
第２章 社会

第１ 教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１ 教科目標

社会生活についての理解を図り，我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て，国際社会に生きる

平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

２ 評価の観点及びその趣旨

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

社会的事象に関心をも 社会的事象から学習問 社会的事象を的確に観 社会的事象の様子や働

ち，それを意欲的に調べ， 題を見いだして追究 察，調査したり，各種 き，特色及び相互の関

社会の一員として自覚を し，社会的事象の意味 の資料を効果的に活用 連を具体的に理解して

もってよりよい社会を考 について思考・判断し したりして，必要な情 いる。

えようとする。 たことを適切に表現し 報をまとめている。

ている。

３ 内容のまとまり

社会科においては，学習指導要領の各学年の内容（第３学年及び第４学年は内容（１）～（６），第

５学年は内容（１）～（４），第６学年は（１）～（３））をそれぞれ内容のまとまりとした。

第２ 内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

Ⅰ 第３学年及び第４学年

１ 学年目標

(1) 地域の産業や消費生活の様子，人々の健康な生活や良好な生活環境及び安全を守るための諸活動に

ついて理解できるようにし，地域社会の一員としての自覚をもつようにする。

(2) 地域の地理的環境，人々の生活の変化や地域の発展に尽くした先人の働きについて理解できるよう

にし，地域社会に対する誇りと愛情を育てるようにする。

(3) 地域における社会的事象を観察，調査するとともに，地図や各種の具体的資料を効果的に活用し，

地域社会の社会的事象の特色や相互の関連などについて考える力，調べたことや考えたことを表現す

る力を育てるようにする。

２ 第３学年及び第４学年の評価の観点の趣旨

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

地域における社会的事象 地域における社会的事 地域における社会的事 地域の産業や消費生活

に関心をもち，それを意 象から学習問題を見い 象を的確に観察，調査 の様子，人々の健康な

欲的に調べ，地域社会の だして追究し，地域社 したり，地図や各種の 生活や良好な生活環境

一員としての自覚をもつ 会の社会的事象の特色 具体的資料を活用した 及び安全を守るための

とともに，地域社会に対 や相互の関連などにつ りして，必要な情報を 諸活動，地域の地理的

する誇りと愛情をもとう いて思考・判断したこ 集めて読み取ったりま 環境，人々の生活の変

とする。 とを適切に表現してい とめたりしている。 化や地域の発展に尽く

る。 した先人の働きを理解

している。
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３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「身近な地域や市（区，町，村）の様子」

【学習指導要領の内容】

(1) 自分たちの住んでいる身近な地域や市（区，町，村）について，次のことを観察，調査したり白

地図にまとめたりして調べ，地域の様子は場所によって違いがあることを考えるようにする。

ア 身近な地域や市（区，町，村）の特色ある地形，土地利用の様子，主な公共施設などの場所と

働き，交通の様子，古くから残る建造物など

【「身近な地域や市（区，町，村）の様子」の評価規準に盛り込むべき事項】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

自分たちの住んでいる身 自分たちの住んでいる 自分たちの住んでいる 地域の様子は場所によ

近な地域や市（区，町， 身近な地域や市（区， 身近な地域や市（区， って違いがあることを

村）の様子に関心をもち， 町，村）の様子から学 町，村）の様子を的確 理解している。

それを意欲的に調べ，そ 習問題を見いだして追 に観察，調査したり，

の特色を考えようとして 究し，身近な地域や市 具体的資料を活用した

いる。 （区，町，村）の様子 りして，必要な情報を

は場所によって違いが 集めて読み取ったりま

あることについて思考 とめたりしている。

・判断したことを言語

などで適切に表現して

いる。

【「身近な地域や市（区，町，村）の様子」の評価規準の設定例】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・学校の周りの地域や市 ・学校の周りの地域や ・観点に基づいて観察 ・学校の周りの地域や

（区，町，村）の特色 市（区，町，村）の や聞き取り調査を行 市（区，町，村）の

ある地形，土地利用の 特色ある地形，土地 ったり，地図や写真 特色ある地形，土地

様子，主な公共施設な 利用の様子，主な公 などの資料を活用し 利用の様子，主な公

どの場所と働き，交通 共施設などの場所と たりして，学校の周 共施設などの場所と

の様子，古くから残る 働き，交通の様子， りの地域や市（区， 働き，交通の様子，

建造物などに関心をも 古くから残る建造物 町，村）の様子につ 古くから残る建造物

ち，意欲的に調べてい などについて，学習 いて必要な情報を集 の場所と様子などを

る。 問題や予想，学習計 め，読み取っている。 理解している。

・学校の周りの地域や市 画を考え表現してい ・調べたことを主な地 ・地域の様子は場所に

（区，町，村）の様子 る。 図記号や四方位など よって違いがあるこ

の特色やよさを考えよ ・土地利用の様子を地 を用いて絵地図や白 とを理解している。

うとしている。 形的な条件や社会的 地図にまとめてい

な条件と関連付けた る。

り，分布の様子を相

互に比較したりし

て，地域の様子は場

所によって違いがあ

ることを考え適切に

表現している。

- 2 -



（２）「地域の人々の生産や販売」

【学習指導要領の内容】

(2) 地域の人々の生産や販売について，次のことを見学したり調査したりして調べ，それらの仕事に

携わっている人々の工夫を考えるようにする。

ア 地域には生産や販売に関する仕事があり，それらは自分たちの生活を支えていること

イ 地域の人々の生産や販売に見られる仕事の特色及び国内の他地域などとのかかわり

【「地域の人々の生産や販売」の評価規準に盛り込むべき事項】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

地域の人々の生産や販売 地域の人々の生産や販 地域の人々の生産や販 地域の人々の生産や販

の仕事の様子に関心をも 売の仕事の様子から学 売の仕事の様子を的確 売の仕事に携わってい

ち，それを意欲的に調べ， 習問題を見いだして追 に見学，調査したり， る人々の工夫を理解し

地域の生産や販売の仕事 究し，それらの仕事に 具体的資料を活用した ている。

と自分たちの生活とのか 携わっている人々の工 りして，必要な情報を

かわりを考えようとして 夫について思考・判断 集めて読み取ったりま

いる。 したことを言語などで とめたりしている。

適切に表現している。

【「地域の人々の生産や販売」の評価規準の設定例】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・地域の人々の生産や販 ・地域の人々の生産や ・観点に基づいて見学 ・地域には生産や販売

売の仕事の様子に関心 販売の仕事の様子に したり資料を活用し に関する仕事があ

をもち，意欲的に調べ ついて，学習問題や たりして，地域の人 り，それらは自分た

ている。 予想，学習計画を考 々の生産や販売の仕 ちの生活を支えてい

・地域の人々の生産や販 え表現している。 事の様子について必 ることを理解してい

売の仕事と自分たちの ・地域の人々の生産や 要な情報を集め，読 る。

生活とのかかわりを考 販売の仕事の工夫を み取っている。 ・地域の人々の生産や

えようとしている。 自分たちの生活と関 ・調べたことをグラフ 販売に見られる仕事

連付けて考え適切に や白地図などにまと の特色や国内の他地

表現している。 めている。 域などとのかかわり

を理解している。

（３）「地域の人々の健康な生活や良好な生活環境を守るための諸活動」

【学習指導要領の内容】

(3) 地域の人々の生活にとって必要な飲料水，電気，ガスの確保や廃棄物の処理について，次のこと

を見学したり調査したりして調べ，これらの対策や事業は地域の人々の健康な生活や良好な生活環

境の維持と向上に役立っていることを考えるようにする。

ア 飲料水，電気，ガスの確保や廃棄物の処理と自分たちの生活や産業とのかかわり

イ これらの対策や事業は計画的，協力的に進められていること

【「地域の人々の健康な生活や良好な生活環境を守るための諸活動」の評価規準に盛り込むべき事項】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

地域の人々の生活にとっ 地域の人々の生活にと 地域の人々の生活にと 飲料水，電気，ガスの

て必要な飲料水，電気， って必要な飲料水，電 って必要な飲料水，電 確保や廃棄物の処理に
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ガスの確保や廃棄物の処 気，ガスの確保や廃棄 気，ガスの確保や廃棄 かかわる対策や事業は

理の諸活動に関心をも 物の処理の諸活動から 物の処理の諸活動を的 地域の人々の健康な生

ち，それを意欲的に調べ， 学習問題を見いだして 確に見学，調査したり 活や良好な生活環境の

地域社会の一員としてよ 追究し，これらの対策 具体的資料を活用した 維持と向上に役立って

りよい生活環境を考えよ や事業は地域の人々の りして，必要な情報を いることを理解してい

うとしている。 健康な生活や良好な生 集めて読み取ったりま る。

活環境の維持と向上に とめたりしている。

役立っていることにつ

いて思考・判断したこ

とを言語などで適切に

表現している。

【「地域の人々の健康な生活や良好な生活環境を守るための諸活動」の評価規準の設定例】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・飲料水（電気，ガス） ・飲料水（電気，ガス） ・施設・設備などを観 ・飲料水（電気，ガス）

の確保やごみ（下水） の確保やごみ（下水） 点に基づいて見学・ の確保やごみ（下水）

の処理にかかわる対策 の処理にかかわる対 聞き取り調査を行っ の処理と自分たちの

や事業に関心をもち， 策や事業について， たり，地図や統計な 生活や産業とのかか

意欲的に調べている。 学習問題や予想，学 どの資料を活用した わりを理解してい

・地域社会の一員として 習計画を考え表現し りして，飲料水（電 る。

節水（省エネ），ごみ ている。 気，ガス）の確保や ・飲料水（電気，ガス）

の減量や資源の再利用 ・飲料水（電気，ガス） ごみ（下水）の処理 の確保やごみ（下水）

などの取組に協力しよ の確保やごみ（下水） にかかわる対策や事 の処理にかかわる対

うとしている。 の処理にかかわる対 業について必要な情 策や事業は計画的，

策や事業が地域の人 報を集め，読み取っ 協力的に進められて

々の健康な生活や良 ている。 いることを理解して

好な生活環境の維持 ・調べたことを白地図 いる。

と向上に役立ってい や作品などにまとめ ・飲料水（電気，ガス）

ることを自分たちの ている。 の確保やごみ（下水）

生活と関連付けて考 の処理にかかわる対

え適切に表現してい 策や事業が地域の人

る。 々の健康な生活や良

好な生活環境の維持

と向上に役立ってい

ることを理解してい

る。

（４）「地域の人々の安全を守るための諸活動」

【学習指導要領の内容】

(4) 地域社会における災害及び事故の防止について，次のことを見学したり調査したりして調べ，人

々の安全を守るための関係機関の働きとそこに従事している人々や地域の人々の工夫や努力を考え

るようにする。

ア 関係機関は地域の人々と協力して，災害や事故の防止に努めていること

イ 関係の諸機関が相互に連携して，緊急に対処する体制をとっていること
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【「地域の人々の安全を守るための諸活動」の評価規準に盛り込むべき事項】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

地域社会における災害及 地域社会における災害 地域社会における災害 人々の安全を守るため

び事故の防止のための諸 及び事故の防止のため 及び事故の防止のため の関係機関の働きとそ

活動に関心をもち，それ の諸活動の様子から学 の諸活動の様子を的確 こに従事している人々

を意欲的に調べ，地域社 習問題を見いだして追 に見学，調査したり， や地域の人々の工夫や

会の一員として地域の人 究し，人々の安全を守 具体的資料を活用した 努力を理解している。

々の安全な生活の維持に るための関係機関の働 りして，必要な情報を

ついて考えようとしてい きとそこに従事してい 集めて読み取ったりま

る。 る人々や地域の人々の とめたりしている。

工夫や努力について思

考・判断したことを言

語などで適切に表現し

ている。

【「地域の人々の安全を守るための諸活動」の評価規準の設定例】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・地域社会における災害 ・地域社会における災 ・消防署や警察署など ・関係機関は地域の人

及び事故から人々の安 害及び事故から人々 の施設や設備などを 々と協力して，災害

全を守る工夫や努力に の安全を守る工夫や 観点に基づいて見学 や事故の防止に努め

関心をもち，意欲的に 努力について，学習 ・聞き取り調査した ていることを理解し

調べている。 問題や予想，学習計 り，資料を活用した ている。

・地域社会の一員として 画を考え表現してい りして，地域社会に ・関係の諸機関が相互

人々の安全を守るため る。 おける災害及び事故 に連携して，緊急に

の活動に協力しようと ・安全を守るための関 の防止のための諸活 対処する体制をとっ

している。 係機関の働きや地域 動の様子について必 ていることを理解し

の人々の工夫や努力 要な情報を集め，読 ている。

を地域の人々の生活 み取っている。 ・人々の安全を守るた

と関連付けて考え適 ・調べたことを白地図 めの関係機関の働き

切に表現している。 や作品などにまとめ とそこに従事してい

ている。 る人々や地域の人々

の工夫や努力を理解

している。

（５）「地域の人々の生活や地域の発展に尽くした先人の働き」

【学習指導要領の内容】

(5) 地域の人々の生活について，次のことを見学，調査したり年表にまとめたりして調べ，人々の生

活の変化や人々の願い，地域の人々の生活の向上に尽くした先人の働きや苦心を考えるようにする。

ア 古くから残る暮らしにかかわる道具，それらを使っていたころの暮らしの様子

イ 地域の人々が受け継いできた文化財や年中行事

ウ 地域の発展に尽くした先人の具体的事例
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【「地域の人々の生活や地域の発展に尽くした先人の働き」の評価規準に盛り込むべき事項】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

地域の人々の生活の変化 地域の人々の生活の変 地域の古い道具，文化 地域の人々の生活の変

や地域の人々が受け継い 化や地域の人々が受け 財や年中行事，地域の 化や人々の願い，地域

できた文化財や年中行 継いできた文化財や年 発展に尽くした先人の の人々の生活の向上に

事，地域の発展に尽くし 中行事，地域の発展に 具体的事例を的確に見 尽くした先人の働きや

た先人の働きに関心をも 尽くした先人の働きか 学，調査したり，年表 苦心を理解している。

ち，それを意欲的に調べ， ら学習問題を見いだし などの資料を活用した

地域社会のよりよい発展 て追究し，人々の生活 りして，必要な情報を

を考えようとしている。 の変化や人々の願い， 集めて読み取ったりま

地域の人々の生活の向 とめたりしている。

上に尽くした先人の働

きや苦心について思考

・判断したことを言語

などで適切に表現して

いる。

【「地域の人々の生活や地域の発展に尽くした先人の働き」の評価規準の設定例】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・地域の人々の生活の変 ・地域の人々の生活の ・郷土資料館などを観 ・古くから残る暮らし

化や地域の人々が受け 変化や地域の人々が 点に基づいて見学し にかかわる道具，そ

継いできた文化財や年 受け継いできた文化 たり地域の方から聞 れらを使っていたこ

中行事，地域の発展に 財や年中行事，地域 き取り調査したりし ろの暮らしの様子を

尽くした先人の働きに の発展に尽くした先 て，地域の人々の生 理解している。

関心をもち，意欲的に 人の働きについて， 活の変化や地域の人 ・地域の人々が受け継

調べている。 学習問題や予想，学 々が受け継いできた いできた文化財や年

・地域の人々の生活の歴 習計画を考え表現し 文化財や年中行事， 中行事の様子を理解

史的な背景や地域社会 ている。 地域の発展に尽くし している。

の発展を願ってきた人 ・地域の人々の生活の た先人の働きについ ・地域の発展に尽くし

々の生き方に関心をも 今昔の違いや変化， て必要な情報を集 た先人の働きを理解

ち，地域社会のよりよ 人々の生活の知恵を め，読み取っている。 している。

い発展を考えようとし 考え適切に表現して ・調べたことを年表や ・地域の人々の生活の

ている。 いる。 白地図，作品などに 変化や向上が人々の

・地域の人々の願いや まとめている。 願い，努力や先人の

生活の向上と先人の 働き，苦心によるも

働きや苦心，文化遺 のであることを理解

産や年中行事を受け している。

継いできた人々の努

力とを関連付けて考

え適切に表現してい

る。

（６）「県（都，道，府）の様子」

【学習指導要領の内容】

(6) 県（都，道，府）の様子について，次のことを資料を活用したり白地図にまとめたりして調べ，

県（都，道，府）の特色を考えるようにする。

ア 県（都，道，府）内における自分たちの市（区，町，村）及び我が国における自分たちの県（都，
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道，府）の地理的位置，47都道府県の名称と位置

イ 県（都，道，府）全体の地形や主な産業の概要，交通網の様子や主な都市の位置

ウ 県（都，道，府）内の特色ある地域の人々の生活

エ 人々の生活や産業と国内の他地域や外国とのかかわり

【「県（都，道，府）の様子」の評価規準に盛り込むべき事項】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

県（都，道，府）の様子 県（都，道，府）の様 県（都，道，府）の様 県（都，道，府）の特

に関心をもち，それを意 子から学習問題を見い 子について，地図や資 色を具体的に理解して

欲的に調べ，自分たちの だして追究し，県（都， 料を活用して，必要な いる。

住んでいる県（都，道， 道，府）の特色につい 情報を集めて読み取っ

府）の特色を考えようと て思考・判断したこと たりまとめたりしてい

している。 を言語などで適切に表 る。

現している。

【「県（都，道，府）の様子」の評価規準の設定例】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・県（都，道，府）の地 ・県（都，道，府）の ・地図や資料を活用し ・自分たちの住んでい

