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必見！新指導要録に即役立つ 
 

「思考力・判断力・表現力」の 

         評価と授業づくり 

ガイドブック 
 

－小学校編－ 



ご挨拶 
 

 

 現在、各小学校では、次年度からの新学習指導要領の完全実施にあたり、

指導法の工夫改善、年間指導計画の作成、新しい教科書の活用等、喫緊の課

題に対する様々な取組が行われています。 

 このような中、平成２２年５月に出された「児童生徒の学習評価及び指導

要録の改善等について（通知）」では、学習評価の改善に関する基本的な考

え方について、 
  

① きめ細かな指導の充実や学習の確実な定着を図るための目標に準拠  

した評価を着実に実施すること。 

② 新学習指導要領の趣旨や改善事項等を学習評価において適切に反映 

すること。 

③ 学校や設置者の創意工夫を一層生かすこと。 
  

の三点から述べられており、学校等では、この内容について確実に取り組む

ことが求められています。  

 この度、当教育センターでは、まず小学校を対象に、今回の改訂でポイン

トとなる「思考力・判断力・表現力」を重視した評価と授業づくりが円滑に

行われるための調査研究を行い、例示的にとりまとめました。従来から小学

校では、「指導と評価の一体化」等の言葉に象徴される数多くの取り組みを

積み重ね、子ども一人一人を大切にした学習活動が展開されてきました。し

かし、新学習指導要領では、これまで以上に、知識・技能を活用する力を高

める質の高い学習活動と学校の組織的な取組が求められています。 

 各小学校において、教育活動を組織的・効率的に改善するために、このガ

イドブックとガイドブックに準じて作成したプレゼンテーションデータを

校内研修等で活用され、教務主任等がプレゼンテーションを行ったり、皆で

ガイドブックをもとに話し合ったりすることを通して、評価・授業改善に向

けて共通理解を図る一助としていただければ幸いです。 

 

平成２３年２月 

                             福 岡 県 教 育 セ ン タ ー

     教育経営部長   麻生 秀喜 
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○ はじめに 
 
  
 
 
 今回の学習指導要領の改訂に大きな影響を与えたのはＰＩＳＡ

調査１）や全国学力・学習状況調査のＢ問題です。これらは、子ど

もたちが、知識・技能等を実生活の様々な場面に「活用」する力、

様々な課題解決のための構想を立て、実践し、評価・改善する力

をどれだけ身に付けているかを測ることを目的として作られてい

ます。これらの調査で明らかになったのは次のようなことでした。 

ＰＩＳＡ調査でいう読解プロセス２）の、 

①  論理的思考を働かせながら、情報を関係づけて意味を見つけ

る｢解釈｣の能力が身に付いていない。 

②  示された考え方や述べ方について、考察・判断をし、その結

果や過程・根拠を自分の言葉で表現する｢熟考・評価｣｢論述｣の

能力が身に付いていない。 

これらの課題を受けて文部科学省は審議を重ね、「思考力・判断

力・表現力」等の育成を改正学校教育法第 30 条に明記した上で学

習指導要領改訂の中核として打ち出すことになったわけです。 

天然資源が少ない日本は、知識基盤社会の中でこれからも知的

資源を大切にし、アイデア立国を目指し続けなければなりません。

次の世代を担っていく子どもたちにこれらの力を育てていくこと

は、我々国民にとって大変大きな意味をもっています。 

「思考力・判断力・表現力」を育てるには、教師の授業観を変

える必要があります。単元の主目標である段落相互の関係や社会

的事象の意味、面積の求め方や自然事象のきまりを見つける場面

で、教師から見方・考え方や関係づけ方、意味などを示したり、

一部の子どもの発言だけでまとめたりする授業では「思考力・判

断力・表現力」は育ちにくいという認識等の共通理解が必要です。 

今回の指導要録の改善は、この「思考力・判断力・表現力」育

成の流れをふまえています。つまり、「思考力・判断力・表現力」

を評価できるようにすることで、教師がそれらの力を育む授業を

確かにつくっていけるようにすることが真の目的なのです。 

 

早い時期から福岡県の教師みんなで新しい評価と授業づくりに

ついての共通理解を図り、「思考力・判断力・表現力」の評価と、

それが可能になる授業を工夫していくことで、今、子どもたちに

求められている力をつけるための協働体制を作りましょう。 

今、なぜ「思考力・判断力・

表現力」なの？ 

 「PISA 調査」とは 

OECD（経済協力開発機構）に

よって３年に１度行われる国

際的な学力調査です。「読解力」

「数学的リテラシー」「科学的

リテラシー」の３分野、及び「問

題解決能力」についての調査が

行われます。 

１） 

 「読解プロセス」とは 
 PISA 調査で測定された、情

報を受け取り、その情報をもと

に思考・判断・表現するまでの

過程のことです。国語科に限ら

ず、あらゆる学習のなかで発揮

させ育成すべき力です。 

❋「情報の取り出し」 

情報を正確に理解し、必要な

情報を取り出す段階。 

❋「解釈」 

情報を他と関係づけて意味

を見つけたり、情報の送り手の

意図を推し測ったりする段階。 

❋「熟考・評価」｢論述｣ 

解釈したことをもとに、示さ

れた意見やそれを支える事

実・それらの関係・情報の送り

手の述べ方や考え方等につい

て判断し、自分の考えを述べる

段階。 

２） 
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○本ガイドブック活用の流れ

このガイドブックに関する

ターＨＰにアップロードし

 

   「単元の評価規準」作成には

教育政策研究所）が大変役に

い。（国立教育政策研究所ＨＰ
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れ 

する校内研修用のプレゼンテーションデータは

しています。そちらからダウンロードしてく

には、「評価規準の作成のための参考資料」

に立ちます。是非このガイドブックと併せて

ＨＰからダウンロードすることができます。）

「第Ⅰ章 理論編」 

「第Ⅱ章 方法編」 

「第Ⅲ章 実際編」となっています

 
データは、福岡県教育セン

からダウンロードしてください。 

」（Ｈ22・11 国立

せて、活用してくださ

。） 

なっています。 
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今回の学習指導要領

断力・表現力」を重視

めの授業づくりが重要

年度当初に、このことについて

通理解を図り、早い

で取り組んでいくことが

そのとき、まず共通理解

力・判断力・表現力

する基本的な考え方

この章では、Ｑ＆Ａ

づ く り に 関 係 の 深

げ、その考え方を説明

を通して、これらの

通理解を図っていきましょう

 

１  何が変わったの？「

 ２ 「思考力・判断力・

 ３ 「習得」「活用」「

 ４ 「言語活動」の役割

 ５ 「思考力・判断力・

６ 新しい評価に対応する

 共通理解しよう－新しい評価を行う上で必要な
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章  共通理解しよう 

う上で必要な教師としての基礎

学習指導要領の改訂は、「思考力・判

重視した新しい評価やそのた

重要なポイントです。 

このことについて学校全体で共

い時期から皆が同じスタンス

んでいくことが大切になります。 

共通理解すべきことが「思考

表現力」の評価や授業づくりに関

方です。 

、Ｑ＆Ａの形で新しい評価や授業

深 い 重 要 キ ー ワ ー ド を 取 り あ

説明しています。校内研修等

これらの基本的な考え方について共

っていきましょう。 

？「新しい評価」 

・表現力」とは 

」「探究」の学習活動とは 

役割とは 

・表現力」の評価とは 

する年間・単元・本時指導計画の在り方

な教師としての基礎・基本 

基礎・基本－ 

方とは 



Ⅰ 

 

 

１ 何が変わったの？「新しい

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ｈ23 年度から小学校において全面

準・基準を作成するためのよりどころとして、Ｈ

「評価規準の作成のための参考資料
 

① 今回の改訂で設定された「技能

た表現をも含む観点として設定

② （「思考・判断・表現」で示

た表現ではなく、思考・判断した

いるかを内容としている。              
  

 

まず、①についての共通理解です。

表現」から「技能」に変わっても、これまで教科で測られていた教科内容としての表現力（社会＝

資料を活用した表現など、算数＝

歌唱・器楽表現など）は、これまでどおり「技能」の観点の中で評価するということです。

次に②についての共通理解です。②で述べられているのは、新しく「思考・判断・表現」で示さ

れた表現がこれまでの「技能・表現」の中で言われてきた表現とは全く違うものであり「

判断』の過程や結果が分かる表現

音楽科の例で考えてみます。（

たか」を実際の歌唱で測るのは、これまで通り

観点の中で行います。そして、今回重視されている「思考力・判断力・表現力」にかかわる「

ような歌い方にしようとしたのか（思考・判断の結果）

い方にしようとしたのか（思考・判断の過程）

の上手さとは別で、 後の歌唱表現に表れるとは限らないものです。）それを

夫」（全教科で言えば「思考・判断・表現」

 

 

 全教科での観点の

これまで 「思考・判断」 「技能

これから 「思考・判断・表現」 

今までの

どこですか

評価の観点において

「思考・判断」の観点

この考え方は、一見評価の観点

でも全く同じで、全教科にあてはまることとして

 

 共通理解しよう－新しい評価を行う上で必要な
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しい評価」 

小学校において全面実施される新しい学習指導要領に対応し

ためのよりどころとして、Ｈ22 年 11 月に国立教育政策研究所から発表された

参考資料」では、次のように述べられています。 

技能」については、これまで「技能・表現」

設定されることとなった。 

示す）「表現」とは、これまでの「技能・表現

した過程や結果を言語活動の中で児童生徒がどのように

              （※アンダーラインは

まず、①についての共通理解です。（前表左側参照）指導要録などの評価の観点の表記は「技能・

表現」から「技能」に変わっても、これまで教科で測られていた教科内容としての表現力（社会＝

資料を活用した表現など、算数＝図や表やグラフを使った表現など、体育＝身体表現など、音楽＝

歌唱・器楽表現など）は、これまでどおり「技能」の観点の中で評価するということです。

次に②についての共通理解です。②で述べられているのは、新しく「思考・判断・表現」で示さ

れた表現がこれまでの「技能・表現」の中で言われてきた表現とは全く違うものであり「

判断』の過程や結果が分かる表現」を指しているということです。 

（前表右側参照）結果としての表現技能「どのような歌い方で歌っ

たか」を実際の歌唱で測るのは、これまで通り「音楽表現の技能」（全教科で言えば「技能」）

観点の中で行います。そして、今回重視されている「思考力・判断力・表現力」にかかわる「

ような歌い方にしようとしたのか（思考・判断の結果）」また、「どのように考えてそのような歌

い方にしようとしたのか（思考・判断の過程）」は、言語活動を通して主に言語で

の上手さとは別で、 後の歌唱表現に表れるとは限らないものです。）それを

全教科で言えば「思考・判断・表現」）の観点の中で評価していくということです。

の変更  音楽科での観点

技能・表現」  「音楽的な感受や表現の工夫」 

「技能」  「音楽表現の創意工夫」 

までの評価と大きく変わったところは

どこですか？ 

においてこれまでの「技能・表現」の観点が

観点が「思考・判断・表現」になったところです

観点が変わっていないように見える国語科などの教科

にあてはまることとして徹底した共通理解が必要です。

な教師としての基礎・基本 

実施される新しい学習指導要領に対応して各学校が評価規

月に国立教育政策研究所から発表された

 

」として評価されてい

表現」で評価されてい

がどのように表出して

アンダーラインは本チームによる） 

指導要録などの評価の観点の表記は「技能・

表現」から「技能」に変わっても、これまで教科で測られていた教科内容としての表現力（社会＝

など、体育＝身体表現など、音楽＝

歌唱・器楽表現など）は、これまでどおり「技能」の観点の中で評価するということです。 

次に②についての共通理解です。②で述べられているのは、新しく「思考・判断・表現」で示さ

れた表現がこれまでの「技能・表現」の中で言われてきた表現とは全く違うものであり「『思考・

結果としての表現技能「どのような歌い方で歌っ

（全教科で言えば「技能」）の

観点の中で行います。そして、今回重視されている「思考力・判断力・表現力」にかかわる「どの

どのように考えてそのような歌

主に言語で表現させ（歌唱

の上手さとは別で、 後の歌唱表現に表れるとは限らないものです。）それを「音楽表現の創意工

の観点の中で評価していくということです。 

観点の変更 

 「表現の技能」 

「音楽表現の技能」 

わったところは、   

が「技能」になり、

ったところです。 

教科

。 
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これまで「思考・判断」で評価されていたものは、主に教科の特徴的な「見方・考え方」（結果

重視）であり、その評価方法は市販のペーパーテストの「思考・判断」の評価などによることが多

かったと言えます。しかし、重要なのは、授業の中で子どもがそれらの見方・考え方を

思考過程の中でどのように考えて、「見方・考え方」や「関係づけ方」「解き方」を

り用いたりしているか、また、その考えなどを自分の

やすく作られている市販のテストなどは、もともと結果としての力を

断」の評価にはなじみにくいものです。

技能」を測ってしまっていることが多かったのではないでしょうか

が初出した前々回の学習指導要領改訂の時以来、

のですが、教師が市販のテスト等で

果、確実に「思考・判断」させる授業をつくったり、学びの過程でそれを評価したりする意識が薄

れがちになっているようです。そして、「見方・考え方」を教師の側から教える授業をしたり、評

価場面で結果として得た「見方・考え方」を表す言葉（「

験方法」や「きまり」）の記述や計算

残り続けています。 
 

このことを第４学年の算数科「面積」の学習で

積の比べ方を考える場面です。ここで子どもが見つけるべき「数学的な考え方」（

「思考・判断・表現」）は、「単位面積の紙を敷き詰めそのいくつ分で比べれば

さを比べることができる」です。

を比べられるのだろう。」で、活用すべき基礎的な知識・技能は「長さを比べるときに、任意単位、

普遍単位で長さを比べていった経験に基づく知識・技能」です。

 

 

 

 

この授業場面を評価規準で見てみると

「技能」については、これまでの「

考・判断・表現」については、これまでの

評価の観点 

「数学的な考え方」 

→全教科で言えば「思考・判断・

表現」 

（これまでの「思考・判断」） 

「数量や図形についての技能」 

→全教科で言えば「技能」 

（これまでの「技能・表現」） 

 共通理解しよう－新しい評価を行う上で必要な
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「思考・判断」で評価されていたものは、主に教科の特徴的な「見方・考え方」（結果

重視）であり、その評価方法は市販のペーパーテストの「思考・判断」の評価などによることが多

かったと言えます。しかし、重要なのは、授業の中で子どもがそれらの見方・考え方を

て、「見方・考え方」や「関係づけ方」「解き方」を

しているか、また、その考えなどを自分の言葉で適切に表現できているかです。採点し

やすく作られている市販のテストなどは、もともと結果としての力を測るためのもので「思考・判

みにくいものです。項目では「思考・判断」としながらも結果としての「知識・

とが多かったのではないでしょうか。「思考力・判断力・表現力」

が初出した前々回の学習指導要領改訂の時以来、それらに向かう授業や評価の改善が言われてきた

等で「思考・判断」を評価できていると考えることに慣れて

果、確実に「思考・判断」させる授業をつくったり、学びの過程でそれを評価したりする意識が薄

そして、「見方・考え方」を教師の側から教える授業をしたり、評

価場面で結果として得た「見方・考え方」を表す言葉（「要点」「社会的事象の意味」「式」「実

験方法」や「きまり」）の記述や計算や解答の正否のみで「思考・判断」を評価したりする傾向が

の算数科「面積」の学習で考えてみます。形の違う正方形と

場面です。ここで子どもが見つけるべき「数学的な考え方」（

）は、「単位面積の紙を敷き詰めそのいくつ分で比べれば

比べることができる」です。子どもの中心問題は「どうすれば、大きさの違う二つの紙の面積

を比べられるのだろう。」で、活用すべき基礎的な知識・技能は「長さを比べるときに、任意単位、

普遍単位で長さを比べていった経験に基づく知識・技能」です。 

この授業場面を評価規準で見てみると次の表のようになります。 

「技能・表現」の考え方をそのまま当てはめることができますが

これまでの考え方では不十分であり、新しい評価の考え

これまでの評価規準の傾向 今後重視

・「単位面積のいくつ分」で 

面積を比べればよいことを理 

解できたか。 

 

・長さを

もとに「

で面積を

考え出すことができたか

た、その

・「単位面積のいくつ分」の 

考え方を使い面積を比べるこ 

とができたか。（また、比べ 

方を説明できたか。） 

・「単位面積

考え方を

とができたか

を説明できたか

形が違う紙の広さを比べるに

はどうしたらよいのかしら？ 

な教師としての基礎・基本 

「思考・判断」で評価されていたものは、主に教科の特徴的な「見方・考え方」（結果

重視）であり、その評価方法は市販のペーパーテストの「思考・判断」の評価などによることが多

かったと言えます。しかし、重要なのは、授業の中で子どもがそれらの見方・考え方を学ぶときに、

て、「見方・考え方」や「関係づけ方」「解き方」を自ら発見した

できているかです。採点し

ためのもので「思考・判

項目では「思考・判断」としながらも結果としての「知識・

。「思考力・判断力・表現力」

授業や評価の改善が言われてきた

「思考・判断」を評価できていると考えることに慣れてきた結

果、確実に「思考・判断」させる授業をつくったり、学びの過程でそれを評価したりする意識が薄

そして、「見方・考え方」を教師の側から教える授業をしたり、評

」「社会的事象の意味」「式」「実

解答の正否のみで「思考・判断」を評価したりする傾向が

正方形と長方形の紙の面

場面です。ここで子どもが見つけるべき「数学的な考え方」（全教科で言えば

）は、「単位面積の紙を敷き詰めそのいくつ分で比べれば、いつでも違う広

は「どうすれば、大きさの違う二つの紙の面積

を比べられるのだろう。」で、活用すべき基礎的な知識・技能は「長さを比べるときに、任意単位、

ることができますが、「思

え方に対応できません。 

今後重視される評価規準 

さを比べる時の考え方を

「単位面積のいくつ分」

を比べればよいことを

すことができたか。ま

その考えを説明できたか。 

単位面積のいくつ分」の

を使い面積を比べるこ

とができたか。また、比べ方

できたか。 
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前頁の表の「これまでの評価規準

が「理解できればよい」というとらえでは、教師側から先に単位面積にあたる正方形の紙を提示し

たり、それを敷き詰めてみせたりしかねません。しかし、それでは、本時主眼（考え方）について

答えを教えてしまったことと変わりがありません。ここで重視すべき指導は、表の「今後重視され

る評価内容」に示されるように、

位面積のいくつ分で比べる」という考えを

きです。重視すべき表現は、長さの学習との関係づけが

の「数量や図形についての技能」で言われるような、習った考え方を使って

比べ方を説明したり、図を上手に使ったり

 

 

 

 

 

 

 

このような学習場面で求められている論理的思考は、主に言語で行われます。

ことはできません。どのように考え

要があります。従って、子どもが

いるかを表現させ、それを評価する

かと何かを関係づけた表現となり、オープンエンド（答えが一つとは限らない）の答えになります。

この時の評価のコツはそう複雑ではありません。

ワード（※）」と主眼である教科の「見方・考え方を表す言葉」

何枚分でくらべればよい」）の両者が入っているかどうかが評価の鍵となります。これを授業

画段階で「期待する記述・発言」

力」を育む授業づくり及び評価のコツになるということが言えます。

また、評価形式としては、形成的評価が重要になってくることは、言うまでもありません。

※ 論理キーワード・・・「～の方が」「～の時も」「～の仲間」「

など、主に結論の理由の中に出てくるもの

 

 

 

 

● 単元の全時間で「思考力・判断力・表現力」を

中心となる「見方・考え方」を発見する場面でこの力を重点的に育成します。

 

 

(例) 

 

 

変えるべき点は

第１次（重点） 

 「見方・考え方（解き方・コ

ツなど）を発見する。」 

何百・何千年前の先人達

教科の「見方・考え方」などの

子どもに「思考力・判断力

単純化されていてもよい

の見方・考え方を見つけ出

どもたちにミニ追体験させ

るのが「思考力・判断力・

単元の全時間

 共通理解しよう－新しい評価を行う上で必要な
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規準の傾向」の「数学的な考え方」に見られるように、その考え方

が「理解できればよい」というとらえでは、教師側から先に単位面積にあたる正方形の紙を提示し

せたりしかねません。しかし、それでは、本時主眼（考え方）について

答えを教えてしまったことと変わりがありません。ここで重視すべき指導は、表の「今後重視され

る評価内容」に示されるように、長さの学習の時に使った考え方と関係づけて

位面積のいくつ分で比べる」という考えを思いつくかという、アイデア創出のために尽くされるべ

は、長さの学習との関係づけがどのようになされているか

の「数量や図形についての技能」で言われるような、習った考え方を使って実際に面積を

したり、図を上手に使ったりというような表現とは自ずと異なって

このような学習場面で求められている論理的思考は、主に言語で行われます。

どのように考えたかを知るには、思考の過程や結果を言語の形で表現させる必

がどのように考え、「見方・考え方」を導き出したり使ったりして

いるかを表現させ、それを評価する仕組みを確立することが重要です。この時の表現は基本的に何

かと何かを関係づけた表現となり、オープンエンド（答えが一つとは限らない）の答えになります。

コツはそう複雑ではありません。ねらった思考（関係づけ方）を示す「論理キー

教科の「見方・考え方を表す言葉」（主に結論＝「この正方形の紙の

何枚分でくらべればよい」）の両者が入っているかどうかが評価の鍵となります。これを授業

期待する記述・発言」（評価基準）として設定しておくことが「思考

」を育む授業づくり及び評価のコツになるということが言えます。（第Ⅱ章で詳述しています。）

また、評価形式としては、形成的評価が重要になってくることは、言うまでもありません。

「～の方が」「～の時も」「～の仲間」「～をまとめると」「もし～という結果になれば」

など、主に結論の理由の中に出てくるもの＝「長さの時も鉛筆のいくつ分などで比べられた

で「思考力・判断力・表現力」を身に付ける授業をめざすのではなく、単元内で

中心となる「見方・考え方」を発見する場面でこの力を重点的に育成します。

は分かったけど、時間が足りなくなるのでは？

第２次 

「見方・考え方（解き方・コ

ツなど）を繰り返し使い、身

に付けたり慣れたりする。」 

第３次 

「見方・考え

など）を、形

先人達が、何年・何十年とかかって見つけ出した各

などの結果だけを、教師が伝達するだけでは、

判断力・表現力」は身に付かないのです。 

されていてもよい、必要な前提は教えてもよいので、先人がそ

出した思考の過程、問題解決過程を、教室で子

させ、「見方・考え方」を自ら発見させるようにす

・表現力」を育む授業です。 

全時間でこのような授業を目指すわけではないのですよ

な教師としての基礎・基本 

「数学的な考え方」に見られるように、その考え方

が「理解できればよい」というとらえでは、教師側から先に単位面積にあたる正方形の紙を提示し

せたりしかねません。しかし、それでは、本時主眼（考え方）について

答えを教えてしまったことと変わりがありません。ここで重視すべき指導は、表の「今後重視され

時に使った考え方と関係づけていかに子どもが「単

という、アイデア創出のために尽くされるべ

どのようになされているかが主で、表下段

実際に面積を比べたり、

というような表現とは自ずと異なってきます。 

このような学習場面で求められている論理的思考は、主に言語で行われます。また、思考は見る

たかを知るには、思考の過程や結果を言語の形で表現させる必

、「見方・考え方」を導き出したり使ったりして

を確立することが重要です。この時の表現は基本的に何

かと何かを関係づけた表現となり、オープンエンド（答えが一つとは限らない）の答えになります。 

ねらった思考（関係づけ方）を示す「論理キー

（主に結論＝「この正方形の紙の

何枚分でくらべればよい」）の両者が入っているかどうかが評価の鍵となります。これを授業の計

として設定しておくことが「思考力・判断力・表現

章で詳述しています。）

また、評価形式としては、形成的評価が重要になってくることは、言うまでもありません。 

まとめると」「もし～という結果になれば」 

鉛筆のいくつ分などで比べられたので、面積の時も」 

をめざすのではなく、単元内で

中心となる「見方・考え方」を発見する場面でこの力を重点的に育成します。 

？ 

え方（解き方・コツ 

形を変えて使う。」 

各

、

がそ

子

させるようにす

すわけではないのですよ。 
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２ 「思考力・判断力・表現力」とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 結論から先に述べると、「思考・判断・表現」の評価項目では、「思考力」「判断力」「表現力」を

一体的に評価し、主に子どもの言語表現を評価していくことになります。これらの力は、それぞれ

が同時に、また相互に働き合うものです。しかし、教師がこれらを総体としてぼんやりと捉えてい

ては、「授業の中でどのような子どもの思考や判断を目指していけばよいのか」「何をどう表現させ

ればよいのか」が明確でないまま焦点が定まらない授業が行われ、学んだ結果の解き方やきまりな

どを書いたり話したりできるかどうかだけを測るような評価になりかねません。 

 同時・相互的に働くとはいえ、教師は少なくとも３つの力それぞれが意味する内容や「なぜ言語

表現で評価しようとしているのか」などにかかわるそれら相互の関係性を理解して授業づくりや評

価にあたることが大切です。そこでこの項では、本ガイドブックがとる立場から、３つの力につい

ての基本的なとらえ方を提案し、共通理解の参考にしていただきたいと思います。 

 

  ①「思考力」とは 

本ガイドブックでは、思考力を次のようにとらえます。 

 

 

 

関係づける内容が変わるだけで、この関係づける力は基本的に各教科共通です。（教科によって

頻繁に出てきたり、ある学年に重点的に位置付けられていたりする思考の種類はありますが。） 

実際は、子どもの興味・関心の度合いや思考の傾向性などにより、教科や題材によって得意・不

得意が生じたり、より直感的・感覚的に正しい解き方やよい表現に至ったりすることも多くありま

す。しかし、興味・関心や優れた思考の傾向性をもった子どもでも、能力を使っていく中でその内

容について思考したり、よりよい方法を判断したりできるようになっていかなければ力は伸びませ

ん。教師が、クラスに数名いる得意な子どもが出した正しい解き方やよい表現を頼りに、それを紹

介するような授業を多用していくことは問題です。一人一人が関係づけた考えをつくったうえで、

その関係づけ方の良し悪しについて考える場面を設けなければ、不得意な子は自分で考えることが

ないままいつまでも自分では解決できず、得意な子も問題のレベルが上がって持ち前の傾向性だけ

では対応できなくなった時点で、何故できなくなったのかが分からないまま頭打ちになってしまい

ます。得意教科はもちろん、多様な内容に対し確実に思考力が働くようにすること、また結論のみ

でよしとはせずにその過程を表現させたり検討させたりすることで、その子の多様な思考力を伸ば

「思考力・判断力・表現力」とはどのような

力を言うのですか？ 

人が直面した問題を解決するときに使う力で、「現状や過去の経験などか

ら様々な情報を取り出して関係づけて考える力」「情報の軽重や関係づけ方

の正否などを判断する力」「思考・判断した結果を相手に分かるように表現

したり、考えを練り合ってよりよい考えに高めたりする力」を指します。 

新たな問題場面に即して取り出した必要な情報、過去の問題解決の経験、既習の「見方・考え

方」等を様々に関係づけて論理的に考える力。 
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し、可能性を広げてやることが大切なのです。

 教師が正しい解き方や上手にできた

「思考」として理解しがちで、このような

れてこなかったことが「思考力」が育っていない大きな原因だといえます。

 

 それでは、各教科で共通して育てていかなければならない思考力の要素（関係づける力）には、

どのようなものがあるのでしょうか。

 これまで、この要素について文部科学省などから明示されたことはありません。「『思考力』及

び『思考力の要素』の考え方は研究者

教科の特質もあるので一概に設定できない」「

確には区別しにくい」「地域や学校の実態に応じて、それぞれで設定するべきである」などが、こ

れまでこの要素が明示されなかった原因として考えら

らえを曖昧にし、「思考力」を育てる授業や評価が行われにくい大きな原因になっていることも否

めません。今年から評価の観点が

具体化し、評価規準・評価基準を

そこで本ガイドブックでは、学校に役立

る」「重要な思考は網羅されている」

あると判断した、櫻本明美氏が提唱した６項目の「関係づける力」を「思考力の要素

しています（下表）。この６項目

で、学校で使いたい他の分類の仕方

    【本ガイドブックでの思考力の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

櫻本明美氏・・・現 神戸親和女子大学

＜参考文献＞櫻本明美『説明的表現の授業～考えて書く力を育てる～』

 

 

 

 

 

 

教師は主眼となる「見方・

照らし合わせながら、その主眼

いのかを、この６項目を参考

異点・既習の解き方との共通点

こと＜理由づけ＞など）、評価規準

 共通理解しよう－新しい評価を行う上で必要な
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し、可能性を広げてやることが大切なのです。 

