
第７章 図画工作

第１ 教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１ 教科目標

表現及び鑑賞の活動を通して，感性を働かせながら，つくりだす喜びを味わうようにするとともに，

造形的な創造活動の基礎的な能力を培い，豊かな情操を養う。

２ 評価の観点及びその趣旨

造形への
発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力

関心・意欲・態度

自分の思いをもち，進 感じたことや材料など 感覚や経験を生かしな 作品などの形や色など

んで表現や鑑賞の活動 を基に表したいことを がら，表したいことに から，表現の面白さを

に取り組み，つくりだ 思い付いたり，形や色， 合わせて材料や用具を とらえたり，よさや美

す喜びを味わおうとす 用途などを考えたりし 使い，表し方を工夫し しさを感じ取ったりし

る。 ている。 ている。 ている。

３ 内容のまとまり

図画工作科においては，学習指導要領の内容の「Ａ 表現 （１）造形遊び」，「Ａ 表現 （２）絵や

立体，工作」，「Ｂ 鑑賞 （１）鑑賞」を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１学年及び第２学年

１ 学年目標

(1) 進んで表したり見たりする態度を育てるとともに，つくりだす喜びを味わうようにする。

(2) 造形活動を楽しみ，豊かな発想をするなどして，体全体の感覚や技能などを働かせるようにする。

(3) 身の回りの作品などから，面白さや楽しさを感じ取るようにする。

２ 第１学年及び第２学年の評価の観点の趣旨

造形への
発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力

関心・意欲・態度

思いのままに表したり， 感じたことや材料など 体全体の感覚を働かせ 身の回りの作品などの

作品などを見たりしな を基に表したいことを ながら材料や用具を使 形や色などから，面白

がら，つくりだす喜び 思い付いたり，形や色， い，工夫して表してい さに気付いたり，楽し

を味わおうとする。 つくり方などを考えた る。 さを感じたりしてい

りしている。 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）「Ａ 表現 (１)造形遊び」

【学習指導要領の内容】

(1) 材料を基に造形遊びをする活動を通して，次の事項を指導する。

ア 身近な自然物や人工の材料の形や色などを基に思い付いてつくること。

イ 感覚や気持ちを生かしながら楽しくつくること。

ウ 並べたり，つないだり，積んだりするなど体全体を働かせてつくること。
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〔共通事項〕

（1） 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 自分の感覚や活動を通して，形や色などをとらえること。

イ 形や色などを基に，自分のイメージをもつこと。

【「Ａ 表現 (１)造形遊び」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

身近な自然物や人工の材料の形 身近な自然物や人工の材料の形 手や体全体を働かせながら材料

や色などに関心をもち，思いの や色などを基に，造形的な活動 や用具を使い，並べ方，つなぎ

ままに造形的な活動に取り組も を思い付いたり，考えたりして 方，積み方などを工夫している。

うとしている。 いる。

【「Ａ 表現 (１)造形遊び」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

・土や砂などの感触を体全体で ・土をまるめたり，砂を掘った ・手や体全体の感覚を働かせ

楽しみながら，造形的な活動 りしながら，造形的な活動を て，土をまるめたり，砂を掘

に取り組もうとしている。 思い付いている。 ったりする方法を工夫してい

る。

・木の葉や枝，小石などを並べ ・木の葉の色から楽しい活動を ・木の葉や枝，小石などの材料

ることを楽しもうとしてい 思い付いたり，枝や小石を並 を集めて，いろいろな並べ方

る。 べながら面白い形を考えたり を工夫している。

している。

・空き箱や紙の形を基に見立て ・空き箱を組み合わせたり，紙 ・身近な材料や用具を用いて，

ることを楽しもうとしてい をつないだりしながら，いろ 空き箱を組み合わせたり，紙

る。 いろな形を思い付いている。 をつないだりする方法を工夫

している。

・クレヨンやパスを使って，い ・クレヨンやパスを使ってこす ・同じ形を繰り返したり，好き

ろいろな材料をこすりだして りだした形や色を基に，自分 な色を使ったりするなど，い

形を写すことを楽しもうとし の活動を思い付いたり，考え ろいろ試しながら，写し方を

ている。 たりしている。 工夫している。

※ 評価規準の設定例は，各学校が作成する題材のイメージで作成している。学習指導要領の内容を

全て網羅したものではない。

※ 上述の注記については，すべての「内容のまとまり」においても同様である。

（２）「Ａ 表現 (２)絵や立体，工作」

【学習指導要領の内容】

(1) 感じたことや想像したことを絵や立体，工作に表す活動を通して，次の事項を指導する。

ア 感じたことや想像したことから，表したいことを見付けて表すこと。

イ 好きな色を選んだり，いろいろな形をつくって楽しんだりしながら表すこと。

ウ 身近な材料や扱いやすい用具を手を働かせて使うとともに，表し方を考えて表すこと。

〔共通事項〕

（1） 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 自分の感覚や活動を通して，形や色などをとらえること。

イ 形や色などを基に，自分のイメージをもつこと。
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【「Ａ 表現 (２)絵や立体，工作」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

表したいこと表すことに関心を 感じたことや想像したことか 手や体全体を働かせながら，材

もち，思いのままに取り組もう ら，表したいことを見付けたり， 料や用具を使うとともに，自分

としている。 形や色などについて考えたりし の表したいことを工夫して表し

ている。 ている。

【「Ａ 表現 (２)絵や立体，工作」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

・感じたり想像したりしたこと ・感じたり想像したりしたこと ・クレヨンやパス，絵の具など

を絵に表す活動を楽しもうと を絵に表すために，好きな色 を使いながら，表し方を工夫

している。 を選んだり，面白い形を考え している。

たりしている。

・自分の表したいものを粘土で ・自分の表したいものを思い付 ・手などの感覚を働かせなが

つくることを楽しもうとして いたり，つくりながら新しい ら，粘土を伸ばしたり，まる

いる。 形を考えたりしている。 めたりするなど工夫して表し

ている。

・はさみを使って思いのままに ・はさみで紙を切りながら生ま ・表したいことを表すために，

表すことに取り組もうとして れた形を基に，表したいこと はさみの使い方を工夫してい

いる。 を見付けている。 る。

・生活を楽しくしたり，身の回 ・箱や紙など材料の形や色など ・手を働かせて材料や用具を使

りを飾ったりするものをつく を基に，つくりたいものを思 いながら，箱の使い方や飾り

ることに取り組もうとしてい い付いている。 方などを工夫している。

る。

（３）「Ｂ 鑑賞 (１)鑑賞」

【学習指導要領の内容】

(1) 身の回りの作品などを鑑賞する活動を通して，次の事項を指導する。

ア 自分たちの作品や身近な材料などを楽しく見ること。

イ 感じたことを話したり，友人の話を聞いたりするなどして，形や色，表し方の面白さ，材料

の感じなどに気付くこと。

〔共通事項〕

（1） 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 自分の感覚や活動を通して，形や色などをとらえること。

イ 形や色などを基に，自分のイメージをもつこと。

【「Ｂ 鑑賞 (１)鑑賞」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度 鑑賞の能力

自分たちの作品や身近な材料などの面白さを思い 感じたことを話したり，聞いたりしながら，形

のままに楽しもうとしている。 や色，表し方の面白さ，材料の感じなどに気付

いている。
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【「Ｂ 鑑賞 (１)鑑賞」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度 鑑賞の能力

・紙をねじったり，やぶったりすることから生ま ・紙をねじったり，やぶったりしながら，手ご

れる面白さや楽しさを味わおうとしている。 たえを感じたり，形の変化に気付いたりして

いる。

・自分や友人の作品を見ることを思いのままに楽 ・自分が感じたことを話したり，友人の話を聞

しもうとしている。 いたりしながら，作品の形や色，イメージな

どに気付いている。

・自分の気に入った作品を体全体の感覚を働かせ ・見る，触れる，まねるなどしながら，作品の

て味わおうとしている。 大きさや形などをとらえている。

・自分たちがかいたりつくったりした作品の面白 ・感じたことを話したり，簡単な文で書いたり

さや造形的な活動の楽しさを味わおうとしてい しながら，作品の面白さや造形的な活動の楽

る。 しさを感じている。

Ⅱ 第３学年及び第４学年

１ 学年目標

(1) 進んで表現したり鑑賞したりする態度を育てるとともに，つくりだす喜びを味わうようにする。

(2) 材料などから豊かな発想をし，手や体全体を十分に働かせ，表し方を工夫し，造形的な能力を伸ば

すようにする。

(3) 身近にある作品などから，よさや面白さを感じ取るようにする。

２ 第３学年及び第４学年の評価の観点の趣旨

造形への
発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力

関心・意欲・態度

自分の思いで表現した 感じたことや見たこと， 手や体全体の感覚を働 身近にある作品などの

り，鑑賞したりしなが 材料や場所などを基に かせながら，表したい 形や色などから，表現

ら，つくりだす喜びを 表したいことを思い付 ことに合わせて材料や の感じの違いをとらえ

味わおうとする。 いたり，形や色，用途 用具を使い，表し方を たり，よさや面白さを

などを考えたりしてい 工夫している。 感じ取ったりしてい

る。 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）「Ａ 表現 (１)造形遊び」

【学習指導要領の内容】

(1) 材料や場所などを基に造形遊びをする活動を通して，次の事項を指導する。

ア 身近な材料や場所などを基に発想してつくること。

イ 新しい形をつくるとともに，その形から発想したりみんなで話し合って考えたりしながらつ

くること。

ウ 前学年までの材料や用具についての経験を生かし，組み合わせたり，切ってつないだり，形

を変えたりするなどしてつくること。

〔共通事項〕

（1） 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 自分の感覚や活動を通して，形や色，組合せなどの感じをとらえること。