理的位置，地形や産業， 地理的位置，地形や たり，インターネッ る県（都，道，府）

県（都，道，府）内の 産業，県（都，道， トを活用したりし や市（区，町，村）

特色ある地域の様子， 府）内の特色ある地 て，県（都，道，府） の地理的位置，47都

国内の他地域や外国と 域の様子，国内の他 の様子について必要 道府県の名称と位

のかかわりなどに関心 地域や外国とのかか な情報を集め，読み 置，県（都，道，府）

をもち，意欲的に調べ わりについて，学習 取っている。 全体の地形や主な産

ている。 問題や予想，学習計 ・調べたことを白地図 業の概要，交通網の

・自分たちの住んでいる 画を考え表現してい や作品などにまとめ 様子や主な都市の位

県（都，道，府）の特 る。 ている。 置を理解している。

色やよさを考えようと ・他県とのかかわりや ・県（都，道，府）内

している。 位置関係を考えた の特色ある地域の人

り，県（都，道，府） 々の生活の様子を理

内の地域の特色を相 解している。

互に比較したりし ・県（都，道，府）内

て，自分たちが住ん の人々の生活や産業

でいる県（都，道， と国内の他地域や外

府）の特色を考え適 国とのかかわりを理

切に表現している。 解している。

Ⅱ 第５学年

１ 学年目標

(1) 我が国の国土の様子，国土の環境と国民生活との関連について理解できるようにし，環境の保全や

自然災害の防止の重要性について関心を深め，国土に対する愛情を育てるようにする。

(2) 我が国の産業の様子，産業と国民生活との関連について理解できるようにし，我が国の産業の発展

や社会の情報化の進展に関心をもつようにする。

(3) 社会的事象を具体的に調査するとともに，地図や地球儀，統計などの各種の基礎的資料を効果的に

活用し，社会的事象の意味について考える力，調べたことや考えたことを表現する力を育てるように

する。
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２ 第５学年の評価の観点の趣旨

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

我が国の国土と産業の様 我が国の国土と産業の 我が国の国土と産業の 我が国の国土と産業の

子に関する社会的事象に 様子に関する社会的事 様子に関する社会的事 様子，国土の環境や産

関心をもち，それを意欲 象から学習問題を見い 象を的確に調査した 業と国民生活との関連

的に調べ，国土の環境の だして追究し，社会的 り，地図や地球儀，統 を理解している。

保全と自然災害の防止の 事象の意味について思 計などの各種の基礎的

重要性，産業の発展や社 考・判断したことを適 資料を活用したりし

会の情報化の進展に関心 切に表現している。 て，必要な情報を集め

を深めるとともに，国土 て読み取ったりまとめ

に対する愛情をもとうと たりしている。

する。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「我が国の国土の自然などの様子」

【学習指導要領の内容】

(1) 我が国の国土の自然などの様子について，次のことを地図や地球儀，資料などを活用して調べ，

国土の環境が人々の生活や産業と密接な関連をもっていることを考えるようにする。

ア 世界の主な大陸と海洋，主な国の名称と位置，我が国の位置と領土

イ 国土の地形や気候の概要，自然条件から見て特色ある地域の人々の生活

ウ 公害から国民の健康や生活環境を守ることの大切さ

エ 国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止

【「我が国の国土の自然などの様子」の評価規準に盛り込むべき事項】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

我が国の国土の自然など 我が国の国土の自然な 我が国の国土の自然な 国土の環境が人々の生

の様子に関心をもち，そ どの様子から学習問題 どの様子について，地 活や産業と密接な関連

れを意欲的に調べ，国土 を見いだして追究し， 図や地球儀，その他の をもっていることを理

の環境保全や自然災害の 国土の環境が人々の生 基礎的資料を活用し 解している。

防止の重要性や国民一人 活や産業と密接な関連 て，必要な情報を集め

一人の協力の大切さを考 をもっていることにつ て読み取ったりまとめ

えようとしている。 いて思考・判断したこ たりしている。

とを言語などで適切に

表現している。

【「我が国の国土の自然などの様子」の評価規準の設定例】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・世界の主な大陸や海洋 ・世界の主な大陸や海 ・地図や地球儀，その ・世界の主な大陸と海

と我が国の国土との位 洋と我が国の国土と 他の資料などを活用 洋，主な国の名称と

置関係，国土の地形や の位置関係，国土の して，我が国の国土 位置，我が国の位置

気候の概要，自然条件 地形や気候の概要， の自然などの様子に と領土を理解してい

から見て特色ある地域 自然条件から見て特 ついて必要な情報を る。
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の人々の生活，公害と 色ある地域の人々の 集め，読み取ってい ・国土の地形や気候の

生活環境，森林資源の 生活，公害と生活環 る。 概要，自然条件から

働き，自然災害の防止 境，森林資源の働き， ・調べたことを白地図 見て特色ある地域の

の取組などに関心をも 自然災害の防止の取 や作品などにまとめ 人々の生活を理解し

ち，意欲的に調べてい 組などについて，学 ている。 ている。

る。 習問題や予想，学習 ・公害から国民の健康

・国土の環境保全や自然 計画を考え表現して や生活環境を守るこ

災害の防止の重要性に いる。 との大切さを理解し

関心をもち，協力の大 ・自然条件，自然災害 ている。

切さを考えようとして や公害，人々の生活 ・国土の保全などのた

いる。 や産業などを相互に めの森林資源の働き

関連付けて，国土の 及び自然災害の防止

環境が人々の生活や の取組を理解してい

産業と密接な関連を る。

もっていることを考 ・国土の環境が人々の

え適切に表現してい 生活や産業と密接な

る。 関連をもっているこ

とを理解している。

（２）「我が国の農業や水産業」

【学習指導要領の内容】

(2) 我が国の農業や水産業について，次のことを調査したり地図や地球儀，資料などを活用したりし

て調べ，それらは国民の食料を確保する重要な役割を果たしていることや自然環境と深いかかわり

をもって営まれていることを考えるようにする。

ア 様々な食料生産が国民の食生活を支えていること，食料の中には外国から輸入しているものが

あること。

イ 我が国の主な食料生産物の分布や土地利用の特色など

ウ 食料生産に従事している人々の工夫や努力，生産地と消費地を結ぶ運輸などの働き

【「我が国の農業や水産業」の評価規準に盛り込むべき事項】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

我が国の農業や水産業の 我が国の農業や水産業 我が国の農業や水産業 我が国の農業や水産業

様子に関心をもち，それ の様子から学習問題を の様子を的確に調査し は国民の食料を確保す

を意欲的に調べ，国民の 見いだして追究し，そ たり，地図や地球儀， る重要な役割を果たし

食生活を支える我が国の れらが国民の食料を確 統計などの各種の基礎 ていることや自然環境

食料生産の発展を考えよ 保する重要な役割を果 的資料を活用したりし と深いかかわりをもっ

うとしている。 たしていることや自然 て，必要な情報を集め て営まれていることを

環境と深いかかわりを て読み取ったりまとめ 理解している。

もって営まれているこ たりしている。

とについて思考・判断

したことを言語などで

適切に表現している。

【「我が国の農業や水産業」の評価規準の設定例】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・我が国の農業や水産 ・我が国の農業や水産 ・地図や地球儀，統計 ・様々な食料生産が国

業，様々な食料生産の 業，様々な食料生産 などの資料を活用し 民の食生活を支えて
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様子に関心をもち，意 の様子について，学 て，我が国の農業や いること，食料の中

欲的に調べている。 習問題や予想，学習 水産業の様子につい には外国から輸入し

・国民生活を支えている 計画を考え表現して て必要な情報を集 ているものがあるこ

我が国の農業や水産 いる。 め，読み取っている。 とを理解している。

業，様々な食料生産の ・食料生産の様子と自 ・調べたことを白地図 ・我が国の主な食料生

発展を考えようとして 然環境や国民の食生 や作品などにまとめ 産物の分布や土地利

いる。 活とを関連付けて， ている。 用の特色などを理解

我が国の農業や水産 している。

業が国民の食料を確 ・食料生産に従事して

保する重要な役割を いる人々の工夫や努

果たしていることや 力，生産地と消費地

自然環境と深いかか を結ぶ運輸などの働

わりをもって営まれ きを理解している。

ていることを考え適 ・我が国の農業や水産

切に表現している。 業は国民の食料を確

保する重要な役割を

果たしていることや

自然環境と深いかか

わりをもって営まれ

ていることを理解し

ている。

（３）「我が国の工業生産」

【学習指導要領の内容】

(3) 我が国の工業生産について，次のことを調査したり地図や地球儀，資料などを活用したりして調

べ，それらは国民生活を支える重要な役割を果たしていることを考えるようにする。

ア 様々な工業製品が国民生活を支えていること。

イ 我が国の各種の工業生産や工業地域の分布など

ウ 工業生産に従事している人々の工夫や努力，工業生産を支える貿易や運輸などの働き

【「我が国の工業生産」の評価規準に盛り込むべき事項】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

我が国の工業生産の様子 我が国の工業生産の様 我が国の工業生産の様 我が国の工業生産は国

に関心をもち，それを意 子から学習問題を見い 子を的確に調査した 民生活を支える重要な

欲的に調べ，国民生活を だして追究し，それら り，地図や地球儀，統 役割を果たしているこ

支える我が国の工業生産 が国民生活を支える重 計などの各種の基礎的 とを理解している。

の発展を考えようとして 要な役割を果たしてい 資料を活用したりし

いる。 ることについて思考・ て，必要な情報を集め

判断したことを言語な て読み取ったりまとめ

どで適切に表現してい たりしている。

る。

【「我が国の工業生産」の評価規準の設定例】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・我が国の工業生産の様 ・我が国の工業生産の ・地図や地球儀，統計 ・様々な工業製品が国

子に関心をもち，意欲 様子について，学習 などの資料を活用し 民生活を支えている

的に調べている。 問題や予想，学習計 て，我が国の工業生 ことを理解してい
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・国民生活を支える我が 画を考え表現してい 産の様子や様々な工 る。

国の工業生産の発展を る。 業製品について必要 ・我が国の各種の工業

考えようとしている。 ・工業生産の様子と国 な情報を集め，読み 生産や工業地域の分

民生活とを関連付け 取っている。 布などを理解してい

て，工業生産が国民 ・調べたことを白地図 る。

生活を支える重要な や作品などにまとめ ・工業生産に従事して

役割を果たしている ている。 いる人々の工夫や努

ことを考え適切に表 力，工業生産を支え

現している。 る貿易や運輸などの

働きを理解してい

る。

・我が国の工業生産は

国民生活を支える重

要な役割を果たして

いることを理解して

いる。

（４）「我が国の情報産業や情報化した社会の様子」

【学習指導要領の内容】

(4) 我が国の情報産業や情報化した社会の様子について，次のことを調査したり資料を活用したりし

て調べ，情報化の進展は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切で

あることを考えるようにする。

ア 放送，新聞などの産業と国民生活とのかかわり

イ 情報化した社会の様子と国民生活とのかかわり

【「我が国の情報産業や情報化した社会の様子」の評価規準に盛り込むべき事項】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

我が国の情報産業や情報 我が国の情報産業や情 我が国の情報産業や情 情報化の進展は国民の

化した社会の様子に関心 報化した社会の様子か 報化した社会の様子を 生活に大きな影響を及

をもち，それを意欲的に ら学習問題を見いだし 的確に見学したり，各 ぼしていることや情報

調べ，国民生活を支える て追究し，情報化の進 種の基礎的資料を活用 の有効な活用が大切で

情報産業の発展や社会の 展が国民の生活に大き したりして，必要な情 あることを理解してい

情報化のよりよい進展を な影響を及ぼしている 報を集めて読み取った る。

考えようとしている。 ことや情報の有効な活 りまとめたりしてい

用が大切であることに る。

ついて思考・判断した

ことを言語などで適切

に表現している。

【「我が国の情報産業や情報化した社会の様子」の評価規準の設定例】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・放送（新聞）などのマ ・放送（新聞）などの ・資料やインターネッ ・放送，新聞などの産

スメディアを通して情 マスメディアを通し トを活用したり，聞 業と国民生活とのか

報を提供している産業 て情報を提供してい き取り調査をしたり かわりを理解してい

や情報化した社会の様 る産業や情報化した して，我が国の情報 る。

子と国民生活とのかか 社会の様子と国民生 産業や情報化した社 ・情報化した社会の様

わりに関心をもち，意 活とのかかわりにつ 会の様子について必 子と国民生活とのか
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欲的に調べている。 いて，学習問題や予 要な情報を集め，読 かわりを理解してい

・情報産業の発展や社会 想，学習計画を考え み取っている。 る。

の情報化の進展に関心 表現している。 ・調べたことを図表や ・情報化の進展は国民

をもち，情報を有効に ・情報産業の様子や情 作品などにまとめて の生活に大きな影響

活用しようとしてい 報化した社会の様子 いる。 を及ぼしていること

る。 と国民生活とを関連 や情報の有効な活用

付けて，情報化の進 が大切であることを

展は国民の生活に大 理解している。

きな影響を及ぼして

いることや情報の有

効な活用が大切であ

ることを考え適切に

表現している。

Ⅲ 第６学年

１ 学年目標

(1) 国家・社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文化遺産について興味・関心と理解を深

めるようにするとともに，我が国の歴史や伝統を大切にし，国を愛する心情を育てるようにする。

(2) 日常生活における政治の働きと我が国の政治の考え方及び我が国と関係の深い国の生活や国際社会

における我が国の役割を理解できるようにし，平和を願う日本人として世界の国々の人々と共に生き

ていくことが大切であることを自覚できるようにする。

(3) 社会的事象を具体的に調査するとともに，地図や地球儀，年表などの各種の基礎的資料を効果的に

活用し，社会的事象の意味をより広い視野から考える力，調べたことや考えたことを表現する力を育

てるようにする。

２ 第６学年の評価の観点の趣旨

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

我が国の歴史と政治及び 我が国の歴史と政治及 我が国の歴史と政治及 国家・社会の発展に大

国際社会における我が国 び国際理解に関する社 び国際理解に関する社 きな働きをした先人の

の役割に関心をもち，そ 会的事象から学習問題 会的事象を的確に調査 業績や優れた文化遺

れを意欲的に調べ，我が を見いだして追究し， したり，地図や地球儀， 産，日常生活における

国の歴史や伝統を大切に 社会的事象の意味につ 年表などの各種の基礎 政治の働きと我が国の

し国を愛する心情をもつ いてより広い視野から 的資料を活用したりし 政治の考え方及び我が

とともに，平和を願う日 思考・判断したことを て，必要な情報を集め 国と関係の深い国の生

本人として世界の国々の 適切に表現している。 て読み取ったりまとめ 活や国際社会における

人々と共に生きていくこ たりしている。 我が国の役割を理解し

とが大切であることの自 ている。

覚をもとうとする。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「我が国の歴史」

【学習指導要領の内容】

(1) 我が国の歴史上の主な事象について，人物の働きや代表的な文化遺産を中心に遺跡や文化財，資

料などを活用して調べ，歴史を学ぶ意味を考えるようにするとともに，自分たちの生活の歴史的背

景，我が国の歴史や先人の働きについて理解と関心を深めるようにする。

ア 狩猟・採集や農耕の生活，古墳について調べ，大和朝廷による国土の統一の様子が分かること。

その際，神話・伝承を調べ，国の形成に関する考え方などに関心をもつこと。

イ 大陸文化の摂取，大化の改新，大仏造営の様子，貴族の生活について調べ，天皇を中心とした
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政治が確立されたことや日本風の文化が起こったことが分かること。

ウ 源平の戦い，鎌倉幕府の始まり，元との戦いについて調べ，武士による政治が始まったことが

分かること。

エ 京都の室町に幕府が置かれたころの代表的な建造物や絵画について調べ，室町文化が生まれた

ことが分かること。

オ キリスト教の伝来，織田・豊臣の天下統一，江戸幕府の始まり，参勤交代，鎖国について調べ，

戦国の世が統一され，身分制度が確立し武士による政治が安定したことが分かること。

カ 歌舞伎や浮世絵，国学や蘭学について調べ，町人の文化が栄え新しい学問が起こったことが分

かること。

キ 黒船の来航，明治維新，文明開化などについて調べ，廃藩置県や四民平等などの諸改革を行い，

欧米の文化を取り入れつつ近代化を進めたことが分かること。

ク 大日本帝国憲法の発布，日清・日露の戦争，条約改正，科学の発展などについて調べ，我が国

の国力が充実し国際的地位が向上したことが分かること。

ケ 日華事変，我が国にかかわる第二次世界大戦，日本国憲法の制定，オリンピックの開催などに

ついて調べ，戦後我が国は民主的な国家として出発し，国民生活が向上し国際社会の中で重要な

役割を果たしてきたことが分かること。

【「我が国の歴史」の評価規準に盛り込むべき事項】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

我が国の歴史上の主な事 我が国の歴史上の主な 我が国の歴史上の主な 自分たちの生活の歴史

象にかかわる人物の働き 事象にかかわる人物の 事象にかかわる人物の 的背景，我が国の歴史

や代表的な文化遺産など 働きや代表的な文化遺 働きや代表的な文化遺 や先人の働きを理解し

に関心をもち，それを意 産から学習問題を見い 産を的確に調査した ている。

欲的に調べ，我が国の歴 だして追究し，人物の り，遺跡や文化財，地

史や伝統の大切さととも 願いや働き，文化遺産 図や年表などの各種の

に歴史を学ぶ意味を考え の意味について思考・ 基礎的資料を活用した

ようとしている。 判断したことを言語な りして，必要な情報を

どで適切に表現してい 集めて読み取ったりま

る。 とめたりしている。

【「我が国の歴史」の評価規準の設定例】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・我が国の歴史上の主な ・我が国の歴史上の主 ・遺跡や文化財，地図 ・大和朝廷による国土

事象にかかわる人物の な事象にかかわる人 や年表，その他の資 の統一の様子が分か

働きや代表的な文化遺 物の働きや代表的な 料を活用して，我が っている。

産などに関心をもち， 文化遺産について， 国の歴史上の主な事 ・天皇を中心とした政

意欲的に調べている。 学習問題や予想，学 象にかかわる人物の 治が確立されたこと

・自分たちの生活の歴史 習計画を考え表現し 働きや代表的な文化 や日本風の文化が起

的背景や歴史を学ぶ意 ている。 遺産について必要な こったことが分かっ

味を考えようとしてい ・我が国の歴史上の主 情報を集め，読み取 ている。

る。 な事象について調べ っている。 ・武士による政治が始

・我が国の歴史や伝統の たことを比較したり ・調べたことを白地図 まったことが分かっ

大切さを考えようとし 関連付けたり総合し や年表，作品などに ている。

ている。 たりして，人物の願 まとめている。 ・室町文化が生まれた

いや働き，代表的な ことが分かってい

文化遺産の意味を考 る。

え適切に表現してい ・戦国の世が統一さ

る。 れ，身分制度が確立
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し，武士による政治

が安定したことが分

かっている。

・町人の文化が栄え新

しい学問が起こった

ことが分かってい

る。

・廃藩置県や四民平等

などの諸改革を行

い，欧米の文化を取

り入れつつ近代化を

進めたことが分かっ

ている。

・我が国の国力が充実

し国際的地位が向上

したことが分かって

いる。

・戦後我が国は民主的

な国家として出発

し，国民生活が向上

し国際社会の中で重

要な役割を果たして

きたことが分かって

いる。

・自分たちの生活の歴

史的背景を理解して

いる。

（２）「我が国の政治の働き」

【学習指導要領の内容】

(2) 我が国の政治の働きについて，次のことを調査したり資料を活用したりして調べ，国民主権と関

連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていること，現在の我が国の民

主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考えるようにする。

ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。

イ 日本国憲法は，国家の理想，天皇の地位，国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基

本を定めていること。

【「我が国の政治の働き」の評価規準に盛り込むべき事項】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

我が国の政治の働きに関 我が国の政治の働きに 我が国の政治の働きを 国民主権と関連付けて

する社会的事象に関心を 関する社会的事象から 的確に調査したり，各 政治は国民生活の安定

もち，それを意欲的に調 学習問題を見いだして 種の基礎的資料を活用 と向上を図るために大

べ，日本国憲法に基づく 追究し，国民主権と関 したりして，必要な情 切な働きをしているこ

我が国の政治の働きを考 連付けて政治は国民生 報を集めて読み取った と，現在の我が国の民

えようとしている。 活の安定と向上を図る りまとめたりしてい 主政治は日本国憲法の

ために大切な働きをし る。 基本的な考え方に基づ

ていること，現在の我 いていることを理解し

が国の民主政治は日本 ている。

国憲法の基本的な考え

方に基づいていること

について，より広い視

- 14 -



野から思考・判断した

ことを言語などで適切

に表現している。

【「我が国の政治の働き」の評価規準の設定例】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・地方公共団体や国の政 ・地方公共団体や国の ・資料やインターネッ ・国民生活には地方公