上手にできた作品や演技などの「見方・考え方を当てはめた結果

このような「思考力＝関係づける力」を育てる指導が

れてこなかったことが「思考力」が育っていない大きな原因だといえます。 

各教科で共通して育てていかなければならない思考力の要素（関係づける力）には、

どのようなものがあるのでしょうか。 

これまで、この要素について文部科学省などから明示されたことはありません。「『思考力』及

研究者によって様々であり、また、要素同士で重なる部分も多く、

教科の特質もあるので一概に設定できない」「『思考力・判断力・表現力』は、同時に働くので

しにくい」「地域や学校の実態に応じて、それぞれで設定するべきである」などが、こ

れまでこの要素が明示されなかった原因として考えられます。しかし、そのこと

にし、「思考力」を育てる授業や評価が行われにくい大きな原因になっていることも否

が変わり、速やかに各学校で「思考力・判断力・表現力」の中身を

を設定していくことになっています。 

では、学校に役立つモデルを示すという立場で、「各教科に共通して使え

る」「重要な思考は網羅されている」「多すぎない」「複雑すぎない」等の条件に照らし

櫻本明美氏が提唱した６項目の「関係づける力」を「思考力の要素

この６項目を使ってこの後の説明をしていきますが、あくまでモデルですの

で使いたい他の分類の仕方があれば、そちらを当てはめて考えていただいても

での思考力の要素のとらえ】 

女子大学 発達教育学部 教授 

＜参考文献＞櫻本明美『説明的表現の授業～考えて書く力を育てる～』明治図書(1995)  

左表の項目

の｢論理的思考力

(試案)」で示

る力｣の６項目

・考え方」を決定した後、教材(資料等)や学習展開

主眼を見つけるのに子どもがどのように考え

参考にして想定し（関係づけ方＝Ａ実験とＢ実験

共通点＜比較＞、Ａ資料がＢ資料の原因となっている

評価規準を設定します。（第Ⅱ章－１参照） 

なるほど

づける

これらの

え方

成り

な教師としての基礎・基本 

「見方・考え方を当てはめた結果」のみを

を育てる指導があまり注目さ

 

各教科で共通して育てていかなければならない思考力の要素（関係づける力）には、

これまで、この要素について文部科学省などから明示されたことはありません。「『思考力』及

によって様々であり、また、要素同士で重なる部分も多く、

は、同時に働くので明

しにくい」「地域や学校の実態に応じて、それぞれで設定するべきである」などが、こ

そのことが「思考力」のと

にし、「思考力」を育てる授業や評価が行われにくい大きな原因になっていることも否

「思考力・判断力・表現力」の中身を

「各教科に共通して使え

「複雑すぎない」等の条件に照らして適切で

櫻本明美氏が提唱した６項目の「関係づける力」を「思考力の要素」として採用

ますが、あくまでモデルですの

考えていただいても結構です。 

 P.23～ 

項目は、櫻本明美氏

論理的思考力の全体構造

示された｢関係づけ

項目です。 

学習展開と

えればよ

実験の差

となっている

 

なるほど、教科で関係

づける内容は違っても、

これらの関係づけ方（考

方）は、どの教科でも

り立つことですね。 
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②「判断力」とは 

 本ガイドブックでは「判断力」を次のようにとらえます。 

 

 

 

「判断」は問題解決の中で行われる内的な働きで、思考と同時進行であり、情報や過去の経験、

その関係づけ方を選択・決定する働き、思考を支え、制御し方向付けていく働きであると言えます。

よって思考の過程や結果の表現には、常に判断の結果も含まれていることになります。つまり、子

どもが「判断力」を働かせて、情報や関係づけ方をどのように選択・決定したかは、子どもが表現

した思考の過程や結果から見取ることができます。正しくない情報や関係づけ方を選択している場

合や考えを書けていない場合には「判断力」がうまく働いていないととらえることができます。 

 このような考え方から本ガイドブックでは、「判断力」を「思考力」と同時進行で行われる別側

面の力ととらえ、「思考力・判断力」を一体的に評価していく立場を取ります。 

 

 ③「表現力」とは 

本ガイドブックでは「表現力」を次のようにとらえます。 

 

 

ここで言う表現には二つの側面があります。一つは教師側が行う「思考力・判断力」の評価の対

象（評価資料）としての側面であり、もう一つは子どもに身に付けさせる能力としての側面です。 

 まず、評価の側面からです。ここで評価していく「思考力・判断力」は、問題解決の過程で行う

論理的思考・判断を行う力です。思考・判断の過程や結果は、話したり書いたりして表出したり、

人に伝わるようにまとまった文章としてまとめたりすることによって、その正しさや美しさ、不十

分さや曖昧さ等が明らかになります。従って、授業では、とにかく書かせたり話させたりすればい

いというわけではなく、どのように思考・判断しているかが表れるように言語表現させることが必

要であり、そのような表現が期待できる「言語活動」を用意することが重要になります。 

 細かく分けると表現は３段階で考えられます。「Ａ 脳内で思考・判断しているときの言語によ

る内的な表現」「Ｂ 思考・判断の過程や結果を自らの覚え書きとして書き表す表現」「Ｃ 思考・

判断の過程や結果を他人が分かるように説明する表現」です。本来できるものならば、Ａを即時に

見取り、形成的に評価し指導・支援できればよいのですが、それは不可能であり現実的ではありま

せん。従って、評価の場面はＢ及びＣになります。学習過程に当てはめて考えると、Ｂは一人学び

の段階で、自らの考えをノートなどに書き記す場面に当たります。Ｃは、協同学びの段階の交流で、

自らの考えを他人に説明する場面及び話し合う場面に当たります。ＢとＣの各場面に応じて、教師

側はねらった思考・判断が行われているかどうかが見えるように表現させるようにします。そして

その表現を形成的に評価し、適切な指導を行っていくことになります。（Ｑ５及び第Ⅱ章－１参照） 

 次に、子どもに身に付けさせる能力としての側面からは、自分の考えを表現することを意図的・

計画的に多くの場面で経験させ、鍛えていく必要があります。国語科での「書くこと」「話すこと」

の能力を中心に、各教科等の授業でのノート指導・発表指導・「ふり返り」場面の指導、朝学習等

での表現力スキルトレーニングなどが重要になってきます。表現力を鍛えることは、日常の思考・

判断が促されることにもつながります。両側面を区別し「表現力」をとらえていくことが大切です。 

問題解決の中で、取り出すべき情報、視点、条件や範囲、関係づけ方、表現・処理の仕方等に

ついて正誤・適否・美醜・軽重等から評価し、選択・決定していく力。 

思考・判断の過程や結果を自他に理解できる文章として言語化し、表現する力。 
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３ 「習得」「活用」「探究」 の学習活動とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のことにかかわって、学習指導要領には次のような記述があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

これらの記述などから言えることを学習指導要領解説総則編の作成協力者である安彦忠彦氏は、

その著作の中で次のように述べています。 

 

 

 

 

 

 つまり「習得」「活用」「探究」の学習活動を考えるときには、次のことについての共通理解が

大切になります。  

「習得」「活用」「探究」の学習活動とは, 

どのような学習活動をさすのですか。 

・「習得」の学習活動は、基礎的・基本的な知識及び技能を身に付ける

学習活動。 
・「活用」の学習活動は、基礎的・基本的な知識及び技能を活用して、

新しい見方・考え方やきまり・コツなどを見つけたり、説明したり、

他の問題に当てはめて解決したりする学習活動。 
・「探究」の学習活動は、総合的な学習の時間を中心とした、教科等を

横断して知識・技能を活用し、総合的に問題を解決する学習活動 

学習指導要領総則 教育課程実施上の配慮事項 第１章第４の２(1)（平成 20 年度版） 

各教科等の指導に当たっては、児童の思考力・判断力・表現力等をはぐくむ観点から、基礎

的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに、言語に対する関心や理

解を深め、言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え、児童の言語活動を充実

すること。（※アンダーラインは本チームによる） 

学習指導要領総則 教育課程編成の原則 第１章第１の１（平成 20 年度版） 

（略）基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するた

めに必要な思考力・判断力・表現力その他の能力をはぐくむとともに、主体的に学習に取り組

む態度を養い、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。その際、児童（生徒）の発

達の段階を考慮して、児童の言語活動を充実する・・・（略）（※アンダーラインは本チームによる） 

・ 「生きる力」の中核は、「思考力・判断力・表現力等」であり、「基礎的・基本的な知識及

び技能」は、そのための手段として位置付く。（※アンダーラインは本チームによる） 

・ 「活用」の学習は「習得」の学習成果を「探究」の学習に結びつけるために考え出されたもの。 

（「『活用力』を育てる授業の考え方と実践」2008 図書文化社 等） 
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 これらのことに照らしたとき、各教科等で「思考力・判断力・表現力」を育てる「活用」の学習

活動についての課題として考えられるのは次の点です。 

 

 

 

 

 

 

 上記の「単元終盤部分が『活用』である」というとらえ方を図に表すと、下図のようになります。 

 

○「単元展開と『習得』『活用』の学習活動の関係」 

 

 

 

 

 

しかし、このとらえ方のみでは、本来「思考力・判断力・表現力」が も発揮されるはずの「見

通す」「分かる」部分は手早く教え込んでしまい、与えられた考え方や解き方やコツなどを「当て

はめて使う」「少し形を変えて使う」ところである「いかす」のみを「活用」だと考えてしまうこ

とになるのです。もちろん「いかす」部分にも「思考力・判断力・表現力」は必要なので、これま

で通り工夫していくべきなのですが、「重要なのは単元の主目標の見方・考え方を子どもたちが発

見していく単元の中心場面であること」を忘れてはならないのです。 

 このことについて、「学習指導要領解説 総則編」に次のような文言があります。 

 

 

 

 

 

 つまり、簡単に言えば「『習得』の学習活動と『活用』の学習活動とは、学習活動の型を示した

ものに過ぎないので、両者は前後したり重なったりすることが自然である。」という理解が重要で

す。ここまでのことを踏まえて、「思考力・判断力・表現力」を養うために共通理解すべきことを

まとめると次のようになります。 

・現在、最も目指すべき子どもの力は「思考力・判断力・表現力」であること。 

・「基礎的・基本的な知識及び技能」は、「思考力・判断力・表現力」を発揮させるための手段で

あり、そのためにも確実に身に付けることが言われていること。 

・「活用」の学習活動は目標ではなく「思考力・判断力・表現力」育成のための方法であること。 

・「言語活動」も目標ではなく「思考力・判断力・表現力」育成のための方法であること。 

・各教科等での力を横断的・総合的に発揮する「探究」の学習活動を行うには、各教科等の「活用」

の学習活動で「思考力・判断力・表現力」を十分に育成しておくことが大切であること。 

 

「習った知識・技能（見方・考え方）を別の問題に当てはめて解いたり、学んだ結果をまとめ

て発表したりする学習が『活用』である」という単元終盤部分のみのとらえが広がりつつあり、

本来の「既習の学習内容や経験を関係づけて新しい見方・考え方を発見し、課題を解決していく

のが『活用』である」というとらえから言えば最も重視すべき「単元の主目標達成部分で、学習

活動をどう『活用』型の学習活動にしていくか」という問題意識が薄く、実践されにくい。 

習 得 活 用 

いかす 見通す 

学習指導要領解説 総則編 第３章第１の１（３）（平成 20 年度版） 

これらの学習活動（習得・活用・探究）は相互に関連し合っており、截然（せつぜん）と分類

できるものではなく・・・（中略）・・・実際の学習としては、決して一つの方向で進むだけでは

ないことに留意する必要がある。（※アンダーライン及び（ ）は本チームにより挿入） 

単元展開 

学習活動 

つかむ 分かる 
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先ほどの、一般的なとらえの図に対して、上記のことを踏まえた共通理解すべき 

「単元展開と『習得』『活用』の学習活動の関係」を図に表すと下図のようになります。 

 

○「単元展開と『習得』『活用』の学習活動の関係」 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 上記の図を共通理解する上で大切な、確認事項や補足事項を下に示していますので、それらを踏

まえながら、上記の図を共通理解していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習 得 適用・応用 

※単元によっては、複数箇所あ

ることも考えられる。 

問題解決＝ 

見方・考え方等の発見 

適用＝当てはめて使う 

応用＝形を変えて使う 

 

「習得」とは「見方・考え方」「知識」「技能」を分かったり身に付けたりする学習活動であり、

それらを教師主導で教え込んだり鍛えたりすることもできる。しかし、「思考力・判断力・表現力」

を養うには、「見通す」「分かる」学習場面で、「見方・考え方」「知識」「技能」を教え込みで

はなく、子どもたち自らが発見するような「活用」の学習活動を図っていくことが大切である。 

 

  
・  単元の中には「活用」の場面が２種類ある。単元の主目標を達成する場面の「活用①」は、前単元までの既

習事項を使って本単元の新しい内容を主体的に発見していく「思考力・判断力・表現力」が最も身につくメイ

ンの「活用」の場面である。また、単元終盤での「活用②」では、次の単元や次の学年の内容を学ばせること

は出来ない。従って「活用②」はあくまで本単元の主眼の力を「当てはめて使う」や「形を変えて使う」とい

った適用的・応用的な「活用」の場面である。教師は、単元前半では「活用①」を中心に「見通す」「分かる」

等の授業を行い、単元後半では「活用②」を中心に「深める」「いかす」等の授業を行うようにすること、つ

まり、両者を区別して効果的に取り入れることが大切である。 

 

・  現在、既習の基礎的・基本的な知識・技能を関係づけて（思考力・判断力・表現力を使って）本単元の主眼

である「見方・考え方」「知識・技能」を見つけさせる「活用①」の学習活動が特に求められている。 

 

・  単元前半の「活用①」で活用させるべき基礎的・基本的な知識・技能とは、主にその単元に入る前に、前単

元や前学年で身に付けている「見方・考え方」「知識・技能」のことである。（「見方・考え方」も確実に身

に付けた後は、活用すべき「基礎的・基本的な知識・技能」として考えてよい。） 

 

・  本単元で新しく学んだ主眼の「見方・考え方」「知識・技能」も、子どもが見つけ、身に付けた後は「基礎

的・基本的な知識・技能」になり、単元終盤の「活用②」や次の単元の「活用①」で活用するもととなる。 

 

・ 「本単元で新しく学ぶ『見方・考え方』『知識・技能』を見つけさせることを重視する。」とは 

いえ、中には教師から教えてもよい考え方や技能等もある。そのため教師は、「学ぶ」場面と 

「教える（鍛える）」場面を明確に区別した授業づくりをしていくことが大切である。 

単元展開 

学習活動 

 活 
用
①  

既
習
の
見
方
・
考
え
方
、
知

識
、
技
能
を
活
用
す
る
学
習

で
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現

力
を
働
か
せ
て
主
眼
の
力

（
見
方
・
考
え
方
、
知
識
・
技

能
）
を
見
つ
け
出
す
。 

本
単
元
で
習
得
し
た
主
眼
の

力
（
見
方
・
考
え
方
、
知
識
・
技

能
）
を
手
段
や
道
具
と
し
て
使

い
他
の
問
題
や
生
活
場
面
の
問

題
に
適
用
・
応
用
す
る
。 

 

つかむ 見通す 分かる いかす 

活 

用
② 
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４ 「言語活動」の役割とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このことについては、Ｑ１及びＱ２の③でも触れていますので、重なる部分は割愛します。大切

な点を確認すると、結論に当たる「見方・考え方」を言葉で表したり、問題が解けたり、グラフが

書けたり、上手に歌ったり、絵を描いたり、跳んだりするという結果の表現を評価するだけでなく、

どのような思考をたどって「見方・考え方」「解き方」「歌い方の工夫」「跳び方のコツ」を見つ

けていったかについての評価を重視しなければならないという点です。また、そのために、思考の

過程を主に言語で表現させる必要があることや、「活用」の学習活動では「言語活動」を重視する

ことが重要視されている点です。 

 このことにかかわる記述として、次のような「中央教育審議会」の答申があります。 

 

 

 

 

 

このような「活用」の学習活動の中で行われる「言語活動」を設定するときに、共通理解してお

くべきこととして次のことがあります。 

 

 

 

 

 

 これらの言語活動の在り方については、第Ⅱ章２－②で詳しく述べます。 

大切なのは、言語活動が目的化し「とにかく表現させればよい」とならないように、それぞれの

場面でどのような内容の関係づけが表れていればよいかというゴール像を明確にすることです。 

なぜ「言語活動」を各教科で取り入れるように

なったのですか？ 

①  思考や判断は直接目に見えないので、その過程や結果を言語で表

現させることにより、それらを確かに見取ることができるからです。 

②  子どもの考えや考える過程での関係づけは、漠然とした考えや直

感的な関係づけであることも多く、言語として表現させることで、

明確な考えとして子どもに自覚させることができるからです。 

③  表現力は表現させることで育ちます。各教科の多岐にわたる内容

で関係づける表現を繰り返し行わせることで、内容にかかわらずに

確かに表現する力を高めことができるからです。 

平成 22 年 2 月 12 日「中教審 初等中等教育分科会 教育課程部会」  

「思考・判断・表現」の評価は、単に文章や図に整理して記録するという表面的な現象を評価す

るのではなく、多面的に考察しているか、分析や解釈を通じ規則性を見いだしているか等、思考・

判断したことを言語活動等を通じて評価するものである。（※アンダーラインは本チームによる） 

① Ｑ３で確認したように、「活用①＝発見場面」、「活用②＝適用・応用場面」を 
区別して、それぞれの場面にふさわしい「言語活動」を設定すること。 

② Ｑ２の③で確認したように、「活用①」と「活用②」のそれぞれで、一人学びで一人一人が行

う「言語活動」と、協同学びで考えを出し合って練り合う「言語活動」を想定すること。 
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５ 「思考力・判断力・表現力」の評価とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでに「思考力・判断力・表現力」は、子どもが言語表現したものを中心に評価していくと

いうことを述べてきました。また、そのためには、本時で目指す教科の「見方・考え方を表す言葉」

とねらいとする思考（関係づけ方）を示す「論理キーワード」の両者を含んだ言語表現を「期待す

る記述・発言」（評価基準）として設定しておき、それで評価していけばよいということも述べて

きました。この節では、このことを共通理解できるように具体的な学習場面で考えていきます。更

に、その評価を行うときに留意点として次のことがあるので、これも踏まえて説明していきます。 

子どもの言語表現を（△）判定（努力を要する）と評価したとき、「思考力」「判断力」「表現

力」のどこに原因があるのかは、その言語表現からだけでは分かりにくい。（三者はそれぞれ関連

しているので、どこか一つでつまずくと他のこともできないことにつながるから。）評価のためだ

けでなく指導のためでもあることを考えると、上で評価のポイントを区別して挙げたように、教師

はある程度三者を区別しながら、子どものつまずきの原因をとらえるようにすることが必要となる。 

では、Ｑ１（Ｐ６）に出てきた「面積」の「見通す」段階の学習場面で考えてみます。 

 

 

 

 

 

 

子どもに導き出させたい結論の「考え方」は、「ア 単位面積の紙を敷き詰めその何枚分かを比

べれば、いつでも違うものの広さを比べることができる。」ということでした。これを導き出すた

めに関係づけさせたい既習の「基礎的・基本的な知識・技能」は、「イ 単位となる長さを決め、

そのいくつ分で比べれば、直接比べられない長さでも比べられる。」です。 

どのように「思考力・判断力・表現力」を 

評価すればよいのでしょうか？ 

｢思考力・判断力・表現力｣は、単元の主目標にかかわる活用場面で、子

どもが言語活動を通して表現した言語表現を評価していきます。 

三者を一体的に評価していきますが、それぞれの評価のポイントを挙げ

るとすれば、次のようになります。 

 
「思考」＝結論を導き出すのに、関係づけた思考を行っているか。 

「判断」＝使った情報や関係づけ方等は、正しく選択されているか。 

「表現」＝自らが行った「思考・判断」の結果や経過を、他者に伝わるよ

うに適切に表現できているか。 

形 が 違 う 紙 の 広

さ を 比 べ る に は

ど う し た ら よ い

のかしら？ 
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従って、子どもたち一人一人に言語表現して欲しいことは、結論のアを述べること及び、その理

由として、論理キーワードを使ってイを関係づけて述べることです。この場合、子どもに期待する

「思考＝関係づけ」は、Ｑ２の①（Ｐ９）で述べた、櫻本氏の「思考力の要素」の「比較（類比）」

及び「理由づけ」（比較を理由にして、結論を示している）であり、これらを使ってアを見つける

ことが「基礎的・基本的な知識・技能」を「活用」している姿です。 

 つまり、評価のポイントは次の２つです。①アが結論として出ている。②理由としてイのことが

挙げられており、「比較（類比）」と「理由づけ」の論理キーワード（関係づける言葉）で関係づ

けが行われている（＝～のときは～だったので、～のときも、～できるだろう 等）。 

これを問題の具体に当てはめると、次のような「期待する子どもの記述・発言」（○）判定＝「お

おむね満足できる」）を設定することが出来ます。（設定の仕方は、第Ⅱ章１－②③で詳述します。） 

 

 

「知識・理解」等の評価では、基本的に（○）判定（おおむね満足できる）を中心に基準をはっ

きりさせ、そこに達していない場合を（△）判定（努力を要する）とし、（△）判定の子どもにど

のように指導するかを重視していきます。また、多くの問題が解けたり、発展的な問題が解けたり、

優れた表現・演技などができたりした場合を（◎）判定（十分満足できる）として評価します。 

「思考・判断・表現」の評価も基本的にはそれに準じます。この評価では言語表現が「必要十分

な説明かどうか」が重視されるので、それを「必要十分」な形で設定して（○）判定の評価基準と

します。上の①②の評価のポイントのことが含まれており説明に過不足がなければ（○）判定です。

①②の評価のポイントのことが書けていなかったり、①②の２点を関係づけて言おうとしているこ

とは分かるが、部分に間違いや誤った関係づけがあったり、説明に不足があったり、論理キーワー

ドが不足していたり、要らないことが書かれてあったりした場合は（△）判定です。（◎）判定に

ついては、より詳しい言語表現（条件や範囲を述べている、補足・例示を述べている、例外を述べ

ている、反論を先取りしている、など）ができていれば（◎）にするということも考えられますが、

その場合の表現は、前述の「必要・十分」以外のことが多く、偶然性も高いので、優れた点を留意

点としてチェックするに留めます。従って、（◎）判定については１時間や１単元で無理に出すこ

とはせず、学期や年間で評価した複数の評定のうち「７割以上（○）判定をとっていれば（◎）判

定」というように総合的に判定していきます。単元内で「思考・判断・表現」の評価をする場面は

多くはないからです。このように、本ガイドブックでは「思考・判断・表現」の評価は、①②の両

ポイントに照らして（○・△）の２通りで判定することを基本とし、学期や年間を通して７割以上

（○）判定をとっていれば（◎）判定になるという、シンプルに評価できる方法を取っています。

高学年になるにつれ、より長く複雑な言語表現になりますが、基本的にこの考え方で対応できます。 

このように、（○）判定をクリアするような「期待する子どもの記述・発言」を設定することで、

具体的な本時の授業場面で、「思考・判断・表現」の評価をしていくことができます。先ほどの「面

積」の学習における「見通す」場面で３人の子どもが次のような考えをノートに書いたとします。 

 

 

 

 

 

Ａ児 長さのときは、鉛筆の何本分などで比べることができたので、広さのときも、ある広さの

紙の何枚分かを考えれば比べることができるだろうと思います。 
Ｂ児 まず、重なる部分を重ねて、はみ出したところに鉛筆で印を付けます。それぞれの紙では

み出したところ同士をまた重ねて鉛筆で印を付けます。これを繰り返せば 
比べられると思います。 

Ｃ児 まわりの長さが長い方の面積が広いはずなので、それで比べられると思います。 

 長さのときは、鉛筆の何本分などで比べることができたので、広さのときも、ある広さの

紙の何枚分かを考えれば比べることができるだろうと思います。 
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 Ａ児の発言を評価のポイントで見ると、①と②の２つともクリアしていることが分かります。従

って（○）判定になります。このとき①②のことを言っていない。もしくは、言っていても説明が

不足していたり、論理キーワードが不足・不適であったり、必要でないことを多く書いていたり、

他に書いている部分で間違った関係づけが行われていたりする場合は（△）判定になります。（余

計に書く、説明が不足するなどの子どもは多いので、（△）判定は割と多くなります。） 

 これに対し、Ｂ児は次のように評価できます。Ｂ児の考えは、教師が期待した間接比較の考えと

は違いますが、①については、直接比較としての結論は挙げることができており、考え自体に間違

いはありません。しかし、②の理由としての「基礎的・基本的な知識・技能」については書けてい

ませんし、そのため「比較」から根拠を挙げることができていません。従って、この段階では、（△）

判定がふさわしくなります。（「思考力の要素」の中の「順序」ができていますがここでは評価の

観点外ですので、観点外のよさとしてチェックするに留めます。） 

 評価については三者を一体的に行うため（△）判定でよいのですが、それで終わっては評価のた

めの評価になってしまいます。指導のためには、Ｂ児が、「思考力・判断力・表現力」のどこでつ

まずいているかを、ある程度、問答法などで明らかにすることが必要になってきます。もしかする

とＢ児は、根拠として「同じ大きさの部分を順々に相殺して、何かを比べていった様な経験」と関

係づけることをしているかもしれません。（発問＝「似たような比べ方で何かを比べたことがあっ

たの？」）そのときは「『思考』はできているが『表現』ができておらず、またその表現で伝わる

かどうかの『判断』もできていない。」等のことが分かってきます。このような評価をもとにしな

がら、他教科等に渡って、Ｂ児に「思考力・判断力・表現力」の弱い部分について継続的に指導・

助言を行って力をつけていくようにするのです。 

 次は、Ｃ児です。算数の内容面として、Ｃ児の考えは、前提となる「まわりの長さが長い方の面

積が広いはず」という部分に間違いがあります。よって、その部分で「使った情報が正しいかどう

かの『判断』ができていない」という「判断力」の評価ができます。この場合「前提の間違い」が

あることが間違い全ての原因のように感じますが、その部分を別にして（前提が正しかったとして）

考えたときには、Ｂ児と同じような「関係づけ方」や「表現の仕方」についての問題点が見えて来

ます。教科の内容面の間違いと「思考力・判断力・表現力」のつまずきとは、別に考えた方がよい

ことも多いので、教師がそれを見抜く姿勢がないと見逃してしまい、教科内容の理解が厳しい子に

は「思考力・判断力・表現力」の視点から育ててやることができないことになってしまいます。算

数が苦手な子の場合でも、問題場面を選んだり、抵抗が少ない他の教科の関係づける場面で補った

りして、「思考力・判断力・表現力」を身に付けさせることは、十分にできるのです。 

 留意点としては「思考」「判断」「表現」を分けてあまり細部にわたって評価しても煩雑になり

すぎるということが挙げられますが、その他にも、次のことを共通確認しておく必要があります。 

 

 

 

  

 

 

 

 

・  「活用」を図る授業の１時間の中で、全児童について形成的に評価し原因を把握することは無理。

児童の書いた言語表現を授業後に評価することが中心となる。一人一人の児童の「思考力・判断力・

表現力」についての傾向を記録しておき、その後の授業（他教科の授業でも可）でつまずきがちな

部分を確かめ、「今日は誰と誰」「次は誰と誰」というように数人ずつ、授業や取り立て指導の中

で、計画的・継続的に指導や評価を重ねていくことが大切となる。 

・ 学期末の「通知表（あゆみ）」や年度末の「指導要録」の評定欄（Ａ・Ｂ・Ｃ等）は、 
上で行った記録を中心に評価していくことが重要である。また、記述欄には子どもの 
伸びが見られた「思考力・判断力・表現力」の部分や今後の努力点などについて、 
育ちにつながる評価を積極的に記述していくようにする。 
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６ 「新しい評価」に対応する年間・単元・本時指導計画の在り方とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○指導計画作成上のポイント 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

