
「指導と評価の一体化」のための学習評価の進め方

（中学校 総合的な学習の時間）
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本日の内容

１ 総合的な学習の時間における指導と評価の一体化

２ 学習指導の改善・充実
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育成を目指す資質・能力

思考力，判断力，表現力等知識及び技能

学びに向かう力，人間性等

学習指導要領 目標
学習指導要領 内容

学習評価 観点
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どのように社会・世界と関わり，
よりよい人生を送るか

何を理解しているか
何ができるか

理解していること・
できることをどう使うか
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学習評価 観点の整理

【平成２０年改訂】 【平成２９年改訂】

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

【参考】学校教育法第３０条第２項
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。



「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する説明資料
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国立教育政策研究所指導資料
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html

参考資料P○○ としてお示しします

①学習評価の在り方ハンドブック（小・中学校編）

１
２

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 総合的な学習の時間）

育成を目指す資質・能力を踏まえた「単元の目標」「単元の評価規準」作成のポイント
〔単元の目標〕
様々な発電方法を調査したり電力消費量を減らすための活動に取り組んだりするこ

とを通して，自分たちの暮らしは環境に負荷を与えたり，限りある資源の消費の上で
成り立っていることを理解するとともに，電力消費量を抑えるための実現可能な方法
を探し求め，未来の豊かな暮らしを守るために行動できるようにする。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に
取り組む態度

①エネルギーの問題について，
資源には限りがあることや発
電方法のバランスが重要で
あること，生活や暮らしとの
つながりが大切であることな
どを理解している。

②地域への節電の呼びかけを
相手や場面に応じた適切さ
で実施している。

③エネルギー問題と自分の生
活との関係について探究し続
けてきたことによって，自らの
行為が未来社会に深く関
わっていることに気付いている。

①電気エネルギーを生み出す
ための発電について，何をど
のように調べるか見通しを
もって活動計画書を作成して
いる。

②多様な発電方法について，
その仕組みや特徴に関する
情報を，幅広く効率的に収
集している。

③自分でできる節電方法につ
いて，それぞれのメリット・デ
メリットを明らかにしたうえで，
取り組むことの優先順位を決
めている。

④エネルギー問題の解決方法
について，結論に対する根
拠を明らかにして，自分の考
えを主張している。

①エネルギーに関する問題につ
いて，調べたことの中から伝
えたいことを明確にして，新
聞を作成しようとしている。

②太陽光発電が増えることの
是非について，異なる意見
のよさや他者の考えの価値
を受け入れ参考にしようとし
ている。

③アンケートの結果から，これ
からの社会を視野に入れ，
節電の取組を地域に継続的
に働きかけようとしている。

作成の手順（１）
「内容のまとまり」をもとに，単
元全体を見通して，単元の目
標を作成する。

〔単元の評価規準〕

作成の手順（２）
「内容のまとまりごとの評価規準」を
もとに，具体的な学習活動から目
指すべき学習状況としての生徒の姿
を想定し，単元の評価規準を作成
する。

この例では，４つの要素を構造的
に配列して作成
①探究課題を踏まえた単元において
中心となる学習対象や学習活動

②単元において重視する「知識及び
技能」

③単元において重視する「思考力，
判断力，表現力等」

④単元において重視する「学びに向
かう力,人間性等」
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小単元名 ねらい・学習活動 知 思 態 備考
（評価方法）