治の働き，日本国憲法 政治の働き，日本国 トを活用したり，聞 共団体や国の政治の

と我が国の政治や国民 憲法と我が国の政治 き取り調査をしたり 働きが反映している

生活との関連に関心を や国民生活との関連 して，地方公共団体 ことを理解してい

もち，意欲的に調べて について，学習問題 や国の政治の働きに る。

いる。 や予想，学習計画を ついて必要な情報を ・日本国憲法は，国家

・日本国憲法に基づく我 考え表現している。 集め，読み取ってい の理想，天皇の地位，

が国の政治の働きを考 ・我が国の民主政治の る。 国民としての権利及

えようとしている。 考え方や働きと国民 ・調べたことをレポー び義務など国家や国

生活とを関連付け トや作品などにまと 民生活の基本を定め

て，政治は国民生活 めている。 ていることを理解し

の安定と向上を図る ている。

ために大切な働きを ・政治は国民生活の安

していることや現在 定と向上を図るため

の我が国の民主政治 に大切な働きをして

は日本国憲法の基本 いること，現在の我

的な考え方に基づい が国の民主政治は日

ていることを考え適 本国憲法の基本的な

切に表現している。 考え方に基づいてい

ることを理解してい

る。

（３）「世界の中の日本の役割」

【学習指導要領の内容】

(3) 世界の中の日本の役割について，次のことを調査したり地図や地球儀，資料などを活用したりし

て調べ，外国の人々と共に生きていくためには異なる文化や習慣を理解し合うことが大切であるこ

と，世界平和の大切さと我が国が世界において重要な役割を果たしていることを考えるようにする。

ア 我が国と経済や文化などの面でつながりが深い国の人々の生活の様子

イ 我が国の国際交流や国際協力の様子及び平和な国際社会の実現に努力している国際連合の働き

【「世界の中の日本の役割」の評価規準に盛り込むべき事項】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

世界の中の日本の役割に 世界の中の日本の役割 世界の中の日本の役割 外国の人々と共に生き

関する社会的事象に関心 に関する社会的事象か に関する社会的事象を ていくためには異なる

をもち，それを意欲的に ら学習問題を見いだし 的確に調査したり，地 文化や習慣を理解し合

調べ，異なる文化や習慣 て追究し，外国の人々 図や地球儀，各種の基 うことが大切であるこ

を理解し合うことや世界 と共に生きていくため 礎的資料を活用したり と，世界平和の大切さ

平和の大切さ，我が国が には異なる文化や習慣 して，必要な情報を集 と我が国が世界におい

世界において重要な役割 を理解し合うことが大 めて読み取ったりまと て重要な役割を果たし

を果たすことの大切さを 切であること，世界平 めたりしている。 ていることを理解して

考えようとしている。 和の大切さと我が国が いる。
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世界において重要な役

割を果たしていること

について，より広い視

野から思考・判断した

ことを言語などで適切

に表現している。

【「世界の中の日本の役割」の評価規準の設定例】

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・我が国と経済や文化な ・我が国と経済や文化 ・地図や地球儀，各種 ・我が国と経済や文化

どの面でつながりが深 などの面でつながり の基礎的資料を活用 などの面でつながり

い国の人々の生活の様 が深い国の人々の生 したり，聞き取り調 が深い国の人々の生

子や我が国の国際交流 活の様子や我が国の 査をしたりして，我 活の様子を理解して

や国際協力の様子に関 国際交流や国際協力 が国と経済や文化な いる。

心をもち，意欲的に調 の様子について，学 どの面でつながりが ・我が国の国際交流や

べている。 習問題や予想，学習 深い国の人々の生活 国際協力の様子及び

・異なる文化や習慣を理 計画を考え表現して の様子や我が国の国 平和な国際社会の実

解し合うことや世界平 いる。 際交流や国際協力の 現に努力している国

和の大切さ，我が国が ・文化や習慣を比較し 様子について必要な 際連合の働きを理解

世界において重要な役 たり，国際交流や国 情報を集め，読み取 している。

割を果たすことの大切 際協力の様子，国際 っている。 ・外国の人々と共に生

さを考えようとしてい 連合の働きと平和や ・調べたことを白地図 きていくためには異

る。 発展への人々の願い や作品などにまとめ なる文化や習慣を理

とを関連付けたりし ている。 解し合うことが大切

て，異なる文化や習 であること，世界平

慣を理解し合うこと 和の大切さと我が国

や世界平和の大切 が世界において重要

さ，我が国が世界に な役割を果たしてい

おいて重要な役割を ることを理解してい

果たしていることを る。

考え適切に表現して

いる。
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第１編 総 説

（ 「 」 。）平成２０年に告示された学習指導要領 以下 新学習指導要領 という

の下で行われる学習評価について，平成２２年３月に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 (以「 」

下「報告」という ）がとりまとめられた。また，同年５月に発出された文。

部科学省初等中等教育局長通知「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 以下 学」（ 「

習評価及び指導要録の改善通知」という ）では，学習評価の改善を図って。

いくための基本的な考え方について示されている。

これらを踏まえ，本センターでは，各学校における児童生徒の学習の効果

的・効率的な評価に資するため，平成２２年５月から評価規準，評価方法等

の工夫改善に関する調査研究を行い，同年１１月に「評価規準の作成のため

の参考資料」をとりまとめ，平成２３年３月に，本資料をとりまとめた。

第１章 目標に準拠した評価の実施について

新学習指導要領の下で行われる学習評価について，学習評価及び指導要録

の改善通知では，きめの細かな指導の充実や児童生徒一人一人の学習の確実

な定着を図るため，学習指導要領に示す目標に照らしてその実現状況を評価

する目標に準拠した評価を各学校において引き続き着実に実施することが重

要であると示されている。このことは，各学校における目標に準拠した評価

による各教科の観点別学習状況の評価や評定の着実な実施を意味している。

また，この学習評価及び指導要録の改善通知では，学校教育法の一部改正

（平成１９年６月公布）を受けて改訂された新学習指導要領の総則に示され

た学力の３つの要素を踏まえて，評価の観点が「関心・意欲・態度 「思」，

考・判断・表現 「技能」及び「知識・理解」に整理され，その趣旨とと」，

もに示されている。

１ 評価規準の設定と「評価規準の作成のための参考資料」について

各学校における観点別学習状況の評価が効果的に行われるようにするた

め，各教科の評価の観点及びその趣旨を参考として，評価規準の工夫・改

善を図ることが重要であることから，本センターでは，平成２２年１１月

に「評価規準の作成のための参考資料」をとりまとめた。

目標に準拠した評価を着実に実施するためには，各教科の目標だけでな

く，領域や内容項目レベルの学習指導のねらいが明確になっている必要が

ある。そして，学習指導のねらいが児童生徒の学習状況として実現された

というのは，どのような状態になっているかが具体的に想定されている必
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要がある。

このような状況を具体的に示したものが評価規準であり，各学校におい

て設定するものである。

以上のような考え方を踏まえ，各学校において評価規準を設定する際の

参考となるよう作成した「評価規準の作成のための参考資料」では，第１

に，学習指導要領の学年（又は分野）目標を実現するために，各教科の内

容のまとまりごとに「評価規準に盛り込むべき事項」を示している。

「評価規準に盛り込むべき事項」は，新学習指導要領の各教科の目標，

学年(又は分野)の目標及び内容の記述をもとに，学習評価及び指導要録の

改善通知で示されている各教科の評価の観点及びその趣旨，学年(又は分

野)別の評価の観点の趣旨を踏まえて作成している。

第２に，各学校において単元や題材ごとの評価規準や学習活動に即した

評価規準を設定するに当たって参考となるよう 「評価規準に盛り込むべ，

」 「 」 。き事項 をより具体化したものを 評価規準の設定例 として示している

「 」 ， ， ，評価規準の設定例 は 原則として 新学習指導要領の各教科の目標

学年(又は分野)の目標及び内容のほかに 当該部分の学習指導要領解説 文， （

部科学省刊行）の記述をもとに作成している。

これらや教育委員会が作成した学習評価に関する参考となる資料を参考

， 。にしつつ 各学校において適切な評価規準が設定されることが期待される

２ 評価方法の工夫改善について

各学校においては，各教科の学習活動の特質，評価の観点や評価規準，

評価の場面や児童生徒の発達段階に応じて，観察，児童生徒との対話，ノ

ート，ワークシート，学習カード，作品，レポート，ペーパーテスト，質

問紙，面接などの様々な評価方法の中から，その場面における児童生徒の

学習の状況を的確に評価できる方法を選択していくことが必要である。上

記のような評価方法に加えて，児童生徒による自己評価や児童生徒同士の

相互評価を工夫することも考えられる。

， ，評価を適切に行うという点のみでいえば できるだけ多様な評価を行い

多くの情報を得ることが重要であるが，他方，このことにより評価に追わ

れてしまえば，十分に指導ができなくなるおそれがある。児童生徒の学習

状況を適切に評価し，その評価を指導に生かす点に留意する必要がある。

なお，ペーパーテストは，評価方法の一つとして有効であるが，ペーパ

ーテストにおいて得られる結果が，目標に準拠した評価における学習状況

， 。のすべてを表すものではないことについては 改めて認識する必要がある

そこで，例えば，ワークシート等への記述内容は 「知識・理解」の評，

価だけでなく 「関心・意欲・態度 「思考・判断・表現 「技能」の評価， 」 」

にも活用することが可能であり，児童生徒の資質や能力を多面的に把握で

きるように工夫し，活用することが考えられる。
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３ 評価時期等の工夫について

報告では，評価時期に関して，以下の２点について述べられている。

。 ，・授業改善のための評価は日常的に行われることが重要である 一方で

指導後の児童生徒の状況を記録するための評価を行う際には，単元等

のある程度長い区切りの中で適切に設定した時期において「おおむね

満足できる」状況等にあるかどうかを評価することが求められる。

・ 関心・意欲・態度」については，表面的な状況のみに着目すること「

にならないよう留意するとともに，教科の特性や学習指導の内容等も

踏まえつつ，ある程度長い区切りの中で適切な頻度で「おおむね満足

できる」状況等にあるかどうかを評価するなどの工夫を行うことも重

要である。

， （ ） ，各学校で年間指導計画を検討する際 それぞれの単元 題材 において

観点別学習状況の評価に係る最適の時期や方法を観点ごとに整理すること

が重要である。これにより，評価すべき点を見落としていないかを確認す

るだけでなく，必要以上に評価機会を設けることで評価資料の収集・分析

に多大な時間を要するような事態を防ぐことができ，各学校において効果

的・効率的な学習評価を行うことにつながると考えられる。
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第２章 各学校における指導と評価の工夫改善

１ 指導と評価の一体化

新学習指導要領は，基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力，判断

力，表現力等をバランスよく育てることを重視している。各教科の指導に

当たっては，児童生徒の主体的な活動を生かしながら，目標の確実な実現

を目指す指導の在り方が求められる。

このバランスのとれた学力を育成するためには，学習指導の改善を進め

ると同時に，学習評価においては，各観点ごとの評価をバランスよく実施

することが必要である。

さらに，学習評価の工夫改善を進めるに当たっては，学習評価をその後

の学習指導の改善に生かすとともに，学校における教育活動全体の改善に

結びつけることが重要である。その際，学習指導の過程や学習の結果を継

続的，総合的に把握することが必要である。

各学校においては，児童生徒の学習状況を適切に評価し，評価を指導の

改善に生かすという視点を一層重視し，教師が指導の過程や評価方法を見

直して，より効果的な指導が行えるよう指導の在り方について工夫改善を

図っていくことが重要である。

２ 学習評価の妥当性，信頼性

報告では，各学校や設置者の創意工夫を生かす現場主義を重視した学習

評価として，各学校においては，組織的・計画的な取組を推進し，学習評

， 。価の妥当性 信頼性等を高めるよう努めることが重要であるとされている

ここでいう学習評価の「妥当性」は，評価結果が評価の対象である資質や

能力を適切に反映しているものであることを示す概念とされている。この

「妥当性」を確保していくためには，評価結果と評価しようとした目標の

間に適切な関連があること（学習評価が学習指導の目標に対応するものと

して行われていること)，評価方法が評価の対象である資質や能力を適切

に把握するものとしてふさわしいものであること等が求められるとされて

いる。

また，学習評価及び指導要録の改善通知では，学校や設置者において，

学習評価の妥当性，信頼性を高める取組が求められている。

妥当性，信頼性を高めるためには，各学校において，次のような取組が

有効と考えられる。

まず，学習評価を進めるに当たっては，指導の目標及び内容と対応した

形で評価規準を設定することや評価方法を工夫する必要がある。

特に，評価方法を検討する際には，評価の観点で示される資質や能力等

を評価するのにふさわしい方法を選択することが，評価の妥当性や信頼性
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を高めることになる。

また，評価方法を評価規準と組み合わせて設定することが必要であり，

評価規準と対応するように評価方法を準備することによって，評価方法の

妥当性，信頼性が高まるものと考えられる。

３ 学校全体としての組織的・計画的な取組

学習評価の工夫改善を進めるに当たっては，評価規準を適切に設定する

とともに，評価方法の工夫改善を進めること，評価結果について教師同士

で検討すること，授業研究等を通じ教師一人一人の力量の向上を図ること

等について，校長のリーダーシップの下，学校として，組織的・計画的に

取り組むことが必要である。

（１）教師の共通理解と力量の向上

学校全体として評価についての力量を高めるためには，学校としての

評価の方針，方法，体制，結果などについて，校長のリーダーシップの

下，日頃から教師間の共通理解を図る必要がある。このように，評価に

関する情報の共有や交換により，経験年数等に左右されず教師が共通の

認識をもって評価に当たることができるようにすることが重要である。

さらに，複数の教師で，どのように学習評価を進めれば指導に生かす

評価の充実が図れるのか，教師にとって過大な負担とならないかなどに

， 。ついて確認し合うことが 効果的で効率的な評価を行うことにつながる

以上のことを学校として組織的に実施するために，校内研究・研修の

在り方を一層工夫する必要がある。

， ，そのうえで これまでの実践の蓄積を生かしていくことが大切であり

学校として組織的・計画的に取り組むことが，評価の妥当性，信頼性を

高めることになる。

（２）保護者や児童生徒への情報の提供

学習評価及び指導要録の改善通知では，保護者や児童生徒に対して，

学習評価に関する仕組み等について事前に説明したり，評価結果の説明

を充実したりするなどして学習評価に関する情報をより積極的に提供す

ることも重要とされている。

どのような評価規準，評価方法により評価を行ったのかといった情報

を保護者や児童生徒にわかりやすく説明し，共通理解を図ることが重要

となる。信頼される評価を行うためには，評価が目的に応じて，保護者

や児童生徒などの関係者の間でおおむね妥当であると判断できるもので

あることも重要な意味をもつ。
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第３章 本資料の構成及び主な内容等

本資料の構成は，第１編 総説，第２編 各教科，第３編 特別活動，第

４編 外国語活動からなっている。各教科，特別活動，外国語活動で紹介す

る事例の特徴は以下のとおりである。

１ 各教科の事例について

（１）単元（題材）の評価に関する事例の提示

本資料では，原則として，教科ごとに４事例提示している。なお，体

育については６事例（運動領域４事例，保健領域２事例）を提示してい

る。

事例の提示に当たっては，以下の点に留意した。

第１に，事例１については，１単元（題材）における指導と評価の計

画を示しながら，当該教科における各観点の特徴を踏まえた評価の留意

点を説明している点である。

第２に 「単元（題材）の評価規準」などを示すとともに，それらが，

どの「評価規準に盛り込むべき事項」や「評価規準の設定例」を参考に

設定されたかが分かるようにしている。

第３に 「指導と評価の計画」の中に，当該単元（題材）において，，

どのような評価方法を選択し組み合わせたかが分かるようにするととも

に，教科により，必要に応じて，ワークシートや作品などの評価方法と

して活用したものを資料として提示したり，具体的に工夫した点につい

ての説明を加えたりして，多様な方法を紹介した点である。

第４に 「おおむね満足できる」状況 「努力を要する」状況 「十分， ， ，

満足できる」状況と判断した児童生徒の具体的な状況の例などを示して

いる。また 「努力を要する」状況と判断した児童生徒への指導の手だ，

てや働きかけを示したり 「努力を要する」状況に至ることのないよう，

配慮した点を示したりした点である。

第５に，当該単元（題材）において，観点ごとにどのような総括を行

ったのかについて，その考え方や具体例などを示した点である。

（２）効果的・効率的な評価

（ ） ， ，ある単元 題材 において あまりにも多くの評価規準を設定したり

多くの評価方法を組み合わせたりすることは，評価を行うこと自体が大

きな負担となり，その結果を後の学習指導の改善に生かすことも十分で

きなくなるおそれがある。例えば，１単位時間の中で４つの観点すべて

について評価規準を設定し，そのすべてを評価し学習指導の改善に生か

していくことは現実的には困難であると考えられる。教師が無理なく児

童生徒の学習状況を的確に評価できるよう評価規準を設定し評価方法を
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選択することが必要である。