「単元指導計画」と「本時指導計画」については第２章の１「評価規準・基準の設定」で詳しく

述べることになりますので、ここでは「年間指導計画」作成のポイントについて述べていきます。 

 上で述べたように、「年間指導計画」では単元の配列等を大きく変える必要はなく、一つ一つの

単元でどのような「思考力の要素」を使えばよいのかを想定しておくことがポイントになります。 

 第１学年の国語科「読むこと」説明的文章（新教科書の教材）の学習で具体的に考えていきます。 

第１学年では、説明的文章による「読むこと」の学習は、大きく３回行われます。光村図書では、

「くちばし」「じどう車くらべ」「どうぶつの赤ちゃん」、東京書籍では、「どうやってみをまも

るのかな」「いろいろなふね」「歯がぬけたらどうするの」の３教材になります。目標として学習

指導要領の低学年「Ｃ読むこと」の「説明的な文章の解釈」の内容に挙がっているのは、「イ 時

間的な順序や事柄の順序などを考えながら内容の大体を読むこと。」です。 

 「説明的な文章の解釈」とありますが、実はこの「解釈」というのはＰＩＳＡ型読解力の「解釈」

に通じており、関係づける思考によって行われる行為にほかなりません。教材文をよく読んでみる

と、３つの教材で説明に含まれる事柄の関係づけ方が少しずつ変化しているのが分かります。 

低学年で重視される「関係づけ」に、Ｐ９のＱ２－①で挙げた「思考力の要素」の「順序」「比

較」が挙げられます。それらについて、教材毎に表で表すと次のようになります。 

「思考力・判断力・表現力」を評価していくため

の指導計画上のポイントは何になりますか？ 

基本的には、｢思考力・判断力・表現力｣を評価していくからといって、
年間指導計画や単元指導計画、本時の指導計画の立て方を大きく変える必
要はありません。新学習指導要領に対応させて作った指導計画を下のよう
なポイントから検討していけばよいことになります。 

「年間指導計画」＝各単元の主目標に加え、主目標の「見方・考え方」などを発見するのに必要

となる、「思考力の要素」（Ｐ９）を想定しておく。できるだけ年間で６種類の

多くを網羅するようにすること。（ほとんどの単元でねらう思考が「比較」ば

かりである、などとならないように。） 

 

「単元指導計画」＝Ｑ３（Ｐ１３）の図で述べたように、「活用①」と「活用②」を区別して、

単元内に確実に設定するようにし、その部分では、確実に一人一人の子どもに、

「思考・判断・表現」をさせるようにすること。また、その単元で期待される

「思考・判断・表現」の姿を、評価規準（単元レベル）として設定すること。

「評価規準の作成のための参考資料」（国立政策研究所）を参考にすると、効

率的に設定できる。 

 

「本時指導計画」＝「活用①」と「活用②」の授業では、Ｑ５で述べたように「思考力・判断力・

表現力」が表れた言語表現を、期待される子どもの記述・発言として具体的に

評価基準（本時レベル）として設定すること。そして、その言葉（関係づけ）

を子ども自らが導き出していくように、授業を工夫していくこと。 
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 両会社で教材の題材は違っても、その中で使われている論理は大変似通っていることが分かりま

す。例えば光村の「くちばし」では、くちばしの特徴（帰結）を述べた後で、その理由が述べられ

ています。同じように東書の「どうやってみをまもるのかな」でも、動物の特徴を述べた後で、そ

の理由が述べられています（旧教材「どうぶつのはな」でも同じ）。教材から帰結とその理由を順

序にそって読み取り、似たような文章から、理由を理由として読み取ったり、自分もその順序で理

由（わけ）を表現できたりする「活用」が目指されます。 

 つまり、第１教材では、「事柄の順序」として、「何か帰結（考え）を言った後には、その理由

（わけ）を言うとよい」ということについて、教材を使って「思考・判断・表現」していくことを

重視します。もちろん第１学年ですから、長々と自分の考えを書くのではなく「くちばしがとがっ

ているわけが、よく分かったよ。」と感想を言ったり、「私は今日、半袖を着てきました。（それ

は、）天気予報で、今日は暑くなるといっていたからです。」などと、帰結のあとに理由を付け加

える表現を繰り返したりというような学習で十分です。このように、その単元、教材で特徴的に使

われることになる「関係づけ方」を明確にして思考させないと、ただ書かれている内容を読み取る

「情報の取り出し」だけで終わる授業が、２（６）年間毎回繰り返されることになってしまいます。 

 次の教材「じどう車くらべ」（光村図書）と「いろいろなふね」（東京書籍）では、この順序が

入れ替わり、両社とも「理由→帰結」の順序になっています。ここで、子どもに、理由から先に言

っても言えること、そのときには「だから（そのために）」などの言葉でつないでいけばいいこと

などについて、考えさせながら気づかせていくことができます。 

 当然、これらの関係づけ方は、子どもが「理由」を言うときに使われる「思考力・判断力・表現

力」につながり、今後のあらゆる教科の学習の「言語活動」で発揮させるべきものになります。 

 国語科の「読むこと」の場合、教材文を書くときに筆者が使った「思考力の要素（論理）」を目

標として設定することも多くなりますが、どのような教科の単元でも、その教材・題材で主目標に

せまる考えをもつときに特徴的に使われる「思考力の要素（関係づけ方＝論理）」を想定できます。

「この単元では主にこの思考をさせる」というように重点化し、これらを年間指導計画の中でうま

く組み合わせてできるだけ多様な思考をさせるように配慮していきます。先ほど述べたように、 

低学年では「比較」「順序」を重視、理科では第３学年で「比較」を中心に、などと 

発達段階や教科により中心的に使う「思考」の傾向はありますが、第３学年の 

理科でも「比較」だけで思考が進むわけではありません。基本的には、 

年間を通してできるだけ多様な思考をさせながら、高学年になるに 

従って、より高度な「定義づけ」「推論」などの思考や、いくつかを 

組み合わせた複雑な思考ができることを目指していくことになります。 

 

 

光村図書 思考力の要素 「くちばし」 「じどう車くらべ」 「どうぶつの赤ちゃん」 

「順序」 「帰結→理由」の順序 「理由→帰結」の順序 比較する視点の順序 

成長(時間)の順序 

「比較」 （類比） 類比 対比 

東京書籍 思考力の要素 「どうやってみをまもるのかな」 「いろいろなふね」 「歯がぬけたらどうするの」 

「順序」 「帰結→理由」の順序 「理由→帰結」の順序 比較する視点の順序 

「比較」 （類比） 類比 対比（複数比較） 

これで、第Ⅰ章はおしまいです。ここでの考え方を生かし、次の第Ⅱ章では、

新しい評価と授業づくりについて、方法面の共通理解を図りましょう。 



Ⅰ 共通理解しよう－新しい評価を行う上で必要な教師としての基礎・基本 
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第Ⅱ章  どうすればできるの 

－「思考力・判断力・表現力」の評価－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅰ章で述べた、「思考力・判断力・表現力」の

評価と授業づくりにかかわる基礎的な考え方をふ

まえ、第Ⅱ章では、実際の評価の行い方を具体的に

説明していきます。 
第Ⅱ章の構成は、次のようになっています。 

１ 評価規準
．．

・基準
、、

の設定 

  ① 評価規準
．．

と評価基準
、、

について 

  ② 単元における評価規準
．．

の設定 

  ③ 本時における評価規準
．．

・評価基準
、、

の設定 

④ 国語・社会・算数・理科における「評価基準
、、

例」 

 

２ 日常の授業づくり  

    ① 本時主眼と評価基準との関係 

    ② 「活用」の学習活動と言語活動の設定 

    ③ 発問・板書・ノート(ワークシート)の工夫 

④ 実際の評価 

 

３ 通知表・指導要録への生かし方 

① 評定・記述に生かすための見直し 

② 記録の仕方 

③ 集計の仕方 

④ 通知表・指導要録の評定・記述への生かし方 

 

Ⅱ どうすればできるの－「思考力・判断力・表現力」の評価 



 

 

 
 
 
 
 

まず「評価規準
．．

」と「評価基準
、、

」の共通理解からです。「評価

なもので方向目標的なもの、評価基準

「評価規準
．．

を本時レベルで具体化して評価

それをもとに子どもの達成度を測定できるように

的評価を行う。」というとらえ方が一般的です。

 評価規準
．．

や評価基準
、、

を設定するときは、評価の４観点（「関心・意欲・態度」

「思考・判断・表現」「技能」「知識・理解」）のそれぞれについて設定してい

くことになります。 

これらの設定は、単元では単元目標、本時では本時の主眼に沿って設定し

ます。単元や本時のそれぞれで４観点から

ます。しかし、煩雑になり労力もかかることから、本ガイドブックでは、「単

元については単元の目標にかかわる部分で４観点から質的な評価

する。本時については、本時の主眼に沿って重点化した１観点から、教材・

学習活動に即して具体化した質的な評価

価基準
、、

を１つずつ設定する。」という立場をとっています。

 「思考・判断・表現」以外は、これまでどおりの行い方で設定していきま

す。社会科中学年の「知識・理解」での例は

 

 

 

 

 「思考・判断・表現」の評価規準
．．

主に単元内の「活用①・②」を想定して設定していくことになります。主目

標となる「見方・考え方」と「比べて」等の思考の要素を含ませ、他の観点

と同じように文章で設定していきます。（具体は本章１－②参照）

また、「思考・判断・表現」の評価

の内容や関係づけ方を評価していくので、上の知識・理解の他の観点のよう

に「～を２つ以上書いている」などのような書きぶりでは評価にそぐいませ

ん。そこで、期待される子どもの言語表現

うな子どもの言葉で具体的に設定していくようにします。（本章１－③参照）

 

 

 

 

１ 評価規準
．．

・基準
、、

の設定

① 評価規準
．．

と評価

「評価規準
．．

は質的指標、評価

単元評価規準
．．

 
○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

ことを理解している。 
※本時はこれを更に具体で書く。  

単元（本時）評価規準
．．

  
○安全を守るための関係機関の働

きや地域の人々の工夫や努力を地

域の人々の生活と関連付けて考

え、適切に表現している。 
※本時はこれを更に具体で書く。  

Ⅱ どうすればできるの－「思考力・
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、
」の共通理解からです。「評価規準

．．
は質的

基準
、、

は量的なもので到達目標的なもの。」

を本時レベルで具体化して評価基準
、、

を設定する。」「評価基準
、、

は、

それをもとに子どもの達成度を測定できるように行動目標的に設定して段階

が一般的です。 

を設定するときは、評価の４観点（「関心・意欲・態度」

「思考・判断・表現」「技能」「知識・理解」）のそれぞれについて設定してい

これらの設定は、単元では単元目標、本時では本時の主眼に沿って設定し

ます。単元や本時のそれぞれで４観点から規準
．．

・基準
、、

を設定することもでき

、煩雑になり労力もかかることから、本ガイドブックでは、「単

元については単元の目標にかかわる部分で４観点から質的な評価規準
．．

を設定

本時については、本時の主眼に沿って重点化した１観点から、教材・

学習活動に即して具体化した質的な評価規準
．．

と、それを測るための量的な評

を１つずつ設定する。」という立場をとっています。 

「思考・判断・表現」以外は、これまでどおりの行い方で設定していきま

す。社会科中学年の「知識・理解」での例は次のようになります。 

規準
．
については、第Ⅰ章Ｑ３で述べたように、

主に単元内の「活用①・②」を想定して設定していくことになります。主目

標となる「見方・考え方」と「比べて」等の思考の要素を含ませ、他の観点

と同じように文章で設定していきます。（具体は本章１－②参照） 

評価基準
、、

は、本時レベルで子どもの言語表現

の内容や関係づけ方を評価していくので、上の知識・理解の他の観点のよう

書いている」などのような書きぶりでは評価にそぐいませ

期待される子どもの言語表現を（○）判定をクリアしているよ

設定していくようにします。（本章１－③参照） 

設定 

評価基準
、、

について 

評価基準
、、

は量的・尺度的指標」で共通理解

本時評価基準
、、

（「理解」が主眼） 
○消防署や関係機関の取組を調べ、そ

れらが協力する仕組を見つけること

ができ、そのことを２つ以上ノートに

書いている。 

本時評価基準
、、

（「思・判・表」が主眼） 
 

○火事なのにパトカーが先に来て交

通整理をしていました。それは消防車

が早く現場に行くためや通行人に危

険がないようにするためです。早く来

られるのは消防署と警察がうまく協

力するしくみのおかげだと思います。 

・判断力・表現力」の評価   

 

共通理解しましょう。 

評価規準
．．

 
「何を評価するのか」

と い う 評 価 の 目 標 や

行 動 な ど 質 的 な よ り

ど こ ろ を 示 す も の を

「評価規準
．．

」といいま

す。本ガイドブックで

は、思考力等の評価規
．

準
．

は、単元の主目標の

見方・考え方等と「比

べて」等の思考の要素

を 含 ま せ た 文 章 で 設

定するという 

立場をとります。 

評価基準
、、

 
上の「評価規準

．．
」に

ついて、その達成や発

達 の 状 況 や 程 度 を 判

定するための量的・尺

度 的 な 到 達 度 の よ り

ど こ ろ を 示 す も の を

「評価基準
、、

」といい、

絶 対 評 価 に 用 い ら れ

ます。「達成基準」と

言 わ れ る こ と も あ り

ます。 

 本 ガ イ ド ブ ッ ク で

は、本時で期待される

子 ど も の 具 体 的 な 言

語 表 現 を 評 価 基 準
、、

と

して設定し、そこへの

到達度から○・△で評

価 を 行 う と い う 立 場

をとります。 



Ⅱ どうすればできるの－「思考力・判断力・表現力」の評価   

 

- 22 - 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

●単元の評価規準
．．

は評価の４観点について次の手順で設定していきます。 

 

 

 

「思考力・判断力・表現力」を評価する場合、単元を通した質的なものとしての評価規準
．．

は、単

元の中心となる「教科の見方・考え方」とそこに至る「関係づける思考」を見通して設定していく

ことになります。設定にあたっては、国立政策研究所がＨ22・11 に出した「評価規準の作成のため

の参考資料」を参考にします。この資料には、各教科・領域毎に４観点から、「評価規準に盛り込

むべき事項」及び、各々の単元を想定した「評価規準の設定例」が詳しく載っています。そこで、

そちらからふさわしい事項及び設定例を選び、単元指導計画を同時に考えながら学習の流れに合う

ように、選んだ設定例を修正して評価規準
．．

を設定していきます。この資料を使って「思考・判断・

表現」だけでなく、全ての観点を確実に設定することにより、単元にぶれがなくなります。 

 ここでは、本ガイドブックの主旨である「思考・判断・表現」の評価に絞って述べていきます。 

 

●単元の評価規準
．．

は、「単元の目標」「単元指導計画」との関係を大切に設定していきます。 

 第Ⅰ章のＱ６「年間指導計画」のところで、単元ごとに中心的に使う「思考力の要素」を想定す

ることを説明しました。単元指導計画では、その「思考力の要素」の関係づけが確実に行われるよ

うに「活用①」と「活用②」の具体的な学習場面を想定しながら、単元の評価規準
．．

を設定します。 

 

○「単元展開と『習得』『活用』の学習活動の関係」 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

１ 評価規準
．．

・基準
、、

の設定 
② 単元における評価規準

．．
の設定 

 

・単元の評価規準
．．

は、単元目標に沿って単元指導計画を構想しながら設定していきます。 

・基本的には「評価規準の作成のための参考資料」（国立政策研究所）から単元に合う適切な「評価

規準の設定例」を選び、必要に応じて修正を行うことで、効率的に設定していくことができます。 

学習指導要領の内容 

及び系統の確認 

単 元 目 標 設 定

（４観点） 

評価規準
．．

設定 

単元指導計画 

教材研究 

実態把握 

習 得 

※単元によっては、複数箇所あ

ることも考えられる。 

問題解決＝ 

見方・考え方等の発見 

適用＝当てはめて使う 

応用＝形を変えて使う 

単元展開 

学習活動 

 
活 

用
①  

既
習
の
見
方
・
考
え
方
、
知

識
、
技
能
を
活
用
す
る
学
習

で
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現

力
を
働
か
せ
て
主
眼
の
力

（
見
方
・
考
え
方
、
知
識
・
技

能
）
を
見
つ
け
出
す
。 

 

つかむ 見通す 分かる いかす 

適用・応用 

 
活 

用
② 

本
単
元
で
習
得
し
た
主
眼
の

力
（
見
方
・
考
え
方
、
知
識
・
技

能
）
を
手
段
や
道
具
と
し
て
使

い
他
の
問
題
や
生
活
場
面
の
問

題
に
適
用
・
応
用
す
る
。 



 

 

光村図書・東京書籍に共通の、第６学年国語科の物語教材「海の命」で

学習指導要領の高学年「Ｃ読むこと」の「文学的な文章の解釈」

物の相互関係や心情、場面についての描写

と。」です。高学年でよく行われる、「自分が読み取った

いう学習を計画したと想定して考え

 まず教材研究で、この教材で目標（主眼）を達成したならば、事前と事後で子どもの読み（言語

表現）がどのように変わればよいのかを想定します。

 目標を達成するときに子どもに発揮させ

の「定義づけ」「推理」になります。「主人公の変化」「それを引き起こした出来事や人物」「登

場人物同士の心情や人間関係」などから意味を見いだし（定義づけ）、それらを関係づけ、総合す

ることで主題である作者の意図を読み取る（

での読みの中で、これまでの学年でできるようになった「比較」「理由づけ」などの

発揮していくことになりますが、６年生としてこの単元で重点を設定するとすれば「定義づけ」や

「推理」がふさわしいと考えます。これらをもと

 初読などの浅い読みの段階における

  

 

 

この主題とその理由を、先ほどの目標に照らして考えてみます。

この主題は、「千匹に一匹」という物語中の象徴的な言葉と、主人公の太一が「クエを殺さなか

った」という事柄、つまり部分的な言葉・事柄に響いて導き出されたものです。「

関係や心情、場面についての描写をとらえ」という目標にかかわる読みや関係づけは見られず、初

読で印象的だった「言葉」や「出来事」に響いているままの一次的な読み、感想であるといえます。

 そこで「活用①」で、主題の理由の中に「登場人物の相互関係や心情」などの読みが表れ、その

それぞれが関係づけられ、意義づけや

 例えば、次のような「主人公の変容にかかわる読み」を関係づける学習を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主題）作者が一番伝えたかったのは

だから、命はどんな命でも大切にしなければならない

という言葉と、最後に太一がクエを

○  日頃、大物をしとめても、不漁続

ったときは、「失敗すれば死ぬ」という
 

○  与吉じいさにも母にもそれが分かっていて

も、父と同じ状況になれば、同じように
 

○  中学の卒業も待てずに、急いで漁師

が、「このままでは他の漁師の弟子

に俺が・・・。」と考えて太一の弟子入
 

○  太一には、与吉や母が何を心配しているかが

くも、この海で生きられます。」という

という意味も含んだやりとりであるかもしれないこと
 

○  「母の悲しみ」とは「父が、自分

母は一生それを引きずっていくこと

母の元に返ってきて、母を悲しみから
 

○  そのようなつもりであった太一が

全く同じ心境をたどっていくこと。
 

○  泡をはいた瞬間に太一は父への思
 

○  最後の場面で、母や家族の姿が書

Ⅱ どうすればできるの－「思考力・
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光村図書・東京書籍に共通の、第６学年国語科の物語教材「海の命」で具体的に

学習指導要領の高学年「Ｃ読むこと」の「文学的な文章の解釈」に関する目標は、「エ

場面についての描写をとらえ、優れた叙述について自分の考えをまとめる

と。」です。高学年でよく行われる、「自分が読み取った主題とその理由を文章にまとめる。」と

考えます。 

まず教材研究で、この教材で目標（主眼）を達成したならば、事前と事後で子どもの読み（言語

表現）がどのように変わればよいのかを想定します。 

に発揮させなければならない思考は、６つの「思考力の要素」の中

」になります。「主人公の変化」「それを引き起こした出来事や人物」「登

場人物同士の心情や人間関係」などから意味を見いだし（定義づけ）、それらを関係づけ、総合す

読み取る（推理）ことになるからです。もちろん、そこに至るま

での読みの中で、これまでの学年でできるようになった「比較」「理由づけ」などの

くことになりますが、６年生としてこの単元で重点を設定するとすれば「定義づけ」や

「推理」がふさわしいと考えます。これらをもとに、単元レベルでの「評価規準
．

における、事前レベルの主題とその理由は次のようなものです。

この主題とその理由を、先ほどの目標に照らして考えてみます。 

この主題は、「千匹に一匹」という物語中の象徴的な言葉と、主人公の太一が「クエを殺さなか

った」という事柄、つまり部分的な言葉・事柄に響いて導き出されたものです。「

をとらえ」という目標にかかわる読みや関係づけは見られず、初

読で印象的だった「言葉」や「出来事」に響いているままの一次的な読み、感想であるといえます。

そこで「活用①」で、主題の理由の中に「登場人物の相互関係や心情」などの読みが表れ、その

づけや推理が見える表現が出てくるように考え、単元を構想します。

ような「主人公の変容にかかわる読み」を関係づける学習を展開した

えたかったのは「全ての命は関係していて、他の命に生かされているものだ

にしなければならない。」ということです。（理由）「千匹

がクエを殺さなかったことからそのことが言えると思います

不漁続きでも「海の恵みだからなあ」と動じなかった父が

という状況まで自分を追い込んで勝負し、死んでしまったこと

かっていて、父の血が流れている太一が漁師になれば

じように挑んでしまうかもしれないと恐れていること。

漁師になろうと焦る太一を見て、上のような心配から

弟子になってかえって危ない。それなら父のようになっても

弟子入りを許し、命を削って「千匹に一匹」という精神

しているかが分かっているであろうこと。「おまえは

という言葉は、「もう、主であるクエと出会っても勝負

りとりであるかもしれないこと。 
自分や家族を選ばずにクエとの勝負を選んだ」という悲

こと。太一が「母の悲しみを背負う」とは「クエと出会

しみから解放してやる」という意味かもしれないこと。 

が、クエと出会ってしまうとやはり血がたぎり、父と

。この時の太一が、あの時の父そのものであること。

思いの呪縛から解放されたこと、父から離別し自分の

書かれている意味。                

・判断力・表現力」の評価   

具体的に考えてみます。 

目標は、「エ 登場人

自分の考えをまとめるこ

を文章にまとめる。」と

まず教材研究で、この教材で目標（主眼）を達成したならば、事前と事後で子どもの読み（言語

、６つの「思考力の要素」の中

」になります。「主人公の変化」「それを引き起こした出来事や人物」「登

場人物同士の心情や人間関係」などから意味を見いだし（定義づけ）、それらを関係づけ、総合す

ことになるからです。もちろん、そこに至るま

での読みの中で、これまでの学年でできるようになった「比較」「理由づけ」などの思考力も多く

くことになりますが、６年生としてこの単元で重点を設定するとすれば「定義づけ」や

規準
．．

」を設定します。 

、事前レベルの主題とその理由は次のようなものです。 

この主題は、「千匹に一匹」という物語中の象徴的な言葉と、主人公の太一が「クエを殺さなか

った」という事柄、つまり部分的な言葉・事柄に響いて導き出されたものです。「登場人物の相互

をとらえ」という目標にかかわる読みや関係づけは見られず、初

読で印象的だった「言葉」や「出来事」に響いているままの一次的な読み、感想であるといえます。 

そこで「活用①」で、主題の理由の中に「登場人物の相互関係や心情」などの読みが表れ、その

表現が出てくるように考え、単元を構想します。 

展開したとします。 

かされているものだ。 
千匹に一匹」 

います。 

が、主であるクエと出会

んでしまったこと。 
になれば、日頃は穏やかでいて

。 

から弟子入りを断る与吉だ

のようになっても死なずにすむよう

精神を教えたこと。 

おまえは村一番の漁師」や「ぼ

勝負をして死ぬことはない」

悲しみであり、 
出会った上で 

 

と 
。 

の道を歩き出したこと。 
                など。 



 

 

 単元前半の読み取りで、既習の基礎的・基本的な知識・技能（設定・情景・場面や気持ちの変化・

心情・性格などの読み）を発揮させてこれらの意味をしっかり引き出し、「活用①」の場面では、

これらを関係づけて主題を考えさせるようにします。子どもが、これらの読みを結んで書く「主題

とその理由」は、先ほどの初読レベルで挙げ

互関係」も「登場人物それぞれの心情

期待できるものです。そして、その考えを人に伝わるような形で言語表現させて

いて自分の考えをまとめること」という主眼の後半部も達成できる

主題を押しつけてはいけませんが、読みの可能性が広がるようにして、卒業前のこの時期に「自立」

という主題とその根拠を見つけ出させることは大変価値があります。

この学習の中で子どもが発揮している

理」であることになります。このような、単元の学習構想を同時に考えながら、それに合うように

「評価規準の作成のための参考資料」

いのです。この学習の場合は「評価規準の作成のための

なります。（国語科では「読む能力」の観点からの設定になるが、他教科では「思考・判断・表現」

にあたる観点から選べばよい。） 

 

 「活用②」については、「関係づけて読み込めばより深い解釈や主題が見つかる」という実感を

もった子どもたちが、身に付けた力を「活用」しながら、友だちに

その理由」を自分の読みとしてまとめて推薦し合うような単元出口の「活用②」を用意し、単元の

導入で、この読書推薦の言語活動に子どもが目的をもっておくように、単元を組み立てるのです。

 このように「目標」「教材分析（他教科でも同じ）」「

「活用②」の具体を設定し、それらが流れるように、単元を組み立てていくことがポイントです。

 

 このように考えた本単元での評価

ら、単元の具体に当てはめて、次の例のように質的な

  

○「海の命」評価規準
．．

設定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「評価規準の作成のための参考資料

 エ 「本を読んで推薦の文章

「優れた叙述に着目して物語

から、内面に描かれた心情

「海の命」の単元展開にあてはめて

 エ 「本を読んで推薦の文章

・「立松和平の暗示的な表現のよさに

会話を関係づけ、内面に描

・「自分が友だちに推薦したい

を見つけ、推薦の文章にまとめている
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単元前半の読み取りで、既習の基礎的・基本的な知識・技能（設定・情景・場面や気持ちの変化・

心情・性格などの読み）を発揮させてこれらの意味をしっかり引き出し、「活用①」の場面では、

これらを関係づけて主題を考えさせるようにします。子どもが、これらの読みを結んで書く「主題

とその理由」は、先ほどの初読レベルで挙げた「命の大切さ」の時とは全く違い、「

登場人物それぞれの心情」も「それらの影響から生じる主人公の変容の姿

その考えを人に伝わるような形で言語表現させて

」という主眼の後半部も達成できるようにします。もちろん

主題を押しつけてはいけませんが、読みの可能性が広がるようにして、卒業前のこの時期に「自立」

という主題とその根拠を見つけ出させることは大変価値があります。 

発揮している思考は、まさしく「定義づけ」であり、筆者の意図の「

」であることになります。このような、単元の学習構想を同時に考えながら、それに合うように

参考資料」から「思考力・判断力・表現力」の評価

評価規準の作成のための参考資料」のＰ45～48

なります。（国語科では「読む能力」の観点からの設定になるが、他教科では「思考・判断・表現」

 

「活用②」については、「関係づけて読み込めばより深い解釈や主題が見つかる」という実感を

力を「活用」しながら、友だちにすすめたい

その理由」を自分の読みとしてまとめて推薦し合うような単元出口の「活用②」を用意し、単元の

導入で、この読書推薦の言語活動に子どもが目的をもっておくように、単元を組み立てるのです。

このように「目標」「教材分析（他教科でも同じ）」「目標に至るための思考の要素」「活用①」

「活用②」の具体を設定し、それらが流れるように、単元を組み立てていくことがポイントです。

このように考えた本単元での評価規準
．．

は、「評価規準の作成のための参考資料」

ら、単元の具体に当てはめて、次の例のように質的な規準
．．

として設定されていくことになります。

参考資料」（国立教育政策研究所）Ｐ47～Ｐ48

文章を書く言語活動」を通した指導  

物語を推薦するために、登場人物の相互関係に基

心情を想像して読んでいる。」 

にあてはめて上を修正した評価規準 

文章を書く言語活動」を通した指導  

のよさに着目して、太一・与吉・母の相互関係

描かれた心情や主題を想像して読んでいる。」＝

したい物語について、関係づけた読みを生かして主題

にまとめている。」＝活用②（必要に応じ設定）

・判断力・表現力」の評価   

単元前半の読み取りで、既習の基礎的・基本的な知識・技能（設定・情景・場面や気持ちの変化・

心情・性格などの読み）を発揮させてこれらの意味をしっかり引き出し、「活用①」の場面では、

これらを関係づけて主題を考えさせるようにします。子どもが、これらの読みを結んで書く「主題

た「命の大切さ」の時とは全く違い、「登場人物の相

それらの影響から生じる主人公の変容の姿」の記述も

その考えを人に伝わるような形で言語表現させて「優れた叙述につ

ようにします。もちろん読みや

主題を押しつけてはいけませんが、読みの可能性が広がるようにして、卒業前のこの時期に「自立」

」であり、筆者の意図の「推

」であることになります。このような、単元の学習構想を同時に考えながら、それに合うように

から「思考力・判断力・表現力」の評価規準
．．

を設定すればよ

48 から設定することに

なります。（国語科では「読む能力」の観点からの設定になるが、他教科では「思考・判断・表現」

「活用②」については、「関係づけて読み込めばより深い解釈や主題が見つかる」という実感を

すすめたい他の物語の「主題と

その理由」を自分の読みとしてまとめて推薦し合うような単元出口の「活用②」を用意し、単元の

導入で、この読書推薦の言語活動に子どもが目的をもっておくように、単元を組み立てるのです。 

に至るための思考の要素」「活用①」

「活用②」の具体を設定し、それらが流れるように、単元を組み立てていくことがポイントです。 

参考資料」を参考にしなが

として設定されていくことになります。 

48 

基づく行動や会話

相互関係に基づく行動や

。」＝活用① 

主題や優れた叙述

） 
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●「本時指導計画」を構想しながら、本時レベルの評価規準
．．