１ 豊かな暮らしの背景
にあるエネルギー問題
について考えよう。

（１５時間）

・エネルギーに関する問題を出し合い，解決に向けた今後の活動への見
通しをもつ。

① ・発言
・計画書

・電気に焦点を絞り，様々な発電方法の仕組みや特徴について調べる。 ② ・ワークシート

・社会見学を通して，化石エネルギーや再生可能エネルギーを利用した
発電の意義について考え，学んだことを新聞にまとめる。

① ・新聞

２ エネルギー問題の解
決に向けて，自分たち
ができる取組について
考えよう。

（２５時間）

・太陽光発電施設の見学や，太陽光発電の設置業者にインタビューを
行い，太陽光発電のメリット・デメリットを議論する。

・太陽光発電や再生可能エネルギーについて，身近な地域や実際の現
場での調査を行い，情報を収集する。

② ・振り返りカード

・エネルギーの自給自足に取り組む人の話を聞き，自分たちができる効
果的な節電方法について考える。（私の節電ベスト３）

③ ・「私の節電ベスト
３シート」

・節電に対する意識を地域に広げ，多くの人に節電に取り組んでもらうた
めに，地域が一斉に消灯する活動を企画し実行する。

② ・節電企画シート

・活動に対する地域アンケートを行い，集計結果をもとに，活動の有効
性を見つめ直す。

③ ・活動報告書

３ 取組を振り返り，エ
ネルギー問題について
自己の考えをまとめ，
今後の関わり方につい
て考えよう。

（１０時間）

・海外の電力事情（フランス･ドイツなど）を比べ，発電方法や電力生
産の方向性について，自分の考えを主張文（結論と理由）としてまと
める。

④ ・主張文

・作成した主張文を使って，「これからの社会における発電や電力生産」
についてのパネルディスカッションを行う。

① ・発言
・主張文への追記

・単元を通して学んだ記録（振り返りカード，私の節電ベスト３，主張
文など）を振り返り，自己の成長や学習したことを基にして，「10 年
後の私」宛に手紙を書く。

③ ・手紙

指導と評価の計画
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「単元の評価規準」作成のポイント ー知識及び技能ー

知識・技能

①エネルギーの問題につい
て，資源には限りがある
ことや発電方法のバラン
スが重要であること，生
活や暮らしとのつながり
が大切であることなどを
理解している。

②地域への節電の呼びか
けを相手や場面に応じた
適切さで実施している。

③エネルギー問題と自分
の生活との関係について
探究し続けてきたことに
よって，自らの行為が未
来社会に深く関わってい
ることに気付いている。

①概念的な知識の獲得
②いつでも，滑らかに，安定して，素早く発揮することが可能な技能の獲得
③探究的な学習のよさの理解 の三つに関する評価規準を作成する。

事実に関する知識を関連付けて構造化し，統合された概念的な知識を獲
得している生徒の姿を評価規準として設定することが考えられる。ここでは，
相互性に関する概念的な知識の獲得として評価規準を設定している。

技能が特定の場面や状況だけではなく，日常の様々な場面や状況で活用可
能な技能として身に付いているか，具体的には技能がいつでも，滑らかに，安
定して，素早く行われているなどの生徒の姿を評価規準として設定することが
考えられる。

探究的な学習のよさの理解として，資質･能力の変容を自覚すること，学習
対象に対する認識が高まること，学習が生活とつながることなどを，探究的に
学習してきたことと結び付けて理解しているなどの生徒の姿を評価規準として設
定することが考えられる。

①概念的な知識の獲得

②いつでも，滑らかに，安定して，素早く発揮することが可能な技能の獲得

③探究的な学習のよさの理解
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「単元の評価規準」作成のポイント －思考・判断・表現－

思考・判断・表現
①電気エネルギーを生み

出すための発電について，
何をどのように調べるか
見通しをもって活動計画
書を作成している。

②多様な発電方法につい
て，その仕組みや特徴に
関する情報を，幅広く
効率的に収集している。

③自分でできる節電方法
について，それぞれのメ
リット・デメリットを明らか
にしたうえで，取り組む
ことの優先順位を決めて
いる。

④エネルギー問題の解決
方法について，結論に
対する根拠を明らかにし
て，自分の考えを主張
している。

「①課題の設定」，「②情報の収集」，「③整理･分析」，「④まとめ･表現」
の過程で育成される資質･能力を生徒の姿として示して，評価規準を作成する。

①課題の設定
「複雑な問題状況の中から課題を発見し設定する。」
「解決の方法や手順を考え，確かな見通しをもって計画を立てる」などの
視点による設定

②情報の収集
「情報を効率的に収集する手段を選択する。」
「必要な情報を多様な方法で収集し，種類に合わせて蓄積する。」
などの視点による設定

③整理・分析
「異なる情報の共通点や差異点を見付け，関係や傾向を明らかにする。」
「事象を比較したり関連付けたりして，確かな理由や根拠をもつ。」
などの視点による設定