また，評価の実践を踏まえ，必要に応じて評価規準や評価方法につい

て検討し見直しを行っていくことも効果的である。

本資料では，教科ごとに複数の事例を紹介しているが，効果的・効率

的な評価を進めるうえで参考となるよう以下の点に配慮した。

・評価結果を記録する機会を過度に設定することのないよう，各観点

で１単元（題材）内で平均すると１単位時間当たり１～２回の評価

回数となるよう指導と評価の計画を示した。

・ノートやレポート，ワークシート，作品など，授業後に教師が確認

しながら評価を行えるような方法と，授業中の見取りを適切に組み

合わせて，全員の学習状況を適切に見取りつつ，それぞれの児童生

徒の特性にも配慮した評価方法が採用できるよう配慮した。

・評価が円滑に実施できていないと教師がとらえている観点をはじめ

として，それぞれの観点において，どのような児童生徒の姿や記述

等を評価対象とすればよいかを明確に示すようにした。

（３）総括

観点別学習状況の評価を総括する時期を，単元末，学期末，学年末と

した場合，どの段階で，どの評価情報に基づいて総括するかによって，

。（ ， ，結果に違いが生じることも考えられる 例えば 学年末に総括する際

単元末の評価結果を年間を通して総括するか，一度学期ごとに総括した

評価結果から総括するかで結果が異なる場合もあり得る ）。

また，評価情報の蓄積の方法については，次のようなものが考えられ

る。

・ 評価の ， ， を蓄積する方法A B C
学習活動に即した評価規準を観点ごとに設け 「十分満足できる」，

「 」 ，と判断されるものを おおむね満足できる と判断されるものをA, B
「努力を要する」と判断されるものを などのようにアルファベッC
トや記号で記録し，その結果を蓄積していく方法で，総括においては

， ， の数をもとに判断することになる。A B C
・ 評価を数値で表して蓄積する方法

学習の実現状況を数値で表したものを蓄積していく方法である。例

えば， ＝３， ＝２， ＝１というように数値で表し，蓄積する。A B C
総括の際には，蓄積した数値の合計点や平均値などを用いることにな

る。

観点別学習状況の評価の観点ごとの総括の他，評定への総括は，学期

。 ，末や学年末などに行うことが考えられる 具体的な総括の流れとしては

以下の図に示したように，いくつかの例が考えられる。
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学習過程における評価情報

↓

単元（題材）における観点別学習状況の観点ごとの総括

↓

学期末における観点別学習状況の観点ごとの総括→学期末の評定への総括

↓

学年末における観点別学習状況の観点ごとの総括

↓

学年末の評定への総括

① 観点別学習状況の評価の観点ごとの総括

単元(題材)における観点ごとの総括については，教科ごとに事例の中

でも取り上げている。学期末や学年末における観点ごとの評価の総括，

評定への総括については 「学習評価の工夫改善に関する調査研究」(平，

成１６年３月，国立教育政策研究所)をもとに考え方を示している。

なお，各学校における総括の具体的な考え方や方法等は，これらを参

考にしつつ，より一層工夫していくことが必要である。

ア 単元（題材）における観点ごとの評価の総括

単元（題材）においては，学習過程における評価情報を観点ごとに

。 ，総括する 観点ごとの評価記録が複数ある場合の総括の方法としては

次のようなものが考えられる。

（ア）評価結果の ， ， の数A B C
ある観点でいくつかのまとまりごとに何回か行った評価結果の

， ， の数が多いものが，その観点の学習の実現状況を最もよA B C
く表しているとする考え方に立つ総括方法である。例えば，３回評

価を行った結果が「 」ならば と総括する。なお 「 」ABB B AABB，

の総括結果を とするか とするかなど，同数の場合や３つの記A B
号が混在する場合の総括の仕方をあらかじめ決めておく必要があ

る。

（イ）評価結果の ， ， を数値に表すA B C
ある観点でいくつかのまとまりごとに何回か行った評価結果 ，A
， を，例えば， ＝３， ＝２， ＝１のように数値によってB C A B C

表して，合計したり，平均したりすることで総括する方法である。

例えば （総括の結果を とする判断の基準を[１．５≦平均値≦， B
． ） ，「 」 ， ． （ ）２ ５] とすると の平均値は 約２ ３[ ３＋２＋２ABB

÷３]で総括結果は となる。B
このほか，本資料では，観点によって特定の評価機会における結果に

ついて重み付けした例なども紹介している。
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イ 学期末における観点ごとの評価の総括

学期末における観点ごとの評価の総括は，単元（題材）ごとに総括

した観点ごとの評価結果をもとに行う場合と，学習過程における評価

情報から総括する場合が考えられる。

なお，総括の方法は，ア（ア）及び（イ）と同様であると考えられ

る。

ウ 学年末における観点ごとの評価の総括

学年末における観点ごとの総括については，学期末に総括した観点

ごとの評価結果をもとに行う場合と，単元（題材）ごとに総括した観

点ごとの評価結果をもとに行う場合などが考えられる。

なお，総括の方法は，ア（ア）及び（イ）と同様であると考えられ

る。

② 観点別学習状況の評価の評定への総括

評定が学習指導要領に示す各教科の目標に照らして学習の実現状況を

総括的に評価するものであるのに対し，観点別学習状況は学習指導要領

に示す各教科の目標に照らして学習の実現状況を分析的に評価するもの

， 。であり 観点別学習状況の評価が評定を行うための基本的な要素となる

なお，評定への総括の場面は，学期末や学年末などに行われることが

多い。学年末に評定へ総括する場合には，学期末に総括した評定の結果

をもとにする場合と，学年末に観点ごとに総括した評価の結果をもとに

する場合が考えられる。

A B C観点別学習状況の評価の評定への総括は 各観点の評価結果を， ， ，

の組合せ，又は， ， ， を数値で表したものに基づいて総括し，そA B C
の結果を小学校では３段階で表し，中学校では５段階で表す。

， ， の組合せから評定に総括する場合，各観点とも同じ評価がA B C
そろう場合は，小学校については 「 」であれば３ 「 」で， ，AAAA BBBB
あれば２ 「 」であれば１，中学校については 「 」であれ， ，CCCC AAAA
ば４又は５ 「 」であれば３ 「 」であれば２又は１とする， ，BBBB CCCC

A B Cのが適当であると考えられる。それ以外の場合は，各観点の ， ，

の数の組合せから適切に評定する必要がある。

なお，観点別学習状況の評価結果は ， ， などで表されるが，そA B C
こで表された学習の実現状況には幅があるため，機械的に評定を算出す

ることは適当ではない場合も予想される。

また，評定は３，２，１や５，４，３，２，１という数値で表される

が，これを児童生徒の学習の実現状況を３つないし５つに分類したもの

としてとらえるのではなく，常にこの結果の背景にある児童生徒の具体

的な学習の実現状況を思い描き，適切にとらえることが大切である。

評定への総括に当たっては，このようなことについても十分に検討す

る必要がある。
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そして，評価に対する妥当性や信頼性を高めるために，各学校では観

点別学習状況の評価の観点ごとの総括及び評定への総括の考え方や方法

について共通理解を図り，児童生徒及び保護者に十分説明し理解を得る

ことが大切である。

２ 特別活動について

特別活動は，各教科と異なり，全校又は学年を単位として行う活動があ

り，また，学級担任以外の教師が指導することが多い。

そのため，本資料においては，学習指導要領に示された活動ごとに工夫

例を交えながら評価の進め方や留意点等について記述している。特に，指

導と評価の計画例では，学習評価及び指導要録の改善通知で示されている

評価の観点や 「評価規準の作成のための参考資料」で示されている「評，

価規準に盛り込むべき事項」を活用している。

３ 外国語活動について

学習評価及び指導要録の改善通知では 外国語活動の記録について 評， ，「

価の観点を記入した上で，それらの観点に照らして，児童の学習状況に顕

著な事項がある場合にその特徴を記入する等，児童にどのような力が身に

付いたかを文章で記述する」ことが示されている。また，評価の観点につ

いては，設置者は，小学校学習指導要領等に示す外国語活動の目標を踏ま

え，同通知を参考に設定すること，各学校において観点を追加して記入で

きるようにすることが示されている。

これを踏まえて，各学校における評価の観点に照らした学習評価の円滑

な実施に資するため，本センターでは，小学校外国語活動における評価方

法等の工夫に関する調査研究を行い，その成果をとりまとめた。

ここでは，外国語活動の学習評価を行う際の留意点のほかに 「英語ノ，

ート （平成２１～２３年度文部科学省配布）に掲載された指導案に沿っ」

た事例や 「英語ノート」に掲載された指導案とは異なる活動に基づく事，

例を紹介している。
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◎各教科の事例を読むにあたって

各教科における学習評価❏

各学校で評価規準を設定する際に 「評価規準の作成のための参考資料」の，

「評価規準に盛り込むべき事項」や「評価規準の設定例」をどのように活用す

るか，また，設定する際の留意点等について解説している。

各教科の事例❏

事例１は，単元（題材）の目標，単元（題材）の評価規準，指導と評価の

計画，観点別評価の進め方，観点別評価の総括の順に記述されており，単元

（題材）の評価規準の設定から総括までの一連の流れがわかるようにしてい

る。

事例２～４（体育については６）については，それぞれ説明する内容に沿

った項目，配列等にしている。

また，全ての事例にキーワードを付し，各事例で紹介する内容のポイント

がわかるようにしている。

さらに，学習指導要領の内容と「評価規準の作成のための参考資料」で示

している「評価規準の設定例」等の関連する箇所がわかるようにしている。

教科名 事例△ キーワード

単元（題材）名

第△学年 ◇内容のまとまり

◇は，当該事例で扱う学習指導要領の内容と

評価規準の設定例等との関連を確認できる

よう 「評価規準の作成のための参考資料」，

における内容のまとまりを記しています。
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社会科における学習評価

１ 評価規準の設定について

（１）評価規準の設定における基本的な考え方

「評価規準の作成のための参考資料」で示した社会科の「評価規準の設定例」は，学

（ （ ） （ ）， （ ） （ ），習指導要領の内容 第３学年及び第４学年は １ ～ ６ 第５学年は １ ～ ４

第６学年は（１）～（３ ）を単元のまとまりとしてとらえ，単元の評価規準を設定す）

る際の参考になるように作成している。

学習指導要領の目標と内容を踏まえ，単元の指導のねらい，教材，学習活動等に即し

て，適切な評価規準を設定することが大切である。各学校において，単元をいくつかの

小単元に分けて構成する際にも同様である。

（２）評価規準の設定例等の活用

各単元について，指導と評価の計画を作成して評価規準を設定する際には，次のよう

な手順が考えられる。

なお，本事例集に掲載している社会科の事例では，評価規準が詳細になりすぎないよ

う，以下のように学習指導要領の記述形式を踏まえて設定している。

学習指導要領の内容の記述形式

Ａ（社会的事象）について，次のこと（ア，イ，ウ…）を して調Ｂ(学習の仕方)

べ， Ｃ（社会的事象の意味，特色，相互の関連など） を考えるようにする。

＊次のこと → （ア 調べる対象 （イ 調べる対象 （ウ 調べる対象）…） ）

評価規準設定の基本形事例における

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての
関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・ Ａ に関心をも ・ Ａ について， ・ Ｂ して， ・ ア，イ，ウ を（ …）
ち，それを意欲的 学習問題や予想， Ａ について必 理解している。
に調べている。 学習計画を考え表 要な情報を集め，

現している。 読み取っている。

・よりよい社会を考 ・○と○とを 比較 ・調べたことを（絵 ・ Ｃ を理解してい（ ，
えようとしている。 関連付け，総合な 地図・白地図，図 る。

， ）＊各学年の態度に関 ど）して Ｃ を 表 レポートなど
する目標を踏まえ 考え適切に表現し にまとめている。
た具体的な姿 ている。

① 学習指導要領の目標と内容及び児童の実態等を踏まえて，単元の目標を設

定する。

② 単元の目標に準拠して評価するために観点別に評価規準を設定する。

（ 評価規準の作成のための参考資料」の「評価規準に盛り込むべき事項」「

「評価規準の設定例」を参照する ）。

③ 評価規準を「指導と評価の計画」に位置付ける（本資料を参考にする 。）
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２ 各事例のポイント

評価の基本は，児童の学習状況を把握するとともに，その結果を指導に生かすことで

ある。本資料の社会科では，１時間ごとに指導のねらいを踏まえて評価の観点を絞って

「指導と評価の計画」を作成し，教師が児童の学習状況を的確に把握するとともに，そ

の結果を次の指導に生かすことを重視している。

， ， 。また 評価結果を総括する際には 観点別の評価資料を適切に記録に残す必要がある

その際，評価資料の収集に追われることのないよう，本資料では，指導した結果として

の評価資料を全ての児童から収集する場面（評価した結果を記録に残す場面 「指導と，

評価の計画」の網掛け表示）を選んで設定している。

本資料では，社会科は４事例を取り上げている。また，各事例において，評価の４観

点のうちの１観点ずつを取り上げて，評価の実際について補足説明している。

事例１ 「身近な地域や市の様子 （第３学年及び第４学年）」

―総括的な評価までの流れ／「社会的事象への関心・意欲・態度」の評価―

単元と小単元の関係を踏まえて，２つの小単元の目標及び評価規準，指導と評価の計

画 単元の目標に準拠した総括的な評価の流れを示した事例である また ここでは 社， 。 ， 「

会的事象への関心・意欲・態度」の評価について補足説明している。

事例２ 「県内の特色ある地域のくらし （第３学年及び第４学年）」

―「指導に生かす」と「記録に残す」／「社会的な思考・判断・表現」の評価―

小単元の指導と評価の計画と１時間の学習指導案を示し 「社会的な思考・判断・表，

現」の観点で評価する際の「指導に生かす評価」の場面と評価資料を分析して「評価し

た結果を記録に残す」場面の評価の実際を示した事例である。また，ここでは「社会的

な思考・判断・表現」の評価について補足説明している。

事例３ 「情報ネットワークと私たちの情報活用 （第５学年）」

―「十分満足できる」状況の判断／「観察・資料活用の技能」の評価―

本事例では，児童の表現内容をもとにして「十分満足できる」状況と「おおむね満足

できる」状況を判断する際の根拠について考察している。また，ここでは「観察・資料

活用の技能」の評価について補足説明している。

事例４ 「願いを実現する政治 （第６学年）」

―「知識」を明確にした評価／「社会的事象についての知識・理解」の評価―

小単元において，知識を図式化して整理し「社会的事象についての知識・理解」の観

点で評価する知識の習得状況や理解状況を明らかにしようとした事例である。総括的な

評価については，事例１とは異なり 「小単元で総括する」方法を示している。また，，

ここでは「社会的事象についての知識・理解」の評価について補足説明している。

事例の本文中における評価規準の表記
各事例においては，評価規準を下記のように簡略化して表記している。

「社会的事象への関心・意欲・態度」の評価規準① →【関－①】
「社会的な思考・判断・表現」の評価規準① →【思－①】
「観察・資料活用の技能」の評価規準① →【技－①】
「社会的事象についての知識・理解」の評価規準① →【知－①】
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キーワード：社会科 事例１
総括的な評価までの流れ単元名 身近な地域や市の様子

第３学年及び第４学年 内容(１) 「社会的事象への関心・

意欲・態度」の評価

１ 単元の目標

自分たちの住んでいる身近な地域や市（区，町，村）について，身近な地域や市（区，

町，村）の特色ある地形，土地利用の様子，主な公共施設などの場所と働き，交通の様

子，古くから残る建造物などを観察，調査したり白地図にまとめたりして調べ，地域の

様子は場所によって違いがあることを考えるようにする。

２ 単元の評価規準

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

・学校の周りの地域や ・学校の周りの地域 ・観点に基づいて観 ・学校 の周り の地域

市（区，町，村）の や市（区，町，村） 察や聞き取り調査を や市（区，町，村）

様子に関心をもち， の様子について，学 行ったり，地図や写 の特色ある地形，土

意欲的に調べている。 習問題や予想，学習 真などの資料を活用 地利用の様子，主な

・学校の周りの地域や 計画を考え表現して したりして，学校の 公共施設などの場所

市（区，町，村）の いる。 周りの地域や市 区 と働き，交通の様子，（ ，

様子の特色やよさを ・土地利用の様子を地 町，村）の様子につ 古くから残る建造物

考えようとしている。 形的な条件や社会的 いて必要な情報を集 の場所と様子などを

な条件と関連付けた め 読み取っている 理解している。， 。

り，分布の様子を相 ・調べたことを主な地 ・地域の様子は場所に

互に比較したりして 図記号や四方位など よって違いがあるこ，

地域の様子は場所に を用いて絵地図や白 とを理解している。

よって違いがあるこ 地図などにまとめて

とを考え適切に表現 いる。

している。

３ 指導と評価の計画（２３時間）

本単元の内容は，各学校で授業を行う際には 「学校の周りの地域の様子」と「市の，

様子」などのように２つの小単元に分けて構成される場合が多い。そこで本事例では，

「学校の周りの地域の様子 「市の様子」の２つの小単元について「指導と評価の計」，

画」を作成し，総括的な評価は２つの小単元が終わった時点で，双方の小単元で集めた

観点別の評価資料を合わせて「観点ごとの総括」を行うという考え方を用いた。

（１）第１小単元「学校の周りの地域の様子 （全１３時間）」

①目標

学校の周りの地域の様子について，特色ある地形，土地利用の様子，主な公共施設な

どの場所と働き，交通の様子，古くから残る建造物などを観察，調査したり，地図記号

や四方位などを用いて絵地図にまとめたりして調べ，学校の周りの地域の様子は場所に

よって違いがあることを考えるようにする。
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②評価規準

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての
関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

①学校の周りの地域の ①学 校 の 周 り の 地 ①観点に基づいて観 ①学校の周りの地域
様子に関心をもち， 域 の 様 に つ い 察や聞き取り調査 の特色ある地形，子
意 欲 的 に 調 べ て い て，学習問題や予 を行ったり，地図 土地利用の様子，
る。 想，学習計画を考 や写真などの資料 主な公共施設など

②学校の周りの地域の え見学カードに記 を活用したりして の場所と働き，交，
様子の特色やよさを 述している。 学校の周りの地域 通の様子，古くか
考 え よ う と し て い ②土地利用の様子を の様子について必 ら残る建造物の場
る。 地形的な条件や社 要な情報を集め， 所と様子などを理

会的な条件と関連 読み取っている。 解している。
付けたり，分布の ②調べたことを方位 ②学校の周りの地域
様子を相互に比較 を確かめながら白 の様子は場所によ
したりして，学校 地図に記入し，主 って違いがあるこ

。の周りの地域の様 な地図記号や四方 とを理解している
子は場所によって 位などを用いて絵
違いがあることに 地図などにまとめ
ついて考え，分か ている。
りやすく説明して
いる。