・評価基準
、、

を具体化します。 

 単元レベルで設定する「評価規準
．．

」と本時レベルで設定する「評価規準
．．

」は、基本的には同じ内

容です。必要に応じ、単元の評価規準
．．

を本時場面や教材に即してより具体化し、本時の評価規準
．．

を

設定します。また、本時の評価基準
、、

は子どもの記述や発言をそれに照らせば「（○）おおむね満足

できる」「（△）努力を要する」という２通りで評価ができるように言語表現で設定します。 

そのため、本時の評価規準
．．

と評価基準
、、

を作成するときには、ねらいとする思考が確実に行われる

ような本時指導計画を立てながら、両者が合致するように考えていく必要があります。 

まず、評価規準
．．

について第Ⅰ章Ｑ１（Ｐ６）で述べた「面積」の単元で考えてみます。 

この単元の評価規準
．．

は、前項で述べたことを生かして、次のように設定することになります。 

まず、「評価規準の作成のための参考資料」の設定例から、「活用」の場面にふさわしいものを

さがします。すると次の記述が見つかります。 

 

 

 

 

 

 

これを基に本単元の評価規準
．．

を設定します。この時は、基本的に設定例と同じで

かまいません。しかし、「思考・判断・表現」については波線部のところが主なの

に、このままでは結果である文末の技能や表現が強調されて理解されがちですので、

必要に応じ「思考・判断・表現」が見えるように具体化することが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

１ 評価規準
．．

・基準
、、

の設定 

③ 本時における評価規準
．．

・評価基準
、、

の設定 

 

・  本時の評価規準
．．

は、基本的に単元の評価規準
．．

と同じ内容です。それを「結論として

の見方・考え方」と「論理キーワード」が見えるように、具体的に設定するようにします。 

・  本時の評価基準
、、

は、本時の目標・評価規準
．．

（思考・判断・表現）に沿って、それが達成

されたときに「期待される子どもの言語表現」の具体として設定していきます。 

・  本調査研究チームでは、６つの「思考力の要素」ごとに、国語・社会・算数・理科につ

いて「評価基準
、、

例」を作成しています（次項④ Ｐ２８を参照）。それを参考にしながら、

本時の主眼、主眼達成に至る時の関係づける思考を想定し、目指す子どもの言語表

現として設定していくと、効率的に本時の評価基準
、、

を設定することができます。 

「評価規準の作成のための参考資料」（国立教育政策研究所）Ｐ９１    

・ 正方形や長方形の面積について、単位となる大きさを基にして数値化するなど、図や数、

式を用いて表し、面積を求めている。（活用①） 

・ 長方形を組み合わせた図形の面積について、長方形の面積の求め方を基に分割するなどし

て考え、具体物や図、式を用いて面積を求めている。（活用②）  （※波線は本研究チーム） 

○単元の評価規準
．．

 

・ 正方形や長方形の面積について、単位となる大きさを決め、そのいくつ分で表せばよいこ

とを考えることができ、図や数、式を用いて表し、面積を求めている。（活用①） 

・ 長方形を組み合わせた図形の面積について、長方形の面積の求め方を基に、いくつかの長

方形に分割して合わせたり、引いたりすればよいことを考えることができ、具体物や図、

式を用いて面積を求めている。（活用②）（必要に応じ設定） 
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次に、これをもとに、本時での評価規準
．．

を設定します。 

このときも、基本は単元の評価規準
．．

と内容は同じですが、より本時での具体が見えるように、「ア

結論としての見方・考え方」とそれに至るときの「イ関係づけ方」が見えるように表していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

この時重要なのは、これを考えることによって、教師が「子どもに何をどのように見つけさせよ

うか」と考えることになるということであり、評価規準
．．

の表現自体が大切なのではありません。よ

って、あまり複雑にする必要はなく、アとイが意識できれば単元の評価規準
．．

と同じでもよいのです。 

 

後に、本時の評価基準
、、

を設定します。 

本時で大切な点は、まず「Ａ 一人学び」のときに、一人一人の子どもが評価規準
．．

でねらった関

係づけの思考を使って自分の考えを作ることができるように授業前半を組み立てることです。 

 そこで計画時に、子どもが「書く」もしくは「話す」ことができればよい言語表現を、「期待す

る子どもの記述・発言」として具体的に設定しておきます。これが本時の評価基準
、、

となります。（本

時展開の中で「一人学び」と「協同学び」で、どのような思考をねらえばよいかについては、第Ⅱ

章２－②で詳しく述べていますので、ご参照下さい。） 

 このことを第Ⅰ章Ｑ５（Ｐ１６）で示した下の３人の児童の記述で考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

この時の評定は、第Ⅰ章Ｑ５（Ｐ１７）で述べたように、Ａ児の評定が（○）、Ｂ児とＣ児は（△）

になります。教師は、評価基準
、、

として◎○△（ＡＢＣ）の３通りを設定する必要はなく、おおむね

満足できると考えられる（○）判定の言語表現を具体的に設定しておき、それがクリアできていな

いものを（△）判定にするという２通りで判定することになります。（Ｐ１６中段参照） 

つまり、上の例では、教師が設定するゴールの「期待する子どもの記述・発言」（評価基準
、、

）と

して、上のＡ児の発言のような２つの評価のポイント（Ｐ1６上段）が含まれた言語表現を設定し

ておけばよく、２つのポイントから各人の言語表現を評価していくことになります。 

 この評価基準
、、

を設定するときに参考になるのが、次項④（Ｐ２９～）に載せている「評価基準
、、

例」

です。国語・社会・算数・理科の４教科で、６つの思考力の要素について１ページずつ、典型的な

思考を単元に当てはめて、期待される言語表現としての基準
、、

例を挙げています。全単元は挙げられ

ないのでいくつかの単元に当てはめて述べたものになっていますが、単元は変わっても使うべき思

考力・判断力・表現力は共通しているので、当てはめて考えれば効果的に評価基準
、、

を設定できます。 

Ａ児 長さのときは、鉛筆の何本分などで比べることができたので、広さのときも、ある広さの紙の

何枚分かを考えれば比べることができるだろうと思います。（これが評価基準になる） 
Ｂ児 まず、重なる部分を重ねて、はみ出したところに鉛筆で印を付けます。それぞれの紙ではみ出

したところ同士をまた重ねて鉛筆で印を付けます。これを繰り返せば比べられると思います。 
Ｃ児 まわりの長さが長い方の面積が広いはずなので、それで比べられると思います。 

○本時の評価規準
．．

 

・ 形が違う紙の広さを比べるとき、単位となる大きさを決めそのいくつ分で比べればよいこ

とを長さの学習と関係づけながら考え、それを適切に説明している。（活用①） 

・ 長方形を組み合わせた図形の面積について、今面積を求めることができる形を見つけてい

くことと関係づけて、いくつかの長方形に分割して合わせたり、引いたりすればよいこと

を考えることができ、それを適切に説明している。（活用②） 
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この例の場合は、評価基準
、、

例－算数の「１比較」の中に次のような例が見つかります。 

 

 

 

 これをもとに、ねらうべきもう一つの思考力の要素「４理由づけ」の述べ方を、「評価基準
、、

例」

「４理由づけ」で同様に探して参考にしながら、「比較→理由づけ」（比較を理由にして、結論を

示している）を使って述べている、Ａ児の記述のような言語表現を評価基準
、、

として設定します。 

次に高学年の場合の評価基準
、、

設定の具体例を、前項の国語科「海の命」の学習の場合で考えてみ

ます。前項で立てた「活用①」にかかわる部分の単元の評価規準
．．

は次のようなものでした。 

 

 

 

 本時の評価規準
．．

もこれに準ずるものでよいので、ここでは単元と同じ設定にしたとして考えます。 

本時の評価基準
、、

は、本時の評価規準
．．

を具体化して「期待される子どもの言語表現」として設定し

ていきます。そこで、次項④（Ｐ２９～）に挙げる国語科の「評価基準
、、

例」を見ます。単元構想と

しては「定義づけ」と「推理」の思考で主題を見つけさせたいわけですから、その観点で探します。

すると、「５定義づけ」と「６推理」の表の中に、それぞれ次のような評価基準
、、

例が見つかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本時は、主題を見つける場面ですから、どちらもそのまま使うのではありませんが、キーワード

や関係する内容を当てはめて考えれば、次のような本時の評価基準
、、

を設定することができます。 

 

 

 

 

 

 答えがオープンエンドになる学習ですので、このような言葉がぴたりとは出てくるわけではあり

ません。しかし、「主題＝定義づけ」「筆者がその内容や構成で何を意図していたのか＝推論」の

二つの思考がなされている姿を設定しておけば、他の言葉や「自立」ではない主題で表されていて

も、その関係性を見ることで教師は迷わずに対応していくことができます。（他教材でも同じ。） 

 「思考力・判断力・表現力」の評価を行うには、特に一人学びの時のノートやワークシートの記

述が大切になります。そこで、上のような評価が可能な一人一人の書きぶりが出てくるように、本

時の授業展開や支援を考えておくようにすることが大切です。（第Ⅱ章２～を参照） 

○定義づけ 

・父の血を引いた太一は、分かっていながらも父の心境をそのままたどっていったと思います。どうしようもな

く高まる気持ちでしたが、あの泡をはいた瞬間に太一は、父の幻から逃れられたのだと思います。引き戻した

のは、じいさや母の思いだし、太一の優しさ強さだと思います。だから、あの泡が示していることは、「太一

の自立」であり「父との決別」です。（定義づけ） 

○推理 

・母の悲しみとは、父が最後の瞬間に、自分や太一のもとに帰ることを選ばずにクエとの勝負を選んだ悲しみだ

と思います。これは、一生の悲しみで、太一はそれを分かった上で、「クエと出会った上で無事に帰ってくる。」

ことで、母を悲しみから解放するんだと考えていると思います。ぼくは、これまでの流れから、そのことが、

「母の悲しみさえも背負う」の意味だと考えます。（意義づけ→推理） 

「立松和平の暗示的な表現のよさに着目して、太一・与吉・母の相互関係に基づく行動や会話

を関係づけ、内面に描かれた心情や主題を想像して読んでいる。」 

立松さんが一番伝えたかったのは、「①人は誰も、いつかは自立して自分の道を歩き出す。素晴らしいだろう。

でも、②必ずそれは誰かの支えの上にあることも忘れてはいけないよ。」ということではないかと思います。そ

れは、立松さんが始めは太一を父と同じように見せ、最後は対比的に別の道を歩くように構成していたことと、

その原因として、じいさや母の思いが通じて、太一が変わったという意味が見える構成で書いているからです。   

（※二つの価値を入れているが、どちらか一つでもよい。また、関係づけができていれば他の主題でもよい。） 
 

・ひろさをくらべるときも、ながさをくらべるときとおなじように、おなじものがいくつあ

るかでしらべると、かずでくらべられます。 
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この節の 後として、本項では前項③で述べた「評価基準
．．

例」を掲載しています。 
 

本時レベルの評価基準
、、

は、この「評価基準
、、

例」を参考に設定していくようにしてください。 

  

次ページから国語・社会・算数・理科の４教科について、６つの「思考力の要素」１つず

つに１ページを充て、６要素×４教科で、合計２４ページの「評価基準
、、

例」を載せています。

下は「評価基準
、、

例」のページの主な構成です。 

 
 
 
 

＜６「推理」の評価基準例＞ （国語科 ６「推理」の場合） 
低学年では 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 
・推理（出来事・行動・様子） 
・仮定  
 

等 

〈めざす思考〉 
・推理（心理・理由・状況） 
・推理（帰納・演繹） 
・理由づけ→推理 
               

等 

〈めざす思考〉 
・順序→理由づけ→推理 
・比較→理由づけ→推理 
・類別→理由づけ→推理 
・意義づけ→推理 
・推理の効果         等 

〈推理の評価基準例〉 
・ざせきのところがせまいと、人を

たくさんのせられないと思いま

す。（仮定） 
・ぼうしの名前はかきかえられたの

だと思います。たいせつなじぶん

のぼうしなら、すぐににげないと

おもうので、みんながかきかえた

とおもいます。（推理） 
・ぼくもそんなことがあったけどそ

のときも～だったから、～くんも

～。（推理） 
・もし、どうぶつたちのたすけがな

かったら、サラダはできあがって

いないので、おかあさんもげんき

になれなかったかもしれません。 

〈推理の評価基準例〉 
・ゆみこの「一つだけちょうだい」

は 後で「お肉とお魚どっちが

いいの」に変わっています。作

者はこのことで、父の願いがち

ゃんと母に伝わっていて、やさ

しい豊かな心をもつゆみこに

育てられたということを言っ

ているのだと思います。（理由

づけ→推理） 
・前の設定部分ではお兄さんを心

配しながらも戦争から離れた

平和な町の様子や気持ちをず

っと書いています。それがつ

ながりなく一言で、「お兄さ

んどころかみんな戦争でなく 

〈推理の評価基準例〉 
・現代は森林の伐採や生態系の破壊

が地球規模で起こっているので、

この地球もイースター島がたど

ったのと同じ～。（比較→理由づ

け→推理） 
・卒業してからでもいいので、「卒

業する年の夏」からは、太一がど

れだけ急いでいるのかが想像で

きます。（順序→理由づけ→推理） 
・筆者は「選ばれるかどうか不安だ

った」「でも選ばれた」と言って

いるけど、「筆者が不安だった」

ことはあまり関係ないことなの

で～。（推理の効果） 

 
 
 

１ 評価規準
．．

・基準
、、

の設定 

④ 国語・社会・算数・理科における「評価基準
、、

例」 

「評価基準
、、

例」を参考にしながら、本時の主眼、主眼達成に至る時の関係

づける思考を想定し、目指す子どもの言語表現として設定していくと、効率

的に本時の評価基準
、、

を設定することができます。 
 

思考力の要素（６要素の中のどれか）を

表しています。 

左の要素をさらに分類したときの種類及び

他の思考との関連の仕方を示しています。 

関連づける言葉（論理キーワード）を中心に、関連づけ方の例を示しています。 
（※論理キーワードと重要語句を太字で表しています。） 
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低学年では 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・１対１比較(類比・対比) 

・有無の比較 

・視点先行→視点見つけ   等 

〈めざす思考〉 

・部分比較・複数比較 

・仮定との比較 

・比較の根拠          等 

〈めざす思考〉 

・集合比較 

・抽象視点での比較 

・比較の効果           等 

〈類比の評価基準例〉 

・きつつきのくちばしもおうむの 

くちばしも～。かばのはなもぞ 

うのはなも～。バスもトラック 

も～。ぎょせんもきゃくせんも 

～。（１対１） 

・おなじあかちゃんでも、大きく 

なるはやさがぜんぜんちがいま 

す。(視点見つけ) 

・かみは石にかってはさみにまけ 

ます。石もはさみにかって、か 

みにまけます。どちらも一つに 

かって、一つにまけるところが 

おなじです。(視点見つけ) 

・ 「しかし」も「でも」も、はん 

たいのことをいう前につけるこ 

とばです。(視点見つけ)  

〈類比の評価基準例〉 

・二つのお祭りは、人々の願いとお 

祭りの行い方が～。（部分比較） 

・筆者が分けた大豆食品のまとまり 

を見ると、姿の変わり具合だけじ 

ゃなく、思いつきやすさが同じく 

らいのもので～。（複数比較） 

・もし、消化によいという直接の理 

由をきちんと言った後で、その他 

の理由を書いたとしたら、そちら 

の方が～。（仮定との比較） 

・「かむことは大切だ」と言うため 

に、筆者はできるだけ多くの理由 

を並べていったんだと思います。 

でも、中には納得できない理由も 

あります。納得できない理由をい 

くらあげても読者には分からない 

ので～。（整合性の比較） 

〈類比の評価基準例〉 

・筆者は広島の人が認めた、世界の人が 

認めたということを原爆ドームが重要 

である理由としてあげていますが、「多 

くの人が認めたから」という共通点を 

考えると～。（抽象視点での比較） 

・人による森林伐採とラットによる森林 

の育成の妨害は、原因が別のように 

思えるのですが、筆者はどちらも人間 

が悪い、考えが足りないとして、同じ 

種類の例として挙げているので無理が 

あるように～。（比較の効果） 

・森林伐採の理由を詳しく挙げていくよ 

り、イースター島の森林伐採は現代の 

ここに当てはまるという比較をもっと 

入れていった方が、より読者は納得す 

ると～。（比較の効果→改善） 

〈対比の評価基準例〉 

・ライオンのよりしまうまのあか

ちゃんの方が～。（１対１） 

・ちえの中でも、ぼくが一ばんす

ごいと思うちえは～。（1 対多） 

・クマノミはイソギンチャクとか

かわりあっていますが、ホンソ

メワケベラは、多くの大きな魚

たちとかかわりあっています。

かかわり方も～。(視点見つけ) 

・ 「きれいでした」より「キラキ

ラと光っていました」と書いた

ほうが～のようすが～。（対比） 

・ 「ぼくは」がないと、その前に

書いているＡさんがかんがえた

ことになるので～。(有無の比

較) 

・「はじめに」や「つぎは」があ

るときとないときでは、あると

のほうが～ 。(有無の比較) 

〈対比の評価基準例〉 

・３つの祭りを比べて、筆者が「どの

祭りも」と言うために、できるだけ

日本のあちこちから祭りを選んだ

ことが～。（複数比較） 

・行列のでき方を説明するのにウイ 

ルソンさんを出した時と出さない 

時で比べると～。（仮定との比較） 

・アップの利点とルーズの欠点、ル 

ーズの利点とアップの欠点は、同 

じことの表裏なので～。（複数比 

較） 

・二つのものを比べるときは、利点 

と欠点をそれぞれで繰り返す言い 

方より、それぞれの利点を先に述 

べて、それぞれの欠点を後で述べ 

る言い方の方が、利点・欠点だけ 

をくらべやすいので～。（比較の 

根拠） 

〈対比の評価基準例〉 

・時間がかかった結果起こった広辞苑作 

りの苦労は、これからも続いていく苦 

労です。継続の大変さと生み出す大変 

さのどちらが言いたいのか、また言葉 

の仕事だから大変なのか、生み出す仕 

事だから大変なのか、結論との関係で、 

ちゃんと整理して～。（集合比較） 

・犬と犬型ロボットを比べているのは分 

かりますが、ぼくは自分と人型のロボ 

ットを比べられて、「人間でよかった 

ね」と言われても、「なんでそんなも 

のと比べられるの」と考えてしまうと 

思うので～。（比較の効果） 

・「生き物はすべて」と言えるように筆 

者が、一つの見方だけでなく、暖かい 

地方と寒い地方、外見と体内という二 

つの違う見方から比べるという工夫を 

していることが、説得力を増している 

と～。（比較の効果） 

１－④国語・社会・算数・理科における評価基準例 

【評価基準例 小学校 国語科】 

１ 「比較」の評価基準例 
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低学年では 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・時間的順序 

・空間的順序 

・興味、関心の順序 

・事柄の順序 
              等 

〈めざす思考〉 

・重要度の順序 

・説明の順序（尾・頭・双括） 

・個から集合への順序 

・集合から個への順序 

・順序の根拠          等 

〈めざす思考〉 

・問題解決の順序 

・説明の順序（意見と事実の順序、事実 

相互の順序、中心情報と補足・前提・

特殊・条件等の情報） 

・順序の効果           等 

〈順序の評価基準例〉 

・くちばし（はな）のようすのあ

と、なぜそうなっているかのわ

けをいっている～。(事柄の順

序) 

・さきにどんなしごとをしている

からとわけをいって、だからこ

んなつくりになっているとせつ

めいしている～。(事柄の順序) 

・よく見かけるバスやじょうよう

車をから書いて、つぎによく見

かけるトラックを２番目に～。

（興味・関心の順序） 

・しているしごとのせいで、だん

だんとじどう車のかたちがかわ

っていくじゅんじょで書いてい

る～。(事柄の順序) 

・みを太らすちえ、とおくにとば

すちえという、することのじゅ

んじょでちえをならべたんだと

おもいます。（時間的順序） 

・かかわりあいが多くなるじゅん

じょでならべているんだと思い

ます。(事柄の順序) 

・思いついたことを、そのまま書

かないで、どのじゅんじょで言

えばいいかを考えて書くと、分

かりやすくなります。（事柄の

順序） 

・しばらくすると（つぎに、こん

どは）のように、時間がたった

（はなしがかわった）ことが分

かることばをつかうと、話がか

わることがよくわかります。（時

間的順序） 

・わけをあとに言うときは「それ

は」をつかい、わけを先に言う

ときは、「だから」をつかうと

わかりやすいです。 (事柄の順

序) 

〈順序の評価基準例〉 

・かむことで直接よいことを先に書い

て、その他の直接ではない理由をあ

とにしたのでは～。（重要度の順序） 

・きなこより納豆の方が姿は変わって

ないと思うので、筆者は姿の変化と

いうよりも、思いつきにくいものを

あとにもってきて、知恵のすごさが

引き立つようにしていると～。（順

序の根拠） 

・「大豆」という食材が姿を変える話

なので、それ以前の「ダイズ」の話

をしても本当は関係ないんだけど、

それをあとに付け加えることでよ

りたくさん姿を変えていることが

～。（重要度の順序・根拠） 

・お祭りの順序はどうでもよさそうな

ものだけど、願いと行い方をよく見

てみるとやはりこの順序の方が～。

（順序の根拠） 

・順序を示す言葉がなくても、よく読

むと、ここで次のことに話が変わっ

ているから～。（説明の順序） 

・前にもこの順序だったから、という

理由はよいと思うけど、この場合

は、先に考え（頭括型）を言った方

が～。（説明の順序） 

・「みんな」とか「多くの」とかいう

まとめにしたいなら、数が多くなる

ような順序で材料を並べないと、読

む人は～。（個から集合への順序） 

・同じような例がならんでいるように

見えるけど、筆者は何か考えがあっ

てこの順序で書いているはずだか

ら～。（順序の根拠） 

〈順序の評価基準例〉 

・原爆ドームを認める人が広島から世界

へと広がるような順序で書いて、より

多くの人々が認めていることを示そう

としているんだと思います。（事実相

互の順序） 

・「森林伐採が悪い」というのと、伐採

の後にラットの事実を述べて「森林伐

採とラットの持ち込みが偶然重なった

ので悪い」というのでは、結論の重み

が変わると思うんだけど、読み手の納

得度を考えると、ラットのことはあま

り～。（順序の効果） 

・立松さんは、「海の恵みだからなあ」

と言っていた父が、その時になると、

命をかけて勝負してしまったことを最

初に暗に書くことで、読者がそのあと

のじいさや母や太一の心を手に取るよ

うに想像できるように工夫していると

ころがすごい。しかも、答えらしきこ

とは書かずに順々に鍵をちりばめて、

まずじいさ、次に母、そして最後に太

一の心がそれぞれの関係から分かるよ

うに工夫しているところがすごい作家

だと～。（順序の効果） 

・疑問がつながって段々解決していくよ

うな、実際に僕たちも考えそうな順序

にしたがって問題と解決を上手に並べ

ているので～。（問題解決の順序） 

・筆者は～の順序で書いていて、それは

～のためだと思うけど、ぼくは読んだ

ときに～。（順序の効果） 

・先に世界の人みんながそう考えている

ように書いているけど、本当にそうか

どうか分からないので、まず、そのこ

との証拠を挙げて～。（順序の効果→

改善） 

 

 

２ 「順序」の評価基準例 
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低学年では 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・視点先行→視点見つけ（視点＝ 

特徴・名前・働き・つくりなど） 

・上位→下位 

・例外 

・複数集合（２つまで） 
 

等 

〈めざす思考〉 

・視点見つけ（視点＝状態・行動・ 場

所・部分特徴・理由など） 

・複数集合（３つ以上） 

・中心とその他 

・具体→抽象 

・抽象→具体 

・類別の根拠          等 

〈めざす思考〉 

・視点見つけ（視点＝本質的・分析的・ 

概念的・抽象的視点） 

・上位→中位→下位 

・主と従 

・類別の効果 
 
                 等 

〈類別の評価基準例〉 

・どのくちばしも（体も）えさを

食べるのに（みをまもるのに）

べんりなように～（視点見つけ） 

・紙は石にかちます。石ははさみ

にかちます。はさみは紙にかち

ます。どれも～。（視点見つけ） 

・どのどうぶつも言っていること

はちがうけど、お母さんのため

にサラダをつくるのをいっしょ

うけんめいにたすけようとして

いるのは同じ～。（視点見つけ） 

・ライオンとシマウマのいろいろ

なちがいを書いてるけど、どれ

もシマウマの方がせいちょうが

はやいと書いている～。（視点

見つけ） 

・クマノミとイソギンチャク、ホ

ンソメワケベラと大きな魚たち

のようにたすけ合っているなか

まは、ほかにも～。（上位→下

位） 

・どのお話でも、がまくんはのん

びりやさんですが、このお話の

がまくんは～。（例外） 

・「それで、だから、そのために」

は、同じなかまの「つなぎこと

ば」です。 

・みんなの見学の作文を読むと見

たことのじゅんで書いているも

のとだんだんおどろきが大きく

なるじゅんで書いているものと

に分けられます。（視点見つけ） 

・「したこと・見たこと」はたく

さん書いていたけど、「思った

こと」は少ないので、それをな

おしていきたいです。（視点見

つけ） 

〈類別の評価基準例〉 

・書かれていることは、ウイルソンさ

んがしたこと、そのわけ、分かった

ことに分けられますが、一番多いの

は～。（視点見つけ） 

・この段落では、姿は違うように見え

てもどの食品も栄養だけを取りだ

して食べられるようにしていると

ころが同じです。（視点見つけ） 
・大豆が姿を変えた食品はたくさんあ

るけど、筆者がこのまとまりで分け

たのは～。（類別の根拠） 

・かむことでよいことは、消化によい

ことと、体の他の部分の健康によい

ことと、知恵や力を出すのによいこ

との３つに分けられるのではない

かと～。（視点見つけ） 

・それぞれのお祭りの願いは違うけ

ど、願いを込めて神様に祈るという

ところは～。そう考えると、わたし

たちの町で行われている祭りも同

じ仲間だと～。（具体→抽象） 
・ごんが友だちになりたいと思ってい

たのはいたずらをしているところ

までで、兵十のおっかあが死んだ後

に栗などを持っていったのはそれ

ではなく申し訳なく思ったつぐな

いの気持ちからで、前とは違うと思

います。（具体→抽象） 

・出し物を決めているのに、そのやり

方について話し合うのは早いと思

います。意見を仲間分けして、先に

話し合えばよいことを決めてから、

そこを詳しく話し合ったらどうで

すか。（抽象→具体） 

〈類別の評価基準例〉 

・森林がなくなった原因に、大きく伐採

とラットがあり、伐採のまとまりの中

では、伐採が盛んに行われた理由が３

つ挙げられていることが分かります。 

（上位→中位→下位） 

・ニュース番組の作り方を説明するのだ

から、避難訓練はただの例のはずだけ

ど、訓練の価値や人々の訓練への思い

などの内容が、詳しく書かれすぎてい

るので、ぼくはいつの間にか避難訓練

の説明が主のようなつもりで読んでい

ました。（視点見つけ） 

・筆者が結論を支える根拠としてあげて

いる事実は二つで、広島の人が認めた、

世界の人が認めたということです。し

かし、これらは原爆ドームそのものの

価値を説明するのではなく「みんなが

いいと言っているから、あなたも大切

だと思いましょう」。という、人数攻

めのように～。（類別の効果） 

・今までは「どこに原因があった、何が

悪かった」という意見が主でしたが「こ

れからどうすればよいのか」という意

見も出てきているので、話をそちらに

切り替えていいですか。（視点見つけ） 

・行い方のアイデアを出すときには、み

んなで取組ごとにどんな考えでもいい

からアイデアをカードに書き出して、

出てきたアイデアを宣伝や準備や行い

方で仲間分けしていけば、ごちゃごち

ゃせずに話し合っていけるよ。（上位

→中位→下位） 

３ 「類別」の評価基準例 
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低学年では 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・帰結（結果）→理由（原因） 