イ 形や色などの感じを基に，自分のイメージをもつこと。

- 4 -



【「Ａ 表現 (１)造形遊び」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

身近な材料や場所などの形や色 身近な材料や場所などの形や色 手などを働かせながら，材料や

などに関心をもち，自分の思い などを基に造形的な活動を思い 用具を使い，組合せ方やつなぎ

で造形的な活動に取り組もうと 付いたり，話し合いながら考え 方などを工夫している。

している。 たりしている。

【「Ａ 表現 (１)造形遊び」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

・新聞紙や袋などの材料で，教 ・新聞紙や袋などの材料を用い ・身近な場所の面白さを生かし

室や遊具などの身近な場所を て，教室や遊具などの身近な て，新聞紙や袋などの材料の

つくりかえることに取り組も 場所の様子を変化させる方法 使い方を工夫している。

うとしている。 を考えている。

・自分の見付けた場所で，自然 ・自分の見付けた場所に自然の ・自分の見付けた場所の感じを

の材料を並べたり，木の枝を 材料を並べたり，木の枝をつ 生かすような材料の組合せ方

つないだりする活動に取り組 ないだりしながら，造形的な やつなぎ方などを工夫してい

もうとしている。 活動を思い付いている。 る。

・木切れなどの材料を組み合わ ・木切れを組み合わせたり，釘 ・手などを働かせて用具を使

せたり，釘を打ったりするこ を打ったりしながら，面白い い，木切れを組み合わせたり，

とを楽しもうとしている。 形を思い付いている。 釘を打ったりする方法を工夫

している。

・段ボールや厚紙などの材料を ・段ボールや厚紙などをつなぎ ・材料や用具の特徴を生かし

切ってつなぐ活動を楽しもう ながら，新しい形を思い付い て，段ボールや厚紙などをつ

としている。 たり，その形から考えたりし なぐ方法を工夫している。

ている。

（２）「Ａ 表現 (２)絵や立体，工作」

【学習指導要領の内容】

(1) 感じたこと，想像したこと，見たことを絵や立体，工作に表す活動を通して，次の事項を指導す

る。

ア 感じたこと，想像したこと，見たことから，表したいことを見付けて表すこと。

イ 表したいことや用途などを考えながら，形や色，材料などを生かし，計画を立てるなどして表

すこと。

ウ 表したいことに合わせて，材料や用具の特徴を生かして使うとともに，表し方を考えて表すこ

と。

〔共通事項〕

（1） 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 自分の感覚や活動を通して，形や色，組合せなどの感じをとらえること。

イ 形や色などの感じを基に，自分のイメージをもつこと。

【「Ａ 表現 (２)絵や立体，工作」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

表したいことを表すことに関心 感じたこと，想像したこと，見 自分の表したいことに合わせ

をもち，自分の思いで取り組も たことから，表したいことを見 て，材料や用具を使うとともに，
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うとしている。 付けたり，形や色，用途などを いろいろな方法を試みるなど工

考えたりしている。 夫して表している。

【「Ａ 表現 (２)絵や立体，工作」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

・自分の想像したことや見たこ ・自分の想像したことや見たこ ・色を重ねて塗ったり，絵の具

とを絵に表す活動を楽しもう とを表すために，形や色，組 を混ぜたりするなど，いろい

としている。 合せなどを考えている。 ろ試みながら，表し方を工夫

している。

・自分の考えたイメージを粘土 ・自分の表したいことを見付け ・粘土の特徴を生かしながら，

で形にすることを楽しもうと て，粘土でどのような形にす 用具の使い方や表し方を工夫

している。 るかを考えている。 している。

・彫刻刀を使う活動を楽しみな ・彫りながら表したい形を見付 ・彫刻刀で板を彫りながら彫刻

がら，簡単な木版で表すこと けたり，刷る色を考えたりし 刀の特徴をとらえ，それを基

に取り組もうとしている。 ている。 に工夫して表している。

・身の回りを楽しくするものや ・自分の意図や目的に合わせ ・自分の意図や目的に合わせて

生活に役立つものをつくるこ て，形や色，大きさなどを考 材料の使い方やつくり方を工

とに取り組もうとしている。 えている。 夫して表している。

（３）「Ｂ 鑑賞 (１)鑑賞」

【学習指導要領の内容】

(1) 身近にある作品などを鑑賞する活動を通して，次の事項を指導する。

ア 自分たちの作品や身近な美術作品や製作の過程などを鑑賞して，よさや面白さを感じ取ること。

イ 感じたことや思ったことを話したり，友人と話し合ったりするなどして，いろいろな表し方や

材料による感じの違いなどが分かること。

〔共通事項〕

（1） 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 自分の感覚や活動を通して，形や色，組合せなどの感じをとらえること。

イ 形や色などの感じを基に，自分のイメージをもつこと。

【「Ｂ 鑑賞 (１)鑑賞」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度 鑑賞の能力

自分たちの作品や身近にある美術作品などのよさ 感じたことを話したり，話し合ったりしながら，

や面白さを自分の思いで味わおうとしている。 形や色，表し方や材料による感じの違いなどを

とらえ，よさや面白さを感じ取っている。

【「Ｂ 鑑賞 (１)鑑賞」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度 鑑賞の能力

・彫刻刀を使うことで表れる線の特徴や動きの面 ・彫刻刀で板を彫りながら，線や動きの感じ，

白さなどを味わおうとしている。 表し方の違いなどをとらえている。

・自分や友人の作品のよさや面白さを自分の思い ・自分の気持ちを話したり，友人の考えを聞い

で楽しもうとしている。 たりしながら，作品の共通点や相違点，表現
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の工夫などをとらえている。

・絵はがきの形や色，イメージなどを自分なりに ・絵はがきでゲームをしたり，仮想の美術館を

味わおうとしている。 つくったりしながら，形や色の面白さや組合

せの感じなどをとらえている。

・身近にある美術作品を自分らしい見方や感じ方 ・感じたことを話したり，簡単な文章で書いた

で味わおうとしている。 りしながら，身近な美術作品のよさや面白さ

などを感じ取っている。

Ⅲ 第５学年及び第６学年

１ 学年目標

(1) 創造的に表現したり鑑賞したりする態度を育てるとともに，つくりだす喜びを味わうようにする。

(2) 材料などの特徴をとらえ，想像力を働かせて発想し，主題の表し方を構想するとともに，様々な表

し方を工夫し，造形的な能力を高めるようにする。

(3) 親しみのある作品などから，よさや美しさを感じ取るとともに，それらを大切にするようにする。

２ 第５学年及び第６学年の評価の観点の趣旨

造形への
発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力

関心・意欲・態度

自分の思いをもって表 感じたことや見たこと， 感覚を働かせたり経験 親しみある作品などの

現したり，鑑賞したり 材料や場所などの特徴 を生かしたりしなが 形や色などから，表現

しながら，つくりだす を基に表したいことを ら，表したいことに合 の意図や特徴をとらえ

喜びを味わおうとする。 思い付いたり，形や色， わせて材料や用具を使 たり，よさや美しさを

用途や構成などを考え い，様々な表し方を工 感じ取ったりしてい

たりしている。 夫している。 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）「Ａ 表現 (１)造形遊び」

【学習指導要領の内容】

(1) 材料や場所などの特徴を基に造形遊びをする活動を通して，次の事項を指導する。

ア 材料や場所などの特徴を基に発想し想像力を働かせてつくること。

イ 材料や場所などに進んでかかわり合い，それらを基に構成したり周囲の様子を考え合わせたり

しながらつくること。

ウ 前学年までの材料や用具などについての経験や技能を総合的に生かしてつくること。

〔共通事項〕

（1） 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 自分の感覚や活動を通して，形や色，動きや奥行きなどの造形的な特徴をとらえること。

イ 形や色などの造形的な特徴を基に，自分のイメージをもつこと。

【「Ａ 表現 (１)造形遊び」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

材料や場所などの形や色，特徴 材料や場所などの形や色，特徴 手などを働かせたり，今までの

などに関心をもち，自分の思い などを基に造形的な活動を思い 経験を生かしたりしながら材料

をもって造形的な活動に取り組 付いたり，周囲の様子を考え合 や用具を使い，様々な方法を工

もうとしている。 わせたりしている。 夫している。
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【「Ａ 表現 (１)造形遊び」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

・紙テープなどの材料や風が吹 ・紙テープなどの材料がつくり ・風が吹く場所の特徴を生かし

く場所の特徴を生かした活動 だす形や色，動きの感じなど ながら，紙テープなどの材料

に取り組もうとしている。 を基に，場所の構成を考えて の使い方を工夫している。

いる。

・布やシートなどの材料を用い ・布やシートの特徴を基に活動 ・布やシートで包んだり，他の

て周囲の様子を変化させる活 を思い付いて，周囲の様子を 材料を組み合わせたりしなが

動に取り組もうとしている。 変化させることを考えてい ら，周囲の様子を変化させる

る。 方法を工夫している。

・光の差し込む空間で様々な材 ・光が材料に当たって生まれる ・光の効果が表れるように材料

料を使った造形的な活動に取 形や色などから造形的な活動 と場所の組み合わせ方を工夫

り組もうとしている。 を思い付いている。 している。

・針金を曲げたり切ったりしな ・針金を曲げたり切ったりして ・これまでの材料や用具の経験

がら，思い付いた形をつくり 思い付いたことを基に，自分 を生かしながら，針金の曲げ

だすことに取り組もうとして のイメージに合う形を考えて 方や切り方などを工夫してい

いる。 いる。 る。

（２）「Ａ 表現 (２)絵や立体，工作」

【学習指導要領の内容】

(1) 感じたこと，想像したこと，見たこと，伝え合いたいことを絵や立体，工作に表す活動を通して，

次の事項を指導する。

ア 感じたこと，想像したこと，見たこと，伝え合いたいことから，表したいことを見付けて表す

こと。

イ 形や色，材料の特徴や構成の美しさなどの感じ，用途などを考えながら，表し方を構想して表

すこと。

ウ 表したいことに合わせて，材料や用具の特徴を生かして使うとともに，表現に適した方法など

を組み合わせて表すこと。

〔共通事項〕

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 自分の感覚や活動を通して，形や色，動きや奥行きなどの造形的な特徴をとらえること。

