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新しい学習指導要領

学習指導要領を踏まえた
学習指導と学習評価の在り方について

文部科学省 教科調査官
国立教育政策研究所 教育課程調査官
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話の概要

 指導と評価の一体化
・学習指導要領における学習評価
・中学校国語科の授業づくり
・「Bと判断する状況」の具体的な想定
・評価の実際（例）
・評価結果のフィードバック
・主体的に学習に取り組む態度の指導と評価

学習評価は，学校における教育活動に関し，児童⽣徒の学
習状況を評価するものである。

現在，各教科の評価については，学習状況を分析的に捉え
る「観点別学習状況の評価」と，これらを総括的に捉える
「評定」の両⽅について，（ ①

）として実施するものとされており，観点別学習状況
の評価や評定には⽰しきれない児童⽣徒⼀⼈⼀⼈のよい点や
可能性，進歩の状況については，（ ② ）として実施
するものとされている。

「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」
（平成31年1月21日 中央教育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会）

学習指導要領における学習評価 1 学習指導要領における学習評価

中学校学習指導要領（平成29年告⽰）
第１章 総則
第３ 教育課程の実施と学習評価
２ 学習評価の充実

(1) ⽣徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し，学習したこ
との意義や価値を実感できるようにすること。また，各教科等の
⽬標の実現に向けた学習状況を把握する観点から，単元や題材な
ど内容や時間のまとまりを⾒通しながら評価の場⾯や⽅法を⼯夫
して，学習の過程や成果を評価し，指導の改善や学習意欲の向上
を図り，資質・能⼒の育成に⽣かすようにすること。

学習指導要領の総則において「指導と評価の⼀体化」の必要性が明確化された。
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「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関連性が
あること（学習評価が学習指導の⽬標（学習指導要領等）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。

学習指導要領における学習評価

（「児童⽣徒の学習評価の在り⽅について（報告）」
平成22年年3⽉24⽇ 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会）
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中学校学習指導要領（平成29年告⽰）
第１章 総則
第３ 教育課程の実施と学習評価
２ 学習評価の充実
(2) 創意⼯夫の中で学習評価の妥当性や信頼性が⾼められるよう，

組織的かつ計画的な取組を推進するとともに，学年や学校段階を
越えて⽣徒の学習の成果が円滑に接続されるように⼯夫すること。

学習評価の実施に当たっては，評価結果が評価の対象である⽣徒の資質・能⼒を適切に反映
しているものであるという学習評価の妥当性や信頼性が確保されていることが重要である。

（「中学校学習指導要領（平成29年告⽰）解説総則編」p.93）

中学校国語科の授業づくり

（「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」
国立教育政策研究所 令和２年３月）（以下， 「参考資料」）p.38）

Step1
単元で取り上げる
指導事項の確認

Step２
単元の目標と
言語活動の設定

Step３
単元の評価規準の
設定

Step４
単元の指導と評価
の計画の決定

Step５
評価の実際と手立
ての想定

【授業構想の流れ】
言語活動を通して，

指導事項（資質・能力）を指導する

育成を目指す資質・
能力を明確に

目指す資質・能力を
育成するのに適した
言語活動を

評価規準を踏まえ，
学習活動を通した「Ｂ
と判断する状況」，「Ｃ
と判断する状況への
手立て」の想定を具
体的に

観点別の学習状況につ
いて評価する時期や場
面の精選を
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□ 資質・能力を育成するた
めに効果的な言語活動であ
る（育成したい資質・能力に
合わせて，言葉に着目しな
がら思考，判断，表現する場
面がある）。
□ 生徒が言語活動に興味
をもち，主体的な学習につな
がる（言語活動そのものがイ
メージしやすく見通しがもて
る）。
□ 教師が設定したスモール
ステップを踏むだけで授業が
終わらない（目的をもって試
行錯誤しながら，生徒自ら学
習を進める場面がある）。