＊網掛けは，評価した結果を記録に残す場面③指導と評価の計画（全１３時間）

過 ねらい
主な学習活動・内容 資料 評価方法 と【評価規準】

程 ［第○時］

学 学校の周りの地 見晴らしのよい場所から展 校区の略 活動の様子や発言の内容から，「知ってい

習 域の様子に関心を 望，観察したり，学校の周り 地図 ることを想起して意欲的に話し合い，これ

問 もつようにする。 の地域の様子について話し合 から調べる地域の様子に関心をもとうとし

題 ① ったりして，調べる場所を決 ているか」を評価する【関－①】［ ］ 。

を める。

つ

か

む 学校の周りの地 調べる場所の様子について 見学カー 見学カードの記述内容から，「自分なりの

域の様子について 確かめたいことを話し合い， ド 予想をもち，場所の様子を観察・調査する，

調べる観点や方法 調べに行く計画を立てる。 観点やそのための方法を具体的に考えるこ

を考えることがで ・調べる観点 とができたか」を評価する。 【思－①】

きるようにする。 ・コース など

［ ］②③

調 観察したり聞き 学校の周りの地域を観察し 見学カー 見学カードの記述内容から，「学校の周り

べ 取り調査を行った たり聞き取り調査を行ったり ド の様子に関心を示し観察・調査する観点に

る りして，学校の周 して，観点ごとに各自の見学 白地図 基づいて必要な情報を意欲的に集めること

」 。【 】【 】りの地域の様子を カードや白地図に記入する。 ができたか を評価する 技－① 関－①

調べることができ ・土地の高低，場所の様子 白地図の記述内容から「調べたことを方

るようにする。 ・地理的位置 学校との関係 位を確かめて適切に位置付けることができ（ ）

④～⑥ たか」を評価する。 【技－②】［ ］

調べたことを絵 各自の見学カードや白地図 見学カー 絵地図にまとめる様子から，「自分の見学

地図にまとめるこ に記入したことを使って，グ ド カードや白地図から必要な情報を選んで書

とができるように ループごとに絵地図にまとめ 白地図 き込むことができたか」を評価する。

。 ［ ］ 【 】する ⑦⑧ る。 技－②

自分たちの住んでいるまちは，どのようなようすなのだろう。
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地図記号のよさ 地図記号を用いたり土地利 各グルー まとめた大地図から「土地利用の様子が，

を知り，活用でき 用の様子を色分けしたりして プの絵地 分かるように色分けできたか，方位を確か，

るようにする。 学級全体の大地図にまとめる 図 めたり地図記号を活用したりすることがで。

⑨⑩ きたか」を評価する。 【技－②】［ ］

考 学校の周りの地 調べたそれぞれの場所の様 大地図 吹き出しやタックシールの内容から，「特

え 域におけるいろい 子を吹き出しやタックシール 色ある地形，土地利用の様子，主な公共施

・ ろな場所の様子を などに書き，作成した大地図 設などの場所と働き，交通の様子，古くか

ま 理解できるように に貼ってまとめる。 ら残る建造物などの場所と様子を理解して

と する ⑪ ・場所ごとの分布の様子 いるか」を評価する。 【知－①】。 ［ ］

め 場所による様子 場所による様子の違いやそのわ 大地図 発言の内容やノートの記述内容から，「土地

る の違いやそのわけ けについて大地図を見ながら 利用の様子を地形的な条件や社会的な条件

を考えることがで 話し合う。 と関連付けて考え，説明することができた

きるようにする。 ・場所による様子の違い か」を評価する。 【思－②】

［ ］⑫

学校の周りの地 調べたことや考えたことを 大地図 紹介文の内容から，「地域の特色やよさを

域におけるいろい もとに，自分たちの住んでい 考えようとしているか」を評価する。

ろな場所の特色や る地域の紹介文を書く。 【関－②】

よさをまとめるこ ・学校の周りの地域の様子 紹介文の内容から「場所による様子の違

とができるように ・場所ごとの特色やよさ いを理解しているか」を評価する。

する ⑬ 【知－②】。 ［ ］

（２）第２小単元「市の様子 （全１０時間）」

①目標

自分たちの住んでいる市の様子について，特色ある地形，土地利用の様子，主な公共

施設などの場所と働き，交通の様子，古くから残る建造物などを観察，調査したり，絵

地図や地図記号，四方位などを用いて白地図などにまとめたりして調べ，市の様子は場

所によって違いがあることを考えるようにする。

②評価規準

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象についての
関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

，①市の様子に関心をも ①市 の 様 子 に つ い ①地図や写真などの ①市の特色ある地形
ち，意欲的に調べて て，学習問題や予 資料を活用して， 土地利用の様子，

いる。 想，学習計画を考 市の様子について 主な公共施設など

②市の様子の特色やよ え表現している。 必要な情報を集め の場所と働き，交，

さを考えようとして ②土地利用の様子を 読み取っている。 通の様子，古くか

いる。 地形的な条件や社 ②調べたことを地図 ら残る建造物の場

会的な条件と関連 記号や四方位など 所と様子などを理

付けたり，分布の を用いて白地図に 解している。

様子を相互に比較 まとめている。 ②市の様子は場所に

したりして，市の よって違いがある

様子は場所によっ ことを理解してい

て違いがあること る。

について考え，分

かりやすく説明し

ている。
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＊網掛けは，評価した結果を記録に残す場面③指導と評価の計画（全１０時間）

過 ねらい
主な学習活動・内容 資料 評価方法と【評価規準】

程 ［第○時］

学 市全体の様子 市の地図を見て，市の様子 市の地図 活動の様子や発言の内容から，「市の形や

習 や市内の様々な場 について学校の周りの地域の 大まかな地形の様子，様々な場所の様子に

問 所の様子に関心を 様子と比べて気付いたことを ついて関心をもち，意欲的に調べようとし

」 。 【 】題 もつようにする。 話し合う。 ているか を評価する 関－①

を ① ・市の形や広がりなど［ ］

つ

か

む 市の様子につい 市の地図や土地利用図，航 市の地図 発言の内容やノートの記述内容から「学，

て調べる計画を立 空写真などから場所ごとの様 航空写真 校の周りの地域の様子の学習で学んだ調べ，

てることができる 子に目を向け，学習問題につ 土地利用 方を生かして，市の様子を調べる計画を立

。［ ］ 」 。【 】ようにする ② いて調べる計画を立てる。 図 てることができたか を評価する 思－①

調 資料などを活 グループに分かれて市内の 市の地図 ノートの記述内容から，「地図や副読本，，

べ 用して市内の様子 様々な場所の様子について調 副読本， パンフレット等から必要な情報を集め，そ

る を調べることがで べる。 市の広報 の内容を適切に読み取ることができたか」

きるようにする。 ・地形 土地利用 公共施設 誌，ホー を評価する。 【技－①】， ， ，

③～⑤ 交通，古くから残る建造物 ムページ［ ］

の場所や様子など

調べたことを整 市の白地図を活用してグル 市の白地 白地図の記述内容から「調べたことや地

理してまとめるこ ープごとに調べて分かったこ 図 図記号など必要な情報を方位を確かめなが

とができるように とをまとめ，発表する。 ら記入することができたか」を評価する。

。 ［ ］ 【 】する ⑥⑦ 技－②

考 市の様子の特 グループごとの調査内容 市のガイ 発言の内容やノートの記述内容から，「土地

え 色やよさ，それら を学級全体で「市のガイドマ ドマップ の様子を地形的な条件や社会的な条件利用

・ の場所による違い ップ」としてまとめ，それを と関連付けて，それぞれの地域の特色や相

ま を地形的な条件や 見ながら市内の地域の特色や 違点，よさを説明することができたか」を

。 【 】と 社会的な条件と関 よさを考え，説明する。 評価する 思－②

め 連付けて考えるこ ・地形的な条件や社会的な条 ガイドマップやノートの記述内容から 市「

る とができるように 件とのかかわり の様子の特色やよさを考えようとしている

。 ［ ］ 」 。 【 】する ⑧⑨ ・市全体の地理的な特色など か を評価する 関－②

市の様子は場 各自でガイドマップを使っ 市のガイ 観光案内文の内容から，「市の様子の特色

所によって違いが た観光案内文を書く。 ドマップ やよさを考えようとしているか」を評価す

。 【 】あることを理解で る 関－②

きるようにする。 確認（ペーパー）テストを テストの解答から 「市の様子は場所によ，

⑩ 行う。 って違いがあることを具体的に理解してい［ ］

」 。 【 ， 】るか を評価する 知－① ②

４ 観点別評価の進め方

本事例では，以下の点に留意して観点別に学習状況の評価を進めた。

（１）効果的・効率的な評価のための工夫

①「評価した結果を記録に残す場面」を明示

指導した結果としての学習状況を評価結果として記録に残すことは，観点別の評価結

果を総括する際に必要になる。そのためには，児童の見学カード，ノート，白地図等の

学校の周りのように，市のようすも場所によってちがいがあるのだろうか。

市内のようすの特色やよさをガイドマップに表そう。
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記述内容を評価資料として収集することが大切である。本単元では，評価資料の収集を

効果的・効率的に行うことができるよう，指導と評価の計画を作成する際に，教材や学

習活動に応じて児童の反応が顕著にかつどの児童からも得られる場面を見いだし 「評，

価した結果を記録に残す場面」として明示した（ 指導と評価の計画」の網掛け部分 。「 ）

②単元（学習指導要領の内容のまとまり）を踏まえた評価

本事例で取り上げた第３学年及び第４学年の内容（１）は，多くの学校では２つの小

単元「学校の周りの地域の様子 「市の様子」などで構成されている。そのため，２つ」

の小単元で同様の評価規準で重複して評価する現状も見られる。しかし，学習指導要領

の内容のまとまりを踏まえると，評価は「単元の学習を通してどのような力を身に付け

たか」という考え方で行うことが大切であると考えた。そこで，２つの小単元を通して

４観点の評価場面をバランスよく設定することや，第１小単元で学んだことを第２小単

元で活用する場面を設けることを意図して指導と評価の計画を作成した。

（２）児童一人一人の学習状況を把握し，指導に生かすための工夫

評価規準を具体化した児童の姿をできる限り想定し，評価場面に至るまでの留意点を

明確にして指導に生かすようにした。例えば本事例では，学校の周りの地域を観察した

り聞き取り調査を行ったりして，観察・調査する観点ごとにカードに記入する学習の状

況を【技 ①】の評価規準で評価している。その際 「見てくることと聞いてくること－ ，

をきちんと分けて観察や聞き取り調査を行うことができたか 「観察・調査する観点に」

基づいて必要な情報を集めることができたか」など，児童の具体的な姿を想定した。そ

のことにより，調べる方法が適切でない児童がいれば，具体例を挙げて指導したり，友

だちの見学カードを参考にするように助言したりすることができた。このように，設定

した評価場面において評価規準を具体化した児童の姿を想定しておくことで 「努力を，

要する」状況と判断した児童に即座に支援策を講じるようにした。

（３）各観点の評価の実際

それぞれの観点については，以下の点に留意して評価を進めた。ここでは，第１小単

元と第２小単元における評価を併せて説明する。

ア「社会的事象への関心・意欲・態度」

【関 ①】では，学校の周りの地域や市の様子への関心やそれを調べようとする意欲－

について，活動の様子や発言の内容を通して評価した。具体的には，坂の上など見晴ら

しのよい場所から地域を方位ごとに展望・観察して いる様子，学校の周りの地域を観

察したり聞き取り調査を行ったりしている様

子，市の地図を見て学校の周りの地域の様子

と比べて気付いたことを話し合う様子を観察

し，調べようとする意欲を高めているか，意

欲的に調べているかを評価した。発言の内容

からは，学校の周りの地域や市の特色ある地

形，土地利用の様子，様々な建物の様子など

に関心をもとうとしているかを評価した。右

記は，第１小単元の第４～６時の見学活動の

際にＶ児が見学カードに記述した内容であ

る。この記述内容を教師は次のように評価し

た。
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評価規準：学校の周りの地域の様子に関心をもち，意欲的に調べている。○

Ｖ児は 見学カードに人の数や店の数や様子など観点に基づいて調べたことを書き お， ，「

みやげ」という言葉で店の種類も書いている。また 「バタバタ，カタカタ」という足音，

で周囲のにぎやかな様子を表したり，人をだんだん小さく書いていることから自分のい

る位置が高いことを表現したりして，意欲的に観察している様子を見取ることができる。

この評価資料に見学時の行動観察結果を加味して 「おおむね満足できる」状況と判断し，

た。

【関 ②】では，地域の特色やよさを考え－

ようとする態度について，紹介文や観光案内

文の内容を通して評価した。具体的には，調

べたことを地図上にまとめ，それを紹介した

り説明したりするための文章記述において，

地域ごとの特色に関心を示し，そのよさを考

えようとしているかを評価した。

右記は，第２小単元の第１０時にＵ児が書

いた観光案内文である。この記述内容を教師

は以下のように評価した。

○評価規準：市の様子の特色やよさを考えようとしている。

Ｕ児の紹介文には，第３～９時までの学習を生かして，地域ごとの特色を踏まえた上

で 「おいしい野菜 「有名なお寺 「駅があって便利 「紅葉がとてもきれい」とそれぞ， 」 」 」

れのよさを簡単な言葉で表現している。この評価資料に，この内容を発表した時の行動

観察結果を加味して 「おおむね満足できる」状況と判断した。，

―「社会的事象への関心・意欲・態度」の評価についての補則説明―

「社会的事象への関心」と「社会生活等に生かそうとする態度」を評価した○

「関心」は社会的事象への関心 「態度」は学んだ成果を社会生活等に生かそうとす，

る態度（社会的態度）であることに留意して評価した。学習の前半に現れる社会的事象

（例えば「古くから残る建造物の様子」など）への関心は調べる活動への意欲につなが

ることや，学習が進むにつれて関心の対象は社会的事象の意味（例えば「その建造物を

守っている人や働きがあること，地域の人々が昔から親しんできたこと」など）へと広

がったり深まったりすることを想定した。それは，そうした建造物をこれからも大切に

しようとする思いや願いにつながるものであると考えたからである。必ずしも行動や実

践を求めずに，社会的事象の特色やよさを考えようとする姿勢，思いや願いなどを受け

止めて評価することを心がけた。

多様な評価方法を工夫することを心がけた○

ノートや見学カードの記述内容，発言の内容，活動の様子の観察など，多様な方法で

評価することを心がけた。また 「社会的事象への関心・意欲・態度」は，他の観点と，

組み合わせて評価することも効果的であると考え，第１小単元の観察・調査活動におい

ては 【技 ①】と同じ場面でそれぞれ評価した。， －

観光案内をします。市の西の方には大きな
川があって，畑が広がっていて、おいしい野
菜がとれます。また，市の東には清水寺など
の有名なお寺がたくさんあるので観光客がい
っぱい来ます。近くの参道にはおみやげ屋さ
んがたくさんあって名物を買うことができま
す。市の中心には京都駅があってどこへ行く
にも便利です。だから仕事に行く人や多くの
観光客が利用するのでとてもにぎやかです。
でも，北の方には山があり，静かで秋には紅
葉がとてもきれいです。 
自然も古い建物もたくさん残っていてとて

もすてきなところです。 
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評価資料の収集や分析を工夫した○

観点別の評価結果を総括する際には，できる限り同じ条件での評価場面や評価資料を

準備する必要があると考え，見学カード，ノートなどに記述させることによって，どの

児童についても評価できるように心がけた。記述内容を分析する際には，発言の内容や

活動の様子も加味して，表現された内容の背景や根拠をより正しくとらえるように努め

た。

イ「社会的な思考・判断・表現」

【思 ①】では，学習問題をつかんだりそれに対する予想や学習計画を立てたりする－

際に考えたことについて，発言の内容やノート，見学カードの記述内容を通して評価し

た。具体的には 「自分たちの住んでいるまちは，どのようなようすなのだろう 「学校， 」

の周りのように，市のようすも場所によってちがいがあるのだろうか」という学級全体

の学習問題に対して自分の予想をもつことができたか，それを確かめるために観察・調

査する観点や資料活用などの方法を具体的に考えることができたかを表現内容で評価し

た。

【思 ②】では，調べた社会的事象（土地利用，交通，建物の様子など）について考－

えたことを，発言の内容やノートの記述内容を通して評価した。具体的には，調べたこ

とを お寺には観光客がたくさん来るからその周りにお店が集まっている などと社会「 。」

的な条件と関連付けたり 田やお酒の工場は川沿いに広がっている 水を使っているか，「 。

ら などと地形的な条件と関連付たりして考えたことを表現内容で評価した また方位。」 。

ごとの様子の特色や場所による違いについて考えたことを表現内容で評価した。

ウ「観察・資料活用の技能」

【技 ①】では，情報を集める技能について，見学カードやノートの記述内容を通し－

て評価した。具体的には，地形，土地利用の様子，建物の様子や集まり方といった観

察・調査する観点や自分の予想に基づいて必要な情報を集め，その内容を適切に読み取

ることができたかを記述内容で評価した。また 「見てくること 「聞いてくること」， 」

など，あらかじめ決めた調べ方に応じて情報を集めることができたかを評価した。

【技 ②】では，集めた情報を整理してまとめる技能について，白地図などの内容を－

通して評価した。具体的には，各自が調べてきたことを絵地図や白地図，学級全体の大

地図に位置付ける際に，必要な情報を選び，説明を加えたり方位を確かめたりしながら

正しく位置付けたりすることができたか，地図記号を活用できたかを評価した。また，

調べたことを発表する場面において地図やパンフレットなどの資料を効果的に活用して

いる様子についても評価資料とした。

エ「社会的事象についての知識・理解」

【知 ①】では，調べた社会的事象に関する知識や理解を，大地図の記述内容を通し－

て評価した。具体的には，土地利用や交通，建物などの正しい名称や位置関係を理解し

ているかを大地図の内容で，それぞれの様子や働きなどについて理解しているかを吹き

出しやタックシールに書かれた説明の内容で，それぞれ評価した。また，第２小単元の

単元末には確認（ペーパー）テストを行い，知識の習得状況を評価した。

【知 ②】では，地域の様子の場所による違いに関する理解を，紹介文の内容を通し－

て評価した。具体的には 「住宅地は… 「田や畑は…」などと土地利用の様子を正し， 」

く理解しているか 「北の方は… 「駅前の方は…」などと方位や地域ごとにまとめて，， 」

それぞれの地域の特色や違いを理解しているかを，それぞれ評価した。
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また，第２小単元の単元末には確認（ペーパー）テストを行い，理解の定着状況を評

価した。

５ 観点別評価の総括

本事例では，以下の考え方で単元の観点別評価における観点ごとの総括を行った。

評価した結果を記録に残す場面では 「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）の３段階で評価し，それ以外の），