イ 形や色などの造形的な特徴を基に，自分のイメージをもつこと。

【「Ａ 表現 (２)絵や立体，工作」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

表したいことを表すことに関心 感じたこと，想像したこと，見 自分の表したいことに合わせ

をもち，自分の思いをもって取 たこと，伝え合いたいことから， て，材料や用具の特徴を生かし

り組もうとしている。 表したいことを見付けたり，形 て使うとともに，表現に適した

や色，用途や計画などを考えた 方法を選ぶなど工夫して表して

りしている。 いる。

【「Ａ 表現 (２)絵や立体，工作」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

・様々な方法を試みながら，自 ・心や感情について自分の思い ・絵の具や筆などの特徴を生か
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分の心や感情を表すことに取 描いたイメージが表れるよう しながら，濃淡やにじみ，重

り組もうとしている。 な形や色を考えている。 なりや動きなど，表し方を工

夫している。

・板材や糸のこぎりなど，手ご ・糸のこぎりで板材を切りとる ・自分のイメージに合うよう

たえのある材料や用具を用い ことによってできた形や色な に，糸のこぎりを使って，板

て表すことに取り組もうとし どから，表したいことを思い 材の切り方を工夫している。

ている。 付いている。

・クランクなどの動く仕組みを ・動きの面白さから表したいこ ・クランクなどの動く仕組みを

基に，動くものをつくること とを見付けたり，つくる順序 生かして，面白い動きを工夫

を楽しもうとしている。 を考えたりしている。 している。

・焼成に適した粘土を用いて， ・自分の生活を楽しくするもの ・目的や用途に合わせて，ひも

自分の生活を楽しくするもの を思い付いたり，粘土でつく づくりや板づくりなど粘土の

をつくることに取り組もうと りたい形を考えたりしてい 特徴を生かしたつくり方を工

している。 る。 夫している。

（３）「Ｂ 鑑賞 (１)鑑賞」

【学習指導要領の内容】

(1) 親しみのある作品などを鑑賞する活動を通して，次の事項を指導する。

ア 自分たちの作品，我が国や諸外国の親しみのある美術作品，暮らしの中の作品などを鑑賞して，

よさや美しさを感じ取ること。

イ 感じたことや思ったことを話したり，友人と話し合ったりするなどして，表し方の変化，表現

の意図や特徴などをとらえること。

〔共通事項〕

（1） 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

ア 自分の感覚や活動を通して，形や色，動きや奥行きなどの造形的な特徴をとらえること。

イ 形や色などの造形的な特徴を基に，自分のイメージをもつこと。

【「Ｂ 鑑賞 (１)鑑賞」の評価規準に盛り込むべき事項】

造形への関心・意欲・態度 鑑賞の能力

自分たちの作品，親しみのある美術作品などのよ 感じたことを話したり，話し合ったりしながら，

さや美しさを自分の思いをもって味わおうとして 形や色，表し方の変化，表現の意図や特徴など

いる。 をとらえ，よさや美しさを感じ取っている。

【「Ｂ 鑑賞 (１)鑑賞」の評価規準の設定例】

造形への関心・意欲・態度 鑑賞の能力

・絵の具や筆の使い方を工夫することから生まれ ・様々な方法を試みながら，濃淡やにじみの感

る形や色，イメージなどを味わおうとしている。 じ，イメージの変化などをとらえている。

・自他の作品のよさや美しさを自分の思いをもっ ・自他の作品について語ったり，友人と話し合

て楽しもうとしている。 ったりしながら，表現の意図や特徴などをと

らえている。

・暮らしの中の作品の形や色，材質感などの造形 ・暮らしの中の作品を実際に使って確かめた

的な特徴を自分なりの見方で味わおうとしてい り，置いてみたりしながら，形や色の特徴，

る。 材質感の違いなどをとらえている。
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・親しみのある美術作品を自分らしい見方や感じ ・友人の意見や資料を参考にしたり，文章に表

方で味わおうとしている。 したりしながら，親しみのある美術作品のよ

さや美しさを感じ取っている。

- 10 -



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。

- 15 -



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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図画工作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」で示した図画工作科の「評価規準の設定例」

は，主に「題材の評価規準」を設定する際の参考となるように作成している。

「題材の評価規準」を設定する際は，題材の目標，内容，学習活動等に応じて「造

形への関心・意欲・態度」，「発想や構想の能力」，「創造的な技能」，「鑑賞の能

力」の４つの評価の観点の趣旨を生かしながら適切な評価規準を設定することが大切

である。具体的には，「評価規準の作成のための参考資料」で示した「内容のまとま

り」ごとの「評価規準に盛り込むべき事項」や「評価規準の設定例」を参考にして，

実施しようとする題材の「題材の評価規準」を設定する。その際，題材におけるそれ

ぞれの学習活動が，どのような資質や能力を育成することになるのかを明確に位置付

ける必要がある。また，題材によっては，複数の「評価規準の設定例」を参考にして

設定するなど，実際の学習活動に応じた工夫が大切である。

（２）評価規準の設定例等の活用

「評価規準の作成のための参考資料」は，以下のように活用することが考えられる。

まず，実施する学年の「内容のまとまり」（「Ａ表現（１）造形遊び」・「Ａ表現

（２）絵や立体，工作」・「Ｂ鑑賞（１）」）ごとの「評価規準に盛り込むべき事

項」を参考に，「題材でどのような能力を育成しようとするのか」，「どのような事

項を評価規準に盛り込むのか」などをとらえる。

次に，「評価規準の設定例」を参考に「題材の評価規準」を作成する。「評価規準

の設定例」は具体的な題材を想定して作成している。例えば，第１学年及び第２学年

「Ａ表現（１）造形遊び」の設定例の１つは校庭などで土や砂を材料にした造形活動

を想定している。実施する内容や材料などが類似している場合は，「評価規準の設定

例」をそのまま利用して設定することが考えられる。一方，「評価規準の設定例」が

想定する題材と異なる場合もある。例えば，校庭は季節によって木の葉や枝などの材

料が豊富になる。この場合，造形遊びに関する他の「評価規準の設定例」を組み合わ

せて設定することが考えられる。

また，図画工作科では，複数の「内容のまとまり」が一体となって題材を構成する

ことがある。例えば，「Ａ表現（１）造形遊び」，「Ａ表現（２）絵や立体，工作」

が一体的に展開する題材や，「Ａ表現（２）絵や立体，工作」と「Ｂ鑑賞（１）」を

組み合わせた題材などである。このような場合，複数の「内容のまとまり」ごとの

「評価規準の設定例」を参考にして「題材の評価規準」を設定することになる。

なお，それぞれの観点に評価規準をいくつ設定するかについては，題材全体のバラ

ンスを考慮し，無理のない範囲で考える必要がある。例えば，それぞれの観点に１つ

ずつ設定する場合もあれば，重点的に見ようとする観点について２つ設定し，題材の

異なる位置で把握することも考えられる。題材の時数によっては，「題材の評価規

準」に加えて，より詳細な「学習活動に即した評価規準」を設定することも考えられる。
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２ 各事例のポイント

事例１ 「木から生まれる私の形」

評価規準の設定の手順，指導と評価の計画（第４学年）

本題材は，第４学年の「Ａ表現（１）造形遊び」の事例である。評価規準として「造形

への関心・意欲・態度」，「発想や構想の能力」，「創造的な技能」，「鑑賞の能力」の

４つの観点を設定している。本事例では，まず評価規準の設定の手順について述べた上で，

４つの観点の特性を踏まえた評価の事例を紹介している。特に，児童の活動の様子や作品

などを具体的に取り上げながら，指導と評価の計画の立て方，評価の回数や場面，学習の

状況の例などについて解説している。また，題材における総括の事例についても紹介して

いる。

事例２ 「なが～い かみに わたしの 色せかい」

具体的な評価方法，ポートフォリオの活用（第２学年）

本題材は，第２学年の「Ａ表現（２）絵や立体，工作」の事例である。評価規準とし

て「造形への関心・意欲・態度」，「発想や構想の能力」，「創造的な技能」の３つの

観点を設定している。本事例では，主に評価情報の収集や評価の方法について取り上げ

ている。例として，①座席表の活用，②デジタルカメラの活用，③ワークシートの活用，

④ポートフォリオの活用について，他の学年の例も挙げながら解説している。また，本

題材では「発想や構想の能力」に評価の重点を置いており，事例では特に「発想や構想

の能力」の学習状況を具体的に紹介している。

事例３ 「音から見る，音からかく」

鑑賞の能力の評価，ワークシートの活用（第５学年）

本題材は，第５学年の「Ｂ鑑賞（１）」及び「Ａ表現（２）絵や立体，工作」を組み

合わせた事例である。評価規準として「造形への関心・意欲・態度」，「発想や構想の

能力」，「創造的な技能」，「鑑賞の能力」の４つの観点を設定している。本事例では，

〈音〉に焦点化して表現と鑑賞が展開する構成になっており，特に，「鑑賞の能力」に

ついて重点的に評価している。例えば，児童が〈音〉を手がかりにどのように学習して

いるかを，観察や対話，ワークシート，作品などから具体的にとらえた姿を紹介してい

る。

事例４ 「どんな動き？こんな動き！」 学期等を見通した評価（第６学年）

本題材は，第６学年の「Ａ表現（２）絵や立体，工作」の事例である。評価規準とし

て「造形への関心・意欲・態度」，「発想や構想の能力」，「創造的な技能」，「鑑賞

の能力」の４つの観点を設定している。本事例では，学期等の長い期間で評価を考える

ことについて示している。特に，題材と題材を関連付けて児童の学習状況を確実にとら

えたり，年間を見通して評価の観点を設定したりする事例を紹介し，その効果や留意事

項について紹介している。また，評定についても取り上げている。
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図画工作科 事例１ キーワード：