・理由（原因）→帰結（結果） 

・理由の分別 

 

 

             等 

〈めざす思考〉 

・順序→理由づけ 

・比較→理由づけ 

・類別→理由づけ 

・理由（原因）と帰結（結果）の整合

性の評価 

・理由づけの根拠              等 

〈めざす思考〉 

・順序→理由づけの効果 

・比較→理由づけの効果 

・類別→理由づけの効果 

・三段論法（理由の連鎖） 
 
                 等 

〈理由づけの評価基準例〉 

・きつつきのくちばしはするどく

とがっています。（それは）木

にあなをあけて、中にいる虫を

食べるからです。（帰結→理由） 

・花のじくを地面にたおすのは、

たねにたくさんのえいようをお

くるためです。（帰結→理由） 

・今日、半そでをきてきました。

それは、天気よほうであつくな

ると言っていたからです。（帰

結→理由） 

・クマノミとイソギンチャクは、

たがいにかかわり合っていま

す。それは、おたがいのいのち

をまもり合うためです。（理由

→帰結） 

・トラックは（ぎょせん）はにも

つをはこぶしごとをしていま

す。そのために（だから）うん

てんせきのほかはひろいにだい

になっています。（理由→帰結） 

・たねをとおくまでとばすために

せをたかくします。（理由→帰

結） 

・Ａさんはとてもさびしそうでし

た。だからわたしは、いっしょ

にあそぼうとさそいました。（理

由→帰結） 

・ここに書かれているのが、その

わけ（理由）だと思います。（理

由の弁別） 

・わけ（理由）は何ですか。（理

由の弁別） 

・なぜそう考えるのかわけまで言

ってください。（帰結→理由） 

・みんながお水をあげるのをわす

れていたら、お花はどうなるの。

（原因→結果） 

〈理由づけの評価基準例〉 

・石を置いた時には、もう「何か地面

に印があるのでは。」と考えていた

と思います。「ようやく」とあるか

ら、「印までたどり着けばきっとこ

うなる」と考えて実験していたと思

います。（順序→理由） 

・ウイルソンさんがしたことで順に書

いているけど、どう考えてそれをし

ていったのかが順に書かれていな

いので～。（順序→理由） 

・つぐみさんが元気になったのは、大

根のおかげだけではなく、家族のよ

うな大切な人が、またできたからだ

と思います。（比較→理由） 

・「おっかあの死」を聞いただけで、

ほおのはぎの葉っぱも気にせずに

だく流で命をかけてウナギをとっ

ていた兵十の状況を思い出し、それ

が理由だったと想像したごんはす

ごいと思います。（理由の根拠） 

・筋肉や骨を発達させるために、「か

む」というのは、順序が変だと思い

ます。「手首を強くするためにピア

ノを習え」と言われても納得がいき

ません。（整合性） 

・「体はどの部分もたがいにつながり

あっている」と言われると、「かむ

こと」でなくてもよいし、何をして

も体全部によいことになるからな

ぜこんなことを言ったのかが分か

りません。（理由の根拠） 

・Ａさんの 初の理由の方が、納得が

いきました。今の考えは、理由にな

っていないと思います。納得いく理

由１つだけで～。（整合性） 

〈理由づけの評価基準例〉 

・白鷹さんの苦労を書いているのは、白

鷹さんのすごさもあると思うけど、題

や結論から考えると昔の人のすごさを

言うために現代の白鷹さんでも苦労す

るということを出しているのだと思い

ます。（比較→理由づけの効果） 

・広島の人が皆認めたということを事実

として挙げているけど「意見が最初は

二つに分かれていたが女の子の死で皆

がそちらに賛成した」というのは、理

由としては疑問だと思うし実際は広島

以外の人までが騒ぎ出して反対の人々

が「雰囲気として本音を言えなくなっ

た」ということもあると思います。（類

別→理由づけの効果） 

・森林伐採した理由をいくら挙げても、

現代で石油を使う理由をくどくど挙げ

ているのと同じで、「石油を使っては

いけない」ということには直接つなが

りません。それよりも、なぜ使っては

いけないかの根拠となる事実の説明を

多くすると説得力が増すと思います。

（類別→理由づけの効果→改善案） 

・サクラソウが育たなくなった理由は、

トラマルハナバチがいなくなったこと

で、トラマルハナバチがいなくなった

理由は、花やネズミの巣穴がなくなっ

たことというように書くことで、「人

間が行うどんな小さなことでも、どこ

かで理由がつながって、どんな大きな

自然破壊になるか分からない」という

ことが言いたいのだと思います。（三

段論法・理由の連鎖） 

 

４ 「理由づけ（因果関係）」の評価基準例 
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低学年では 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・ラベリング（具体→抽象） 

・集合ラベリング 

・言いかえ                  等 

〈めざす思考〉 

・定義づけ（具体） 

・比較→定義 

・定義づけの根拠               等  

〈めざす思考〉 

・定義づけ（抽象） 

・比較→分類→定義 

・定義→具体化  ・定義づけの効果 等 

〈定義づけの評価基準例〉 

・するどくとがっているというの

はようすです。（ラベリング） 

・木にあなをあけて中のむしをた

べるというのはくちばしがとが

っているわけです。（ラベリン

グ） 
・ちえごとに名前をつけていくと、

何のちえか一目で分かります。 

 （ラベリング） 

・どのつくりも、はたらくことに

やくにたつようなつくりになっ

ています。（集合ラベリング） 

・どのちえもたくさんのタンポポ

のなかまをふやすためのちえだ

といえます。（集合ラベリング） 

・みんなで大きな魚にみえるよう

にがんばったからおいはらえま

した。まぐろをおいはらったの

は、みんなのきょうりょくだと

思います。（言いかえ） 

・ぜんぶ、お母さんが元気になる

サラダができるためのアドバイ

スなので、「元気サラダのアド

バイス」といえばいいと思いま

す。 

（集合ラベリング） 

・ふだんいばっていたどうぶつた

ちはにげて、女の子は立ちむか

っていったので、女の子のつよ

さが本とうのつよさだと思いま

す。（ラベリング） 

・「たくさんの魚たちがさまざま

なかかわり合いを」となってい

ます。「たくさん」は、クマノ

ミとイソギンチャク、ホンソメ

ワケベラと大きな魚たちからい

えるし、「さまざま」は、「い

のちをまもりあう」「えさをあ

げ、口をきれいにする」という

別のかかわり合いからいえると

思います。（集合ラベリング） 

〈定義づけの評価基準例〉 

・「栄養分だけを取り出して姿を変え

る工夫」「ほかの生物の力をかりて

姿を変える工夫」など、筆者はそれ

ぞれのまとまりに、工夫の特ちょう

から上手に名づけているのが分か

ります。（定義づけ）  
・前半は、道しるべがあることを確か

めるための実験、後半は道しるべを

つける仕組みがあることを確かめ

るための研究（解剖）だということ

ができます。（比較→定義） 

・全部「かむことでよいこと」なんだ

けど、よく読んでくらべてみるとか

むことで直接よいことと、直接では

ないけどよいことがあると思いま

す。（比較→定義） 

・「一つだけのお花、大事にするんだ

よう。」というのは、ゆみこだけで

なくお母さんへの大切なメッセー

ジ（遺言）だったんだと思います。

読者はこの先のことを、 後の場面

と結んで想像するしかないけど、そ

れをしっかり受け取った母が、ゆみ

こを 後の場面のような少女にな

るように育てていったと思います。

（定義づけ） 

・ごんは「引き合わないなあ」と言っ

ているにもかかわらず、次の日も栗

や松茸を変わらず持って行ってい

ます。これから、ごんの行いは、「認

められたい」とか「友だちになりた

い」とかではなく、「純すいなつぐ

ない」であるということが言えま

す。（比較→定義） 

・今までの考えをまとめると、「・・・

の方法」ということができます。（定

義づけ） 

〈定義づけの評価基準例〉 

・いろいろな案が出たけど、それぞれの

目的を考えると、「～のための方法」

だと言えます。（定義づけ） 

・「動物の体は、自然に合わせるために

うまく変化をしている」ということを

言うために、はじめは地球規模で暑い

ところ寒いところの動物を挙げていて

いたのに「日本の中で」と話が小さく

なった気がしていました。でも、「狭

い範囲でも同じ種類でこれだけ違う」

ということが言いたいなら、この組み

立ては効果があると考え直しました。

（比較→分類→定義） 

・父の「海の恵みだから」という言葉の

意味からすれば、いつもの父ならクエ

と出会っても決して無理はしなかった

はずです。だから、その時の父は、普

通ではない父だったのだと思います。

じいさも母もそのことが分かっていた

ので～。（定義→具体化） 

・父の血を引いた太一は、分かっていな

がらも父の心境をそのままたどってい

ったと思います。どうしようもなく高

まる気持ちでしたが、あの泡をはいた

瞬間に太一は、父の幻から逃れられた

のだと思います。引き戻したのは、じ

いさや母の思いだし、太一の優しさ強

さだと思います。だから、あの泡が示

していることは、「太一の自立」であ

り「父との決別」です。（定義づけ） 

・世界に認められたというけれど、世界

のほとんどの人は原爆ドームのことな

んか知らずに、一部の人だけの会議で

決められたことだろうし、何対何で決

まったのかも分かりません。本当に世

界が認めたと言えるのかどうかは疑問

です。（定義づけの効果） 

 

５ 「定義づけ」の評価基準例 
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低学年では 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・推理（出来事・行動・様子） 

・仮定  
 
 
                        等 

〈めざす思考〉 

・推理（心理・理由・状況） 

・推理（帰納・演繹） 

・理由づけ→推理 
 
                  等 

〈めざす思考〉 

・順序→理由づけ→推理 

・比較→理由づけ→推理 

・類別→理由づけ→推理 

・意義づけ→推理 
・推理の効果                      等 

〈推理の評価基準例〉 

・ざせきのところがせまいと、人

をたくさんのせられないと思い

ます。（仮定） 

・魚を見つけるきかいがないと、

さがすのにじかんがかかってし

ごとにならないと思います。（仮

定） 

・雨の日にタンポポのかさがひら

いていると、雨のいきおいでそ

のまま下におとされるし、とん

でもすぐにおちると思います。

（仮定） 

・くまさんたちは、何か分からな

くてずっときもちわるかったの

が、はなのたねだったんだとわ

かって、とてもうれしかったん

だと思います。みんなでかんが

えてもわからなかったので、み

んなもわかってとてもうれしか

ったと思います。（推理） 

・もし、どうぶつたちのたすけが

なかったら、サラダはできあが

っていないので、おかあさんも

げんきになれなかったかもしれ

ません。（仮定） 
・ねずみたちは、おにぎりもうれ

しかったけど、いつもいじめら

れている人げんからやさしくさ

れて、こんな人げんもいるんだ

ということが、とてもうれしか

ったんだと思います。（推理） 

・ぼうしの名まえはかきかえられ

たのだと思います。たいせつな

じぶんのぼうしなら、すぐにに

げないとおもうので、みんなが

かきかえたとおもいます。（推

理） 

・ぼくもそんなことがあったけど

そのときも～だったから、～く

んも～。（推理） 

〈推理の評価基準例〉 

・生物の力をかりて姿を変える工夫

は、最初は偶然だったのではないか

と思います。それを「くさってい

る。」などと見逃さずに、食物にし

ていったことがここでの昔の人の

すごさだと思います。（推理） 

・筆者はかむことが消化によいことに

ついては、ほとんど書いていませ

ん。知らないはずはないのに、一番

大切なことを書かなかったのは、ぼ

くたちがそれをもう知っていると

思っていて、それでもかまないのを

何とかしようとしているので、他の

よさをたくさん挙げているんだと

思います。（推理） 

・ゆみこの「一つだけちょうだい」は

後で「お肉とお魚どっちがいい

の」に変わっています。作者はこの

ことで、父の願いがちゃんと母に伝

わっていて、やさしい豊かな心をも

つゆみこに育てられたということ

を言っているのだと思います。（理

由づけ→推理） 

・前の設定部分ではお兄さんを心配し

ながらも戦争から離れた平和な町

の様子や気持ちをずっと書いてい

ます。それがつながりなく一言で、

「おにいさんどころかみんな戦争

でなくなった、はい、おしまい」と

終わられても、つなぐものがないの

でストーリーを想像できないし、今

まで物語で習ってきた起承転結の

起と結だけのような気がします。作

者は～と思ったのだろうけど、ぼく

は～。（理由づけ→推理） 

 

〈推理の評価基準例〉 

・現代は森林の伐採や生態系の破壊が地

球規模で起こっているので、この地球

もイースター島がたどったのと同じ

～。（比較→理由づけ→推理） 

・卒業してからでもいいので、「卒業す

る年の夏」からは、太一がどれだけ急

いでいるのかが想像できます。（順序

→理由づけ→推理）   
・じいさは、焦りを分かっていて断った

んだろうし、あきらめない太一を見て

「このままでは他の漁師の弟子にな

る。それなら俺がクエと出会っても死

なないですむ心を・・。」と思ったの

だと思います。（順序→理由づけ→推

理） 

・だから、ずっと魚を捕らせずに「千匹

に一匹」を繰り返したのだと思います。

父の「海の恵み」はじいさも知ってい

るはずなので、もしかしたら、父を止

められなかった言葉をじいさが「千匹

に一匹」に言い変えて、太一を止めよ

うとしたのかも知れません。（比較→

理由づけ→推理） 

・母の悲しみとは、父が 後の瞬間に、

自分や太一のもとに帰ることを選ばず

にクエとの勝負を選んだ悲しみだと思

います。これは、一生の悲しみで、太

一はそれを分かった上で、「クエと出

会った上で無事に帰ってくる。」こと

で、母を悲しみから解放するんだと考

えていると思います。ぼくは、これま

での流れから、そのことが、「母の悲

しみさえも背負う」の意味だと考えま

す。（意義づけ→推理） 

・筆者は「選ばれるかどうか不安だった」

「でも選ばれた」と言っているけど、

「筆者が不安だった」ことはあまり関

係ないことなので～。（推理の効果） 

６ 「推理」の評価基準例 



Ⅱ どうすればできるの－「思考力・判断力・表現力」の評価   

 

- 35 - 
 

 
 
 

 

 

 

低学年では 【生活科】  

（主に社会や人とのかかわり） 

中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・部分比較 
・複数比較 

・仮定と比較 

・比較の根拠         等 

〈めざす思考〉 

・集合比較 

・抽象視点での比較 

・比較の効果 
               等        

〈めざす思考〉 

・１対１比較(類比・対比) 

・有無の比較 

・視点先行→視点見つけ   等 

〈類比の評価基準例〉 

・１年生のきょうしつと６年生の

きょうしつの同じところはどち

らのおへやにも前にこくばんが

あることです。（１対１） 

・おんがくしつにもりかしつにも

ぼくたちのおへやにはないとく

べつなどうぐがありました。（有

無の比較） 

・うんどうじょうにもこうえんに

もすべり台や、ジャングルジム

などあそぶためのどうぐがあり

ます。（１対１） 

〈類比の評価基準例〉 

・個人でやっているお店も、大型ス

ーパーもお客さんがほしいもの

をそろえようとしているところが

同じです。（部分比較） 
・どこのコンビニエンスストアでも

おにぎりと飲み物は離れた場所に

あります。（部分比較） 
・A さんがつくったみかんも、B さ

んがつくったトマトも手間ひまを

かけてつくっているところが同じ

です。（部分比較） 
・私たちの市と○○村の両方に当て

はまることは地形や気候にあっ

た作物を作っていることです。

（比較→類別） 

〈類比の評価基準例〉 

・農業従事者は、60 才以上の人口の

割合が高いです。（集合比較） 

・農業従事者も漁業従事者も減少し

ているのは、作ってもなかなか売

れない、外国産の安い作物には勝

てないという、理由によるもので

す。（抽象視点での比較） 

・聖徳太子も北条時宗も大久保利通

も日本の危機を救ったという共

通点があります。（抽象視点での

比較） 

〈対比の評価基準例〉 

・１年生のきょうしつと６年生の

きょうしつのちがうところはい

すの高さです。（１対１） 

・おかあさんがりょうりをつくる

ときと、きゅう食の先生がきゅ

う食をつくるときのちがいは、

きゅう食の先生は一度に何百人

分もつくらなければいけないこ

とと、ぼくたちはきゅう食の先

生のお手つだいができないこと

です。（１対１） 

・うんどうじょうとこうえんのち

がいは、こうえんにはいろいろ

な人がくるから、どうぐだけで

はなく、ベンチやトイレなどが

あることです。（有無の比較） 

〈対比の評価基準例〉 

・同じミネラルウォーターでもコン

コンビニエンスストアとスーパー

ではスーパーの方が値段が安いで

す。（部分比較） 

・校区の東地区は西地区と比べて、

神社やお寺、町並みなど古くから

残る建造物が多いことが分かり

ました。（部分比較） 

・ぼくたちの市は２０年前と比べて

個人商店の数が減ってきていま

す。それは、個人商店の近くに大

きなスーパーができたからだと

思います。（比較の根拠） 

・ぼくたちの市では１０年間で人口

が増えているのにもかかわらず、

ゴミの量が減っているのは、市が、

リサイクル等を奨励しているか

らです。（比較の根拠）               

 
 

〈対比の評価基準例〉 

・国産の小麦と外国産の小麦を比べ

ると国産の小麦の方が高いのは、

耕地面積の違いです。同じ労働時

間で外国では広い農地に一度に

たくさんの作物をつくることが

でき、その分価格を安くすること

ができるからです。（比較→理由

づけ） 

・狭い領土しかもたなかった信長が

天下統一の足がかりをつくること

ができたのは、その先見性にあり

ます。（比較→理由づけ） 

・縄文時代と弥生時代の一番の違い

は稲作が始まることにより人々が

その土地に定住したことで、その

ことにより他の村との争いが始

まったことです。（対比） 

１－④国語・社会・算数・理科における評価基準例 

【評価基準例 小学校 社会科】 

１ 「比較」の評価基準例 
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低学年では 【生活科】  

（主に社会や人とのかかわり） 

 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・重要度の順序 

・説明の順序（尾・頭・双括） 

・個から集合への順序 

・集合から個への順序 

・順序の根拠         等 

〈めざす思考〉 

・問題解決の順序 

・説明の順序（意見と事実の順序 
 事実 相互の順序、中心情報と補

足・前提・特殊・条件等の情報） 

・順序の効果         等        

〈めざす思考〉 

・時間的順序 

・空間的順序 

・興味、関心の順序 

・事柄の順序        等 

〈順序の評価基準例〉 

・校長しつは、まずろうかに出て、

そのかどを左にまがって、つき

あたりを右にまがるとありま

す。（空間的順序） 

・町の夏見つけには、まずパン屋

さんに行って、次にぎんこうに

行ってさい後にスーパーに行き

ます。学校から近いじゅんばん

でたんけんをしていきます。（空

間的順序） 

・おかあさんは、ぼくが学校に行

った後、さいしょにせんたくを

して、次にお買い物にいって、

さい後におそうじをするそうで

す。（時間的順序） 

・ぼくがやりたいお手つだいは、

一番はおりょうりで、ほうちょ

うでやさいを切ることで、二番

目はせんたくものたたみで、三

番目はお父さんの車をあらうこ

とです。（興味、関心の順序） 

・つう学ろにあるわたしのすきな

ばしょは、一番はいいにおいが

するパン屋さん、次がきれいな

花がさいている○○川の土手、

その次がツバメのすがあるクリ

ーニング屋さんです。（興味、

関心の順序） 

 

〈順序の評価基準例〉 

 ・部屋を温かくするための道具は

いろり、火鉢、こたつ、ストーブ、

エアコンの順序で移り変わってい

きました。（集合から個への順序） 

・大型スーパーにお客さんがたくさ

んあつまる理由の一番目は大き

な駐車場があることです。（重要

度の順序） 

・この前、調べに行ったスーパーに

は、遠くからも近くからもお客さ

んがくることができる工夫があり

ました。それは、広い駐車場があ

るだけではなくて、広い駐輪場も

あったことからです。（説明の順

序 頭括） 

・一年間、近くのスーパーを調べた

結果分かったことは、季節によっ

て売る品物をかえているという

ことです。例えばひな祭りの前に

はひな人形を売っているし、夏が

近づけば海水浴やプールに関係す

るものを売っています。（説明の

順序 頭括） 

・ぼくたちの町では昔、海を田んぼ

にするために埋め立てる工事をし

たようです。その中で一番大変だ

ったことは山から土や石を運ん

だことだと思います。なぜなら、

昔は今のような工事のための機

械はないからです。（順序の根拠） 

 

〈順序の評価基準例〉 

・農業従事者や漁業従事者の２０才 

 の人口の割合が低い理由を調べる

ためには、まず、２０才代の人が

どのような仕事に就いているのか

調べ、その後、２０才代の人にそ

の理由をインタビューすれば分か

ると思います。（問題解決の順序） 

・江戸時代がなぜ２６０年間も続い

たのか、その理由をさぐるために

は、まずは江戸時代の 初に幕府

がどのような政策を打って、それ

はどのくらい続いたのかを調べ

ると分かると思います。（問題解

決の順序） 

・戦後、日本が急成長した理由は、

第一に新しい憲法のもとでの国

づくり、第二に国際的地位の回

復、第三に人々の努力が考えられ

ます。 （説明の順序） 

 ・少子高齢化社会において最も重要

な政策は消費税を増税することだ

と思います。なぜなら、グラフか

ら分かるけど、税金での収入がま

すます減ってくるからです。お金

がなくては、何もできないからで

す。（説明の順序） 

２ 「順序」の評価基準例 
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低学年では 【生活科】 

（主に社会や人とのかかわり） 

 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・視点見つけ（視点＝状態・行動・場

所・部分特徴・理由など） 

・複数集合（３つ以上） 

・中心とその他 
・具体→抽象 

・抽象→具体 
・類別の根拠         等 

〈めざす思考〉 

・視点見つけ 

（視点＝本質・分析的） 

・上位→中位→下位 

・主と従 
・類別の効果         
 

 等 

〈めざす思考〉 

・視点先行→事柄見つけ 
・視点見つけ 

・上位→下位 
・例外 

・複数集合（２つまで）  等 

〈類別の評価基準例〉 

・こうえんにあるものは、ブラ

ンコやすべり台などのあそぶ

ためのものとベンチやトイレ

などのように気もちよくすご

すためのものになかま分けで

きます。（視点見つけ） 

・きゅう食しつには、大きなか

まやレンジ、しゃもじなど、

たくさんのきゅう食を一度に

つくるためのどうぐがありま

した。（視点見つけ） 

・夏を見つけにお店たんけんに

いったけど、お店には「おい

しい夏」「楽しい夏」「涼し

い夏」がありました。（上位

→下位） 

・町たんけんの夏見つけで見つ

けた花火、うきわ、ビーチサ

ンダル、虫とりあみ、虫かご

は「楽しい夏」のまかまです。

（視点見つけ） 

・夏見つけの「すずしい夏」に

は、うちわ、風りん、ゆかた

がありました。（視点先行→

事柄見つけ） 

・こうえんもゆうえんち地もえ

きもお店もみんなで使うばし

ょです。（視点見つけ） 

〈類別の評価基準例〉 

・学校の西側には「食べるものをつく

る場所」が多いです。例えば、ビニ

ルハウスがたくさんあるし、それか

らみかん園もあります。（抽象→具

体） 

・ぼくたちの市では水の使用量が減っ

ているのは、こまめに蛇口を閉めた

り、お風呂の水を洗濯に使ったり、

節水ごまを使ったりしている家庭

が増えているからです。これらの工

夫は、全部「水を節約する工夫」で

す。 (具体→抽象) 

・「火事を出さないための取組」とし

て例えば、防災教室を開くことや、

広報誌で呼びかけることや、消防団

の人達が夜回りをすることなどが

あります。（抽象→具体） 

・給食で食べる材料は、近くでとれた

もの、県内でとれたもの、県外でと

れたもの、外国でとれたものに分け

られます。（視点見つけ 場所） 

・私たちが食べる食品は、国内でつく

られたものと、外国から買ったもの

に分けられます。（視点見つけ 部

分特徴） 

・地域に残る３つのお祭りを調べた結

果、受け継いでいこうとする人々の

願いと行為があったからこそ、その

どれもが今も残っているというこ

とが分かりました。（具体→抽象） 

・他の地域に残っているお祭りも、必

ずそれを受け継いでいこうとする

人がその地域にいると思うから、そ

の こ と を 調 べ て み た い で す 。    

（抽象→具体） 

 

〈類別の評価基準例〉 

・同じ国立競技場で開かれた催しで

も、学徒出陣と、オリンピック開

催やワールドカップ開催では、そ

の目的が大きく異なります。    

（視点見つけ 分析的） 

・今、自動車会社が、環境に優しい

車の開発に力を注いでいる理由と

して、地球環境への配慮だけでは

なく、企業としての存続という理

由もあることが分かりました。ど

ちらかと言えば、後者の方が大も

との理由かなぁと思いました。（上

位→中位→下位） 

・「縄文時代」「弥生時代」「古墳

時代」と「飛鳥時代」「奈良時代」

から「江戸時代」までは、時代の

名前の付け方が違います。「飛鳥

時代」から「江戸時代」までは、

その時代の中心地の名前がつけ

られています。（視点見つけ 分

析的） 

・竹崎季長が蒙古襲来絵詞を書かせ

た予想を仲間分けすると「自分の

活躍を後世に伝いたい」という予

想と「自分が活躍したことを示し

て、褒美をもらいたい」という予

想に分けることができます。 

（視点見つけ 本質的） 

・江戸幕府が２６０年も続いた理由

として鎖国の制度を作ったことや

参勤交代を実施したことなどが挙

げられますが、もっと大きな理由

としては、産業革命が起こったヨ

ーロッパとの地理的な距離があ

ったことが考えられます。（上位

と下位） 
 

３ 「類別」の評価基準例 
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低学年では 【生活科】  

（主に社会や人との関わり） 

 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

（めざす思考） 
・順序→理由づけ 

・比較→理由づけ 

・類別→理由づけ 

・理由（原因）と帰結（結果） 

 の整合性の評価 
・理由づけの根拠       等 

〈めざす思考〉 

・順序→理由づけ 

・比較→理由づけ 

・類別→理由づけ 

・三段論法（理由の連鎖） 
 

等 

〈めざす思考〉 

・帰結（結果）→理由（原因） 

・理由（原因）→帰結（結果） 
 
等 

〈理由づけの評価基準例〉 

・きゅう食の先生がへやの中なの

にぼうしをかぶってはたらいて

いるのは、きゅう食のおかずな

どにかみの毛が入らないように

するためです。（帰結→理由） 

・校長先生が、４時間目なのに、

きゅう食を食べているのは、食

べても大丈夫かたしかめるやく

めがあるからです。（帰結→理

由） 

・おかあさんが朝一番にせんたく

ものをほすのは、朝からほして

おかないとせんせんたくものが

かわかないことがあるからで

す。（帰結→理由） 

・つう学ろには、ぼくたちの安全

をまもってくれるおじさんやお

ばさんがいてくれるから、安心

です。（理由→帰結） 

・わたしがつう学ろで一番すきな

場所はパン屋さんです。だって

朝でもパン屋さんの前を通ると

き、とてもいいにおいがするか

らです。（帰結→理由） 

・こうえんにあそびどうぐだけで

はなくてトイレやベンチ、水の

みばなどがあるのは、お年より

のかたや小さな子たちもこうえ

んを使うからです。 

 （帰結→理由） 

 