評価規準を踏まえ，
学習活動を通した「Ｂ
と判断する状況」，「Ｃ
と判断する状況への
手立て」の想定を具
体的に

「Bと判断する状況」の具体的な想定

（ 「参考資料（中学校）」事例３）

5 「Bと判断する状況」の具体的な想定 6



■「走れメロス」を読んで、登場人物の言動の意味について考えよう■                               令和元年  月  日 

２年  組  号 氏名               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登場人物の言葉や行動 

登場人物の言葉や行動の意味 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

人物名

人物像

他の２人との関係

メロス

正義感あふれる村の牧人

ディオニスのライバルであ
り、セリヌンティウス

の無二の友人。

メロスは激怒した。必ず、かの邪知

暴虐の王を除かねばならぬと決意

した。 

 
            シラクス 
              の町 
    刑場 
 
                   王城 
 
 
 試 
 
練 

 
を 

 
 乗 

                     故 
り                   郷 

の 
越                村 

 
    え 
      て 
       走 る 
             
 
 

王のことが憎い。 
「あきれた王だ。生かしておけぬ」と重ねる
ことで、メロスの怒りが強調されている。 

人を疑うのは、最も恥ずべき悪徳だ。 

メロスは必死で言いはった。「私は約束を守

ります。～妹が私の帰りを待っているのだ。

～私の無二の友人だ。あれを人質としてこ

こに置いていこう。 

メロスは悔しくてじたんだ踏んだ。ものも言い

たくなかった。 

自分に嫌気がさ

している。 

妹にこう言うことで、自分を奮い立たせ

ている。「人を信じること」を証明する

には、自分が王に言ったとおりに生きな

ければならないと、自分に言い聞かせて

いるのかも。 

メロスは無理に笑おうと努めた。 

少しでもと長くこの家にぐずぐずととどまって

いたかった。 

メロスほどの男にもやはり未練の情というも 

のはある。 

「お前の兄の、いちばん嫌なものは、人を疑う

ことと、それから、うそをつくことだ。お 

まえの兄は、たぶん偉い男なのだから、 

おまえもその誇りをもっていろ。」 身代わりの友を救う

ために走るのだ。王の

奸侫邪智を打ち破る

ために走るのだ。走ら

なければならぬ。 

私は王の言うままになって

いる。～きみと一緒に死なせ

てくれ。きみだけは私を信じ

てくれるに違いない。 

セリヌンティウスよ、許してくれ。～私は走っ

たのだ。きみを欺くつもりはなかった。 

私は信頼に報いなければならぬ。 

ああ、なにもかもばかばかしい。 

殺されるのは私だ。メロスだ。 

私を殴れ。力いっぱいに頬を殴れ。

私は途中で一度悪い夢を見た。きみ

が私を殴ってくれなかったら、私は

きみと抱擁する資格さえないのだ。 

まっすぐなメロスで

も、妹と過ごす時間

は心地よく、ついつ

い約束を忘れそうに

なる。 

正直な男のまま死なせてください。 

メロスは単純で、汚いことは
嫌い。 

王に「人を信じること」
をわかってもらうため  

には、自分を犠牲にす 
るしかない。 

これほどまで
に人を信じな
い人に言うこ
とはない。絶対
に王の言うと
おりにしては
ならない。 

一生家にいたいと思う気持ちが強いが、友を助けるため、走らなければな

らない。自分を奮い立たせるために、たくさんの理由を述べている。 

メロスはあきらめ、裏切

りそうになっている。ず

っと、よい友と友であっ

たのに・・・ 

ディオニスとセリヌンティウスの両方のことを書

くことで、メロスの心の中に変化があったことが、

一層理解できる。 

一度でも裏切ろ

うとしてしまっ

た私なんかのた

めに、友人を死な

せてはいけない。 

友人を人質にして、どうでも

いいと一度でも思ってしま

った自分を恥じている。「一

度だって～宿したことはな