評価場面では，評価規準に照らして「努力を要する」状況と判断した児童への指導や

支援を行うことを重視した。

観点ごとの総括の方法は次のように考えた。○

評価結果が２つ以上の場合，最後の評価結果を重視した。それは，最後の評価場面

における評価結果は継続的に指導を積み重ねた結果の学習状況であるととらえたから

である。また，第１小単元で学んだことを生かして第２小単元で定着を図るという構

成で指導と評価の計画を作成しているからである。例えば，Ｃ→Ｃ→Ｂなら基本的に

は「Ｂ ，Ｂ→Ｂ→Ａなら基本的には「Ａ」と判断した（下記，Ｕ児，Ｖ児の例 。」 ）

その一方で，Ｃ→Ｂ→Ａのように変化が大きい場合には，最後の評価結果以外の評価

資料も加味した上であらためて 「Ａ」か「Ｂ」かを判断した（下記，Ｗ児の例※ 。， ）

ただし 「社会的事象についての知識・理解」の観点については，評価場面によっ，

て知識・理 解の内容が異なるため，Ｂ→Ｂ→Ａなら「Ｂ」と一番多く現れた評価結

果を採用した。また 「観察・資料活用の技能」の観点については，評価規準②の場，

面でも，グループ活動が中心となる場合には，個人の評価としては記録に残さないこ

とにした。

小単元 評価規準 Ｕ児 Ｖ児 Ｗ児

①学校の周りの地域の 【関 ①】 Ｃ Ｂ Ｂ－

社会的事象への 様子 【関 ②】 Ｃ Ｂ Ｂ－

関心・意欲・態度 ②市の様子 【関 ②】 Ｂ Ａ Ｂ－

単元の総括的な評価 Ｂ Ａ Ｂ

①学校の周りの地域の 【思 ①】 Ｃ Ｂ Ｃ－

社会的な 様子 【思 ②】 Ｂ Ｂ Ｂ－

思考・判断・表現 ②市の様子 【思 ②】 Ｂ Ａ Ａ－

単元の総括的な評価 Ｂ Ａ ※Ｂ

①学校の周りの地域の 【技 ①】 Ｃ Ｂ Ｃ－

観察・資料活用の 様子 【技 ②】 Ｂ Ｂ Ｂ－

技能 ②市の様子 【技 ①】 Ｂ Ａ Ｂ－

単元の総括的な評価 Ｂ Ａ Ｂ

①学校の周りの地域の 【知 ②】 Ｃ Ｂ Ｂ－

社会的事象について 様子

の知識・理解 ②市の様子 【知 ①】 Ｂ Ａ Ｂ－

【知 ②】 Ｂ Ａ Ａ－

単元の総括的な評価 Ｂ Ａ Ｂ
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キーワード：社会科 事例２
「指導に生かす」と「記単元名 県内の特色ある地域のくらし

第３学年及び第４学年 内容（６） 録に残す」

「社会的な思考・判断・

表現」の評価

本小単元は 「県（都，道，府）内の特色ある地域の人々の生活」を調べ，県（都，道，，

府）の特色を考える内容である。各学校で授業を行う際に 「地場産業が盛んな地域」に，

「自然環境，伝統や文化などの地域の資源を保護・活用している地域」を加えた２地域程

度を取り上げて，２つの小単元に分けて構成されることが多い。本事例は，２地域を組み

合わせた小単元「県内の特色ある地域のくらし」の指導と評価である。

１ 単元の目標

， ，県内の特色ある地域の様子について 地図や資料を活用したり聞き取り調査をしたり

インターネットを活用したりして調べて，それぞれの地域の特色やそこに見られる人々

の生活の様子が分かり，神奈川県の特色やよさを考えるようにする。

２ 単元の評価規準

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象について

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 の知識・理解

①神奈川県内の特色あ ①神奈川県内の特色 ①地図や資料を活用 ①伝統や文化を保護
る地域の様子に関心 ある地域の様子に したり聞き取り調 ・活用している鎌
をもち，意欲的に調 ついて，学習問題 査をしたり，イン 倉や地場産業の盛

，べている。 や予想，学習計画 ターネットを活用 んな箱根の様子と
②自分たちの住んでい を考え表現してい したりして，県内 そこに暮らす人々

る神奈川県の特色や る。 の特色ある地域の の生活の様子を理
よさを考えようとし ②鎌倉や箱根と自分 様子について必要 解している。
ている。 たちが住む横浜の な情報を集め，読 ②神奈川県の特色を

様子を相互に比較 み取っている。 具体的に理解して
したり共通点を考 ②神奈川県の特色に いる。
えたりして，県の ついて調べた情報
特色やよさを考え をイラストマップ，
根拠を示しながら にまとめている。
説明している。

３ 指導と評価の計画（全１８時間 ＊本事例では抜粋して表示）
＊ゴシックは，本文中で解説を加える評価場面

ねらい
主な学習活動・内容 資料 評価方法と【評価規準】過程

［ ］第○時

神奈川県 神奈川県の地図などを見て 神奈川県の地図 発言の内容や話合いの様子か学
内の特色あ 伝統や文化，自然環境を生か 観光案内 ら 「県内の特色ある地域につい習 ，
る地域の様 す地域について話し合う。 観光客数 グラフ て，伝統や文化，観光などの視点問 （ ）
子に関心を ・外国人観光客が多いまち 外国人観光客数の で関心をもとうとしているか」を題
もつように ・伝統工芸品や歴史的遺産 推移（グラフ） 評価する。 【関 ①】を －
する｡ ① ・鎌倉や箱根と横浜の比較 などつ ［ ］

か
神奈川県内にはどのような特色のある地域があるのだろう。む

発言の内容や学習カードの記述学習計画 鎌倉の様子や特色について 鎌倉の空撮画像
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内容から 「鎌倉のまちを守り発を立てるこ 話し合い，学習計画を立てる。 観光パンフレット ，
展させるための人々の取組につい調 とができる ・歴史的遺産と観光の様子 世界遺産登録を目
て，学習問題の予想や学習計画をべ よ う に す ・世界遺産登録を目指す人々 指す鎌倉市のポス
立てることができたか」を評価する る。 の取組 など ター
る。① ［ ］②

【 】思 ①－

，鎌倉の人 インターネットを活用して インターネットで インターネット活用の様子から
々の取組の 資料を集め，世界遺産登録を 各自が集めた資料 「必要な情報を集め，読み取るこ
様子を調べ 目指す取組の様子を調べる。 とができたか」を評価する。

【 】ることがで ・広がる宅地開発，自然環境 技 ①－
きるように 保護の動き
する。 ・鎌倉の歴史，観光名所

③～⑤ ・観光ガイド など［ ］

学習計画 箱根の様子や特色について 箱根の地図 ノートの記述内容から 「地場調 ，
を立てるこ 話し合い，学習計画を立てる。 箱根寄木細工 産業の盛んな箱根の人々の取組のべ
とができる ・寄木細工と観光の様子 生産量の推移（グ 様子を調べる見通しをもつことがる
よ う に す ・伝統的な技術の伝承の様子 ラフ） できたか」を評価する。②

。 ［ ］ 【 】る ⑨ など 思 ①－

地場産業 自然の資源を生かした箱根の 観光業と地場産業 ワークシートやノートの記述内
を守り発展 地場産業を支える人々の様子 寄木細工職人の 容から 「必要な情報を集め，読K ，
させる取組 や願いを調べる。 さんの話 み取ることができたか」を評価す

。 【 】を調べるこ ・観光業との関係 箱根市役所のＧさ る 技 ①－
とができる ・地場産業を支える人々 んの話 ワークシートやノートの記述内

，「 ，よ う に す ・行政の保護や支援 など 容から 寄木細工の主な工程や
る｡ それらは自然の資源を生かしてい

⑩～⑫ ることを理解しているか」を評価［ ］
する 【知 ①】－

イラストマップの内容から 神考 学習した 県内の特色ある地域につい 県内の特色ある ，「
奈川県の特色を説明するのに必要え ことを関連 て分かったことや考えたこと 地域の様子をまと
な情報をまとめることができた・ 付けて説明 をイラストマップにまとめる。 めたイラストマッ
か」を評価する。ま できるよう イラストマップを使って事 プ

【技 ②】と に す る 。 実を関連付けたり根拠を示し －
イラストマップの説明文の内容め ［ ］⑰⑱ たりして説明する。

から 「鎌倉や箱根，横浜の様子る ，
を相互に比較したり共通点を考え
たりして，神奈川県の特色やよさ
を考え，根拠を示しながら説明す
ることができたか」を評価する。

【 】【 】思 ②－ －関 ②

４ 観点別評価の進め方

本事例では，以下の点に留意して観点別に学習状況の評価を進めた。

（１）指導に生かすための評価の工夫

第２時の【思 ①】では，発言の内容やノートの記述内容から「鎌倉のまちを守り発－

展させるための人々の取組について，学習問題の予想や学習計画を立てることができた

か」を評価した。この評価結果を次の２つの方法で指導に生かした。

①児童の発言の内容を受け止めて，その場面での指導に生かした

教師は児童たちが発言した「きっと市役所が中心になっていろいろなことをしている

のではないか 「まち全体をきれいに整備しているのではないか 「歴史的遺産を宣伝す」 」

るパンフレットを作っているのではないか」といった「その児童なりの予想」を受け止

めて 「市役所の取組かどうか 「ホームページに掲載されているかどうか」などと調べ， 」

指導に生かす評価の場面

評価した結果を記録に残す場面
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●児童の発言を受け止めて，指導に生かした評価場面（第２時の指導と評価）

○本時のめあて
鎌倉の歴史的遺産の世界遺産登録を実現し，まちの活性化を図ろうとしている

鎌倉の人々の取組を調べる学習計画を考え，学習カードに記入して発表できるよ
うにする。

学習活動・内容 資料 ◇留意点 ○評価

■県内でも特に観光客が多い鎌倉について ・鎌倉の空撮画像 ◇自分たちの住んでいる横
知っていることを話し合う。 ・鎌倉市の観光パ 浜と比較させるようにす
・古い町並みやお寺が多い ンフレット る。
・外国からの観光客が多い ・世界遺産登録を ◇観光スポットの写真を見
・住宅地として人気が高い など 目指す鎌倉市の て外国人客が多いわけを

■鎌倉市が歴史的遺産の世界遺産登録を目 ポスター 考えさせるようにする。
指していることを知る。

鎌倉の人々がまちの発展を考えて取り組んでいる様子を調べる計画を立てよう。

■鎌倉市の人々の願いと工夫や努力を予想 ・鎌倉の歴史的遺 ○発言の内容や学習カード
する。 産（写真） の記述内容から 「鎌倉，
○願い 観光客が増えて豊かなまちに ・世界登録遺産を のまちを守り発展させる

世界的に有名なまちに など 目指して（鎌倉 ための人々の取組につい
○工夫や努力 市の取組） て，学習問題の予想や学

歴史的遺産を保存・管理している 習計画を立てることがで
まち全体をきれいに整備している きたか」を評価する。

【 】案内やＰＲを積極的にしている など 思―①

■学習計画を考える。
○市役所のホームページで調べたり市役
所の人に聞いたりして調べる。
・歴史的遺産を守る活動の様子
・歴史的遺産の価値とＰＲ
・まち全体の整備 ◇検索キーワードなどを助
・地域の人々の協力 言し，必要な情報を的確

○ユネスコのホームペ に集めることできるよう
ージで調べる に支援する。

・世界遺産登録の条件

■学習問題の予想と学習 ◇調べる観点，予想，確か
計画を学習カードに記 める方法など，項目ごと
入して発表する。 に整理させる。

○予想をもつことができない児童への助言

＊学習問題を意識させるようにする

・自分の町だったらどう考えるか。

・世界遺産の登録条件は何だろうか。

・登録されるとどんなよいことがあるのか。など

○学習計画を立てることができない児童への

助言

＊予想とのつながりを意識させるようにする。

・そのことは誰に聞けばわかるのかな。

・「たぶんこうかな」を考えると調べやすい。

・検索だとキーワードは○○かな。など

Ｙ児の「予想」 評価 助言

Ｋ児の「調べる計画」

鎌倉は今でも観光客が
多いからこのままがんば
れば登録されると思う。
鎌倉の人々は鎌倉をもっ
ともっと有名にしたいの
だと思う。

「努力を要する」状況と判断

歴史的遺産だけを詳しく調
べても学習問題の解決にはな
らない。予想との関係が不明。

学習問題に立ち返
り 「鎌倉の人々（市，
役所や市民）の取組に
目を向けるとよい 」。
と助言した。

「努力を要する」状況と判断

学習問題の把握が不十分で
「努力」についての予想が曖
昧なものにとどまっている。

Ｋ児の予想は「きっ
と歴史的遺産の価値を
知らせている」であっ
たので 「保存やＰＲ，
の取組を調べてみると
よい 」と助言した。。

前に鎌倉に行ったとき
に大仏の大きさに驚いた。
だから他にも鎌倉の歴史
的遺産を調べてみたい。
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る活動へつなげる助言を行った。また，予想をもつことができない児童には，学習問題

に立ち返るように，また，学習計画を立てることができない児童には予想とのつながり

を意識するように，それぞれ助言した。

②次の授業計画の修正や資料準備などに生かした

学級全体の児童の学習状況を評価してみると，鎌倉の歴史的遺産や世界遺産登録につ

いての基礎的な知識が不十分だったために，予想や学習計画を立てることができない児

童が多い状況であることが分かった。そこで，鎌倉の歴史的遺産の概要を説明する資料

や世界遺産登録を目指す鎌倉市の取組を説明する資料を次時の始まりに教師が資料とし

て配布した。また，指導と評価の計画の中に，児童が自分の学習計画の修正を行う時間

を設定することにした。

（２）評価した結果を記録に残すための工夫

本事例では，鎌倉や箱根の様子を横浜と比較しながらイラストマップにまとめる活動

， 。を取り入れ イラストマップとその説明文を記録に残すための評価資料として活用した

学習の終末に作成したイラストマップやその説明文は小単元を通して学習した成果が現

れる。そこで，イラストマップに盛り込まれた資料や情報については 「観察・資料活，

」 ， 「 」用の技能 で イラストマップの説明文の内容については 社会的な思考・判断・表現

と「社会的事象への関心・意欲・態度」で，というように，それぞれの観点で分析を行

い，評価した。

▼第17時に児童が描いたイラストマップ
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▼第18時に児童が書いたイラストマップの説明文

（３）各観点の評価の実際

それぞれの観点については，以下の点に留意して評価を進めた。

ア「社会的事象への関心・意欲・態度」

【関 ①】では，県内の特色ある地域の様子への関心やそれを調べようとする意欲に－

ついて，発言の内容や話合いの様子を通して評価した。具体的には，神奈川県の地図や

観光案内を見て気付いたことや知っていることなどを発表している様子を観察し，これ

から調べる鎌倉や箱根の様子への関心や調べようとする意欲をどのように示したかを評

価した。発言の内容からは，鎌倉や箱根について伝統や文化，観光などの視点で関心を

もとうとしているかを評価した。

【関 ②】では，県の特色やよさを考えようとする態度について，イラストマップの－

説明文の内容を通して評価した。具体的には 「伝統や文化 「自然」などの地域資源の， 」

特色やよさ，それらを「保護する 「生かす」人々の取組のよさを考え，伝えようとし」

ているかを評価した。

イ「社会的な思考・判断・表現」

【思 ① 【思 ②】の評価場面の説明については，ｐ６０～ｐ６３－ －】

―「社会的な思考・判断・表現」の評価についての補足説明―

「思考・判断」と「表現」を一体的に評価することを心がけた○

○評価の観点： 観察・資料活用の技能」「

○ 評 価 規 準 ： 神奈川県の特色について調べた情報をイラストマップにまとめている。

○教師の分析

①鎌倉，箱根，横浜のそれぞれの様子や特色をまとめている。

②鎌倉や箱根，横浜の様子の「共通点」を「伝統や文化、自然環境などを生かし

観光が盛んなこと」としてまとめている。

以上のことから 「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断した。，

神奈川県には，鎌倉や箱根，私たちの住
む横浜など，特色あるまちがたくさんあり
ます （中略）。

それに，たとえば鎌倉には，鎌倉彫や刀
など，伝統を大切にしてくらしている人々
や，自然環境を大切に守っている人がたく
さん住んでいます。

特に， さんのようにまちを好きになりM
。進んで協力している人がいるのがよさです

自然を生かして寄木細工をつくっている箱
根や，世界と貿易をしている横浜にもそう
いう人たちがいて，歴史があるのに新しい
文化も取り入れて，みんなで協力するとこ
ろが、よさだと思います （中略）。

他の県についても，よさがあるのか調べ
てみたくなりました。

○評価の観点：

「社会的な思考・判断・表現」

○評価規準：

鎌倉や箱根と自分たちが住む横浜の

様子を相互に比較したり共通点を考え

たりして，県の特色やよさを考え，根

拠を示しながら説明している。

○教師の分析

地域ごとの特色をとらえた上で，

①その特色が生まれた背景を地域に生

きる人々の思いや考えなどから見い

だしている。

②県のよさを「歴史があるのに新しい

文化も取り入れている」と要素を組

み合わせて考察している。

以 上 の こ と か ら 「 十 分 満 足で き る 」，

状況（Ａ）と判断した。
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社会的事象の意味などについて思考・判断したことを適切に表現する力が身に付いて