〈理由づけの評価基準例〉 

・川の水と水道水を比べると全く違

うのは、きっと、川と家の水道の

間のどこかに水をきれいにする

場所があるからだと思います。

（比較→理由づけ） 

・川の水が飲み水になるときに、こ

んなにきれいになるのは、浄水場

で２０以上の検査をしているか

らです。（比較→理由付け） 

・ぼくたちの町では、２０年前に比

べて、今年の方が降水量も少な

く、給水人口が増えたのに、今年

は給水制限日数が少ないのは、何

かほかの水源を確保したからだ

と思います。（比較→理由づけ）  

・スーパーで売っているブドウと直

売所で売っているブドウの価格

が違うのは、規格外のブドウを直

売所では売っているからです。 

 （比較→理由づけ） 

・洗濯に使う道具が洗濯板から電気

洗濯機へと変わっていったのは、

家事労働の負担を減らそうとし

てきた人々の努力のおかげです。

（順序→理由づけ） 

・スロープや手すりをつけるなど体

の不自由な人でもお買い物を楽

しんでもらうような工夫や、旬の

ものをそろえるなどの品揃えの

工夫をすることで、お客さんにた

くさん来てもらうようにしてい

るのだと分かりました。（類別→

理由づけ） 

〈理由づけの評価基準例〉 

・日本が国内でも生産できる工場が

あるのにあえて、中国に工場をつ

くっているのは、日本に比べて、

人件費が安いからであり、そのよ

うにすることで、商品の単価を安

くすることができ、多く売れるよ

うになるからです。（比較→理由

づけ） 

・国内産の大豆のみで作った醤油が

外国産の大豆で作った醤油より

値段が高い理由は、外国産の大豆

が国内産の大豆よりも安いから

です。外国産の大豆が国内産の大

豆より安い理由は、一戸あたりの

農地面積の違いのよる生産性の

違いです。（三段論法・理由の連

鎖） 
・一台が約３万個からなる自動車の

部品をたった２０時間で組み立

てることができるのは、組み立て

工場に部品が届けられるまでに、

様々な関連工場で部品を組み立

てておき、3000 個の部品となって

組み立て工場に届けられている、

という理由もあります。（順序→

理由づけ） 
・新聞記者さんの一日のスケジュー

ルを見て分かったことは、新聞記

者さんが取材ではないときも、い

ろいろな人と合っていることで

す。そうすることで、いろいろな

情報をキャッチしているのだと

思います。（理由） 

４ 「理由付け」の評価基準
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低学年では 【生活科】  

（主に社会や人とのかかわり） 

 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・定義づけ（具体） 

・比較→定義 
・定義づけの根拠        等 

（めざす思考） 
・定義づけ（抽象） 

・比較→分類→定義 

・定義→具体化 
・定義づけの効果     等 

〈めざす思考〉 

・ラベリング 

・集合ラベリング 

・言いかえ（たとえ）    等 
〈定義づけの評価基準例〉 

・通学路で見つけたガードレール、横

断歩道、歩道橋、信号機、カーブミ

ラー、通学路にはいろいろ安全を守

るためのものがありました。その多

くは歩く人の安全を守るための設

備です。（定義づけ） 

・この町に古くから残る行事には、町

のみんなでする神楽がありました。

これは、一度戦争の時に途絶えたけ

れど、それが再びはじまった理由

は、なにか楽しいことをしたいとい

うよりも、この町のことを誇りに思

う人がたくさんいたからです。（定

義づけ） 

・校区探検をして、いろいろなことが

分かりました。地図にまとめると、

学校の東側には畑が多くて、学校の

西側には工場が多いことがいえま

す。（比較→定義） 

・スーパーでお店が閉まる前に何を安

くするかについて調べてみました。

すると、食品がほとんどでした。だ

から、結局、安くするのは、お客様

の喜ぶ顔をみたいという理由もあ

るかもしれないけれど、それよりも

売れ残ってしまったら捨てなけれ

ばならず、お店にとってはその分、

損したことになるので、安くしてで

も少しでも売りたいということだ

と思います。（比較→定義）       

・私たちの市は、人口が増えているの

にも関わらず、水道使用量が減って

いるのは、人々の意識の向上という

よりも、節水できる便器や洗濯機、

食洗機など、新しい節水の技術が家

庭に入ってきたことが大きいです。

（定義づけの根拠） 

〈定義づけの評価基準例〉 

・自動車組み立て会社のＡ社が開

発費はかかっても環境に優しい

車を開発している理由は、地球

環境を守るためや、売れる車を

作るためという理由に分けるこ

とができるが、結局、そのよう

にこれからは環境に優しい車を

開発していかないと売れなくな

ってしまうという会社としての

立場があります。（比較→分類→

定義づけ） 

・農家がいくらいい物をつくって

もそれが売れなければ長続きし

ないし、新しい機械とか買うこ

とができないということは、た

ぶん、他の仕事でも「つくって

それは売れるか？」ということ

を考えているはずだ。（定義→具

体化） 

・僕たちの市の森林資源を守るた

めに、「ボランティアに参加す

る」「グリーンマークを集める」

「林業に補助金を出す」など、

いろいろなアイデアが出たけれ

ど、結局、どの立場にたって考

えるかで、その案の魅力は変わ

ってくることが分かりました。

（定義づけ） 

・江戸幕府の政策をまとめると「分

ける」ということになる。大名

を「親藩、譜代、外様」と分け

たり、人々を「士農工商」に分

けたりして、互いに反発しあい、

不平・不満が幕府に向かないよ

うに計算していたのだと思いま

す。（定義→具体化） 

・法を守らない人は結局、法によ

って裁かれます。（定義づけ） 

 

〈定義づけの評価基準例〉 

・わたしのおかあさんは、りょう

りもせんたくもそうじもなんで

もテキパキやっているから、「な

んでもテキパキお母さん」です。

（集合ラベリング） 

・じぶんでできることなのに、１

年生になってもまだおかあさん

にしてもらっているのは、ただ

おかあさんにあまえているだけ

だと思います。（言いかえ） 

・おかあさんがびょう気のとき、

おねえちゃんがりょうりも、せ

んたくもしてくれていました。

なんだか、「小さいおかあさん」

みたいでした。わたしも～（言

いかえ） 

・この前いった学校の近くのこう

えんはキンモクセイのにおいが

とてもしていたのであそこは、

「いいにおいこうえん」で、そ

のあとにいったまわるすべり台

のあるこうえんは「グルグルこ

うえん」です。（ラベリング） 

・でん車が安全におきゃくさんを

はこぶために、よ中にせんろを

点けんしたり、でん車を点けん

したりする人がいます。この人

たちは「えんの下の力もち」だ

と思いました。（言いかえ） 

 

５ 「定義づけ」の評価基準例 
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低学年では 【生活科】  

（主に社会や人とのかかわり） 

 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・推理（心理・理由・状況） 

・推理（帰納・演繹） 

・理由づけ→推理        
 

等 

〈めざす思考〉 

・順序→理由づけ→推理 

・比較→理由づけ→推理 

・類別→理由づけ→推理 
・意義づけ→推理 
・推理の効果         等 

〈めざす思考〉 

・推理（出来事・行動・様子） 

・仮定            
 

等 

〈推理の評価基準例〉 

・このしゃしんは、きゅう食しつ

のしゃしんだと思います。だっ

て大きなかまがあるからです。

（推理） 

・お店で売っているかきと学校で

できたかきでこんなに大きさが

ちがうのは、たぶんおせわのし

かたがちがうからだと思いま

す。（推理） 

・ぼくたちが学校の畑でつくった

サツマイモが朝市で売れたの

は、たぶん、ねだんをお店のサ

ツマイモよりも安くしたからだ

と思います。（推理） 

・きゅう食しつの先生があんなに

はやくリンゴのかわをむくこと

ができるのは、たぶんたくさん

れんしゅうをしたからだと思い

ます。（推理） 

・もし、おかあさんがびょう気に

なったら、ごはんのじゅんびや

そうじなど家の仕事をぼくがか

わりにやりたいです。（仮定） 

・でん車のうんてんしゅさんは、

朝からよるまでずっとはたいて

いて大へんだとおもったけど、

とちゅうで交たいしていること

が分かりました。だから、たぶ

ん交番ではたらいているおまわ

りさんもとちゅうで交たいをし

ていると思います。（推理） 

〈推理の評価基準例〉 

・スーパーでいつも新鮮な魚がパッ

クに入れられて売られているの

は、たぶん陳列棚の後ろに魚を調

理する場所があるからだと思い

ます。（推理） 

・ここに歩道橋があるのは、他の場

所と比べて通学時間帯の交通量

が多いからだと思います。（推理） 

・ここに歩道橋がある理由は通学時

間帯の交通量に関係していると

いう予想を確かめるためには、本

当にこの地点は、交通量が多いか、

他の地点と比べながら調べると

いいと思います。（推理） 

・昔の道具を４つ調べたけれど、ど

れも電気の力で動く道具はなか

ったので、たぶんまだ、調べてい

ない昔の道具も電気の力で動くも

のはないと思います。（推理） 

・校区の南地区が火事になった時消

防車が広い国道を通らずに狭い県

道を通った理由は、県道の方が交

通量が少なく、確実に早く現場に

到着するためだと思います。  

（推理） 

・火事が発生してから、こんなに早

く、消防車やパトカー、電力会社

の車などが現場に集まることがで

きるのは、火災への備えるための

仕組みがなにかあるからだと思

います。（理由づけ→推理） 

 

〈推理の評価基準例〉 

・もし、このまま農業就労者人口が

減り続けるという状態が続いた

ら、国内生産者がすごく減ります。

すると、日本でつくる食料はなく

なってしまうと思います。（比較

→理由づけ→推理） 

・A 自動車がたくさんのお金をかけ

て環境に優しい車を開発している

理由は地球環境のことを考えての

ことだと思うので、他の自動車会

社も同じような取組をしている

と思います。 （比較→理由づけ→

推理） 

・テレビ局が３時間あったプロ野球

の試合を、３０秒に編集する作業

をたったの２時間でしているの

は、試合中から編集したり、編集

するための機械が高度化されたり

しているからです。そうすること

でテレビ局は視聴者のニーズに

応えようとしているのだと思いま

す。（理由づけ→推理） 

・縄文時代の村の様子と弥生時代の

村の様子の違いは、弥生時代の村

は敵からの攻撃から守るためのも

のがたくさんあることです。弥生

時代から稲作が始まったことを考

えると米や水の奪い合いが村同

士で始まったから、このようなつ

くりになったのだと思います。（比

較→理由づけ→推理） 

６ 「推理」の評価基準例 
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低学年では 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・１対１比較(類比・対比) 

・有無の比較 

・視点先行→視点見つけ   等 

〈めざす思考〉 

・部分比較・複数比較 

・仮定との比較 

・比較の根拠         等 

〈めざす思考〉 

・集合比較 

・抽象視点での比較 

・比較の効果           等 

〈類比の評価基準例〉 

・広さをくらべるときも、長さを

くらべるときと同じように同じ

広さのものがいくつあるかでし

らべると、かずでくらべられま

す。（視点見つけ） 

・・大きなかずは 20 までと同じよ

うに、10 のまとまりをつくると

10 といくつでかぞえることが

できます。（視点見つけ） 

・何百何十＋何百何十のたし算

は、何十何＋何十何のときと同

じように、位ごとに分けて計算

するとかんたんにできます。

（類比） 

〈類比の評価基準例〉 

・かけられる数が２けたのかけ算の筆

算と３けたのかけ算の筆算を比べ

ると、計算の回数は違うけど、位ご

とに計算していく方法は、どちらも

同じです。（類比） 

・頂点の数や辺の数を比べると、頂点

の数では３つの仲間に、辺の数では

４つの仲間に分けられます。（類比） 

・億や兆のときも、1 万までの数と同

じように、十、百、千と位が大きく

なっています。（類比） 

・15000＋23000 の計算は千のいくつ分

で考えたら 15＋23 という 2 ケタの

計算と同じことになります。（類比） 

〈類比の評価基準例〉 

・ここにある４種類の三角形は、３つの

角をあわせると、180°になりました。

正三角形だけでなく、二等辺三角形も

直角三角形も、ただの三角形も 180°に

なるので、三角形の内角の和は 180°に

なるといえると思います。（集合比較） 

・平行四辺形の面積は対角線で分けると、

どんな形の平行四辺形でも合同な三角

形２つ分とみることができます。（集

合比較） 

・2/4 と 5/10 と 23/46 は、分母を分子で割

ると２になる仲間で同じ大きさを表し

ています。2/6 と 3/9 と 4/12 は～。（抽

象視点での比較） 

〈対比の評価基準例〉 

・ねん土のはこは平らだからつみ

上げられます。でも、ボールは

まるいかたちだからつみ上げら

れません。（対比） 

・２のだんと５のだんのちがいは、

２のだんは答えが２ずつふえて

いくのに、５のだんは５ずつふ

えていくところです。（対比） 

・くりさがりのあるひき算には、 

ひくひくほうと、ひくたすほう 

の２つがあります。どんなかず 

でもけいさんがしやすいのは、

10 からさきにひいて、のこりを

たす、ひくたすほうです。（対比） 

〈対比の評価基準例〉 

・曲がっているものの長さをはかると

きは、１m ものさしより巻き尺の方

がものにそって長さをはかること

ができるので便利です。（対比） 

・二等辺三角形と正三角形を比べる

と、正三角形の方が同じ長さにする

辺が一つふえるので、かくのもむず

かしいと思います。（対比） 

・棒グラフと折れ線グラフのよさの違

いは、それぞれの全体量や他との差

が一目で分かるよさと、どれだけ変

わったかやどんな変わり方をして

いるかが一目で分かるよさの違い

だと思います。（対比） 

〈対比の評価基準例〉 

・91÷３と 9.1÷３の筆算は、どちらも

後に１があまります。でも、 初の計

算の１は１が一つ分だけど、次の計算

の１は 0.1 が一つ分という意味だから、

同じ１でも、表している大きさが違い

ます。（抽象視点での比較） 

・同じ底辺と高さの平行四辺形と三角形

を比べると、三角形を２つ合わせたも

のが平行四辺形になるから、平行四辺

形の面積÷２をすることで三角形の面

積の公式ができたと思います。（対比） 

・角すいと角柱の違いは、側面の形です。

側面の数は底面の図形が同じなら同じ

数になります。（抽象視点での比較） 

１－④国語・社会・算数・理科における評価基準例 

【評価基準例 小学校 算数科】 

１ 「比較」の評価基準例 
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低学年では 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・時間的順序 

・空間的順序 

・興味、関心の順序 

・事柄の順序 
              等 

〈めざす思考〉 

・重要度の順序 

・説明の順序（尾・頭・双括） 

・個から集合への順序 

・集合から個への順序 

・順序の根拠          等 

〈めざす思考〉 

・問題解決の順序 

・説明の順序（意見と事実の順序、事実 

相互の順序、中心情報と補足・前提・

特殊・条件等の情報） 

・順序の効果           等 

〈順序の評価基準例〉 

・コーヒーカップとスプーンの、

どちらがいくつ多いかをしらべ

ます。まず、コーヒーカップと

スプーンをまっすぐにならべま

す。次に一つずつせんでけしま

す。さい後にのこった分をかぞ

えます。（説明の順序） 

・14－６のひき算で、（一の位の）

４－６はできないので、はじめ

に１０－６をします。次に答え

の４とのこっている４をたしま

す。すると答えは８になります。

（事柄の順序） 

・どうして６＋８じゃなくて、８

＋６かというと、はじめに８人

いて、後から６人入ってきたか

らです。（時間的順序） 

・ひっ算でたし算をするときには、

一の位から計算する方がいいで

す。そのわけは、十の位からす

ると、あとで一の位からくり上

がりがあったときにやり直さな

いといけないからです。（時間

的順序） 

・どの色の花が多いかを○を使っ

たグラフにするときは、まず、

色べつに花を分けます。次にそ

れぞれの色の花のかずをしらべ

ます。さい後をそのかずでけ○

をかきます。（説明の順序） 

〈順序の評価基準例〉 

・25×３のかけ算の仕方を説明しま

す。まず、５×３をして 15 を出し

ます。次に 20×３をして 60 を出し

ます。最後に、２つの答えをあわせ

ると 75 になります。（説明の順序） 

・L 字型の面積は、このままでは面積

の公式を使うことができません。だ

から、線を引いて２つの長方形に分

けます。そうすると、１つずつ長方

形の面積を求められます。最後に２

つの面積をあわせると L 字型の面

積が求められます。（説明の順序） 

・二等辺三角形を作図するときには、

まず等しい長さではない残りの辺

をかきます。次にコンパスで等しい

辺の長さをつくり、 初にひいた辺

の両端から弧をかきます。最後に、

2 つの弧が重なったところを頂点に

して結ぶと二等辺三角形が作図で

きます。（重要度の順序） 

・324÷43 の商のはじめの数は、十の

位に立つのか一の位に立つのか調

べます。まず、32 に 43 は入らない

ので、十の位には立ちません。次に

324 に 43 は入るので、一の位に立つ

ことが分かります。（重要度の順序） 

 

〈順序の評価基準例〉 

・三角形の面積は、そのままでは出せな

いので、まず同じ三角形をもう１枚合

わせた形を考えます。するとそれは、

平行四辺形になります。だから公式を

使って面積を求めます。その面積はも

との三角形の２倍になっているので、

最後に２でわり、三角形の面積を求め

ます。（問題解決の順序） 

・2.5×３の計算をするときには、0.1 のい

くつ分の計算だと考えると 25×３に 

なるので、最初に 25×３の計算をしま

す。出てきた答えの 75 は 0.1 が 75 こ

という意味です。だから答えは 7.5 に

なります。（説明の順序） 

・この図形は次の二つのことからひし形

だといえます。一つは、全ての辺の長

さが４cm で等しいことです。もう一つ

は、対角線が垂直に交わっていること

です。（説明の順序） 

・２つの三角形が合同かどうかを調べま

す。まず、３つの合同な三角形の条件

から今ある道具で調べやすそうな条件

を選びます。次に、対応する辺や角が

同じになるかを調べます。（問題解決の

順序） 

 

２ 「順序」の評価基準例 
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低学年では 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・視点先行→視点見つけ（視点＝ 

特徴・名前・働き・つくりなど） 

・上位→下位 

・例外 

・複数集合（２つまで） 
 

等 

〈めざす思考〉 

・視点見つけ（視点＝状態・行動・ 場

所・部分特徴・理由など） 

・複数集合（３つ以上） 

・中心とその他 

・具体→抽象 

・抽象→具体 

・類別の根拠          等 

〈めざす思考〉 

・視点見つけ（視点＝本質的・分析的・ 

概念的・抽象的視点） 

・上位→中位→下位 

・主と従 

・類別の効果 
 
                 等 

〈類別の評価基準例〉 

・そこの形を見ると、おちゃが入

っているかんと、ポテトチップ

スが入っているはこは同じなか

まです。そのわけは、２つとも

そこの形が円だからです。（視

点先行） 

・「あわせるといくつ」と「ふえ

るといくつ」は、そうした後の

全体のかずを知りたいのだか

ら、どちらもたし算になりま

す。（視点見つけ） 

・この２つの形は、どちらも３本

の直せんでかこまれている形

だから三角形です。（視点先行） 

・２のだんも５のだんも答えがか

けられるかずずつふえていくと

ころが同じです。（視点見つけ） 

・100 より大きなかずも、100 よ

り小さなかずと同じように、上

の位からくらべていけば大き

さがくらべられます。（上位→

下位） 

・○のグラフであらわすときは、

ライオンとゾウは同じなかま

でいいと思います。そのわけ

は、どうぶつというまとまりで

かんがえれば同じなかまだか

らです。（上位→下位） 

〈類別の評価基準例〉 

・・このたてに細長い三角形とあの横に

長い三角形は形が全然違うけど、同

じ二等辺三角形の仲間です。そのわ

けは、三つの辺の中で二つの辺の長

さが同じだからです。（視点見つけ） 

・折れ線グラフの傾きをみると、９時

から 10 時までと 10 時から 11 時ま

では同じになっています。傾きは同

じなので、12 時には○○になって

いると思います。（視点見つけ） 

・1m と 1km の大きさの関係は、1ｇ

と 1kｇの関係と同じで、「k」がつ

くと 1000 倍の大きさになります。

（複数集合） 

・正三角形を作図するのは、二等辺

三角形の作図の仕方とほとんど同

じです。まず、一辺をかきます。次

にコンパスで、 初にひいた辺の両

端から弧をかきます。 後に、2 つ

の弧が重なったところを頂点にし

て結びます。二等辺三角形をつくる

ときと違うのは、コンパスで２つの

弧をかくときに、コンパスの幅を

初にひいた辺の長さと同じ長さに

することです。（視点見つけ） 

・２辺の長さが等しいのが二等辺三角

形なので、正三角形もその仲間に入

ると思います。（類別の根拠） 

〈類別の評価基準例〉 

・これらの問題は、ものや言葉がいくら

かわっても、もとになる数（一つ分）

が分かっていない、ということが同じ

です。（視点みつけ） 

・（ペンキを塗った面積）÷（使ったペ

ンキの量）の式に当てはめると、使っ

たペンキの量が小数の 0.6L のときでも

1L分で塗ることができる面積が求めら

れます。（視点見つけ） 

・どんな四角形も対角線を引くことがで

きます。対角線を一本引くと、三角形

が２つあることになるので、どんな四

角形も内角の和は 360°になります。

（視点見つけ） 

・３×2.5 の計算をするときには、0.1 の

いくつ分の計算と考えると整数の計算

と同じように計算することができま

す。（具体→抽象） 

・四角形の仲間から「１組の向かいあっ

た辺が平行」という条件が増えると、

台形の仲間になります。そこからもう

１つ「２組の向かい合った辺が平行」

という条件が増えると平行四辺形の仲

間になります。（上位→中位→下位） 

３ 「類別」の評価基準例 
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低学年では 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・帰結（結果）→理由（原因） 

・理由（原因）→帰結（結果） 

・理由の分別 

 

 

             等 

〈めざす思考〉 

・順序→理由づけ 

・比較→理由づけ 

・類別→理由づけ 

・理由（原因）と帰結（結果）の整合

性の評価 

・理由づけの根拠              等 

〈めざす思考〉 

・順序→理由づけの効果 

・比較→理由づけの効果 

・類別→理由づけの効果 

・三段論法（理由の連鎖） 
 
                 等 

〈理由づけの評価基準例〉 

・５のだんの答えをみると、一の

位はいつも０か５になります。

そのわけは、５のたし算で考え

ると、５に５を１回たすと一の

位は０になり、２回たすと５に

なるからです。（原因→結果） 

・２のだんと５のだんを合わせる

と、７のだんになります。３の

だんと４のだんを合わせても７

のだんになります。だから、あ

わせて７になるだんの答えをた

すと、７のだんのかけ算の答え

になります。（帰結→理由） 

・たし算とひき算のちがいを図で

かくと、全体を出すのがたし算

で、小さなぶぶんを出すのがひ

き算です。（理由→帰結） 

・cm と m をくらべると、みじかい

ものを表すときは、cm の方がべ

んりがよいからです。（理由の

分析） 

・いろいろな形のものがあります

が、どれも３本の直せんでかこ

まれているから三角形です。

（帰結→理由） 

・大きなかずは 10 のまとまりを

つくると、いくつあるかをかん

たんにしらべることができま

す。（理由→帰結） 

〈理由づけの評価基準例〉 

・1/4 の分母と分子に 12 をかけてでき

る分数 12/48は 1/4と同じ大きさに

なります。そのわけは、分数をわり

算で計算すると、1/4＝１÷４＝ 

0.25、12/48＝12/48=0.25 で、答え

は同じ小数になるからです。（類別

→理由付け） 

・32÷□＝８のような式の□の数を調

べるには、□に１から数を入れてい

く方法と 32÷8をする方法がありま

す。わられる数が大きくなるとき

は、わり算で計算する方法の方が簡

単にできます。（類別→理由付け） 

・この資料を棒グラフにするには、1

目盛りは 100 より 10 の方がいいで

す。そのわけは、1 目盛りが 100 だ

と、棒の長さの違いに比べて目盛り

が大きすぎて、どれだけ違うのかが

がよく分からないからです。（比較

→理由付け） 

・324÷43 と 219÷65 の商は、どちら

もはじめから一の位に商が立つの

で、同じ見当のつけ方が使えます。

このように、はじめにどの位に商が

立つかを考えることで、商の位取り

の間違いが少なくなって正確にな

ります。（類別→理由付け） 

〈理由づけの評価基準例〉 

・たこ型の面積も、ひし形と同じ面積の

公式が使えると思います。そのわけは、

たこ型もひし形と同じように、対角線

が直交しているから、対角線×対角線

で、もとの形の２倍の面積を求めるこ

とになるからです。だから、対角線が

直交している四角形には、ひし形の公

式が使えるはずです。（比較→理由付

け） 

・偶数と奇数の違いは、２でわったとき

のあまりでわかります。２でわってわ

り切れるのが偶数で、２でわって１あ

まるのが奇数です。この考えで、簡単

に偶数と奇数を見分けることができま

す。（比較→理由付けの効果） 

・四角形で、四つの角が直角ならば、そ

の図形は長方形か正方形です。三つの

角が直角ならば必ず四つ目の角も直角

になります。だから、三つの角が直角

な四角形は、必ず長方形か正方形であ

ると言えます。（三段論法） 

・１２で割り切れる数は、４でも割り切

れます。４で割り切れる数は４の倍数

です。だから、１２で割りきれる数は

４の倍数です。同じように考えると

２・３・６の倍数でもあります。（三

段論法、理由の連鎖） 

 

４ 「理由づけ（因果関係）」の評価基準例 
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低学年では 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・ラベリング（具体→抽象） 

・集合ラベリング 

・言いかえ                  等 

〈めざす思考〉 

・定義づけ（具体） 

・比較→定義 

・定義づけの根拠               等  

〈めざす思考〉 

・定義づけ（抽象） 

・比較→分類→定義 

・定義→具体化  ・定義づけの効果 等 

〈定義づけの評価基準例〉 

・「あとからやってきた」ときも、

「ふえる」と同じことで、２つ

をあわせる計算になるから「た

し算」のもんだいだといってい

いです。（ラベリング） 

・つみ上げられるはことつみ上げ

られないはこを分けるには、ま

ず、平らではないところ（めん）

が箱にあるかないかを調べま

す。（ラベリング） 

・ながさをくらべるときに、けし

ごむのいくつ分やえんぴつのい

くつ分でくらべる方ほうは、も

とになる長さのいくつ分でくら

べる方ほうだといえます。（集

合ラベリング） 

・・100 は 10 のまとまりが 10 なの

で、10 が 10 こ集まったかずだ

と考えられます。（ラベリング） 

・何百何十＋何百何十のたし算

は、何十何＋何十何の計算と同

じように、位ごとに分けて計算

していけばよいので、下の位か

ら何＋何をしていく計算とい

うことができます。（言い換え） 

・２のだんの答えは２ずつふえま

す。５のだんの答えは５ずつふ

えます。だから、かけ算はかけ

られるかずずつふえていく計算

だといえます。（言い換え） 

〈定義づけの評価基準例〉 

・これらの三角形は、どれも二つの辺

が等しい三角形だから二辺の長さ

が同じ三角形と名づけるといいと

思います。（定義づけ） 

・平行四辺形と台形の違いは、平行の

関係がいくつあるかで決まります。

平行が１組あるのが台形で、２組に

なると平行四辺形だといえます。

（比較→定義づけ） 

・この細長い三角形とあのつぶれたよ

うな三角形は形が全然違うけど、同

じ二等辺三角形です。そのわけは、

両方とも二つの辺の長さと二つの

角の大きさが同じだからです。（定

義づけの根拠） 

・1m と 1km の関係は、1L と 1kL の関

係と同じで、１つ分とその 1000 倍

の大きさを表しています。そのわけ

は、「k」には 1000 倍という意味が

あるからです。（定義づけの根拠） 

・17×３のかけ算は、まず、７×３で

21 を求めます。次に 10×３で 30 を

求めます。 後に、２つの答えをあ

わせて 51 を求めます。これは繰り

上がりがあっても使えるので、どん

な二けたかける一けたのかけ算に

も使える方法です。（定義づけ） 

・「いくつかの長方形に分ける方法」

と名づけたのは、Ｌ字型もＵ字型も

計算できる長方形の部分を考えて、

足したり引いたりして全体の面積

を出すからです。（定義付けの根拠） 

〈定義づけの評価基準例〉 

・平行四辺形は、向かい合う２つの辺が

平行なので、隣り合う角をあわせると

180°です。（定義→具体化） 

・円の面積を求めるときに、たくさんの

扇形に分けた後に、組み合わせて長方

形に近づくと考える方法も、扇形の頂

点を集めて三角形に近づくと考える方

法も、実際には 後までそうならない

のにそうなったと考える「無限に近づ

ける方法」だと思います。（定義づけ） 

・いろいろなグラフがありますが、３つ

の仲間に分けました。全体の量を比べ

やすいグラフ、変化の様子が分かりや

すいグラフ、全体と部分・部分と部分

の割合が比べやすいグラフの３種類で

す。（比較→分類→定義） 

・百分率であらわすのも、歩合であらわ

すのも、全体の量を１つ分としたとき

にそれを「100 や 10 に分けたものがい

くつあるか」で表しているのは同じこ

とだと思います。（定義づけ） 

・どんな多角形でも、対角線で分けなが

ら三角形がいくつ入るかを考えていけ

ば、全部の角をあわせた大きさが求め

られます。三角形は一つ、四角形で二

つ、五角形で三つと増えていくので、

180 かける角の数ひく２の方法といえ

ば、どんな多角形にも当てはまること

をよく表した方法の名前になると思い

ます。（比較→分類→定義） 

５ 「定義づけ」の評価基準例 
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低学年では 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・推理（出来事・行動・様子） 