題材名 木から生まれる私の形 評価規準の設定の手順

第４学年「Ａ表現（１）」「Ｂ鑑賞（１）」 指導と評価の計画

１ 題材の目標

○ 木を切ったり，釘を打ったりしながら，材料や用具の特徴をとらえ，組合せ方やつなぎ方

などを工夫するとともに，自分の思いで造形的な活動に取り組む。

２ 題材の評価規準

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力

①木を切ったり,釘を打 ①木を切って組み合わ ①手などを働かせて用 ①活動について工夫し

ったりすることを楽しも せたり,釘を打ったり 具を使い,木を切った たことを話したり,友

うとしている。 しながら,面白い形を り,釘を打ったりしな 人と話し合ったりしな

思い付いている。 がら,組合せ方やつな がら,形や組合せの面

ぎ方を工夫している。 白さ,材料や用具の特

徴などをとらえてい

②自分の表したい形に る。

沿って,材料の使い方

やつくり方を工夫して

いる。

３ 指導と評価の計画（６時間）

時間 ねらい・学習活動 評価規準・評価方法

造形への関心 発想や構想の 創造的な技能 鑑賞の能力

・意欲・態度 能力

１ １．木をいろいろな長さに切っ ①木を切ったり,

たり,釘を打ったりすることを楽 釘を打ったりす

しむ。 ることを楽しも

うとしている。

（観察・対話）

「造形への関心・意欲・態度」の評価

この段階では,多くの児童が意欲をもって取
り組むと考えられる。何をつくるというよりも,のこ
ぎりで切ったり,金づちで釘を打ったりする行為
自体を楽しむ姿としてとらえる。

材料や用具に慣れる時間であり,児童の姿
を見守るようにする。危ない使い方をしている

児童や,木が安定しない状態でのこぎりを使用
している児童に対しては,安全で適切な使い方
を指導する。
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２ ２．木を切って組み合わせたり,釘 ①木を切って組～

を打ったりしながら,自分らしい み合わせたり,釘

３ 形をつくりだす。 を打ったりしな

がら,面白い形を

思い付いている。

（観察・対話）

①手などを働か

せて用具を使い,

木を切ったり,釘

を打ったりしな

がら,組合せ方や

つなぎ方を工夫

している。

（観察・対話・
作品）

４ ３．思い付いた形を実現した ②自分の表した～

り,新しい形をつくりだした い形に沿って,材
６ りする。 料の使い方やつ

くり方を工夫し
ている。
（観察・対話・
作品）

「発想や構想の能力」の評価

｢木片を複数組み合わせ

ている｣｢釘を目や鼻に用いて

いる｣など，それぞれの児童

が面白い形を思い付いてい

る様子をとらえる。

発想の経過をとらえるために，

児童の発想が始まった段階の作

品をデジタルカメラで記録してお

く。撮影用の机を用意しておけ

ば,授業時間の途中に５分程度
で全員の作品を記録することが

できるが,本題材では,観察や対
話をしながら適宜撮影する方法

をとった。

「創造的な技能」の評価

木片の組合せ方や

釘の使い方を工夫しな

がら自分の活動を展開

している姿を作品との関

連でとらえる。ただし,児
童は行きつ戻りつしなが

ら活動するので,次の段
階までの幅をもって,全
員を把握する。

｢創造的な技能」の評価

いろいろな木片の組合せ方を試みたり,釘を
飾りに使ったりするなど,「木の使い方」と「釘の使
い方」の大きく二つの方向から整理して,児童の
学習状況をとらえる。

活動の観察や作品などから,「発想や構
想の能力」と「創造的な技能」が関連して高

まっている姿をとらえる。
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①木を切って組
み合わせたり,釘
を打ったりしな
がら,面白い形を
思い付いている。
（観察・対話・
作品）

４．感想文を書いたり,友人と ①活動について
話し合ったりしながら,自分 工夫したことを
がつくった形への思いを温め 話したり,友人
る。 と話し合ったり

しながら,形や
組合せの面白
さ,材料や用具
の特徴などをと
らえている。
（観察・対話・
感想文)

「鑑賞の能力」の評価

児童が自分のつくったも

のを用いて,自分の作品につ
いて話したり,作品の特徴を
紹介し合ったりしている姿を

観察や感想文からとらえる。

感想文は,〔共通事項〕の視
点を生かして具体的な感想

や工夫が書けるようにした。

「発想や構想の能力」を

発揮している場面

自分の思い付いた動

物に,色を塗ったり,釘で
顔をつくったり,手を長くし
たりして,よりよくしようとし
ている。

「創造的な技能」を発揮している場面

釘を何本も打ち込むことによって,模様をつくり
だしている。

「創造的な技能」を発揮している場面

初めは一直線につないでいたが,木の組合
せを変えて,立つようにしている。

「発想や構想の能力」の評価

この段階では,自分のしたいことがはっきりして
いるので,自分のつくりたいものにそって木の組
合せを考えたり,飾りを思い付いたりしている姿を
とらえる。

「鑑賞の能力」を発揮し

ている場面

自分のつくったものを

持ち上げて,じっと見つ
めたり,友人と「ここが動く
の」「名前は何？」など話

したり,一緒に遊んだりし
ている。

自他の作品の面白さなどを味わってい

る姿を観察により把握する。観察だけでな

く,児童との対話を多く取り入れて,一人一
人を具体的にとらえるようにする。
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４ 観点別評価の進め方