いるかどうかを評価する観点であるため 「話す 「書く」といった言語活動で表現され， 」

る内容で評価することを心がけた。特に児童のノートやワークシートの記述内容やまと

めの作品等から「思考・判断」した過程や結果を読み取るよう努めた。

評価場面を明確にして評価した○

評価の観点の趣旨を踏まえて 「学習問題の予想や学習計画を考える」場面 「社会的， ，

事象の意味を考える」場面の２つの評価場面に焦点化して評価した。前者については，

学習問題の予想，学習計画を考えて表現（発言やノートの記述など）している状況を評

価した。後者については，調べたこと（社会的事象など）を相互に比較したり関連付け

たりして，社会的事象の特色や相互の関連，意味などについて考えている状況を評価し

た。思考・判断した「結果」だけでなく，根拠となる資料や理由なども記述するように

助言し，一人一人の児童が自分の考えをもつに至った「過程」についても評価すること

を心がけた。

「表現」は言語活動を中心に評価した○

学習した成果としての児童の作品については，資料構成やできばえを評価するのでは

なく，記述されている内容やそれを説明する発言など言語による表現を中心に評価する

ようにした。思考・判断したことについて，具体例を挙げたり，根拠や解釈を示したり

して相手にも分かるように説明しているかといった点から「適切な表現」であるかどう

かを評価するように努めた。

ウ「観察・資料活用の技能」

【技 ①】では，インターネットを活用したり関係者の話を聞いたりして情報を集め－

る技能について，ワークシートやノートの記述内容を通して評価した。具体的には，市

役所のホームページなどを検索して 「市のＰＲの取組 「まちの整備計画」など，自分， 」

の予想や調べる観点に基づいて必要な情報を集め，読み取ることができたか，関係者か

ら話を聞く前にあらかじめ質問事項を用意したり，メモを取ったりして，必要な情報を

集めることができたかを記述内容で評価した。

【技 ②】では，集めた情報を整理してまとめる技能について，イラストマップの内－

容を通して評価した。具体的には，鎌倉や箱根，横浜の地理的位置を正しくとらえマッ

プに位置付けているか，鎌倉の伝統や文化とそれを生かす人々の取組の様子や箱根の自

然環境やそれを生かす寄木細工づくりの様子などが盛り込まれているかを評価した。

エ「社会的事象についての知識・理解」

【知 ①】では，調べた社会的事象について理解したことを，ワークシートやノート－

。 ， ，の記述内容を通して評価した 具体的には 鎌倉の地理的位置や主な歴史的遺産の様子

市役所の取組，その取組がまちの環境保護や活性化につながっていることを理解してい

るかを記述内容で評価した。また，箱根の地理的位置や自然環境の概要，寄木細工の主

な工程や，それらは自然の資源を生かしていることを理解しているかを記述内容で評価

した。

【知 ②】では，県の特色について理解したことを，ワークシートやノートの記述内－

容を通して評価した。具体的には，伝統や文化を生かす鎌倉と自然環境を生かす箱根の

様子についてそれぞれの特色を理解しているか，伝統や文化，自然環境を保護したり生

かしたりしている地域が多いことを県の特色として理解しているかを記述内容で評価し

た。
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キーワード：社会科 事例３
「十分満足できる」状況単元名 情報ネットワークと私たちの情報活用

第５学年 内容（４） の判断

「観察・資料活用の技能」

の評価

学習指導要領において情報産業に関する学習は，ア：放送，新聞などの産業に関する内

容と，イ：情報化した社会や情報ネットワークに関する内容の２つで構成されている。

本事例は，イを取り上げた小単元「情報ネットワークと私たちの情報活用」の指導と評

価である。

１ 単元の目標

情報化した社会の様子と国民生活とのかかわりについて，資料やインターネットを活

用したり聞き取り調査を行ったりして調べ，情報ネットワークを有効に活用して公共サ

ービスの向上に努めている取組があることやそれが国民生活に大きな影響を及ぼしてい

ることが分かり，社会の情報化の進展に関心をもつとともに情報の有効な活用が大切で

あることを考えるようにする。

２ 単元の評価規準

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的な事象につ
関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 いての知識・理解

①情報化した社会の様 ①情報化した社会の ①資料やインターネ ①情報ネットワーク

子に関心をもち，意 様子について，学 ットを活用したり を有効に活用して

欲的に調べている。 習問題や予想，学 聞き取り調査を行 公共サービスの向

②社会の情報化の進展 習計画を考えノー ったりして，情報 上に努めている取

に関心をもち，情報 トに記述している。 化した社会の様子 組の様子を理解し

を有効に活用しよう ②調べたことを相互 について必要な情 ている。

としている。 に関連付けたり情 報を集め，読み取 ②情報化の進展は国

報ネットワークの っている。 民の生活に大きな

取組と国民生活と ②調べたことを整理 影響を及ぼしてい

を関連付けたりし して，図などにま ることや情報の有

て考え，情報活用 とめている。 効な活用が大切で

の効果や責任の大 あることを理解し

きさについて根拠 ている。

を示して説明して

いる。

３ 指導と評価の計画（全９時間） ＊網掛けは，評価した結果を記録に残す場面

過 ねらい
主な学習活動・内容 資料 評価方法と【評価規準】

程 ［第○時］
現在の医療問題を 新聞記事から，医師不 新聞記事 発言の内容や話合いの様学

私たちの生活とのか 足などの現在の医療問題 統計資料 子，ノートの記述内容から，習
かわりから考え，ネ や自分たちの経験から病 「身近な話題をもとにして医問
ットワークによる医 院利用について困ったこ 療問題やその解決方法，ネッ題
療問題の解決に関心 とについて話し合う。 トワークの内容に関心をもとを

， ， 」 。つ をもつようにする。 ・医師不足 ベッド不足 うとしているか を評価する

［ ］ 【 】か －① 待ち時間 など 関 ①

インターネットを 病院利用に関する問題 ネ ッ ト ワ ノートの記述内容から 医む ，「

活用した医療ネット 点の解決策について調べ ー ク 事 務 療ネットワークのサービス内
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ワークについて学習 てきたことを発表し，医 長の話 容について，自分の予想を確

問題をつかみ，学習 療ネットワークについて 各 自 が 調 かめるための学習計画を具体

計画を立てることが 話し合い，学習問題を設 べ て き た 的な見通しをもって立てるこ

できるようにする。 定する。 こと とができたか」を評価する。

［ ］ 【 】② ・ネット予約 など 思 ①－

医療ネットワークによって，私たちの生活はどのように変化するのだろう。

インターネットを 医療ネットワークのサ ネ ッ ト ワ 資料収集の様子，集めた資調
活用したり，聞き取 ービス内容について調べ ー ク 事 務 料の内容やノートの記述内容べ ，

り調査を行ったりし その内容やよさを整理す 長の話 から 「インターネットを適る ，

て，ネットワークが る。 医 療 ネ ッ 切かつ意欲的に活用できた

生活を便利にしてい ・感染症の情報 トワーク か 「ネットワークが国民生」

ることを調べること ・病院情報 など ホ ー ム ペ 活を便利にしていることを読

が で き る よ う に す ージ み取ることができたか」を評

。 ［ ］ 。【 】【 】る ③ 価する 技 ① 関 ①－ －
医療ネットワーク 医療ネットワークの仕 ネ ッ ト ワ 発言の内容，ノートの記述

の仕組や働きと人々 組とそれが完成するまで ー ク 事 務 内容から「医療ネットワーク

の生活とのかかわり の経過や努力を調べて， 長の話 の仕組みや働きとそれらが地

を理解できるように 地域の人々の生活の向上 地 域 医 療 域の人々の生活を便利にして

する ④⑤ について話し合う。 連携図 いることを理解しているか」。 ［ ］

【 】・便利さが進む を評価する｡ 知 ①－
・安心感が広がる など

調べて分かったこ 医療ネットワークを支 ネ ッ ト ワ 発言の内容，ノートの記述

とやネットワークに える人の話を聞いたり島 ー ク を 支 内容から 「情報ネットワー，

かかわる人々の話を の医療の今と昔について え る 会 社 クは人々の働きの結び付きで

もとに図に整理して 調べたりして，情報ネッ の人の話 あることを考え，説明するこ

まとめ，情報ネット トワークと人の働きとの 島 出身 とができたか」を評価する。（ ）

【 】ワークは人の働きで 関係について考える。 の人の話 思 ②－
あることを考えるこ 利用者と病院，支える 図の内容から「調べたこと

とができるようにす 人などの働きを盛り込ん から必要な情報を読み取り，

る ⑥⑦ で図にまとめる。 整理してまとめることができ。 ［ ］

たか」を評価する。

【 】技 ②－
調べたことをもと 情報ネットワークや社 コ ン ピ ュ ノートの記述内容から 情考 ，「

に情報活用の効果と 会の情報化の進展につい ー タ ウ ィ 報活用の効果やネットワークえ
国民生活との関連に て，よさや課題，可能性 ル ス や 個 利用の大切さに関心を示し，・
ついて具体例を挙げ などを考える。 人 情 報 の 情報を有効に活用しようとしま
て根拠を示し，自分 ・予約や一斉連絡 漏 洩 な ど ているか」を評価する。と

【 】め －の考えを説明するこ ・災害情報 など に 関 す る 関 ②

とができるようにす 情報の有効な活用につ 新聞記事 発言の内容，ノートの記述る
る ⑧⑨ いて自分の考えをまとめ 内容から「情報活用の効果と。 ［ ］

て発表する。 国民生活との関連について考

， 」・生活の向上 え 説明することができたか

・社会の発展 を評価する。

【 】【 】・判断力や責任 など 思 ② 知 ②－ －

４ 観点別評価の進め方

本事例では，以下の点に留意して観点別に学習状況の評価を進めた。

（１）指導後の児童の状況を記録に残しつつ指導に生かすための工夫

児童の学習状況をより適切に把握し，一人一人にきめ細かく指導できるようにするた

めに，主な学習活動の後に，調べて分かったことや考えたことを相手に説明するような

文章でまとめさせるようにした。そのノートの記述内容を分析し，観点別に評価した。
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（２ 「十分満足できる」状況（Ａ）と判断するための工夫）

「 」 （ ） ，「 」 （ ）十分満足できる 状況 Ａ を見いだすためには おおむね満足できる 状況 Ｂ

を具体的に想定しておくことが大切である。本事例では 「おおむね満足できる」状況，

（Ｂ）のめやすをあらかじめ児童の表現内容で想定し，それを基にして判断した。そし

て，その中からさらに記述内容を分析して 「自分（の生活）により引き寄せてとらえ，

ている 「より広い視野からとらえている 「学んだ以外の事例も想定できている 「詳」 」 」

しく述べて説得力がある」など，いくつかの視点で「十分満足できる」状況（Ａ）を見

いだすようにした（下記の表を参照 。）

「十分満足できる」状況（Ａ）の判断は，児童の評価資料を分析することで可能にな

。「 」「 」る 多面的・総合的にとらえて公正に判断する 社会的な見方や考え方を身に付ける

「行動や実践につなげようとする」など，教師が社会科学習を通して児童に育てたいも

のを見据えておくことが大切である。

＊以下，児童の記述は一部を抜粋して掲載している。

●「社会的事象への関心・意欲・態度」

評価規準 「十分満足できる」状況（ ）と判断した根拠A
関 ② 社会の情報化の進展 ○「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断するめや－

に関心をもち，情報 すを以下の内容が両方とも表現されていることとし

を有効に活用しよう た。

としている。 ・情報活用の効果やネットワーク利用の大切さに関

心を示している

・情報を活用する側の自分を意識している

○左の記述内容には，上記の内容に加えて 「情報の，

利便性と危険性を両方踏まえて多面的にとらえた表

現」や「自分の行動につなげようとする表現」が見

られたので 「十分満足できる」状況（Ａ）と判断，

した。

そのほかにも，

・情報の積極的な活用により未来の社会が発展して

いくことへの期待や願いを表現している

・自分の生活を例に挙げて，意欲的に情報を活用し

ようとしている

などの記述内容が見られた児童について 「十分満，

足できる」状況（ ）と判断した。A
「社会的な思考・判断・表現」●

評価規準 「十分満足できる」状況（ ）と判断した根拠A
思 ② 調べたことを相互に ○「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断するめや－

関連付けたり情報ネ すを以下の内容が両方とも表現されていることとし

ットワークの取組と た。

国民生活とを関連付 ・情報ネットワークを人の働き（サービス）のネッ

けたりして考え，情 トワークとしてとらえ，それらの結び付きによる

報活用の効果や責任 効果（サービスの向上，新しいサービスの誕生な

の大きさについて根 ど）について根拠を明確にして考えている

拠を示して説明して ・情報ネットワークの働きと国民生活が向上するこ

「十分満足できる」状況（Ａ）と
判断した児童の記述内容

（前略）医療ネットワークもそう
ですが，ネットワークを活用する
ことは，これからの私たちには，
便利で良いことだと思います。だ
けど悪い情報もあります。その情
報がいい情報なのか，悪い情報な
のか，自分にとって必要なのかを
見きわめなくてはなりません。私
は，これからも必要な情報を得る
ために本とネットワークを両方使
います。ネットワークの情報の内
容は危険も多いので，自分で情報
を見きわめる力をつけたいです (後。
略)
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いる。 との関係をとらえ，そのことを根拠に情報活用の

効果や責任の大きさを考えている

○左の記述内容には，上記の内容に加えて 「自分が，

ネットワークに参加する立場になることも想定して

役割や責任を考えている表現」が見られたので 「十，

分満足できる」状況（ ）と判断した。A
そのほかにも，

・医療ネットワーク以外の事例を挙げたり自分の生

活との関係を具体的に説明したりしている説得力

ある記述内容が見られた児童について 「十分満，

足できる」状況（ ）と判断した。A
「観察・資料活用の技能」●

評価規準 「十分満足できる」状況（ ）と判断した根拠A
技 ② ○「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断するめやす－ 調べたことを整理し

を以下の２つの条件を満たしていることとした。て，図などにまとめ

・医療ネットワークの事例の内容として必要な情報をている。

整理して盛り込んでいること

・正しい情報を分かりやすく並べていること

○左の作品は，上記の条件に加えて 「ネットワークを，

構成する（運営，支援）側，利用する側の関係を整理

」 「 」 （ ）してまとめている ので 十分満足できる 状況 A
と判断した。

そのほかにも，

・小見出しやタイトルなどを付けて，複数の資料や情

報を束ねたり資料と資料の関係を整理したりしてい

，「 」る工夫が見られた児童について 十分満足できる

状況（ ）と判断した。A
●「社会的事象についての知識・理解」

評価規準 「十分満足できる」状況（ ）と判断した根拠A
知 ② 情報化の進展は国民 ○「おおむね満足できる」状況(Ｂ）と判断するめやす－

の生活に大きな影響 を「医療ネットワーク」を例にして，以下の内容が

を及ぼしていること 両方とも表現されていることとした。

や情報の有効な活用 ・情報ネットワークは国民の生活の向上に役割を果

が大切であることを たしていることについての理解

理解している。 ・情報の有効活用が大切であることについての理解

○左の記述内容には，上記の理解に加えて 「他の例，

を挙げながら情報活用の効果を広い視野からとらえ

ている」表現が見られたので 「十分満足できる」，

状況（ ）と判断した。A
そのほかにも，

・情報化した社会が国民の生活に与える影響の大き

さを生活の中の様々な場面でとらえている表現が

みられた児童について 「十分満足できる」状況，

（ ）と判断した。A

「十分満足できる」状況（Ａ）と
判断した児童の記述内容

（前略）地域のお医者さん同士で
つくったネットワークにより，病
院の検索や紹介，感染症流行の情
報など提供してくれています。そ
のことで，私たちは，病院を選ん
だり探したりできます。ネットワ
ークは遠くにいる人と情報交換も
できます。こちらで起きている事
件や事故，災害などの情報も私た
ちがネットワークで流すことで，
情報を得た人は事前に防げるかも
しれません （後略）。

「十分満足できる」状況（Ａ）と
判断した児童の記述内容

（前略）情報ネットワークを活用
することで私たちの生活は確実に
変化しています。例えば，防犯，

， 。ショッピング チケット予約など
家にいながら，情報を手に入れ，
様々なことができ，とても便利で
す。情報を簡単に手に入れること
は時間・費用の節約にもつながり
ます。ネットワークは，これから
の私たちの生活にはかかせないも
のだと思います （後略）。
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（３）各観点の評価の実際

それぞれの観点については，以下の点に留意して評価を進めた。

ア「社会的事象への関心・意欲・態度」

【関 ①】では，身近な話題をもとにして医療問題や情報ネットワークなどに示す関－

心とそれを調べようとする意欲について，話合いの様子や活動の様子，発言の内容やノ

ートの記述内容を通して評価した。具体的には，身近な話題を例に話し合う様子，イン

ターネットを活用して調べている様子などを観察し，情報ネットワークの働きを調べよ

うとする意欲を示しているかを評価した。発言の内容からは，自分の知っていることや

経験などを例に挙げながら，医療ネットワークの必要性に関心を示しているかを評価し

た。

【関 ②】では，情報化社会や情報ネットワークへの関心と情報を有効に活用してい－

こうとする態度について，ノートの記述内容を通して評価した。具体的には，記述内容

から，情報活用の効果やネットワーク利用の大切さや情報化社会の進展に関心を示し，

情報を活用する側の一人として自分を意識して，情報を有効に活用しようとしているか

を評価した。

イ「社会的な思考・判断・表現」

【思 ①】では，学習問題をつかんだりそれに対する予想や学習計画を立てたりする－

際に考えたことについて，ノートの記述内容を通して評価した。具体的には 「医療ネ，

ットワークによって，私たちの生活はどのように変化するのだろう 」という学級全体。

の学習問題に対し，自分の予想をもつことができたか，その予想を確かめるための学習

計画を具体的な見通しをもって立てることができたかを評価した。

【思 ②】では，情報ネットワークの働きや効果，それらと国民生活との関連につい－

て考えたことを発言の内容やノートの記述内容を通して評価した。具体的には，情報ネ

ットワークを人々の働きの結び付きとしてとらえたか，情報活用の効果と国民生活の向

上とを関連付けて考え具体例を挙げて説明できたかを評価した。

ウ「観察・資料活用の技能」

【技 ①】では，インターネットを活－

，用して必要な情報を集める技能について

実際に集めた資料の内容やノートの記述

内容を通して評価した。具体的には，学

習問題に即して医療ネットワークの取組

事例の資料を集めて，その働きが国民生

活を便利にしていること読み取ることが

できたかを評価した。

【技 ②】では，調べたことを整理し－

てまとめる技能について，作成した図の

内容を通して評価した。具体的には，集

めた資料や聞き取り調査の内容をもとに

して医療ネットワークの内容や国民生活

との関連について整理してまとめること

ができたかを評価した。教師は，実際に

右の図を次ページのように分析した。
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○評価規準：調べたことを整理して，図などにまとめている。