・仮定  
 
 
                        等 

〈めざす思考〉 

・推理（心理・理由・状況） 

・推理（帰納・演繹） 

・理由づけ→推理 
 
                  等 

〈めざす思考〉 

・順序→理由づけ→推理 

・比較→理由づけ→推理 

・類別→理由づけ→推理 

・意義づけ→推理 
・推理の効果                      等 

〈推理の評価基準例〉 

・たされる数とたす数が２けたの

ときは、一の位からじゅんに位

ごとに計算したらよかった。だ

から、３けたのときも同じよう

に、一の位から、位ごとに計算

したらいいと思います。（推理） 

・長さをしらべるときは、さいし

ょに cm のたんいをつかってし

らべて、次にのこりの長さを

mm のたんいをつかってしらべ

ると一番はやくしらべられるだ

ろうと思います。（仮定） 

・14－６のひき算は、（一の位の）

４－６はできないので、はじめ

にひけるだけひく４－４をしま

す。次に１０からひけなかった

分をひくとのこっているかずが

こたえになると思います。（推

理） 

・たし算とひき算のちがいを図で

表すと、図の中で答えをあらわ

すばしょがちがいます。ぜんぶ

が答えになるのがたし算で、ど

こかのばしょが答えになるのが

ひき算ではないかと思います。

（推理） 

・もし、帰った人がもとからい

た人より多かったら、本当には

帰れないので、帰った人の方が

多いかずになることはないと思

います。（仮定） 

〈推理の評価基準例〉 

・水槽に水を入れた時間と水の量を表

した表を見ると、１分から２分の間

では３L 増えて、２分から３分の間

も３L 増えています。表を見ると、

いつも１分間に３L 増えているか

ら、表に書いていない 15 分から 16

分の間も３L 増えると思います。（推

理：帰納→演繹） 

・ 後に結果を表すときは、折れ線グ

ラフがいいのではないかと思いま

す。知りたいのが晴れた日と雨の日

の温度の変わり方の違いなので、折

れ線グラフの傾きで見るのが、違い

が一番見えそうだからです。（推理） 

・324÷43 と 219÷65 の商は、どちら

も一の位からしか商が立たないの

で、同じ種類の計算だと言えます。

これは割られる数の上の二けたに、

割る数が１回も入らないときに言

えることなので、101÷11 のときで

も989÷99のときでも同じ計算だと

いえるはずです。（推理：帰納） 

・平行四辺形でしきつめることができ

たのだから、台形もしきつめること

ができると思います。それは、台形

を二つ合わせた形が平行四辺形だ

から、どんな台形でもまず二つ合わ

せて平行四辺形を作れば、あとは平

行四辺形と同じことだと考えられ

るからです。（帰納→演繹） 

〈推理の評価基準例〉 

・どんな奇数でも、２でわるといつも１

あまります。だから、どんな奇数と奇

数をたしても、あまりの１をあわせる

と２になって、２でわりきれるから、

奇数＋奇数は偶数になるはずです。（比

較→理由付け→推理） 

・四角形の内角の和は、実際に求めなく

ても 360°になります。それは、四角形

に対角線を１本引くと２つの三角形が

でき、一つの三角形の内角の和が 180°

であるからです。（推理：演繹） 

・どんな角柱の体積も、底面積が分かれ

ばそれに高さをかけて体積を求める

ことができると思います。直方体も立

方体も三角柱も結局これと同じ方法

で求められたし、底面の図形がどう変

わっても同じだと思うからです。（類

別→理由づけ→推理） 

・四角形で、となり合った二つの角の和

が 180°であればその四角形は、少なく

とも台形にはなっていると思います。

二つの角を結んだ直線とそれと交わる

２本の直線の交わり方が必ず同じにな

るからです。（比較→理由付け→推理） 

・実際に使えば dm(ﾃﾞｼﾒｰﾄﾙ)はそこまで

細かくなくていい走り幅跳びの練習の

時などに便利がいいと思います。よく

使われているかどうかだけで、dm とか

hm（ﾍｸﾄﾒｰﾄﾙ）とかは、実際にあるんだ

と思います。（意義づけ→推理） 

６ 「推理」の評価基準例 
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低学年では 【生活科】 

（主に自然とのかかわり） 

中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・部分比較 
・複数比較 

・仮定と比較 

・比較の根拠         等 

〈めざす思考〉 

・集合比較 

・抽象視点での比較 

・比較の効果         等 

〈めざす思考〉 

・１対１比較(類比・対比) 

・有無の比較 

・視点先行→視点見つけ 等 
〈類比の評価基準例〉 

・ヒマワリもホウセンカも子葉は、２

枚あります。（１対１） 

・豆電球の中の線が切れていたり、ど

う線が離れていたりすると、あかり

がつきません。（複数比較） 

・子葉の数は同じだけれど、形や大き

さは、どれもちがいます。たとえば

～。（複数比較） 

・日なたでは、どの植物もよく葉がし

げり、日かげでは、あまりしげりま

せん。（複数比較） 

・はっぽうポリスチレンに比べると木

も金もゴムも、とても重く感じまし

た。（複数比較） 

・鉄くぎ、クリップ、鉄ぼう、はさみ

はすべてじしゃくに引きつけられ

ました。（視点見つけ） 

〈類比の評価基準例〉 

・メダカのおびれはおすとめすで、同

じ形をしています。（部分比較） 

・ハムスターやネコなどは、母親の体

中で育ってから生まれるところが

同じです。（部分比較） 

・ウサギもフナも心臓やじん臓などの

共通のつくりを持っています。（集

合比較） 

・はさみやせんぬきには３種類の同じ

ような働きをする部分があると思

います。（部分比較） 

・アサガオのような植物と、ツルレイ

シのような植物では、花のつくりの

上でよく似たところが見られます。

（集合比較） 
・コンデンサや LED などはエネルギー

を大切に使うという点ではこれか

らの材料と言えます。（部分比較） 

〈類比の評価基準例〉 

・アサガオもひまわりも、さ

いごはたねができてかれる

ことが分かりました。（１

対１） 

・カタツムリもハムスターも

えさを食べて、ふんをしま

す（１対１） 

・カブトムシのよう虫もせい

虫も足は６本です。（１対

１） 

・かざぐるまは、はねのかず

が４まいでも８まいでも、

風をうけるところをちゃん

とつくっていたら、よく回

ります。（１対１） 

〈対比の評価基準例〉 

・アサガオのはっぱのまいす

うをかぞえたら、この前よ

りも５枚もふえていて、う

れしかったです。（１対１） 
・ハムスターの体じゅうをは

かったら、この前よりもふ

えていて、うれしかったで

す。 （１対１） 
・ビー玉がころがる道は、ス

タートのばしょを高くした

方がとおくまでころがる

ことが分かりました。（１

対１） 
・冬になるといろんな木がま

るはだかになります。（有

無の比較） 

〈対比の評価基準例〉 

・ノゲシの花は黄色だけどホトケノザ

の花はピンク色です。（１対１） 

・ゴムを多く巻いた時のほうが少なく

巻いた時より、車のスピードが速か

ったです。（視点見つけ） 

・日なたの地面はあたたかく感じたけ

れど、日かげの地面は冷たく感じま

した。（１対１） 

・じしゃくのはしのほうが、まん中に

比べて鉄をよく引きつけました。

（視点見つけ） 

・みんなが調べた昆虫は、それぞれた

まごの形が違っていました。（複数

比較） 

・生きものの食べものを比べると、種

類ごとにちがう食べものを食べて

いました。（集合比較） 
 

〈対比の評価基準例〉 

・メダカの体を、おすとめすで比べる

とせびれやしりびれに違いが見ら

れます。（複数比較） 

・ツルレイシのおばなとめばなでは、

どちらも花びらやがくがあること

が同じですが、形や大きさは異なり

ます。（複数比較） 

・はく空気とすう空気では、含まれる

二酸化炭素の割合に違いが見られ

ます。（部分比較） 

・発芽する時に、水や空気や温度が必

要かどうかを調べるときには、これ

らの条件を１つだけ変えればいい

のですね。（視点見つけ） 

 

１－④国語・社会・算数・理科における評価基準例 

【評価基準例 小学校 理科】 

１ 「比較」の評価基準例 
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低学年では 【生活科】 

（主に自然とのかかわり） 

 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・重要度の順序 

・説明の順序（尾・頭・双括） 

・個から集合への順序 

・集合から個への順序 

・順序の根拠        等 

〈めざす思考〉 

・問題解決の順序 

・説明の順序（意見と事実の順序 

事実 相互の順序、中心情報と補

足・前提・特殊・条件等の情報） 

・順序の効果         等 

〈めざす思考〉 

・時間的順序 

・空間的順序 

・興味、関心の順序 

・事柄の順序     等 
〈順序の評価基準例〉 

・はかりのめもりが止まってから重さ

をはからなければいけません。（時

間的順序） 

・ホウセンカはこの後どのように育っ

ていくのかな。（時間的順序） 

・チョウの幼虫は、やがてさなぎにな

りました。そして、せい虫になって

いくのかな。（時間的順序） 

・モンシロチョウが１どのような順序

で成長していくか調べてみました。

（時間的順序） 

・かげのできる向きは時間とともに変

わっていくことがわかりました。

（時間的順序） 

・観察の結果から、太陽は東の方から

のぼり、南の高い空を通って、西の

方へしずむことがわかります。（事

柄・時間の順序） 

・冬になると寒くなります。また、夕

方になると寒くなります。（事柄の

順序） 

・時間がたつにつれて地面の温度が上

がっていきました。（時間的順序） 

・午後７時の星が、午後８時にはここ

まで動きました。（時間的順序） 

・試験管の口にせっけん水のまくをつ

けて、試験管をあたためます。次に、

試験管を氷水に入れて冷やします。

その時のまくのようすを観察しま

す。（説明の順序） 

・金属は熱せられたところから、だん

だん遠くの方へとあたたまってい

くことがわかりました。（空間的順

序） 

・水や空気は熱せられたところがあた

たまり、上の方へいき、上の水や空

気が下の方へいき全体があたたま

っていきます。（空間的順序） 

 

〈順序の評価基準例〉 

・びんの中に火のついたろうそくを入

れてふたをすると、ほのおが少しず

つ小さくなって、やがて消えてしま

いました。（時間的順序） 

・木や紙を熱すると炎を出しながら燃

え、最後には炭や灰になりました。

（説明の順序） 

・上流で削られた土砂が、川の水の働

きで運ばれて、下流や海底でたま

り、長い年月の間に地層になってい

きます。（説明の順序） 

・口から入った空気（酸素）や養分は、

体の中で成長や運動のため使われ

ていくのです。（説明の順序） 

・花粉がめしべにつくことで、めしべ

のもとがふくらみ実になります。そ

して、実の中に種子ができるので

す。（説明の順序） 

・天秤の片方の皿のおもりを増やすに

つれて、少しずつ水平になってきま

した。そこで、その関係をグラフに

表しました。（問題解決の順序） 

・はじめに、火山灰を皿にとり、水を

加えて～。次に、にごり水を静かに

すてます。それをくり返した後、乾

かして～。最後に、顕微鏡などで観

察しました。（問題解決の順序） 

・たまごと精子が結びついて受精し、

新しい生命が始まります。人もメダ

カと同じように、受精卵から成長し

ていくのです。（説明の順序） 

〈順序の評価基準例〉 

・ピカピカのどろだんごをつ

くるためには、さいしょは

すなばのすなでかためて、

かたまってきたら、さいご

にさらさらした白いすな

をかけるといいです。（時

間的順序） 

・カブトムシは、幼虫→さな

ぎ→せい虫というじゅん

じょでせい長します。（時

間的順序） 
・糸でんわあそびではさいし

ょはきょうしつでやって、

うまくいったら、体育かん

でやって、さいごにはうん

どうじょうのはしからは

しまででやってみたいで

す。（事柄の順序） 
・魚つりあそびのおもちゃを

つくるために、はじめにさ

おを作って、次に魚をつく

ろうと思います。（事柄の

順序） 

・プールにうかせるいかだを

つくるには、はじめに一人

ようのをつくって、それか

ら少しずつ何人でものれる

ようにつないで大きくして

いったらいいと思います。

（事柄の順序） 

・２年生が作ってくれたおも

ちゃランドでは、３つあそ

びができるので、まずは魚

つりあそびをして、次にボ

ーリングをして、さいごに

カーレースをしたいです。

（興味、関心の順序） 

 

２ 「順序」の評価基準例 
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低学年では 【生活科】 

（主に自然とのかかわり） 

 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・視点見つけ 

（視点＝状態・行動・場所・部分特徴・

理由など） 

・複数集合（３つ以上） 

・具体→抽象 

・抽象→具体 

・分類の根拠         等 

〈めざす思考〉 

・視点見つけ（視点＝本質・分析的・

概念的・抽象的視点） 

・上位→中位→下位 

・主と従 
・類別の効果         等 

〈めざす思考〉 

・視点先行→視点見つけ（視

点＝特徴・名前・働き・つく

りなど） 

・上位→下位 
・例外 

・複数集合      等 
〈類別の評価基準例〉 

・モンシロチョウのよう虫もアゲハチ

ョウのよう虫も同じような口のか

たちをしていました。どちらも葉を

食べるからかな。（視点見つけ） 

・磁石につくものとつかないものとを

仲間分けしました。（視点見つけ） 

・どのようなものが電気を通すのか

な。（視点見つけ） 

・同じ体積でも、物の種類が違うと重

さも違います。（視点見つけ） 

・これから観察したい生き物はいろい

ろな生き物の中から、こん虫を選び

ました。（視点見つけ） 

・コップの中の水も、水たまりの水も、

雲も、空気中の水も、すべて同じも

のだと考えました。（複数集合） 

・宇宙には、自分で輝き、動かない恒

星と、恒星のまわりを回る惑星と、

惑星のまわりを回る衛星がありま

す。（複数集合） 

・これらの生き物はたまごをうむ生き

物とうまない生き物に仲間分けで

きます。（視点見つけ） 

・植物を葉の形、色、大きさなどで仲

間分けした結果を発表します。（複

数集合） 

・気温の変化について観察結果を見て

みると、晴れた日のグループと雨の

日のグループでは、同じようなグラ

フの形になっていることに気づき

ました。（視点見つけ） 

・乾電池のつなぎ方を見てみると、２

つのつなぎ方に分けられることに

気がつきました。１つは、～です。

２つは～のようなつなぎ方です。

（視点見つけ） 

〈類別の評価基準例〉 

・雨をふらす雲とふらさない雲には、

違いいがあるのか不思議に思いま

した。それには、雲の大きさや色を

見ればいいと思います。（上位→中

位→下位） 

・冷蔵庫で育てた種子のグループと、

教室で育てた種子のグループとで

は、発芽の仕方がはっきりと違って

いました。このことから、温度が発

芽に関係していることがわかりま

す。（視点見つけ） 

・２週間かけて育てたヒマワリを、日

なたと日かげという育てた場所で

分けてみると、成長のしかたが違っ

ていることがわかります。（上位→

中位→下位） 

・水に溶かしてみて、透明になるもの

と、ならないもので分けてみるとよ

くわかりました。（視点見つけ） 

・「食べる・食べられる」の関係で生

き物を仲間分けしました。（視点見

つけ） 

・花や実をつける植物にはこのような

特徴があります。（本質） 

・肺やえらのまわりには、どちらにも

多く血管が見られました。そこで、

どちらにも同じようなはたらきが

あるのではないかと思いました。

（視点見つけ） 

・川の上流、中流、下流と、石の形や

大きさには特徴があります。だか

ら、石の形の特徴を見れば、その石

がとれた場所がわかります。（視点

見つけ） 

〈類別の評価基準例〉 

・まるでも、三角でも、四角

でも、モールのりょうがわ

がつながっていたら、シャ

ボン玉をつくることがで

きます。（視点見つけ） 

・みんなが集めたドングリは

太いドングリと細長いド

ングリに分けることがで

きます。（視点見つけ） 

・ぼくにも、アサガオにもあ

てはまることは、おせわを

してもらって大きくなっ

ていくことです。（視点先

行→視点見つけ） 

・ゲームランドのルールには

「きめられた時間」でやる

ゲームと「きめられた回

数」でやるゲームがありま

す。でも、ようちえんの子

がもっとしたいようだっ

たら気もちを聞いてあげ

たいと思います。（例外） 

・風の力で走る車も、ゴムの

力で走る車も、どちらも車

体をトレーのようにかる

いものにした方がとおく

まで走ります。（視点見つ

け） 

・おはじきをあてても、はじ

きかえされるものは、はじ

いたおはじきよりもおも

くて、大きなものです。（視

点見つけ） 

３ 「類別」の評価基準例 
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低学年では 【生活科】 

（主に自然とのかかわり） 

 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

（めざす思考） 

・順序→理由づけ 

・比較→理由づけ 

・類別→理由づけ 

・理由（原因）と帰結（結果） 

 の整合性の評価       等 

〈めざす思考〉 

・順序→理由づけ＋判断 

・比較→理由づけ＋判断 

・類別→理由づけ＋判断 

・理由（原因）と帰結（結果） 

 の整合性の改善 

・三段論法（理由の連鎖）   等 

〈めざす思考〉 

・帰結（結果）→理由（原因） 

・ 理由（原因）→帰結（結果）  

            等 
  

〈理由づけの評価基準例〉 

・わたしが、一生けんめいお 

 水をあげたから、アサガオ

は花をさかせました。（理

由→帰結） 

・今、学校でおせわをしてい

るカタツムリは、土日は家

にもってかえりたいです。

だって、土日はわたしたち

は学校に来ないから、カタ

ツムリはさびしいと思う

からです。（帰結→理由） 

・今、お世話をしているカブ

トムシがせい虫になった

らにがしてあげたいです。

だって、外の方が虫かごよ

りも広いし、たくさんとべ

るからです。（帰結→理由） 

・さむくなってきたので、虫

をつかまえにいってもな

かなか虫を見つけること

ができなくなりました。 

（理由→帰結） 

・今、つくっている魚つりあ

そびの魚は空きかんなの

でおもたいから、つり上げ

るのがむずかしいです。

（理由→帰結） 

・このおもちゃの魚はつりあ

げることがむずかしいの

で、とく点は１００点にし

ます。（理由→帰結） 

・カタツムリににんじんをあ

げたので、オレンジ色のう

んちをしました。(理由→

帰結) 

〈理由づけの評価基準例〉 

・乾電池の向きを反対にするとモータ

ーが回る向きも反対になりました。

（原因→結果） 

・日なたの植物の葉がよくしげる理由

は、光をたくさん受けることができ

るからだと思います。（結果→原因） 

・ダンゴムシが、なぜそこにいたのか

というと、食べ物があることや、か

くれやい場所であることなど、命を

守るのに都合がよい場所だからだ

と思います。（結果→原因） 

・光をたくさん集めたから、その場所

が明るく、あたたかくなりました。

（原因→結果） 

・水が少なくなったのは、水蒸気にな

って出ていったからだと思います。

（結果→原因） 

・太陽が高く上ったので気温が上がり

ました。(原因→結果) 

・磁石の極がＳＳ、ＳＮ、ＮＳ、ＮＮ

になるとどうなるかなと思いまし

た。（理由の弁別） 

・体を曲げたり力を入れたりするとき

に使われる所がどこか調べたいと

思いました。（理由の弁別）     

・光電池に当てる光の強さが変わる

と、生じる電流の量が変わります。

（原因→結果） 

・閉じこめた空気に力を加えると、押

し縮められた空気が外に出ようと

する力が大きくなります。（原因→

結果） 

・コップに水滴がつくのは空気中の水

蒸気が冷やされて出てきたからで

す。（結果→原因） 

 

〈理由づけの評価基準例〉 

・花粉がめしべにつくことでめしべの

もとがふくらみ実になります。（順

序→理由づけ） 

・予想に基づいて、電磁石の極や強さ

を変えてみたら、やはり電流の向き

や強さが変わりました。（順序→理

由づけ） 

・溶ける気体の種類によって、酸性や

アルカリ性という性質が決められ

ることがわかりました。（類別→理

由づけ） 

・一往復する時間は、振り子の糸の長

さかおもりの重さのどちらかに関

係するのではないかと思いました。

（類別→理由づけ） 

・空気の量と物の燃える時間には関係

があるのではないかと思いました。

そのことを確かめるために、大きさ

の違う３つの容器で実験してみま

した。（理由の連鎖） 

・比べてみると、電気を使う量の違い

によって働き続ける時間が異なる

ことがわかりました。（比較→理由

づけ） 

・地層のでき方（水の流れ、火山の働

き）や火山活動や地震による土地の

変化を結びつけて説明します。（類

別→理由づけ＋判断） 

・ものを燃やすことが欠かせない私た

ちのくらしと環境問題には関連が

あります。たとえば、ゴミの焼却な

どがあります。そこで、次のような

実験で、どのような関係があるのか

確かめました。（理由の連鎖） 

４ 「理由づけ」の評価基準例 
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低学年では 【生活科】 

（主に自然とのかかわり） 

 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・言いかえ 
・定義づけ（具体） 

・比較→定義         等 

（めざす思考） 

・定義づけ（抽象） 

・比較→分類→定義 

・定義→具体化        等 

〈めざす思考〉 

・ラベリング 

・集合ラベリング 

・言いかえ（たとえ）   等 
〈定義づけの評価基準例〉 

・青虫など、虫の子どものことをよう

虫といいます。（ラべリング） 

・このような体のつくりをしている虫

を、こん虫といいます。（ラべリン

グ） 

・モンシロチョウは、たまごからよう

虫になり、皮をぬいで大きくなり、

やがてさなぎになります。そして、

さなぎの中で新しい体を作り上げ

て成虫になって出てきます。（定義

づけ） 

・気温の上がり方の違いから、赤いグ

ラフは日なたでの結果、青いグラフ

は日かげでの結果だと思います。

（定義づけの根拠） 

・きょくにはＮきょくとＳきょくがあ

ります。（集合ラべリング） 

・「わ」になっている電気の通り道を

回路といいます。（ラべリング） 

・２この乾電池の違うきょくどうしを

つなぐつなぎ方を直列つなぎ、同じ

きょくどうしをつなぐつなぎ方を

並列つなぎといいます。（集合ラべ

リング） 

・閉じこめた空気に力を加えるとかさ

が減ります。しかし、閉じこめた水

に力を加えてもかさは減りません。

（比較→定義） 

・星座早見表を使うと、いつ、どの位

置に、どんな星座が見られるかを知

ることができます。（定義づけ） 

・ひとのからだには、ほね、きんにく、

関節があります。（集合ラべリング） 

〈定義づけの評価基準例〉 

・このように、実験を行うときには調

べる条件のうち１つだけを変えて、

それ以外の条件を同じにすること

が必要です。それで、私は～。（定

義づけ） 

・発芽のためには、水と温度と光の条

件が必要だと思っていました。で

も、実験結果から、発芽に光はいら

ないことがわかりました。（比較→

分類→定義づけ） 

・ものが水に溶けるということは、溶

かしたものが見えなくなることで

す。（具体） 

・人もメダカも、たまごと精子が結び

ついて受精することで誕生し、成長

していきます。（抽象） 

・流れる水は、まわりの土地に大きな

影響をおよぼす力があります。（抽

象） 

・支点から力点や作用点までの長さに

よって、手が受ける力の大きさが変

わります。それを図で表すと・・・

となります。（具体化） 

・リトマス紙の色の変化から酸性、中

性、アルカリ性がわかります。（定

義づけ） 

・電磁石の強さを変えるために、次の

条件で実験をしました。１つは電流

の大きさを変える。２つはコイルの

まき数を変える、です。（具体化） 

・わたしたちの生活は電気ではたらく

器具や機械によって支えられてい

ます。電気がどのように大切かを、

わたしたちの身の回りのもので考

えてみようと思いました。（定義→

具体化） 

〈定義づけの評価基準例〉 

・アサガオはたくさんのたね

をのこしました。わたした

ちがそだてたアサガオは

このたねのおかあさんで

す。（たとえ） 

・いちょうの木が黄色いよう

うふくをきています。（た

とえ） 

・カタツムリがよろこぶよう

に水を入れることができ

るカタツムリのおふろを

つくりました。（たとえ） 

・すながどんどん水をのんで

いる。（たとえ） 

・ぼくたちがつくったおもち

ゃを 1年生にしてもらうゲ

ームをするばしょを「ゲー

ムランド」という名前にし

よう。（集合ラベリング） 

・今、メダカやフナやカメや

ザリガニがきょうしつに

いるから、これをみんなに

みてもらうなら、その名前

は「１年１組すいぞくか

ん」がいいと思います。（集

合ラベリング） 

・ぼくたちがつくった「ゲー

ムランド」のルールはかん

たんにいうと、むずかしい

ゲームになればなるほど、

とくてんが高くなる、とい

うルールです。（集合ラベ

リング） 

   

 

５ 「定義づけ」の評価基準例 
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低学年では 【生活科】 

（主に自然とのかかわり） 

 中学年では（低に加えて） 高学年では（低・中に加えて） 

〈めざす思考〉 

・推理（心理・理由・状況） 

・推理（帰納・演繹） 

・理由づけ→推理       等 

〈めざす思考〉 

・順序→理由づけ→推理 

・比較→理由づけ→推理 

・類別→理由づけ→推理 
・意義づけ→推理 
・推理の効果         等 

〈めざす思考〉 

・推理（出来事・行動・様子） 

・仮定        等 

〈推理の評価基準例〉 

・さなぎはずっと動かないのでその間

は何も食べないのかな。（推理） 

・晴れた日の方が太陽がよく見えるの

で、気温が高いと思います。（推理） 

・太陽が、１時間でこの位置にあると

いうことは、２時間たつとここまで

くるということです。（帰納） 

・ほねには体を動かす以外に、きっと

たくさんの役目があると思います。

（理由づけ→推理） 

・グラフのあがり方やさがり方の差が

小さいので、このグラフは雨の日の

ものだと思います。（理由づけ→推

理） 

・私たちは、野菜の緑色の部分だけを

食べているのかなと思いました。で

も～。（理由づけ→推理） 

・回路にしたつもりなのに電気がつか

なかったということは、どこかがは

ずれていたのかもしれません。（仮

定） 

・温めたときの水槽の中のようすか

ら、水には温められると上に移動す

るという性質があるはずと思いま

した。（理由づけ→推理） 

・カップのふたの内側に水てきがつい

ていました。このことから、水面か

ら水が出ていったことがわかりま

す。（帰納） 

・観察の結果を見てみると、星座の動

き方には決まりがあるのじゃない

かなと思いました。（理由づけ→推

理） 

・前に見たことがあったのですが、緑

色をしているところならばデンプ

ンを作っているのではないかなと

思います。（理由づけ→推理） 

〈推理の評価基準例〉 

・冷ぞう庫に入れた種子は、室内の種

子と比べて、育ち方がおそいのがわ

かります。このことから、発芽の条

件で温度が大切なのではないかと

考えました。（比較→理由づけ→推

理） 

・雲の動きや天気の変わり方をあわせ

て考えると、明日の福岡の天気は雨

ではないかと思います。理由は・（類

別→推理→理由づけ） 

・メダカやサケとちがって、人やハム

スターは母親の体内で育ってから

生まれます。これは、より安全に次

の世代へ生命をつなぐためではな

いかと思います。（比較→理由づけ

→推理） 

・今までたい積していた層の上に、つ

ぶの大きさのちがう砂やどろ、れき

などが流れてきてたい積します。そ

れが長い年月でくり返されて、地層

ができると思います。（順序→理由

づけ→推理） 

・かえるの肺や魚のえらには、どち

らにもたくさんの血 管がありま

した。そのことから考えると、呼吸

で酸素や二酸化炭素が出入りする

ことに、血液が関係しているんじゃ

ないかな。（比較→理由づけ→推理） 

・酸素と二酸化炭素の割合を変えた気

体中での燃焼実験の結果から、私の

考えていたとおり、酸素さえあれば

ものは燃えることがわかります。た

とえば～。（類別→理由づけ→推理） 

 