④まとめ・表現
「相手や目的に応じて効果的な表現をする。」
「学習を振り返り，自己の成長を自覚し，学習や生活に生かす。」
などの視点による設定 9

参考資料P44

「単元の評価規準」作成のポイント －主体的に学習に取り組む態度－

主体的に学習に
取り組む態度

①エネルギーに関する問
題について，調べたこと
の中から伝えたいことを
明確にして，新聞を作
成しようとしている。

②太陽光発電が増えるこ
との是非について，異な
る意見のよさや他者の
考えの価値を受け入れ
参考にしようとしている。

③アンケートの結果から，
これからの社会を視野に
入れ，節電の取組を地
域に継続的に働きかけよ
うとしている。

「粘り強さ」や「学習の調整」を重視する。
自他を尊重する「①自己理解・他者理解」，
自ら取り組んだり力を合わせたりする「②主体性・協働性」，
未来に向かって継続的に社会に関わろうとする「③将来展望･社会参画」
などについて育成される資質･能力を生徒の姿として示して，評価規準を作成する。

①自己理解・他者理解

②主体性・協働性

③将来展望・社会参画

「自分の生活を見直し，自分の特徴やよさを理解しようとする。」
「異なる意見や他者の考えを受け入れて尊重しようとする。」
などの視点による設定

「自分の意思で目標に向かって課題の解決に取り組む。」
「自他のよさを生かしながら協力して問題の解決に取り組む。」
などの視点による設定

「自己の生き方を考え，夢や希望をもち続ける。」
「実社会や実生活の問題の解決に，自分のこととして取り組む。」
などの視点による設定 10
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本日の内容

１ 総合的な学習の時間における指導と評価の一体化

２ 学習指導の改善・充実
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学習指導の改善・充実 令和２年度小・中学校教育課程研究協議会に係る改善の重点

①総合的な学習の時間を通して，どのような資質・能力
を育成するのか明確にすること。

②探究のプロセスの中でも特に「課題の設定」「整理・分
析」場面の授業改善を進めること。

③総合的な学習の時間と各教科等との積極的な関連を
図ること。
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①総合的な学習の時間を通して，どのような資質・能力 を育成するのか明確にすること。

生徒の実態

地域の実態

保護者の願い

地域の願い

学校の教育目標学校の教育目標

総合的な学習の時間の目標総合的な学習の時間の目標

内容内容

学校として定めた
育成を目指す具体的な資質・能力

学校として定めた
育成を目指す具体的な資質・能力

探究課題探究課題

具体的な学習対象や学習活動（単元）に即して
期待する生徒の姿を明確にする

具体的な学習対象や学習活動（単元）に即して
期待する生徒の姿を明確にする 重要！
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育成を目指す資質・能力を明確にする（単元の評価規準）
〔単元の目標〕

様々な発電方法を調査したり電力消費量を減らすための活動に取り組んだりすることを通して，自分たちの暮らしは
環境に負荷を与えたり，限りある資源の消費の上で成り立っていることを理解するとともに，電力消費量を抑えるため
の実現可能な方法を探し求め，未来の豊かな暮らしを守るために行動できるようにする。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に
取り組む態度

①エネルギーの問題について，資源に
は限りがあることや発電方法のバラン
スが重要であること，生活や暮らしと
のつながりが大切であることなどを理
解している。

②地域への節電の呼びかけを相手や場
面に応じた適切さで実施している。

③エネルギー問題と自分の生活との関
係について探究し続けてきたことによっ
て，自らの行為が未来社会に深く関
わっていることに気付いている。

①電気エネルギーを生み出すための発
電について，何をどのように調べるか
見通しをもって活動計画書を作成して
いる。

②多様な発電方法について，その仕組
みや特徴に関する情報を，幅広く効
率的に収集している。

③自分でできる節電方法について，そ
れぞれのメリット・デメリットを明らかに
したうえで，取り組むことの優先順位
を決めている。

④エネルギー問題の解決方法について，
結論に対する根拠を明らかにして，自
分の考えを主張している。

①エネルギーに関する問題について，調
べたことの中から伝えたいことを明確に
して，新聞を作成しようとしている。

②太陽光発電が増えることの是非につ
いて，異なる意見のよさや他者の考
えの価値を受け入れ参考にしようとし
ている。

③アンケートの結果から，これからの社
会を視野に入れ，節電の取組を地域
に継続的に働きかけようとしている。

〔単元の評価規準〕
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②探究のプロセスの中でも特に「課題の設定」「整理・分析」場面の授業改善を進めること。