観点別評価を行うに当たっては，まず，題材の目標に基づき，国立教育政策研究所の

「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」及び「評価規準

の設定例」を参考にしながら，「題材の評価規準」を設定する必要がある。その際，題材

の内容，題材の時間数，年間指導計画との関連などを踏まえ，どの観点に重点をおくかを

考えながら評価規準を設定することが重要である。その上で，各観点の評価規準の数や，

表現と鑑賞の評価の観点の関連などについて考える必要がある。

本題材は，多くの児童が「造形への関心・意欲・態度」をもって取り組む題材である。

まず，児童は，初めから何かをつくろうとはせずに，思い思いに木をのこぎりで切ったり，

金づちで釘を打ち込んだりする。これまでの経験を生かしながら，手ごたえのある材料や

用具に向かい「創造的な技能」を発揮する。そこから「発想や構想の能力」を働かせて，

自分の活動したいことを見付けていく。このような学習活動であることを踏まえて，本題

材では「発想や構想の能力」と「創造的な技能」に重点をおいた評価を行うことにした。

また，６時間の題材で終末段階に鑑賞の場面も設定していることから，「鑑賞の能力」に

ついても評価することにした。

そこで，国立教育政策研究所の「評価規準の作成のための参考資料」を基に，「題材の

評価規準」を設定し，評価の方法やタイミングに配慮しながら「指導と評価の計画」を作

成した。

これを図示すると次のようになる。

（１）「造形への関心・意欲・態度」～評価から指導を改善し学習意欲を高める

「造形への関心・意欲・態度」については，木を切ったり，釘を打ったりすることを楽

しむとともに，つくりだされる形や活動の面白さを味わおうとしている姿を「おおむね満

足できる」状況として，観察や対話，感想文などからとらえた。ただし，本題材は，「造

形への関心・意欲・態度」に著しい差が生じる題材ではなく，多くの児童が意欲的に取り

組む。そこで，金づちやのこぎりの使用について，不安を感じる児童を題材の始めの段階

において把握し，適切な指導を行って「造形への関心・意欲・態度」に影響が出ないよう

配慮した。例えば「のこぎりで切ろうとしたら，木が動いてうまく切れない」という場合

は「木をＣ型クランプでしっかり固定し，両手でのこぎりが使えるようにすること」につ

いて指導する。「金づちで釘がなかなか打ち込めない」という場合は，「釘をすぐに用い

るのではなく，金づちで板をトントンと軽くたたいて，金づちを打つリズムを感得させ

る」，「打ち始めは釘をまっすぐ立てて軽く打ち，釘が立ったら板を押さえながら，強く

題材の目標・内容 指導と評価の計画題材の評価規準

年 間 指 導 計 画

評価規準の作成のための参考資料 及び 参考事例

- 27 -



打つ」などの指導を行った。なお，学期等の総括に役立つ特徴的な姿については記録をし

ておいた。

○ 木を切ることに困難を感じる場合

Ｃ型クランプでしっかり固定してから，

のこぎりを使うようにする。

○ 金づちを打つことに不安を感じる場合

打ち始めは釘をまっすぐ立てて，軽く打

つようにする。

（２）「発想や構想の能力」～表現のプロセスを把握する

「発想や構想の能力」は，本題材において重点をおく評価の観点の一つであり，木を切

って組み合わせたり，釘を打ったりしながら，その児童なりに面白い形を思い付いている

姿を「おおむね満足できる」状況として，主に，観察や対話，作品などからとらえた。

一人一人の表現のプロセスが目の前で展開される図画工作科では，観察は最も重要な評

価方法である。児童が「何を感じているのか」「何を考えているのか」などは，児童の動

きや視線，会話などをとらえることで，おおむね理解することができる。例えば，木片を

何度も持ち替えながら作品にあてていれば，それは，面白い形を探している様子であると

考えることができる。何度も作品を見直し，どこに釘を打つかを考えたり，釘を打った跡

を見つめて新しい表現を思い付いたりしている姿が見られることもある。本題材では，

｢木片を複数組み合わせている｣｢釘を目や鼻に用いている｣など，木や釘などの使い方に着

目しながら，それぞれの児童の「発想や構想の能力」を観察からとらえようとした。

また，一人一人の実態に応じて，観察に加えて児童と対話をすることで，より確かに学

習の状況をとらえることができる。実際に，対話によって，教師が思いも付かないような

ことを児童が発想していることに気付くことができた。また，対話によって気付いたこと

をもとに，その場で支援したり，称賛や励ましを行ったりするなど適切な指導を行うこと

もできた。このような方法を組み合わせることで，すべての児童の状況を把握することと

した。
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○ 木片の組合せ方を工夫して形を考えた例

長くつないだ木片の途中から木片を継ぎ足

している。材料の組合せを試しながら，新

しい形を思い付いている。この児童は，こ

こからさらに複雑な形をつくりだした。

○ 自分の思いを広げて色を塗った例

ピンク色に塗った木片を黄色の木片に接合

し，そこから身の回りの材料を生かして，

赤い星の飾りを付けるなど，色について工

夫している。

なお，題材の後半の段階では，「初めに思い付いた形から，さらに発展させて新しい形

を思い付いている」「自分のイメージに沿って形や色を工夫している」など発想や構想が

発展している状況をとらえることにした。その際，初めの段階でデジタルカメラで撮影し

ていた作品と，後半の作品とを比べることで，一人一人の「発想や構想の能力」の変容を

とらえることができた。

（３）「創造的な技能」～材料や用具を視点に創造的な技能の発揮を具体的にとらえる

「創造的な技能」は，本題材において重点をおく評価の観点の一つであり，手などを働

かせて材料や用具を使い，木を切ったり，釘を打ったりしながら，組合せ方やつなぎ方を

工夫している姿を「おおむね満足できる」状況として，主に観察と作品からとらえた。

観察では，「場所に応じて，金づちの打ち方を変えながら釘を打ち込んでいる」「のこ

ぎりで木片の表面に模様を付けている」など，材料や用具を使う児童の具体的な様子をと

らえるようにした。作品の分析では，作品全体の印象だけでなく，作品の部分に着目し，

材料や用具をどのように使っているかを具体的にとらえた。例えば「木片と木片を多方向

から組み合わせている」「釘を斜めに打つなどして表現の材料に用いている」などである。

○ 金づちの使い方の工夫

金づちで釘を打つ際に，打つ回数を変えると

ともに，強弱をつけて打ち込んでいる。それ

によって波のような形をつくりだしている。

「自動エスカレーター」と名付けていた。
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○ 金づちの使い方の工夫

木目に沿って隙間なく釘を打つことで，「くぎさ

さりすぎっち」という生き物をつくりだしている。

釘を接続の手段だけでなく，デザインの材料とし

て用いている。

○ 木片や釘の使い方の工夫

釘と板を用いて，数多くの木片を，いろい

ろな方向から止めている。それぞれの木片

が動くようになっている。

複数の木片を重ねて釘を打ち込んでいる。

釘を曲げて打ち込んで口にしたり，ある

程度残して耳にしたりしている。

（４）「鑑賞の能力」～話し合いながら表現の思いを温め合う姿をとらえる

「鑑賞の能力」は，活動について工夫したことを話した

り，友人と話し合ったりしながら，形や組合せの面白さ，

材料や用具の特徴などをとらえている姿を「おおむね満足

できる」状況として,観察や対話，感想文などからとらえ

た。ただし，年間指導計画上は，他の題材で「鑑賞の能

力」について重点的に評価することになっている。そこ

で，本題材では，学習活動全体を通して「活動の楽しさを

味わう」「自分のつくった作品で遊ぶ」などの姿が見られ

ることを重視することとし，学期等で総括する際に，特に

加味できるエピソードなどを記録した。例えば，右の写真

の児童は，友人同士で，お互いの作品を見ながら，作品の

共通点や相違点，表現の工夫などをとらえていた。
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５ 観点別評価の総括

題材全体を通して，観察の記録と作品の分析，感想などを参考にしながら，評価を総括

した。まず，題材を終えた段階で，その題材で設定した評価規準に沿って，一人一人の実

現状況について総括した。本題材では，指導と評価の計画を基に，次のような評価カード

を作成した。記号は，それぞれの項目における評価の結果を示している。

４年１組 名前（ Ｄ ）

時 ねらい・学習活動 特 記 事 項

間

1 １．木をいろいろな長さに切ったり,釘を打ったり

することを楽しむ。

2-3 ２．木を切って組み合わせたり,釘を打ったりし 金づちの使用に不安を感じて

ながら,自分らしい形をつくりだす。 いた。

4-6 ３．思い付いた形を実現したり,新しい形をつく

りだしたりする。

４．感想文を書いたり,友人と話し合ったりし

ながら,自分がつくった形への思いを温める。

本題材では，特に「創造的な技能」については，題材の二つの場面で評価を行っている。

その結果，Ａ，Ｂ，Ｃは複数現れることもある。例えば，Ｄ児は「Ｃ→Ｂ」である。他の

児童は，Ｅ児は「Ｂ→Ａ」，Ｆ児は「Ａ→Ｂ」，Ｇ児は「Ｂ→Ｂ」であった。

これらを単純に集計すると，Ｄ児は「おおむね満足できる」状況，もしくは「努力を要

する」状況，Ｅ児とＦ児は「十分満足できる」状況，もしくは「おおむね満足できる」状

況，Ｇ児は「おおむね満足できる」状況となる。しかし，題材における観察や対話，感想

文，最終的な作品の分析などを総合して勘案した結果，Ｄ児は「おおむね満足できる」状

況，Ｅ児は「十分満足できる」状況，Ｆ児とＧ児は「おおむね満足できる」状況となった。

このように評価の総括においては，Ａ，Ｂ，Ｃの数や平均，作品，感想文など，それまで

の評価の結果を総合して考えることが大切である。

○ 感想文から「創造的な技能」を発揮している

様子が確認できる例

「始めは，Ｌ字に木をつなげただけだったが，小

さく切った木を接着剤でつなげて高く積み上げて

いった。高く積み上げた場所は塔やビルをイメー

ジして，人が住んだり仕事をしたりするところに

した。。これはスペースコロニーにある自動エス

カレーターだ。いろいろな星の宇宙人が集まり,学
んだりスポーツしたりできるような活発な都市に

なってほしいと思った。」

B

B

C

B

B B B B総 括

B
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図画工作科 事例２ キーワード：

題材名 なが～い かみに わたしの 色せかい 具体的な評価方法

第２学年「Ａ表現(２)」 ポートフォリオの活用

１ 題材の目標

○ 材料の特徴から表したいことを見付けて，好きな色を選んだり，面白い形を考えたりしな

がら絵に表す。

２ 題材の評価規準

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能

・感じたり想像したりしたこと ・長い紙から自分の表したいこ ・表したいことを表すために,手

を思いのままに絵に表す活動を とを思い付いて,好きな色を選 を働かせて材料や用具を使いな

楽しもうとしている。 んだり,面白い形を考えたりし がら表し方を工夫している。

ている。

３ 指導と評価の計画（４時間）

評価規準・評価方法

時間 ねらい・学習活動 造形への 発想や構想の能力 創造的な技能

関心・意欲・態度

１ １．粉の絵の具を水で溶いて,い～

ろいろな色づくりを楽しむ。

２ ・好きな色の粉の絵の具を選

んで,思い思いに色をつくる。
この段階では、いろいろな色の感

じを楽しんでいることを観察からとら

えて,次の段階での「造形への関心・
意欲・態度」の評価の資料とする。そ

れぞれの児童が,どのような色をつく
っているか,あるいは特徴的な姿があ
るかなどを座席表に書き込む。

｢造形への関心・意欲・態度」を発揮してい

る場面

「タカちゃんとぼく,同じ色を混ぜたのに
違う色になった」と言いながら,自分のつくっ
た色と友人の色の違いに気付いて,友人に
話しかけている。
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２．長い紙から表したいことを思 ・感じたり想像した

い付いて,絵に表す。 りしたことを思い

・長い紙の大きさや長さから表 のままに絵に表す活

したいことを考える。 動を楽しもうとしてい

る。

（観察・対話）

・長い紙から自分の
表したいことを思い付
いて,好きな色を選ん
だり,面白い形を考え
たりしている。
(観察・対話)

「造形への関心・意欲・態度」の評価

児童が自分のつくった絵の具を基に,
長い紙に表したいことを表している姿を

観察でとらえる。多くの児童は,すぐに表
すことができると思われるが,一部に何を
表していいかの分からない児童もいる。

これをとらえ，その原因を把握し指導す

る。

「造形への関心・意欲・態度」を発揮して

いる場面

「だんだん混ざっておもしろい！」 ,「今
度は３色混ぜてみたい！」 ,「ない色をつく
ってみたい」など色について感じたことを

盛んに話したり,友人の話を聞いたりしな
がら色をつくっている。

「発想や構想の能力」の評価

長い紙の大きさや長さから発想したことを,
どのように表すか考えている様子を評価す

る。目の前で次々と展開されている活動を

観察するとともに,児童と形や色など〔共通事
項〕を視点に対話をしながら,一人一人の思
いを把握し,適宜,座席表に記入する。

「発想や構想の

能力」を発揮して

いる場面

表したいことを

見付けたら,すぐ
に表し始めた。表

しながら考えたり,
考えながら表した

りすることを繰り

返す姿が見られ

た。
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３ ３．思い付いた形を実現したり, ・表したいことを表～

新しい色をつくり出したりする。 すために,手を働かせ

４ ・色の組合せや筆の使い方 て材料や用具を使い

を工夫しながら,自分の活動 ながら表し方を工夫

を展開する。 している。

(観察・作品)

・長い紙から自分の

表したいことを思い付

いて,好きな色を選んだ

り,面白い形を考えたり

している。

(観察・作品)

