関連付けて
多面的・多角的に考察し、表現している。

・日本の諸地域について、よ
りよい社会の実現を視野
にそこで見られる課題を
主体的に追究しようとし
ている。

内容のまとまりごとの評価規準（例） 〔Ｃ(3)「日本の諸地域」〕

新たに設定した単元の評価規準 〔Ｃ(3)「日本の諸地域」、小項目「中国・四国地方」〕



新しい学習評価の進め方のポイント 単元の評価規準作成のポイント（ケース３-１）

「内容のまとまり」と「単元」の大小関係に着目した評価規準の作成について

内容のまとまり＜単元「内容のまとまり」を超えて単元とする場合ケース３‐１

Ｃ(1)「地域調査の手法」とＣ(4)「地域の在り方」の二つの
中項目を一つの大きな「単元」として設定した場合

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・Ａを理解している。

・Ｂを身に付けている。

・Ｃを理解している。

・Ｄを理解している。

・Ａを多面的・多角的に考察、構想し、表
現している。

・Ｂを多面的・多角的に考察、構想し、表
現している。

・Ａを主体的に追究しようと
している。

・Ｂを主体的に追究、解決し
ようとしている。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・Ａを理解している。

・Ｂを身に付けている。

・Ａを多面的・多角的に考察、構想し、表
現している。

・Ａを主体的に追究しようと
している。

内容のまとまりごとの評価規準（例） 〔Ｃ(1)「地域調査の手法」〕

新たに設定した単元の評価規準 〔Ｃ(1)＋Ｃ(4)「地域調査の手法と地域の在り方」〕

大項目 Ｃ 日本の様々な地域

中項目 (1) 地域調
査の手法

(4) 地域の在
り方

小項目等 ― ―

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・Ｃを理解している。

・Ｄを理解している。

・Ｂを多面的・多角的に考察、構想し、表
現している。

・Ｂを主体的に追究、解決し
ようとしている。

内容のまとまりごとの評価規準（例） 〔Ｃ(4)「地域の在り方」〕



新しい学習評価の進め方のポイント 単元の評価規準作成のポイント（ケース３-２）

「内容のまとまり」と「単元」の大小関係に着目した評価規準の作成について

内容のまとまり＜単元「内容のまとまり」を超えて単元とする場合

Ｃ(1)「地域調査の手法」とＣ(4)「地域の在り方」の二つの
中項目を一つの大きな「単元」として設定した場合

中
項
目

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

≪省略≫ ≪省略≫ ・地域調査を踏まえ、地域の
在り方について、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。

中
項
目

知識・技能 思考・判断・表現

≪省略≫ ≪省略≫

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫

内容のまとまりごとの評価規準（例） 〔Ｃ(1)「地域調査の手法」〕

新たに設定した単元の評価規準 〔Ｃ(1)＋Ｃ(4)「地域調査の手法と地域の在り方」〕

大項目 Ｃ 日本の様々な地域

中項目 (1) 地域調
査の手法

(4) 地域の在
り方

小項目等 ― ―

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

≪省略≫ ≪省略≫ ≪省略≫

内容のまとまりごとの評価規準（例） 〔Ｃ(4)「地域の在り方」〕

ケース３‐２

(1)

(2)

評価場面の精選という観点から、上記のように、「主体的に学習に取り組む態度」のみを併せて一つの評価規
準として設定することなども考えられる。



新しい学習評価の進め方のポイント

「知識・技能」の中の「技能」の評価について

学習指導要領の各中項目に「技能」に関する記載がなければ、「内容のまとまりごとの評
価規準（例）」の一覧表において「技能」に関する評価規準は割愛されていることに留意。

〔地理的分野〕
Ｃ日本の様々な地域
(1) 地域調査の手法
(2) 日本の地理的特色と地域区分

〔歴史的分野〕
Ａ歴史との対話
(1) 私たちと歴史
(2) 身近な地域の歴史

単元の評価規準作成のポイント（「技能」の評価）

■各分野の「内容の取扱い」において記載
されている「技能」に関する事項

■学習指導要領解説巻末の参考資料３
「社会的事象等について調べまとめる技能」

学習指導要領の中に「技能」に
関する記載がある中項目

「技能」自体の系統性や生徒自身の習熟
を考慮した上で、適宜適切な形で評価場面
を設定することが必要。

２２の中項目のうち、「技能」に関す
る記述がある中項目は４つのみ。

参 考

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

(3) ＜略＞資料に平素から親しみ適切に活用したり、観
察や調査などの過程と結果を整理し報告書にまとめ、発

表したりするなどの活動を取り入れるようにすること。