かった」とつながっている。 

自分の信念を

思い出し、本

来のメロスが

戻った。 

セリヌンティウスも、一度だ

けメロスを疑ったことを告

白している。 

ただ、わけのわからぬ何かに引き

ずられて走った。 

セリヌンティウスのことを

思うとか、王に何かを証明す

るとかいったことを超えた

ものがメロスを支配してい

る。 

登場人物の言葉や行動
がもつ意味を考えて書く

担当する登場人物名を書く

場面を書く

登場人物の言葉や行動
を書き出す

人物

文章全体を踏まえて，登
場人物の人物像，他の人
物との関係を書く

「Bと判断する状況」の具体的な想定 7

【生徒Ｘの記述】

メロス

正義感あふれる村の牧人。
自分の信念を貫くタイプ。

王城のシーンから刑場まで、王
とは敵対する関係。セリヌ
ティウスとは親友だが、

途中揺らぐ。

「Bと判断する状況」の具体的な想定 8

【生徒Ｙの記述】

セリヌンティウス

シラクスの町の優しい石工。

メロスとは竹馬の友であり、殺さ
れるかもしれない身代わりを

引き受けるほど、
信頼している。

9「Bと判断する状況」の具体的な想定

（ 「参考資料（中学校）」事例３）

「Bと判断する状況」の具体的な想定

（「参考資料」p.38）

Step1
単元で取り上げる
指導事項の確認

Step２
単元の目標と
言語活動の設定

Step３
単元の評価規準の
設定

Step４
単元の指導と評価
の計画の決定

Step５
評価の実際と手立
ての想定

【授業構想の流れ】

「⾛れメロス」
を読み，登
場⼈物の⾔
動の意味につ
いて考えたこ
とを語り合う

（単元の評価規準）
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「Bと判断する状況」の具体的な想定

評価規準
「読むこと」において，⽂章全体と部分との関係に注意しながら，登場⼈物の設定の
仕⽅などを捉えている。

登場⼈物の設定の仕⽅とは，登場⼈物の⼈物像や相互関係などがどのように
設定されているかということである。場⾯の時間的，空間的な設定，語り⼿の
有無など，これらを正確に捉えることが，⽂章の内容をより深く理解すること
につながる。

（「中学校学習指導要領（平成29年告⽰）解説国語編」 p.98）

「Bと判断する状況」の例
⽂章全体を踏まえて，担当する登場⼈物の「⼈物像」と「他の⼈物との関係」について

正確に捉えている。

学習活動 場⾯ごとの⾔動の意味を考え，⼈物像と他の⼈物との関係をまとめる。

『解説』の記述を参考にする。

11

文章全
体を踏
まえて

人物像 他の人
物との
関係

生徒X ○ ○ ○

生徒Y △ ○ ○

「セリヌンティウスが登場する王城と
刑場の場面での言葉を読み直して，
関係をもう少し丁寧に書いてみよう。」

「Bと判断する状況」の例
⽂章全体を踏まえて，担当する登場⼈物の「⼈物像」と「他の⼈物との関係」につい

て正確に捉えている。

評価の実際(例) 12

目標に準拠した評価により，誰に，どのような指導をしたらよいかを明確にする。
→ポイントを押さえた効果的な指導・・・指導と評価の一体化

文章全体を
踏まえる

人物像を
まとめる

他の人物との
関係をまとめる

自己評価 ○ ○ ○

相互評価 △ ○ ○

先生の評価 △ ○ ○

ワークシートの工夫
→評価とフィードバック・指導の工夫

個人内評価や助言等はコメント等で伝える。

目標に準拠した評価を，評価規準に基
づいた観点で明確に示す。

「Bと判断する状況」のキーワード

評価の実際(例) 13

指導と評価の⼀体化に向けた１⼈１台端末等の活⽤例

⽣徒が学習活動に取り組んでいるとき，教師は何をするのか︖
➡「Ｂと判断する状況」に該当しない生徒に対する指導

〇 当該生徒及び周囲の生徒の思考を遮らずに指導が可能
〇 指導の記録を残す・蓄積することが可能→振り返りへの活用
〇 困っていることの記入（ファイル名等の工夫）により相談しやすい環境の醸成

説明的だとちょっといまいち。

語順を変えたり，花火の形を
具体的に描写したりするのは
どうかな？（教師）

どのように学習を改善したらよいか
を助言

「Bと判断する状況」に該当していな
いことをフィードバック

14評価結果のフィードバック