「創造的な技能」の評価

高度な筆の使い方ではなく,大
きく塗っている,紙全体に塗ってい
る,色を並べているなど,材料や用
具を手や体を働かせながら使って

いる様子をとらえる。

「発想や構想の能力」

を発揮している場面

色を変えながら電

車を次々とかいて ,そ
れを長くつなげてい

る。

「発想や構想の能力」を発揮している場面

自分の表したいものを表すために,色を
新しくつくって,リボンを増やしたり,服に模
様をかいたりしている。

「発想や構想の能力」の評価

この段階では,多くの児童は自分の表した
いことがはっきりしてくる。形や色を工夫して

いる姿をとらえ,座席表に記入する。

この段階になると,自
分の作品をじっと見つめ

たり,一瞬筆を止めて考
えたりする児童の姿がよ

く見られるようになる。
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４．自分がかいた絵への思い
を温める。
・自分のかいた絵について
ワークシートにまとめる。

４ 観点別評価の進め方

評価は様々な方法を用いて具体的に行う必要がある。また，単に評価するだけではなく，

常に指導と一体的に行う必要がある。

本事例では，粉の絵の具から色づくりを楽しむとともに，長い紙に表したいことをかく

もので，主に「発想や構想の能力」，「創造的な技能」などに重点をおいて評価する。評

価資料の収集や評価方法の工夫として（１）座席表，（２）デジタルカメラ，（３）ワー

クシート，（４）ポートフォリオなどを活用した。

（１）座席表の活用

座席表は，記録を簡単に書き留める日常的な評価資料の一つである。本題材では，主に

観察や対話を通してとらえた児童のつぶやきや活動の様子などを適宜記入した。記入に当

っては，記号を決めて記入したり，カラーペンを活用したりするなど，後から見て分かり

やすい工夫を行った。また，矢印を用いたり，児童同士を線で結んだりすることで，児童

と児童のかかわりも記録として残すように努めた。座席表に記入した児童のつぶやきが手

がかりとなって，観察したことや児童と対話したことなどを思い出せることも多かった。

本題材では，二枚の座席表を用いて〈色をつくる場面〉と〈絵に表す場面〉に分けて記入

児童が友人と話し合う様子を観察するとと

もに,授業後にワークシートの記録と対応させ
ながら「造形への関心・意欲・態度」について

把握するための資料とする。

ワークシートの記入については ,製
作活動の喜びを味わうことを阻害しな

いように内容と時間を考慮する。図の

ように記録したデジタルカメラの画像

を利用する方法もある。

「でっかい サメ みたいな ワニ」

「雨と おうち」 「とりと とうきょうタワー」
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した。展開が大きく変化しない題材では，題材を通して一枚の座席表を用いることも考え

られる。

○ 本題材の座席表の例

〈色をつくる場面〉児童が自分の座席を中心

に活動していることが分かる。特に注目す

る活動には●を記入した。

〈絵に表す場面〉記入することが増えている。

移動が盛んに行われていること，発想を刺激

し合いながら活動していることが分かる。

（２）デジタルカメラの活用

デジタルカメラを用いることによって，作品の途中の段階や特徴的な活動の様子などを

記録することができる。それによって，表現のプロセスがとらえやすくなり，児童が発揮

している「発想や構想の能力」や「創造的な技能」などを具体的に分析することができる。

撮影は，一度にたくさん記録するよりも，観察と対話を行う際に，適宜（１，２枚程度）

撮影しながら全員の記録が残るようにする方法が容易である。また，撮影する際に，記録

する写真に日時が書き込める設定にしておくと特に便利である。ただし，１，２時間程度

の短い時間の題材で行うことは，指導や評価の負担になるので留意する必要がある。

○ Ｈ児の例

① 長い紙からロケットを

思い付いた。そして先端

部分を赤い色で塗った。

② 青でロケットの胴体の

輪郭線をかいた。

③ 色を新たにつくって窓を

塗り ,その周りを輪郭線と
同じ色で塗り込んだ。
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④ ロケットの上に「空を

ぬったら,夜みたいな暗い
色だった」ので月をかいた。

⑤ 隣の友人が色を塗り重

ねているのを見て,ロケッ
トの胴体に水色を塗った。

○ Ｉ児の例

① 初めは「お魚の仲良し家族なの」と言い

ながら，色の異なる魚を７匹かいて，少し

濃い色の模様をつけた。

② 次の時間は「ここは，ふかふかのねどこ

なんだよ」と言いながら魚のまわりに魚が

引き立つような薄い色の模様を加えていた。

※ デジタルカメラによる撮影は，その行為

自体に〈児童を称賛する〉，〈児童の自己

評価を促す〉などの効果がある。例えば，

撮影の際，児童に一度画像を確認させた

り，そこで簡単な対話をしたりすると自己

評価を促すことができる。また，共同して

つくる活動で，児童自身が自分たちの活動

を撮影する場合は，それによって話合いが

活発になることが多い。

こんな感じかな？

はい！
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（３）ワークシートの活用

ワークシートは児童の自己評価や学習活動であると同時に，評価として重要な資料であ

る。ただし，毎時間必ず行ったり，書き込むのに時間のかかる形式にしたりすると，表現

活動の時間を削ることになり好ましいとはいえない。頻繁に行うのではなく，発達の段階

を踏まえた上で，〈どの題材で用いるか〉，〈題材のどの場所に位置付けるか〉，〈どの

程度の時間を費やすか〉などに配慮する必要がある。本題材では，自分がかいた絵への思

いを温める場面で，感想を簡単に書く形式にした。

なお，中学年では感想だけでなく，それが作品の〈どこからそう思ったのか〉を問うこ

とで，根拠が明確に分かるような形式にしている。高学年では，マップのような形式を用

いて，文章を書く負担を減らすとともに，一人一人の発想の特徴がとらえられるようにし

ている。なお，活動の振り返りについては，活動直後に書くよりも，少し時間をおいて書

いた方が豊かな言語活動につながる場合がある。

○ 高学年におけるワークシートの例

※ 絵や立体におけるワークシートの例

・ 発想が連続している例 ・ 発想を関係付けながら組み立てている例

※ 造形遊びにおけるワークシートの例

・ グループ全員で,次時のプランを画用紙にかく形式。あたかも〈画用紙という場所〉
で造形活動を展開しているような様子だった。

（４）ポートフォリオの活用

作品の経過写真や，ワークシートなどを蓄積することは，個人のポートフォリオとして，

学びの変容をとらえるためには有効であると考えた。座席表などのデータとあわせて読み

取ることで，より児童の変容を確かめることができた。

例えば，低学年では，図のような写真用のファイルを用いたポートフォリオを使ってい

る。この形式は教室の棚などにコンパクトに保存できるので整理がしやすい。また，立体
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や工作，絵など作品の形に関わらず同じように保存でき，ワークシートをファイルのサイ

ズに合わせて作成して差し込むことで，児童自身の自己評価が容易になった。また，学期

ごとに，家庭に持ち帰らせることで，児童の学習の様子について保護者に知らせることも

できた。

○ 低学年のポートフォリオの例

高学年では，ノートやスケッチブックを活用している。ノートは数年間利用できて，ワ

ークシートを貼ったり，児童が直接アイデアなどを書き込んだり，付箋を付けたりするこ

とが容易である。またスケッチブック（用紙が薄手のタイプ）であれば，アイデアスケッ

チを次々にかくことができるので，教師は児童のアイデアの変化がとらえやすかった。評

価を総括する際に，作品とスケッチブックを合わせて見ることで，より適切になった。

○ 高学年のポートフォリオの例

５ 観点別評価の総括

本題材では，観察と対話，作品分析を中心としながら，座席表，ワークシートなどを関

連付けて総合的に「発想や構想の能力」，「創造的な技能」をとらえることとし，「造形

への関心・意欲・態度」については特徴的な姿を記録することにした。

なお，「鑑賞の能力」については，他の能力同様，児童は常に表現と一体的に「鑑賞の

能力」を発揮していると考えられる。しかし，評価は指導を行ったことの裏返しである。

本題材では，鑑賞については，すべての児童を対象とした手だてや場面を設定していない。

このことから，評価の観点としては設定しないことにした。
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図画工作科 事例３ キーワード：

題材名 音から見る，音からかく 鑑賞の能力の評価

第５学年「Ｂ鑑賞（１）」「Ａ表現(２)」 ワークシートの活用

１ 題材の目標

○ 親しみのある美術作品の特徴を音を視点に鑑賞するとともに，音について感じたことから

表したいことを見付けて，形や色などを工夫して表す。

２ 題材の評価規準

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力

①親しみのある美術作品 ①音について,自分の ①カラーペンなどの特 ①感じたことを話した
を自分らしい見方や感じ 思い付いたイメージが 徴を生かしながら,重 り,話し合ったりしな
方で味わおうとしている。 表れるような形や色を なりや動きなど,表し がら,親しみのある美

考えている。 方を工夫している。 術作品のよさや美しさ
②様々な方法を試みなが を感じ取っている。
ら,自分の感じた音を表す
ことに取り組もうとしてい
る。

３ 指導と評価の計画（３時間）

評価規準・評価方法

時間 ねらい・学習活動 造形への関心 発想や構想の 創造的な技能 鑑賞の能力

・意欲・態度 能力

１ １．聞こえた音を記号で表す。～

・静かに耳を澄ませ,自分
２ の回りにある音を,紙の上

に自分で考えた記号で表
す。

児童は音をもとに「発想や構想の能力」を発揮して

いるが,全員を評価できる場面とは言えないことか
ら,次の「２．〈音の絵〉を見せ合って,簡単な話し合
いをする」場面で参考になる特徴的な姿をとらえて

おく程度にする。ただし,全員のワークシートは「５．
学校内のお気に入りの場所で〈音の絵〉をかく」場

面での評価の参考にする。

「いくつの音が聞こえたか」「どんな

音があったか」「形にあらわすとしたら

どうなるか」など,具体的に質問するこ
とで,聞こえた音を形や色として,自分
なりの記号で表すことができるように

する。
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２．〈音の絵〉を見せ合って,簡
単な話し合いをする。
・〈音の絵〉を互いに見せ
合い,どのような音が聞こ
え,またそれをどのように
表したのかを話す。