物事の本質を探って見極めようとする一連の知的営み
１ 課題の設定

２ 情報の収集

３ 整理・分析

４ まとめ・表現

体験活動などを通して，課題を設定し課題
意識をもつ

必要な情報を取り出したり収集したりする

収集した情報を，整理したり分析したりして
思考する

気付きや発見，自分の考えなどをまとめ，
判断し，表現する

探究的な学習で見いだすことができる生徒の姿
◆事象を捉える感性や問題意識がゆさぶられて，学習活
動の取組が真剣になる。
◆身に付けた知識及び技能を活用し，その有用性を実感
する。
◆学んだことを自己と結び付けて，自分の成長を自覚した
り自己の生き方を考えたりする。 など 15

探究的な学習の各プロセス

◆ 時 間
◆ 空 間
◆ 違和感
◆ 憧 れ

「課題の設定」におけるポイント

◆ 体験活動

過去との比較

他の場所や他地域との比較

ずれやギャップ・・「あれ？おや？なんで？」

「あのようになりたい」

調査等で見たこと・聞いたことの整理など

16



探究的な学習の各プロセス

収集した情報を処理して再構成する

「整理・分析」におけるポイント

INPUT OUTPUTPROCESS

◆ 情報は多様（量，質）
◆ 情報を吟味する
◆ 処理方法，処理環境
◆ 「考えるための技法」と

思考ツールのマッチング など
「考えるための技法」は

解説P80～ 17

参考：探究×SDGs 株式会社トモノカイ

※およそのまとまりであり，実際は生徒の
探究活動の様子，進捗によって柔軟に
対応する必要がある。

問題解決のまとまりを構想する

解説P95～

✔ 生徒の興味・関心を生かす
✔ 教師が意図した学習を生み出す
✔ 各教科等との関連を図る
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③総合的な学習の時間と各教科等との積極的な関連を図ること。

19田村，2019.3 「深い学び」を実現するカリキュラム・マネジメント 文溪堂

カリキュラムをデザインする 各教科等との関連（単元配列表を活用してデザインする）

20田村，2019.3 「深い学び」を実現するカリキュラム・マネジメント 文溪堂

「育成を目指す子どもの姿」（グランドデザイン）を
ベースにして考える

（１）重点化してつなぐ
（①中核となる資質・能力 or ②中心となる教科等）

（２）精選してシンプルにつなぐ
（①強い関係に限定 or ②弱い関係は削除）



総合的な学習の時間における１人１台端末の活用（例）

詳細はこちら

これまで

学習活動の目的や意図に応じて，探究的な学習の過程に適切に位置付けることが重要

これから

◆アナログデータ中心
・ノート等への記述
・書籍等からの情報種集
・壁新聞等アナログ的な表現 など

◆限られたICT環境
・端末を共同利用
・利用場所が限定的 など

◇社会教育施設との接続
・オンラインを活用した電子書籍利用

◇専門家等との接続→情報収集
◇家庭との接続

・一人ひとりの課題を家庭で調査
◇地域との接続

・地域に広がる調査フィールドの活用
・マップ等位置情報，数値化された情報など多様

時間

空間

を超えた
学び

探究的な学習の過程に応じた活用事例
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総合的な学習の時間の授業における教師の役割

Teacher

Coach

Coordinator

Facilitator

Researcher

教壇で指導する

日々観察し背中を押して支援する

気付きをつなげ必要な教育環境を
整える

地域や様々な人をつないで調整する

子どもとともに「材」を研究する
（前田，2020）

Crisis management
危機管理を徹底するRisk management
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「指導と評価の一体化」のための学習評価の進め方

（中学校 総合的な学習の時間）

ご視聴、ありがとうございました
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