○教師の分析：

調べたことから，ネットワークの構成やサービス内容と，それらが地域の人々の生活を

便利にしていることなど，必要な情報を整理して盛り込み，まとめている。

以上のことから 「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断した。，

―「観察・資料活用の技能」の評価についての補足説明―

学習問題に即して情報を「集める 「読み取る 「まとめる」技能を評価した○ 」 」

学習問題の追究や解決に必要な観察や資料活用を行うよう指導して，評価することを

大切にした。例えば，見学・取材活動の場面では 「よく見聞きして必要な情報を集め，

ているか ，資料収集の場面では「資料を集めて必要な情報を読み取っているか ，図に」 」

まとめる場面では「調べたことを分類・整理してまとめているか 「必要な情報を整理」

して盛り込んでいるか」など，学習場面に応じて「観察」や「資料活用」の意味を明確

にして評価するように努めた。共通して意識したことは「学習問題の追究や解決のため

に必要な情報であるか」ということである。

学年の発達の段階を考慮して評価した○

資料活用の技能について，あまり高度なものを求めすぎると，指導も評価も困難にな

ると考えた。そこで 『小学校学習指導要領解説 社会編』の以下の例示などを参考にし，

て，第５学年の学年の発達の段階を踏まえ，意図的・計画的な指導と評価を行うよう心

がけた。特に【技 ②】で評価する場面においては，下記の記述を参考にして 「必要な－ ，

情報を整理して盛り込んでいること」と「正しい情報を分かりやすく並べていること」

を「おおむね満足できる」状況（Ｂ）と判断するめやすにした。

・資料から必要な情報を読み取る。

・資料に表されている事柄の全体的な傾向をとらえる。

・複数の資料を関連付けて読み取る。

・必要な資料を収集したり選択したりする。

・資料を整理したり再構成したりする。

エ「社会的事象についての知識・理解」

【知 ①】では，調べた社会的事象に関する知識や理解したことを発言の内容やノー－

トの記述内容を通して評価した。具体的には，病院などが医療ネットワークを活用して

行っている取組の内容，医療ネットワークが地域の人々の生活を便利にしていることを

具体的に理解しているかを評価した。

【 】 ， ， ，知 ② では 情報化の進展と国民生活との関連 情報の有効活用に関する理解を－

発言の内容やノートの記述内容を通して評価した。具体的には，情報化の進展が国民生

活に大きな影響を与えていること，自分たちも情報の有効な活用が大切であることにつ

いて，学習したことを例にして具体的に理解しているかを評価した。
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キーワード：社会科 事例４
「知識」を明確にした評価単元名 願いを実現する政治

第６学年 内容（２） 「社会的事象についての知

識・理解」の評価

学習指導要領において政治の働きに関する学習は，ア：地方公共団体や国の政治の働き

に関する内容と，イ：日本国憲法に関する内容の２つで構成されている。

本事例は，アを取り上げた小単元「願いを実現する政治」の指導と評価である。

１ 単元の目標

地方公共団体や国の政治の仕組や働きについて，資料を活用したり聞き取り調査をし

たりして調べ，社会保障などの取組には地方公共団体や国の政治の働きが反映している

ことが分かり，政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていることを

考えるようにする。

２ 単元の評価規準

社会的事象への 社会的な 観察・資料活用の 社会的事象について

関心・意欲・態度 思考･判断･表現 技能 の知識・理解

①地方公共団体や国の ①地方公共団体や国 ①資料やインターネ ①高齢者福祉などの

政治の仕組や働きに の政治の仕組や働 ットを活用したり 社会保障の取組に

関心をもち，意欲的 きについて，学習 聞き取り調査をし は，地方公共団体

に調べている。 問題や予想，学習 たりして，地方公 や国の政治の働き

②政治の仕組や働きと 計画を考えノート 共団体や国の政治 が反映しているこ

。国民生活との関連に に記述している。 の仕組や働きにつ とを理解している

②国会，内閣，裁判関心をもち，国民が ②地方公共団体や国 いて必要な情報を

所は，それぞれ大政治に関心を高める の政治の仕組や働 集め，読み取って

切な働きをしていことの大切さを考え きと国民生活とを いる。

ることや，相互にようとしている。 関連付けて考え， ②調べたことを整理

関連し合っている根拠を示して説明 して関係図にまと

ことを理解していしている。 めている。

る。

③政治は国民生活の

安定と向上を図る

ために大切な働き

をしていることを

理解している。

３ 指導と評価の計画（全９時間） ＊網掛けは，評価した結果を記録に残す場面

過 ねらい
主な学習活動・内容 資料 評価方法と【評価規準】

程 ［第○時］

学 市の高齢者福 「税金の使い道」から政治の 税金の使 発言の内容や話合いの様子から 「市の高齢者，

習 祉の取組に関心 働きには様々あることを知る。 い道 福祉の取組に関心をもとうとしているか」を評

問 をもつようにす 「人口ピラミッド」から高齢 人口ピラ 価する。 【関－①】

題 る ① 化社会の課題を話し合う。 ミッド。 ［ ］
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を

つ

か 市の高齢者福 市の高齢者福祉の取組を調べ 住民アン ノートの記述内容から「自分の予想をもち，

む 祉の政策や取組 る学習計画を考える。 ケート結 市の高齢者福祉の取組を調べる学習計画を具体

を調べる学習計 ・高齢者の願い 果，市の 的に記述することができたか」を評価する。

【 】画を立てること ・計画から実施までの経過 パンフレ 思－①

ができるように ット

。 ［ ］する ②

調 市の高齢者福 聞き取り調査やインターネッ 高齢者福 ノートの記述内容 実際に集めた資料から 自， ，「

べ 祉の政策や取組 トなどで調べる。 祉の内容 分の予想に基づいて，高齢者福祉に関する情報

， 」 。る について具体的 ・市の職員や高齢者の話 と費用額 を意欲的に集めることができたか を評価する

【 】【 】① に調べることが ・サービスの内容と費用 市議会の 技－① 関－①

できるようにす ・議会の働きと税金 働き 福祉の取組にノートの記述内容から「高齢者

る ③④ は，市や国の政治の働きが反映していることを。 ［ ］

【 】理解しているか を評価する －」 。 知 ①

高齢者福祉は 高齢者福祉の取組と国の社会 市のパン 図①とその説明文の記述内容から 「国会や内考 ，

地方公共団体や 保障制度の考え方，国や県の法 フレット 閣の働きと市議会や市の社会保障の取組とを関え ，

」 。・ 国の政治の働き 令や税金とのかかわり（国会や 国や県の 連付けて説明することができたか を評価する

【 】ま であることを理 内閣との関連）を調べて，図① 社会保障 思－②

解できるように や文章にまとめる。 制度の仕 「政治は国民生活の向上と安定を図るために大と

する。 組と働き 切な働きをしていることを理解しているか」をめ

［ ］ 。 【 】る ⑤⑥ 評価する 知－③

①

調 国の政治の仕 国の政治の仕組を調べる計画 三権相互 から「国の政治の仕組につノートの記述内容

べ 組を調べる学習 を立てる。 の関係図 いて調べる学習計画を立てることができたか」

。 【 】る 計画を立て，国 を評価する 思－①

② 会，内閣，裁判

所のそれぞれの

働きを調べるこ 国会，内閣，裁判所のそれぞ 裁判員制 関係図（図②）の内容から「国会，内閣，裁

とができるよう れの働きと相互の関連を調べて 度の仕組 判所のそれぞれの働きと相互の関連の説明を盛

。 ［ ］ 」 。【 】にする ⑦ 関係図（図②）にまとめる。 り込むことができたか を評価する 技－②

政治の働きに 選挙について調べて，国民が 投票率の ノートの記述内容から「国民が政治に関心を

関心を高めるよ 政治の働きに関心を高めること グラフ 高めることの大切さを考えようとしているか」

うにする ⑧ の大切さを話し合う。 を評価する。 【関－②】。［ ］

考 国の政治の仕 図①と図②をつなげてまと 各自が作 図①と図②のつなげ方や，説明文の内容，確

国会，内え 組や働きと国民 め，その説明文を書き，政治の った図① 認（ペーパー）テストの解答から 「，

閣，裁判所はそれぞれ大切な働きをしている・ 生活との関連に 仕組や働きの大切さについ と図②

ま ついてまとめる て，自分たちの生活とのかかわ 国民生活の安定ことや，相互に関連し合って

と ことができるよ りを具体例として挙げながら説 確認テス と向上を図るために大切な働きをしていること

め うにする。 明する。 ト を具体例を挙げて考え，理解しているか」を評

［ ］ 。 【 】る ⑨ 確認（ペーパー）テストを行 価する 思－②

う。 【知－②，③】②

高齢化社会の課題に対し，国や市はどのように取り組んでいるのだろう。

国の政治はどのような仕組みになっているのだろう。
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４ 観点別評価の進め方

本事例では，以下の点に留意して観点別に学習状況の評価を進めた。

（１）効果的・効率的な評価のための工夫

本事例では，小単元を通した学習展開を想定し，主な学習活動に即した評価規準を観

点別に設定した。また指導と評価の計画の作成に当たっては，各時間のねらいと中心と

なる評価場面を決め，その時間に主として評価する観点を明確にすることを考えた。こ

うすることで，育てようとする学力を明確にして意図的に指導することができ，目標に

準拠した評価が確実に行われることになると考えた。

さらに，評価資料の収集を効果的・効率的に行うことができよう，各観点の評価規準

のうち，指導に生かすことを重視するものとすべての児童から評価資料を収集して記録

に残すものとに分けて，評価資料の収集・記録を心がけた。

（２）児童一人一人の学習状況を把握し，指導に生かすための工夫

児童一人一人の学習状況を把握するためには，評価方法を明確にする必要がある。評

価方法については，①何を評価資料として②どのような学習状況で評価するかを想定し

ておくことが大切である。そのことを「指導と評価の計画」では「～（評価資料）から，

『～できたか 『～しているか』を評価する」という記述でまとめている 「～でき』 。

た 「～している」という姿をあらかじめ具体的に想定しておくことで 「努力を要す」 ，

る」すなわち「～できない 「～していない」と判断される児童への指導の手だてが明」

確になる。

例えば 「ノートの記述内容から『国民が政治に関心を高めることの大切さを考えよ，

うとしているか』を評価する」とある場面では，関心を高めることの大切さを考えよう

としている姿が「投票率の低下に問題意識をもっている 「選挙を通して国民が政治に」

参加することの大切さを考えている」など，いくつか具体的に想定をしておくことであ

る。そのことで 「努力を要する」状況と判断した児童に即座に支援策を講じることが，

できると考えた。

（３）各観点の評価の実際

それぞれの観点については，以下の点に留意して評価を進めた。

ア「社会的事象への関心・意欲・態度」

【関 ①】では，市の高齢者福祉の取組への関心やそれを政治の働きとして受け止め－

て調べようとする意欲について，発言の内容やノートの記述内容，話合いや資料収集の

様子を通して評価した。具体的には，税金の使い道や人口ピラミッドなどの資料をもと

に話し合う時の様子や高齢者福祉について調べている様子を観察し，高齢化社会の課題

とそれに対する市の取組への関心やそれを調べようとする意欲を評価した。発言の内容

やノートの記述内容からは，高齢者福祉の取組をきっかけにして，政治の仕組や働きに

関心をもとうとしているかを評価した。

【関 ②】では，国民が政治に関心を高めることの大切さを考えようとする態度につ－

いて，ノートの記述内容を通して評価した。具体的には，選挙を例にして政治に国民が

関心を高め，日頃からニュースなどを通して政治の働きに関心を高めることや投票など

参政権を行使することの大切さを考えようとしているかを評価した。

イ「社会的な思考・判断・表現」

【思 ①】では，学習問題をつかんだりそれに対する予想や学習計画を立てたりする－
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際に考えたことについて，ノートの記述内容を通して評価した。具体的には 「高齢化，

社会の課題に対し，国や市はどのように取り組んでいるのだろう」という学級全体の学

習問題に対して，自分の予想をもつことができたか，それを確かめるための取材や資料

活用などの方法を具体的に考えることができたかを評価した。

－ 政治の仕組や働きについて考えたことを図やその説明文の内容を通し【思 ②】では，

て評価した。具体的には，学んだ社会的事象（国会の働き，内閣の働き，市の社会保障の取

組，市議会の働き，裁判所の働きなど）を相互に関連付けて，政治は国民生活の安定と向上

を図るために大切な働きをしていることを根拠を示したり具体例を挙げたりしながら説明す

ることができたかを評価した。

ウ「観察・資料活用の技能」

【技 ①】では，聞き取り調査やインターネットで必要な情報を集める技能について，－

実際に集めた資料，ノートの記述内容を通して評価した。具体的には，市の職員や高齢

者の方から必要な情報を聞き取ったり，市役所の資料やインターネットで集めた資料な

どから自分の予想に基づいて必要な情報を集めることができたかを評価した。

【技 ②】では，集めた情報を整理してまとめる技能について，関係図の内容を通し－

国会，内閣，裁判所のそれぞれの働きとて評価した。具体的には，集めた情報をもとに

相互の関連について，必要な情報を盛り込んでまとめることができたかを評価した。

エ「社会的事象についての知識・理解」

－ 高齢者福祉などの社会保障の取組と政治の働きとの関係について理解【知 ①】では，

したことを，ノートの記述内容を通して評価した。具体的には，高齢者福祉の取組には，市

や国の政治の働きが反映していることを理解しているかを評価した。

【知 ②】では，国会，内閣，裁判所のそれぞれの働きと相互の関連について 【知－ ，

③】では，政治の働きと国民生活との関連について理解したことを，図やその説明文－

の内容，確認（ペーパー）テストを通して評価した。

―「社会的事象についての知識・理解」の評価についての補足説明―

あらかじめ知識を図に整理して明確にした○

学習を通して身に付けた社会的事象についての知識・理解を評価するのであるから，

あらかじめ習得すべき知識や理解すべき概念を明確にしておくことが大切であると考え

た。そこで本事例では，次ページのように「知識」を図に整理した。こうした図につい

ては様々な形式が考えられるが，ここでは３段構造に分け，一番上段に「考えて身に付

ける知識（社会的事象の意味 ，上から２段目に「調べて身に付ける知識（社会的事）」

象 ，一番下段に「用語など」を位置付けた。こうした構造を踏まえた上で，学んだ）」

用語が定着しているかどうかはもとより，児童が調べたことを関係図にまとめてそれを

説明する活動や確認（ペーパーテスト）を通して，社会的事象や社会的事象の意味を理

解しているかどうかを評価した。
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知識を整理した図から確認（ペーパー）テストの問題を考えた○

評価は様々な評価方法を用いて行うことが大切であり，確認（ペーパー）テストによ

る方法もその一つであると考えた。特に「知識・理解」は身に付いたかどうかを評価す

ることが必要であり，関係図とその説明だけでは確認しきれない知識・理解の定着状況

の確認を補う意味でも大切であると判断した。具体的には以下の２つの問題を考え，組

み合わせて総合的に評価する方法をとった。

用語など」を確かめる問題 …上記の図の一番下段から出題・「

（ ） （ ）・調べて身に付ける知識 社会的事象 や考えて身に付ける知識 社会的事象の意味

を確かめる問題 …上記の図の一番上段と２段目から出題

・ 用語など」を確かめる問題「

「高齢者福祉 「介護 「補助金」などの用語については，正しく説明しているも」 」

のを選択させたり，用語と説明を線で結ばせたりする問題を出題した。「国会」

「内閣 「裁判所」は特に重要な語句であると考え，意味や働きを文で説明させる」

問題にした。関係図の相互矢印にその説明を書かせる問題も出題した。

こうした用語は，理解を支えるための基礎的な知識であり，児童に確実に身に付

けさせたいものである。そこで，これらの問題への解答結果を，下記の社会的事象

や社会的事象の意味を確かめる問題への解答結果と合わせて総合的に判断した。

・社会的事象や社会的事象の意味を確かめる問題

「政治の働きにはどのようなものがあるか 「社会保障の取組にはどのようなも」

のがあるか」と具体的事象を例示させる問題や「政治は国民生活の安定と向上を図

るために大切な働きをしていること」の具体例についての理解を確かめる問題につ

いても出題した。文章で表現させて具体的な社会的事象を挙げながら説明できてい

るかを評価した。その際，キーワードとなる言葉を示し，それを使って書かせる方

法を取り入れた。
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５ 観点別評価の総括

「社会的な思考・判断・表現」については 【思 ②】をもとにした評価場面を２， －

。 ，つ設定し，両方の評価資料を併せて総括した 「観察・資料活用の技能」については

， ，【技 ①】で情報を集める技能を 【技 ②】で情報をまとめる技能を中心に評価し－ －

併せて総括した 「社会的事象についての知識・理解」については，学習の終末にお。

ける評価場面で【知 ②】と【知 ③】を併せて評価し，その結果を主にして総括し－ －

た。下記は 「指導と評価の計画」において【評価規準】が記載されている場面を，，

観点ごとに順番に評価場面１，２，３とし，総括の仕方を一覧にしたものである。

【社会的事象への関心・意欲・態度】●

評価場面１ ２ 関ー① 評価場面３【関ー②】 総括， 【 】

地方公共団体や国の政治 政治の仕組や働きと国民 【関－②】に基づく評価資
の仕組や働きに関心をもち 生活との関連に関心をもち 料（第８時のノートの記述内， ，
意欲的に調べている。 国民が政治に関心を高める 容）を主にして総括した。そ

ことの大切さを考えようと の際 【関－①】での行動観→指導に生かす ，
している｡ 察結果も加味した。→評価資料とする

●【社会的な思考・判断・表現】

評価場面１【思ー①】 評価場面２ ３ 思ー② 総括， 【 】

地方公共団体や国の政治 地方公共団体や国の政治 【思－①】と【思－②】に
の仕組や働きについて，学 の仕組や働きと国民生活と 基づく評価資料を併せて，学
習問題や予想，学習計画を を関連付けて考え，根拠を 習問題から予想，学習計画か
考え表現している。 示して説明している。 ら追究へとつながる思考の流

れに沿って記述内容を分析し→評価資料とする
て総括した。→評価資料とする

●【観察・資料活用の技能】

評価場面１【技ー①】 評価場面２【技ー②】 総括

資料やインターネットを 調べたことを整理して関 【技－①】に基づいて評価
「 」活用したり聞き取り調査を 係図にまとめている。 した 集めた情報の内容や量

したりして，地方公共団体 についても踏まえた上で 技→評価資料とする ，【
や国の政治の仕組や働きに －②】に基づく評価資料（第
ついて必要な情報を集め， ９時の関係図に整理してまと
読み取っている。 めた記述内容）を主にして総

括した。→評価資料とする

●【社会的事象についての知識・理解】

評価場面１【知ー①】 評価場面３ 総括
評価場面２【知ー③】 【知ー②，③】

高齢者福祉などの社会保 第 ３ ・ ４時 の 評価場 面１国会，内閣，裁判所は，
障の取組には，地方公共団 【知－①】と第５・６時の評それぞれ大切な働きをして
体や国の政治の働きが反映 価場面２【知－③】は，指導いることや，相互に関連し
していることを理解してい 政治は国 に生かす評価とした。合っていること，
る。 民生活の安定と向上を図る 【知－②，③】に基づく評→指導に生かす

政治は国民生活の安定と ために大切な働きをしてい 価資料（図①と図②のつなげ
向上を図るために大切な働 ることを理解している。 方とその説明内容，確認テス
きをしていることを理解し トの解答結果）を主にして総→評価資料とする
ている｡ 括した。→指導に生かす
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