３．親しみのある美術作品の中
から音を見付けて,記号で表
す。
・絵の中から聞こえてきた
音を,自分なりの記号でワ ①親しみのある
ークシートに表すととも 美術作品を自分
に,感じたり考えたりした らしい見方や感
ことを記入する。 じ方で味わおう

としている。
(観察・ワーク
シート)

４．見付けた「音」を互いに発
表し,様々な見方や考え方を
伝え合う。
・絵から気付いたこと,見
付けだした音などを,ワー
クシートで確かめながらグ
ループや全体で話し合う。

前の段階でとらえた児童の音の表し方

の違いを基に,話し合いを通して,同じ音
であっても,人によって様々な感じ方や考
え方があることについて全員で簡単に押

さえる。

「造形への関心・意欲・態度」

の評価

親しみある美術作品から見

付けた音を自分なりの形や色

で表そうとする態度を評価す

る。教師は,ワークシートから ,
特徴的なとらえ方や共通して

いる考えなどを把握し,次の話
し合い活動に生かす。

ワークシートは ,絵
の回りに余白をつく

り,記号がかきやすい
簡単な形式にし,絵
にかかれている具体

的な「もの」や「こと」

に着目して記入する

ように指導する。
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①感じたことを
話したり,話し合
ったりしながら,
親しみのある美
術作品のよさや
美しさを感じ取
っている。
（観察・ワーク
シート）

３ ５．学校内のお気に入りの場所
で〈音の絵〉をかく。
・学校の中のお気に入りの
場所に行き,その場所で聞
こえた音を紙の上に表す。
音だけでなく,風や空間な
ど,その場所で感じたこと
も紙の上に表す。

①音について自
分の思い付いた
イメージが表れ
るような形や色
を考えている。
（観察・対話・
作品）

①カラーペンな
どの特徴を生か
しながら,重なり
や動きなど,表
し方を工夫して
いる。
（観察・ワーク
シート・作品）

「鑑賞の能力」の評価

発表している児童だけを評価するのではなく,話合いの様
子,ワークシートの記号 ,言葉などをもとに,児童が美術作品の
よさや美しさを見付け合っている姿をとらえる。

「発想や構想の能力」の評価

絵の中から音を見付けた学

習を生かし，自分の感じたこと

や考えたことなどを絵に表し

ている様子を,活動中の児童
の姿からとらえるとともに，作

品と合わせて具体的に把握

する。

「創造的な技能」の評価

カラーペンを用いて ,自分の感じた音や空間が表せ
ているかどうかを,ワークシートと作品を比較しながら分
析的にとらえる。表し方に特徴的な事例があれば記録

し,他の題材での評価にも生かす。

様々な見方や考え方が共有できるよ

うに,子どもたちの考えを教師がつない
だり,補ったりしながら発言を整理する。
その際,「どこからそう思ったのか」「なぜ
そう思ったのか？」などの根拠（作品の

形や色など）を確かめるようにする。

安全面を考慮して,
活動できる範囲を限定

したり,必要に応じてＴ・
Ｔを行ったりする。
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４ 観点別評価の進め方

「鑑賞の能力」は，感じたことや思ったことを話したり，友人と話し合ったりするなど

言語活動を通して高めていくことができる。その際，一人一人が自分の根拠をもって話し

たり，考えたりできるようにすることが重要である。しかし，単に話合い活動を観察する

だけでは，一人一人を具体的に評価することが難しい。そこで，評価方法を工夫する必要

がある。

本事例では，児童が音に着目しながら，鑑賞や表現が一体的に展開する学習過程を構成

した。その際，それぞれの場面に応じてワークシートに書いたり，絵に表したりする手だ

てを取り入れた。これによって一人一人が何を感じ，何を考えているのかなどを把握する

とともに，指導の参考にすることとした。

（１）聞こえた音を記号で表し，話し合う場面

導入段階は，すべての児童が「発想や構想の能力」を働かせながら，音を記号に表すこ

とを楽しむことを重視した。そして，全員が活動の見通しをもてるように，話合いの活動

を取り入れた。

例えば，下図は同じハイヒールの音を記号で表したものである。ここから，「ア．音の

変化を高低や大小などで表すという共通点があること」「イ．同じ音であっても線や形な

どを用いることで違う表し方になること」の二点について着目させることができた。この

共通点や違いを取り上げることによって，一人一人の感じ方や表し方の違いをとらえさせ

るとともに，全員が活動の見通しをもてるようにした。

○ 音を記号で表した例

※ ハイヒールの音の変化を，線の高低で表

している例

※ ハイヒールの音の変化を，丸の大小で表

している例

（２）親しみのある美術作品の中から音を見付けて記号で表し，話し合う場面

本題材は，年間指導計画上，特に「鑑賞の能力」をはぐくむ題材として位置付けており，

一人一人の「鑑賞の能力」を具体的にとらえる必要がある。

まず，鑑賞の対象として，我が国の親しみのある美術作品として，歌川広重の「名所江

戸百景 大はしあたけの夕立」を用いた。これは橋の上でにわか雨が降り出した場面が表

されており，児童が容易に生活経験を生かせるとともに，絵から様々な音を感じることが

できると考えた。

次に，前段階の学習を生かして，一人一人が「大はしあたけの夕立」から感じた様々な

音を，カラーペンを用いて，形や色，言葉などでワークシートに記入させることにした。

これによって，一人一人が，音という共通点を基に具体的な根拠をもって自分の感じたこ

- 43 -



とを話したり，友人と話し合ったりすることができると考えた。同時にワークシートは，

一人一人の学習状況をとらえる評価の資料となった。例えば，下図のように，作品から児

童一人一人が様々な音を絵から聞き取っていることが把握できた。

○ ワークシートの例

※〈傘の上で雨水がはねる音〉〈水のたまっ

た橋に当たる音〉〈げたが水しぶきをあ

げる音〉を記号で表している例

※ 激しい雨ではなく〈地上を優しくなでる

ような雨〉であることを絵と言葉で表して

いる例

※ 絵の回りに文字を書き加える方法は,学習状況

をとらえたり，児童自身の自己評価を促進した

りするだけでなく，相互鑑賞にも役立つ。例え

ば，左は自分の作品の説明を作品の台紙の余白

に書き込んでいる。このような文字情報は作品

理解には有効に働く。作品を鑑賞する保護者や

友人などは，より詳しくこの児童が発揮した

「発想や構想の能力」，「創造的な技能」など

について知ることができる。

（３）学校内のお気に入りの場所で〈音の絵〉をかく場面

題材の後半の段階では，児童は，これまで学習してきたことをもとに，校内に出かけて

〈音の絵〉をかく活動を行った。これによって，「発想や構想の能力」と「創造的な技

能」をよりいっそう働かせることになった。これらの資質や能力を，観察と対話，さらに

ワークシートや作品をもとに把握した。

観察では，そこで児童が何を感じ何を考えているのかなど，児童の活動の姿からとらえ

ることが重要である。そのため，様々な場所で製作する児童の視線や動きなどに注目した。

例えば，次頁の写真の児童は，初めは静かな廊下で一人になって，じっと耳を澄ませて様

々な音を聞こうとしていた（左の写真）。次に，今とらえたばかりの音を，形や色で画用

紙に表そうとしていた（右の写真）。一瞬であっても，このような児童の動きをとらえる

ことは，具体的な評価の資料となる。この姿を児童との対話や作品の分析と重ね合わせる

ことで，「発想や構想の能力」の評価を具体的にすることができた。
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○ 観察をもとに作品の分析を行った例

中庭の真ん中で描いていた児童の作品である。画面の真ん中に静かな空間が広がっている。

左側は赤いカラーペンでかかれており，右側は灰色である。観察からは，左側は体育館で体育

の授業を受ける児童の元気な声や動きのある音が聞こえ，右側は草木が茂っていて少しこもっ

た音がしていたことがとらえられた。ここから，この児童は音を形や色で表すだけでなく，奥

行きのある空間もかこうとしていたことが分かる。

○ 観察と対話をもとに作品の分析を行った例

この児童の作品には，いろいろな形や色が重なったり，

整然と並んだりしながら配置されている。対話をしたとこ

ろ，児童は目の前に広がる壁やフェンス，木々などが異な

る音が反射し合って，まるでオーケストラのように重なり

合っていると話していた。

５ 観点別評価の総括

評価の総括では，年間指導計画を考慮しながら，それぞれの題材で重点的に得られた具

体的な評価資料を関連付けながらまとめていくことが重要である。本題材で評価の重点と

した「鑑賞の能力」の評価については，話合いでの発言や様子だけでなく，ワークシート

などを参考にしながら，一人一人の状況を具体的にとらえることができた。これらの資料

をもとに，他の題材の結果と関連を図りながら，学期等において「鑑賞の能力」について

総括していくことになる。

また，本題材における「発想や構想の能力」と「創造的な技能」について，他の題材と

の関連で特に加味すべき状況があった児童については，学期等において評価の総括を行う

際の参考資料とした。
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図画工作科 事例４ キーワード：

題材名 どんな動き？こんな動き！ 学期等を見通した評価

第６学年「Ａ表現(２)」「Ｂ鑑賞(１)」

１ 題材の目標

○ クランクの仕組みを基に動くおもちゃを思い付き，形や色などを考えながら，面白い動き

になるようにクランクの形やつなぎ方などを工夫して表す。

２ 題材の評価規準

造形への関心・意欲・態度 発想や構想の能力 創造的な技能 鑑賞の能力

①クランクの仕組みを基に ①クランクの動きの面 ①材料や用具の特徴を ①自他のおもちゃを動
動くおもちゃをつくるこ 白さから,つくりたいお 生かして使うとともに, かしたり,友人と話し合
とを楽しもうとしている。 もちゃを思い付いてい 面白い動き方をするよう ったりしながら,動きの

る。 につくり方を工夫してい 面白さや,形のよさなど
る。 をとらえている。

②自分のイメージに沿
って,おもちゃの形や
色,動きなどを考えて
いる。

３ 指導と評価の計画（６時間）

評価規準・評価方法

時間 ねらい・学習活動 造形への関心 発想や構想の 創造的な技能 鑑賞の能力

・意欲・態度 能力

１ １．クランクの仕組みを知り, ①クランクの
つくりたいおもちゃを考え 動きの面白さ
る。 から,つくりた
・クランクの動きからイメ いおもちゃを
ージしたものを簡単なア 思い付いてい
イデアスケッチに表す。 る。

（観察・アイデ
アスケッチ）

｢発想や構想の能力」の

評価

クランクの動きを基に,
自分のつくりたいおもち

ゃを考えている姿を,観察
や対話,アイデアスケッチ
からとらえる。特にこの段

階では,｢造形への関心・
意欲・態度」との関連を図

りながら,いろいろな思い
付きを行っていることを重

視する。

この段階では,仕組みが理解で
きなかったり,動きのイメージがも
てなかったりすることで意欲をもて

なくなることが考えられる。そのよ

うな児童には,例示作品などで,ク
ランクの動きに十分親しませる。
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２ ２．動きを考えながらつくる。 ①材料や用具～

・クランクが滑らかに動 の特徴を生か
３ くことや,そこから生まれ して使うとと

る動きなどを考えながら もに,面白い
つくる。 動き方をする

ようにつくり
方を工夫して
いる。
（観察・作品）

①クランクの仕
組みを基に動く
おもちゃをつく
ることを楽しも
うとしている。
（観察・対話）

４ ３．いろいろな材料を接合し ①材料や用具～

たり,動きを工夫したりし の特徴を生か
５ ておもちゃをつくる。 して使うとと

・クランクの動きを生かす もに,面白い動
ように組み立てたり,色紙 き方をするよ
などを接着したりしながら, うにつくり方
おもちゃづくりを進める。 を工夫してい

る。
（観察・対話）

②自分のイメー
ジに沿って,お
もちゃの形や
色,動きなどを
考えている。
（観察・対話・
作品）

｢創造的な技能」の評価

クランクが滑らかに動く

ように針金を曲げたり，材

料のつなぎ方などを工夫

している姿をとらえる。

｢創造的な技能」の評価

自分がつくりたいものを

実現するために，材料の

接着の仕方，用具の用い

方，動く仕組みなどを工

夫している姿をとらえる。

｢発想や構想の能力」の

評価

おもちゃをつくるために

材料を新しく集めたり，形

や色を考えたりする姿を

とらえる。特にこの段階で

は，｢創造的な技能」との

関連を図りながら｢発想や

構想の能力」を働かせて

いる姿を評価する。

｢造形への関心・意欲・態

度」の評価

クランクの動きを確かめた

り，いろいろな方法を試した

りする姿をとらえる。

この段階では「発想や構想の能力」が

「創造的な技能」との関連で発揮される。

クランクの動きを工夫する中から新しい発

想を思い付いたり，面白い動き方を考え

出したりする。このことが次の段階での学

習の基盤となる。

｢発想や構想の能力」

が現れている場面

つくりつつある作品

をじっと見つめて，クラ

ンクの動きを確かめな

がら，どのようにつくる

かを考えている。
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６ ４．作品を鑑賞する。 ①自他のおもち
・友人と話し合いながら，活 ゃを動かした
動を振り返り,作品カードに感 り,友人と話し
想を書く。 合ったりしな

がら,動きの面
白さや,形のよ
さなどをとら
えている。
（観察・ワーク
シート）

４ 観点別評価の進め方

学習評価は，教科の目標に照らして，一人一人の児童が身に付けた資質や能力を把握し

ようとするものである。そのために，学習指導のねらいが学習状況としてどのように実現

されているのかを継続的，総合的にとらえる必要がある。そして目標の実現状況として

「おおむね満足できる」状況をＢ評価とし，それに対して「努力を要する」状況をＣ評価，

あるいは質的な高まりや深まりがある「十分満足できる」状況をＡ評価として判断してい

く。このとき，一年間を見通し，「評価すべき点を見落としていないか」，「適切に評価

できる学習活動になっているか」，「評価が煩雑になっていないか」などを考慮した計画

的な実施が重要である。ここでは，年間を見通して評価を考えることによって，児童の学

習状況をより確かにとらえたり，題材ごとに重点をおいて評価の観点を設定したりする事

例について紹介する。

（１）題材と題材を関連付けて児童の学習状況をとらえる

観点別評価において，児童の学習状況を確実にとらえるためには，他の題材における評

価を考慮に入れながら進めていく必要がある。

例えばＪ児は，右の写真ようなクジ

ャクの首と羽が連動して動くおもちゃ

を製作した。材料として水引に用いる

金や銀の紐などを用いているが，「発

想や構想の能力」「創造的な技能」に

ついては，特に，「十分満足できる」

状況とは判断しなかった。ただ，本題

材に対するＪ児の「造形への関心・意

欲・態度」は高く，その後も意欲的に

取り組むようになった。

「鑑賞の能力」の評

価

自分の作品につ

いて説明したり，感

じたことを話し合っ

たりしながら，自他

の作品を鑑賞して

いる姿をとらえる。

感想カードを

持って，友人

の作品を一つ

一つ動きを確

かめながら鑑

賞している。
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そして，２学期，Ｊ児は，「私を守

る鍾馗さん（Ａ表現（２））」という
しようき

題材で，右の写真のような作品をつく

った。「鍾馗さん」とは，京都の町屋

の屋根にある瓦粘土で出来た魔除けの

像であり，題材としては表の面だけを

作成すればよい。しかし，Ｊ児は，裏

面の模様にもこだわって細やかな装飾

を行った。これは他の児童には見られ

ない特徴だった。このとき，Ｊ児には

「装飾的につくる」というよさがあり，Ｊ児自身も様々な題材で装飾性を追求しているこ

とが分かった。その視点から見れば，クジャクの作品にも装飾にこだわったＪ児らしさが

表れているといえる。

結果として「私を守る鍾馗さん」の学習では，Ｊ児は「創造的な技能」及び「発想や構

想の能力」において「十分満足できる」状況となった。今も，この作品はＪ児の家の玄関

に飾ってあり，家族を毎日迎えているという。Ｊ児は，題材「どんな動き？こんな動

き！」の経験をきっかけに，自分の資質や能力をいっそう発揮するようになったと考えら

れるだろう。このように，題材と題材を関連させるという視点をもつことで，児童の学習

状況をより具体的にとらえることができる。

（２）題材ごとに重点をおいて評価の観点を設定する

図画工作科の場合は，本題材のように６時間の題材もあれば，１時間で絵をかいたり，

２時間連続で造形遊びを行ったりする場合がある。すべての題材で４つの観点を均等に評

価しようとすると，資料の収集に追われ，十分に評価できないだけでなく，指導もおろそ

かになることも考えられる。

そこで，それぞれの題材において評価した結果を記録に残す観点をしぼり，年間を見通

して評価の機会を設定することが重要であると考え，次頁のような一覧表を作成した。そ

して，以下のように，題材の配列，材料や用具，指導方法など様々な点を見直した。

・ １学期に「発想や構想の能力」に重点のある題材が連続していたので，そのうちの

一つの題材を２学期の題材と入れ替えて学期ごとのバランスをとった。

・ １学期に「鑑賞の能力」を評価する場面が設定されていなかったので題材を組み込

んだ。

・ 題材を評価の観点から検討した結果，「創造的な技能」に重点をおいた題材であっ

たにも関わらず，材料や用具が「創造的な技能」を育成するためには不十分だったこ

とが分かった。そこで，主材料の段ボールを木材に変更した。

・ ワークシートやノートなどを〔共通事項〕や言語活動の視点から充実するとともに，

取り入れる時間や場面を考慮しながら題材や学期を見通して設定した。
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年間題材一覧表 第６学年 ◎は重点をおく評価の観点

月 時 題 材 名 備 考

間

４ ２ 「よろしく，私のロッカー」Ａ表現(２)

４ ４ 「光と場所を生かして」Ａ表現(１) ワークシート

５ ６ 「どんな動き？こんな動き！」Ａ表現(２) アイデアスケッチ

６ ２ 「日本の色って，どんな色」Ｂ鑑賞(１) ※２学期の題材から移動

１０ ４ 「私を守る鐘馗さん」Ａ表現(２)

これによって，次のような効果があった。

① 評価活動が簡潔になり，観察や作品の分析が充実し，評価の結果が分かりやすくな

った。

② 重点をおいた観点だけを見るというよりも，むしろ他の観点と関連付けて見るよう

になった。

③ 複数の題材を通して評価することで，児童の成長を継続的に把握するようになった。

このように，学期等のある程度の期間で評価の観点に重点をおくように設定し評価の総

括や指導計画などを見直すことは，結果として，児童のよさや可能性をより深く，総合的

にとらえることにつながる。保護者への説明等においても，評価の妥当性や信頼性が確保

できると考える。

○ 評価の観点に重点をおく場合の配慮事項

重点をおいて評価活動を行ったときに，実際

の学習活動とのかい離が生じる場合がある。例

えば，手などでやぶった段ボールの形から思い

付いたことを平面的に表す第４学年「段ボール

をやぶってみたら…」という題材（右の写真）

で，教師は「発想や構想の能力」を重点的に評

価しようと考えた。しかし，実際は，多くの児

童の作品が次頁のように立体化し，児童は自分

の思い付いた形を実現するために「創造的な技

能」を働かせることになった。題材ごとに重点

をおく場合，実際の学習状況や児童の実態に応じて，柔軟に考えたり，妥当性から

評価の観点を見直したりする必要がある。

◎

◎ ◎

◎

◎

◎
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○立体的に展開した作品例
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