〈推理の評価基準例〉 

・たぶん、このアサガオのつ

ぼみは明日になったら花

になっていると思います。

（推理） 

・もし、冬になってアサガオ

のたねをうえたら、さむい

からめは出なくて、そのま

ましんでしまうと思いま

す。（仮定） 

・魚つりのさおにつかうじし

ゃくをもっと大きなじ石

にしたら、おもい魚でもつ

れると思います。（仮定） 

・ペットボトルボーリングの

ペットボトルの入れる水

をまんたんにしたら、ペッ

トボトルはたおれにくく

なると思います。（仮定） 

・風でうごく車の車体をトレ

ーなどもっとかるいもの

でつくると、もっととおく

まで走るようになると思

います。（仮定） 

・もし、カタツムリをにがし

たら、えさをじぶんでみつ

けることができなくてし

んでしまうかもしれませ

ん。（仮定） 

・２月だけど、学校でもこれ

だけ「はる」をみつけるこ

とができたので、きっとぼ

くの家のまわりでも「は

る」を見つけることができ

ると思います。（推理） 

６ 「推理」の評価基準例 
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 その時間を問題解決型でいくか教師主導型でいくか、「思考力・判断力・表現力」を育成する時

間とするのか練習や習熟の時間とするのかなどは、実は教師の授業構想次第です。特に「活用」の

時間の本時主眼や展開を考えるときは、教科書会社発行の指導書の主眼例や展開例（あれはあくま

で例として出ているものです。）を見てそれを踏襲するに留まらず、育てる力とそのための学習活

動を熟考し、１時間で何をどのように育てるのかを、教師自身が明確に決めていく必要があります。 

第１学年の算数科「繰り上がりのあるたし算（１位数＋１位数）」の単元で見てみます。 
 
第 1 学年 算数科 単元  「くりあがりのあるたしざん」 

◎ 本時主眼 被加数が５以下（５，４，３，２）の加法で１０の補数を利用した計算方法で計算することができる。 

 学 習 活 動 教師の支援  評価規準（○） 
    

 

 ４ ４＋８の計算の仕方を考える。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計算の仕方を発表する。 

(1)  数図ブロックを操作しながら、隣と人と発表し合う。 

(2)  全体で話し合う。 

「１０のまとまりをつくったらとけました。」 

「イは４を２と２に分けて、８と２をたして１０のまと

まりをつくります。」 

・自分と違う方法で、４＋８を計算してみた後に、自分

のやりやすい方法を見つける。 

６ 本時学習をまとめる。 

１０のまとまりをつくって、のこりをたせばよい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○実際に数図ブロックを操作さ

せながら、発表させる。 

○自分の考えと同じところや違

うところを見つけさせる 

○被加数を分解しても計算がで

きることをおさえる。 

○自分の考えていない方法を追

体験させることで、相手の計算

方法を理解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１０の補数を利用

して自分にとってや

りやすい計算方法を

考えることができる。

（観察・ワークシー

ト） 

 

 上は被加数分解の場面を本時として立てられた指導計画です。この場面では「10 のまとまりを作

る」「10 の補数に目を付けてもう一方を分解する」「分解や計算の仕方とその説明」などの考え方

や技能は、既に２・３時間は行ってきている既習事項になります。（これらは「活用①」で発見さ

せているはず。）新出ではないこれらの事項を主眼とするのなら、多くの問題を解いてこれらの力

を徹底して鍛えるような習熟の時間として設定することになります。他方、問題解決的に思考力を

育成する時間として本時を設定するなら、思考させる価値がある新しい「見方・考え方」は「被加

数が小さい場合の合理的な計算の工夫」になります。この場合は既習の基礎・基本を使い、より簡

単・便利な計算方法を見つける「活用②」（思考力・判断力・表現力）の時間として設定すること

ができます。これらのことから、この指導計画からは次のような問題点が伺えます。「主眼は前者

のように見えるがはっきりしない」「展開で子どもが使っている力は、前時までと同じに見える」

「まとめも今までのことと変わらない」「支援もどちらの力を付けるためのものなのかが不明瞭」

「評価も前時までのことと変わらず、問題解決でも技能向上でもない」などの点です。 

「本時の『見方・考え方』は、子どもに見つけさせるほどではない。」「子どもの実態に合わな

２ 日常の授業づくり 

① 本時主眼と評価基準との関係 

主眼と評価基準は、表裏一体。自らの意図を明確にもち主眼を設定します。 

ア 加数を分解して考える 
● ● ● ●   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
      ◎ ○ ○   
          ４＋８ 
           ６ ２ 
   ４と６をたして１０ １０と２で１２ 

イ 被加数を分解して考える 
● ● ◎ ◎   ○ ○ ○ ○ ○ 
      ○ ○ ○   
           ４＋８ 
          ２ ２ 

８と２をたして１０ １０と２で１２ 
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い。」と判断したのなら、「見方・考え方」の発見に時間をかけずに、「被加数が小さいときは、

被加数の方を分解すると速いことも多い。」と早めにたどり着かせ、どんどん問題を解く（解き方

を説明する）習熟場面にし、主眼は明確に「解き方」（「解き方の説明」）の技能向上に向かうこ

とが分かるような表現にするべきでしょう。（この場合「活用」ではなくなります。）反対に「加

数分解と被加数分解の比較からどちらがよいと思うかを「思考・判断・表現」させる主眼なら（こ

の場合の表現は「解き方」ではなく、「なぜ、そちらがよいと思うか」になります。）短く簡単で

もよいので、第 1 学年なりに考えをもち、表現することに対してじっくり時間をかけて指導・評価

が行われる「活用」の授業になります。既習事項と本時ねらうべき内容や思考の区別が明確でない

と、「基礎・基本」の定着なのか「思考力・判断力・表現力」育成なのかが曖昧な授業になってし

まいます。１単元の中には、このように「活用①」や「活用②」になりうる場面がいくつか含まれ

ているのが普通です。すべてが、教師の単元構成や主眼設定次第であると言えます。 

 「活用②」であることを明確にし、思考を「比較（加数分解と被加数分解）」に設定、教科の「見

方・考え方」を「１０の補数を利用する考えをもとに、加数分解と被加数分解の解き方を比べ、よ

り簡単な計算の仕方を判断する。」と設定した場合の本時計画例を下に示します。 
 
第 1 学年 算数科 単元  「くりあがりのあるたしざん」 

◎ 本時主眼 被加数が５以下（５，４，３，２）の加法で１０の補数を利用した加数分解と被加分解の解き方を比べ、より簡

単な計算の仕方を判断することができる。 

 学 習 活 動 教師の支援 評価規準（○）基準（☆） 
    

 

 ４ ４＋８の計算の仕方を考え、解き

方の説明を考える。 
 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計算の仕方を発表する。 

(1)数図ブロックを操作させながら、隣

と人と発表し合う。 
(2) どちらが、より簡単な方法と考える

かの考えをつくり、全体で話し合う。 
 
 
 
 
 
６ 本時学習をまとめる。 

 

○既習の説明を想起させることで、文章

で説明できるようにする。（△段階児童

→ヒントカード） 
 
 

 

 

 

 

 

○分類が明確になるように板書を工夫

することで、加数分解・被加数分解の違

いを捉えやすくなるようにする。 
○どちらがよいかの考えをつくる時間

を十分に与え、書いている段階で右の評

価基準で見取り、アドバイスを行う。 
○全体の話し合いでは、比べる述べ方の

適切さと、計算の行い方の確かさの両方

の視点からどこがよいのかを明確にす

る評価を行う。よい述べ方については、

全員で復唱するようにする。 

 

○１０の補数を利用して加数分解、
被加数分解のどちらかで計算方法を
考えることができる。（操作観察・ノ
ート・発言） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆８はあと２で１０になります。だ

から、まず４を２と２にわけます。
つぎに８と２をたして１０にしま
す。のこりは２だから、さいごに１

０と２をたして１２になります。（4） 
 
○両者を比べ、適切な理由を述べな

がらどちらがよいかを説明できてい
る。（操作観察・ノート・発言） 
☆アは６個だけど、イは２個だけ動

かせばいいから、イの方がかんたん
に１０のまとまりができます。（5） 
 

 

 

評価基準は、第２章１－④の「評価基準例」を参考に設定したものです。学習活動４の評価規準

（○）・基準（☆）は、学習活動５のもとになる「基礎・基本の既習事項が身についているかどう

か」の評価であり、前半で時間をかけずに手際よく行うものです。また、５の評価規準・基準は、

本時で新しくねらう主眼の思考であり、十分に時間をかけて子どもに「思考・判断」させるべきも

のです。両計画の比較で分かるように、主眼と評価基準をしっかり関連させ、そのための学習活動

や支援を意識することで、育てる力が明確な授業づくりを行うことができます。 

ア 加数を分解して考える 
● ● ● ●   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
      ◎ ○ ○   
          ４＋８ 
           ６ ２ 
   ４と６をたして１０ １０と２で１２ 

イ 被加数を分解して考える 
● ● ◎ ◎   ○ ○ ○ ○ ○ 
      ○ ○ ○   
           ４＋８ 
          ２ ２ 

８と２をたして１０ １０と２で１２ 

たされるかずのほうが小さいときは、たされるかずをわけると、かんたんに１０のまとまりができることがおおい。 
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 単元の計画段階で、この単元で身につけるべき主たる「見方・考え方」などから、「活用」の時

間を下の図のように位置付けたとします。 

 

○「単元展開と『習得』『活用』の学習活動の関係」 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 このとき、一口に言語活動を設定すると言っても「それぞれの場面や学習形態によって、ふさわ

しい言語活動に違いがあるのではないか。」ということが考えられます。 

このことについて第１章のＱ４（Ｐ１４）では、「言語活動」を設定するときに、共通理解して

おくべきこととして次のポイントを確認しました。 

 

 

 

 

 このポイントからいくと、単純に考えても「活用①」の「一人学び」と「協同学び」、「活用②」

の「一人学び」と「協同学び」の４種類の言語活動があることになります。実は、これらを区別し

ておかないと、一人一人に適切な「思考・判断・表現」をさせられない危険性があります。 

単元の具体にあてはめながら、これらそれぞれの言語活動について、その在り方と留意点につい

て考え、共通理解を図りましょう。 

 はじめに、単元の中心の問題解決場面である「活用①」の言語活動の在り方を「Ａ 一人学び」

「Ｂ 協同学び」に分けて具体で考えてみます。単元としては、再び、第１章のＱ１（Ｐ６）でと

りあげた第４学年の算数科「面積」の学習、「見通す」場面を思い浮かべてください。 

２ 日常の授業づくり 

② 「活用」の学習活動と言語活動の設定 

「活用①」「活用②」の場面に応じ、「一人学び」と「協同学び」の各々で評価

基準の言語表現をせざるを得ないような言語活動を工夫して設定します。 

① Ｑ３で確認したように、「活用①＝発見場面」、「活用②＝適用・応用場面」を区別して、それ

ぞれの場面にふさわしい「言語活動」を設定すること。 
② Ｑ２の③で確認したように、「活用①」と「活用②」のそれぞれで、一人学びで一人一人が行

う「言語活動」と、協同学びで考えを出し合って練り合う「言語活動」を想定すること。 

習 得 

 

※単元によっては、複数箇所あ

ることも考えられる。 

問題解決＝ 

見方・考え方等の発見 

適用＝当てはめて使う 

応用＝形を変えて使う 

単元展開 

学習活動 

 活 
用
① 
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 まず「活用①」の「Ａ 一人学び」でどのような言語活動・言語表現を求めるかについてです。 

この場面で、教師がねらった結論の「数学的な考え方」は「ア 単位面積の紙を敷き詰め、その

いくつ分で比べれば、いつでも違うものの広さを比べることができる。」でした。これを導き出す

ために、関係づけさせたい既習の「基礎的・基本的な知識・技能」は、「イ 単位となる長さを決

め、そのいくつ分で比べれば、直接比べられない長さでも比べられる。」で、ねらった関係づける

思考は、「比較（類比）」と「理由づけ」でした。そこで次の本時の評価基準を設定しました。 

 

 

 この表現を導き出すための教師の手だてとしては、主に長さの学習を思い出させるという工夫を

行うことになります。その際、発問だけでも間接的なものから直接的なものまで多様に考えられま

す。「似たような学習はありませんでしたか。」「このプリントを見てごらん。（長さの問題が載

っている）」「先生がすることを、よく見ていてね。（長さを比べようとするジェスチャーをする）」

「長さの時はどうしましたか。」「長さの時は何を使って比べましたか。」などです。まず、間接

的な発問で全体に考えさせ、厳しい子には徐々に直接的な発問を与える、そして出来るだけ自分で

考えついたように思わせることが大切でしょう。また、厳しい子が多い場合は、もう一度長さの学

習をたどらせる教具の準備も必要となるかもしれません。また、その考えを導きやすい図やキーワ

ードなどが載ったワークシートの工夫も必要かもしれません。これらが言語活動の工夫になります。 

 教師は、このような工夫を行いながら、一人一人の子どもに、どのようにしたら比べられるのか

を言語で表現させることになります。もちろん図を併用して表現させてもかまいません。しかし、

主要な考えは必ず言語で表現させるべきでしょう。留意点としては、考えるのが速い子どもが「発

表（口に出す）」してしまった段階で、「他の子の思考は停止する（自分で思いつく可能性を奪わ

れる）」ということです。ですから、この場面での表現は出来るだけ「書く」活動を取り入れるべ

きです。また、このような「一人一人が考えをつくる」場面では思いついた考えを軽々に口に出さ

ないという学級文化（学びのルール）が必要になります。さらに、すぐにねらった表現が出来るわ

けではありません。経験の積み重ねが力となりますので、多くの教科で、結論だけではない関係づ

けた表現を目指していくことが必要です。  

 

次に、「活用①」の「Ｂ 協同学び」でどのような言語活動・言語表現を求めるかについてです。 

 

 

 

 

 

Ａ児 長さのときは、鉛筆の何本分などで比べることができたので、広さのときも、ある広さの

紙の何枚分かを考えれば比べることができるだろうと思います。 
Ｂ児 まず、重なる部分を重ねて、はみ出したところに鉛筆で印を付けます。それぞれの紙で  

はみ出したところ同士をまた重ねて鉛筆で印を付けます。これを繰り返せば 
比べられると思います。 

Ｃ児 まわりの長さが長い方の面積が広いはずなので、それで比べられると思います。 

形 が 違 う 紙 の 広

さ を 比 べ る に は

ど う し た ら よ い

のかしら？ 

 長さのときは、鉛筆の何本分などで比べることができたので、広さのときも、ある広さの紙の

何枚分かを考えれば比べることができるだろうと思います。 
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先程と同じ授業の「Ｂ 協同学び」の場面で前ページの３つの考えを子どもが発表したとします。

（一人学びの段階で、全員がＡ児の考えになった場合はＢ児やＣ児の考えは出ません。その場合は、教師側からＢ

児やＣ児の考えを提示して検討させる（いわゆる「ゆさぶり」）ことも思考を促す効果的な指導方法です。） 

現在このような場面でよく見られる指導案の評価規準等は「他のよい考えを取り入れたか」や「他

の考えとの共通点や相違点を見つけたか（比較）」などです。実はこれにも少なからず問題があり

ます。「他のよい考えを取り入れることが出来たか」は、思考・判断の結果として「他の考えの方

が自分よりもよい」と結論づけたときに、それを「いただく」ということを表しています。「他の

考えとの共通点や相違点を比べることができたか（比較）」についても、３人それぞれの考えの中

の論理を完全に理解した上で比較することになるはずですが、実は、全く違う他の考えを比較して

もあまり意味のないことも多いのです。この３人の考えの場合、「共通点と相違点を比べる」とい

う評価規準や評価基準を設定しても、期待する発言を想定するのは困難であまり意味がありません。 

 まず必要なのは、「Ｂ 協同学び」では「考え同士の比較の前に、それぞれの考えの中に含まれ

る、主眼に至る論理を、子どもたち一人一人が検討することが大切である。」ということの共通理

解です。個人では、自分の考えしか検討できませんが、学び合うと他の考えの論理も検討できるメ

リットがあるということです。この時の検討に使う「思考・判断・表現」は、あくまで「Ａ 一人

学び」の時と同じ、結論の「考え方」に至る関係づけについて行われることになります。 

 Ｃ児の意見を考えてみましょう。Ｃ児と同じ考え以外の子は、自分が思いついていない考えにつ

いて、Ｃ児の関係づけをたどって思考・判断する機会を与えられたわけです。Ｃ児の考えは、前提

となる「まわりの長さが長い方の面積が広いはず」という部分に間違いがあるので、一人一人がこ

の間違いを指摘できるように支援を行うことになります。次の教師発問を比べてみましょう。 

 

 

 

  

一人一人に「思考・判断・表現」させるための発問はどちらなのかは、一目瞭然でしょう。 

 次に、Ｂ児の意見です。Ｂ児の意見は、あくまで直接比較を行おうとした中で、直接比較の応用

的な考えを出しているもので、ある意味素晴らしい考えです。直接比較できるものの広さを比べる

だけなら、Ａ児の考えより速く比べられることも多いはずです。Ｂ児の考えに対しての期待される

表現としては、そのよさを評価する表現、及び、問題点として「直接比べられないときは使えない。」

「どちらが広いかは分かるが、どれだけ広いかは分かりにくい。」などの指摘がある表現です。 

 最終的に「いつでも、離れていても、どんな広さでも、どれだけ広いかも」などのよさから、Ａ

児の考えに収束するとしても、「Ｂ 協同学び」の表現として重要なのは、一つ一つの考えに含ま

れた論理・関係づけに対して思考・判断した表現です。結果としての「他のよい考えを取り入れる

ことができたか」ということや、最終的な比較である「どちらが簡単・便利か」「はかせ（速い、

簡単、正確）」等を表面的にすぐ行う学習や評価では不十分であることの共通理解が必要です。 

 

 続いて、主眼の力を適用・応用する場面の「活用②」でのＡ・Ｂ二つの言語活動を考えてみます。 

 まず、「活用②」の「Ａ 一人学び」でどのような言語活動・言語表現を求めるかについてです。 

 問題としては、次ページのような複合図形の面積を求める問題が考えられます。 

この時に、子どもに期待する考え方は、「図形をいくつかに分割して、合わせたり取り去ったりし

て面積を求めればよい。」です。当然、期待する言語表現は、これを図形の具体に当てはめた次ペ

ージ図の下のような表現になります。 

教師Ａ「Ｃさんの考えについて意見のある人。」「はいＤさん。」「そうですね。よい考えです。」 

教師Ｂ「Ｃさんの考えに『～はず』という部分があるね。この正方形のカード４枚を正方形と長方形

に並べて周りの長さを比べてみようか。」「このことから考えた意見を書いてみましょう。」 
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ここでの、評価は下線部のことが言えているかどうかになりますが、主眼である「単位量あたりの面積

のいくつ分で面積を求める」という「考え方」自体について、何か工夫したり加工したりしているような

表現ではありません。全く別の種類のアイデアです。 

ここでは、これを主眼の力の「活用」と言っているわけですが、「部分に分ける」というアイデアが加

わるだけで、主眼の力自体はそのまま使っているように見えます。そのアイデアだけ見ると、前ページで

Ｂ児が述べた、「部分に分けて直接比較を繰り返す。」ということと同じことのようにも見えます。前ペ

ージの場面では、Ｂ児のアイデアは否定され、本時では肯定されるようなことが行われてはいないでしょ

うか。 

 ここでの学習活動は、「活用」ではありますが、Ｐ12 で示したように基礎的・基本的な知識・技能を「活

用」して、主眼の「見方・考え方」「知識・技能」を発見するような「活用」ではなく、本単元で学んだ

主眼の力を「当てはめて使う」や「形を変えて使う」という適用・応用するような「活用」だと考えるべ

きでしょう。学んだ力に、ひとアイデア加え、別の場合に使えるようにするということです。つまり「活

用」とは言っても習熟の度合いが大きく、加わったアイデアの方を評価することになることが多い場面だ

と言うことができます。「活用①」と「活用②」では、期待する言語表現が違うものになることが多いこ

とや、主たる思考・判断・表現は「活用①」の場面で十分に行わせておかなければならないことを教師が

理解しておかなければ、「単元の終盤で、とにかく表現させればよい」というような、安易な授業づくり

や評価に陥ることになりかねません。 

 

 「活用②」の「Ｂ 協同学び」で期待される言語活動・言語表現は、前ページの「活用①」のときのこ

とを当てはめて、上のような子どもが発表した考えの一つ一つについて、その論理を検討しているような

表現ということになります。細かいことを述べても、繰り返しになりますので割愛しますが、やはり一人

一人に検討の考えをもたせたいということは同じで、検討させる価値のある考えの精選と期待する子ども

の発言の想定をしっかり行い、指導・評価することが大事になります。 

 

 このように、４つの場面の言語活動それぞれでどのような言語表現が出てくればよいのかという「期待

される記述・発言」を教師が明確にして、活動や支援の工夫をしていくことが大切です。 

 

ア 
イ 

① アの形は、二つの長方形に分けて考えられるので、それぞれの長方形の面積を 

出しておいて、それらを合わせれば全体の面積が求められます。 

② イの形は、三つの長方形に分けて考えられるので・・（同上）・・。 

③ イの形は、大きな長方形から、小さな長方形を切り取った形だと考えられるので、 

まず大きな長方形の面積を出しておいて、そこから小さな長方形の面積を引けばイの形の面積が分

かります。 
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◎  目指す思考ができるようにするためには、６つの思考力の要素（比較や順序、推理など）を

意識した手立てが必要です。具体的には、発問や板書、ノートなどの工夫が考えられます。  
 
 
 

○ 工夫のポイントは、見方・考え方等の発見に必要な思考力の要素を見通

した意図的な発問です。また、６つの思考力の要素はいつも独立して完結

するものではなく、高学年になるほどいくつかの思考が結びついた比較→

類別、類別→定義づけ、順序→理由づけ→推理など、関連した思考が求め

られるため、その流れを確実にたどらせるような発問等の工夫が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

次は発問の一例です。組合せも含めて適切な発問を考えるようにします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

思考力の要素 発 問 例 

比 較 二つ（複数）の違い（似たところ）はどこですか？ 

順 序 （時間や位置など観点を示し）どのように変わりましたか？ 

類 別 Ａ、Ｂ、Ｃをそれぞれ仲間分けしてみましょう？ 

理由づけ ～になっているのはなぜですか？ 

定義づけ これらのことをまとめて、なんと言いますか？ 

推 理 これらのことからどんなことが分かりますか？ 

比較→類別 Ｔ：ＡとＢの共通点は何ですか？ （Ｃ：～Ｘです。） 

Ｔ：ＡとＣの共通点は何ですか？ （Ｃ：これもＸです。） 

Ｔ：このことからどんなことが言えますか？  

（Ｃ：ＡＢＣは同じ仲間です。） 

２ 日常の授業づくり 

③ 発問・板書・ノート(ワークシート)の工夫 

めざす思考を意識した発問等を心がけましょう。 

◎思考の材料はある？ 

思考の根拠となる情

報（事象や出来事に対

する自分の考えや自他

で収集した情報）を板

書やノート、掲示物、

振り返りの発問等で確

認できるようにしてお

きましょう。 

 

 

 
 
 
 
 
★「問題点」という視点で、
複数の立場から取り出し

た情報をまとめた掲示物 

【「順序→理由づけ→推理」の発問例】 
 

【「順序→理由づけ」の国語科の発問例】 

Ｔ：少女→広島市民→日本→世界という作者の述

べ方と、世界の例を二つ挙げる先生の述べ方で

は、どちらの方がよく伝わりますか？ 

Ｃ：先生の順序では、広島の人たちがまるで何も

していないように思えます。作者の述べ方な

ら、運動の広がりが数で分かるし、また、運動

のきっかけや補強工事が必要な理由なども分

かるので、ぼくはＢの方がよいと思います。 

◎オープンエンドの発

問が基本です。 

答えが一つの発問で

は、答えられる子ども

はそれ以上考えません

し、分からない子ども

は答えようがありませ

ん。「思考・判断」を促

すには、様々な思考が

可能なオープンエンド

の発問が有効です。 

時間とともに、Ａはどのよう
に変化しましたか？ 

はじめＡだったけど、次はＢにな
り、最後はＣになっています。 

ＡがＢからＣと変わっていった理
由を推理して説明してみましょう。 
 

時間とともに変化していったのは気温なので、気
温の変化に原因があるのではないかと思います。確
かめるためには、わざと気温を変化させて気温と同じ
ように変化をするかどうかを見ればいいと思います。 

◎左の国語科の発問は

オープンエンド？ 

この発問に対する答

えは、「Ａ」だけでもよ

さそうですね。ところ

が子どもは、その「理

由」を、「順序」を意識

して述べています。子

どもたちの中に、①自

分の考えを述べる場合

必ず理由を述べる、②

理由は既習事項を基に

叙述の中から述べる、

が浸透していることが

分かります。 
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◎いつでも「順序」？ 

子どもの思考はいつ

も一方向へ流れている

のではありません。め

ざす思考に応じた板書

にします。 

【比較→意味を見出す】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【類別→意味を見出す】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【問題解決を順序で】 
 

 

 

○ 板書は思考（内容と方法）の仕方を示すモデルです。6 つの思考に応 

じた板書を子どもと一緒に作り上げる（構造的な板書）ことで、課題追 

究の際にどの思考の要素を使って、どのように関係づけていけばよいの 

かの方法（学び方）も身に付けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 思考、判断の経過や結果は、表現（言語化）することで見取ることが 

できます。 も身近な手立てがノートやシートへの記述です。考えを書 

く（言語化）ことで自身の思考の確かめ（確認）や、見直し（改善）、 

深まり（深化）、変容の自覚（メタ認知）ができます。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

めざす思考に応じた、構造的な板書を心がけましょう。 

【「類別→理由づけ→推理」の順で問題解決する社会科の板書例】 

子どもの思考・判断を表現（言語化）させましょう。 

◎シートを渡すだけで

は書けません. 

思考力が身について

ない子どもたちに思考

させるのですから、ワ

ークシートを与えて指

示を出すだけでは書け

ないのが普通です。比

較資料を見せたり、補

助発問をしたり、表現

モデルを示したり、ヒ

ントとなるキーワード

を示したり、ペアやグ

ループ活動を取り入れ

たりして、発達段階や

子どもの実態に応じた

十分な手立てを考えま

しょう。  

【「比較→理由づけ」の国語科のノート例】 

◎カードや付箋は思考を促す授業では特に活躍します。 

■時間や視点の順、大切な順に並べ替える場合。 

■前段で考えを出させ、後に仲間分けをさせる場合。 

■後に必要なものだけを取り出して考えさせたい場合。 

■事実や理由等、どこに入れるのがよいか考える場合。 

個（ノートやワークシート等）でも、集団（板書等）

でも、積極的に活用しましょう。 

◎「比較」の思考を促す

ときのノートや板書の

基本は左右や上下に分

けることです。ここで

は、教科書の叙述をもと

に、両者のメリット、デ

メリットを比較して書

いています。 

◎矢印や囲みなどの

記号は、「順序」や「類

別」「理由づけ」など

の関係を、視覚的に

示す際に有効です。

ど の 教 科 や 場 面 で

も、同じ記号を同じ

意味で使うことが大

切です。 

②前時までの学習

を 想 起 さ せ な が

ら、新たな課題を

設定しています。 

①めあてに対す

る始めの考え（予

想）を、分類・整

理しています。 

◎他にも、○ネームプレートの活用、○短冊やカードの活用、○内容によ

る線やカードの色のきまりなど、板書の工夫は思考の活性化に有効です。 

③前時までに学習した、ネット

ワークのよさを、立場によって

分類している掲示物（子どもに

はシート）。新たな課題に対する

自分の考えを、提示したこの資

料を根拠(理由)に推理します。 
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◎ めざす思考を表す「論理キーワード」と、主眼である教科の「見方・考え方を表す言葉」の両者

が記述されているかどうかが評価のポイントです。 

 

 

○ 事前に作っておいためざす子どもの記述（論理キーワードと教科の見

方・考え方を表す言葉）に、どれくらい近づけたかで評価します。でき

ていることをほめ、不十分なところへの支援をしましょう。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

大切なのは、「論理キーワード」と「教科の見方・考え方を表す言葉」からつ

くっためざす子どもの記述（発言）を踏まえた、具体的な評価です。 

 

【「類別→理由づけ→推理」の社会科の例】 
                        

さて、このときあなたはどんな声かけ（評価）をしますか？ 

２ 日常の授業づくり 

④ 実際の評価 

評価基準にそって、子どもの記述や発言を見取りましょう。 

私は、患者さんを助けて、命を救いたかったからだ
と思います。もし家での治療じゃなくて入院したら、
家族と離ればなれになって寂しいと思うからです。 

◎形成的評価を 

思考を評価する場合

は結果だけでなくそこ

に至る過程を大切にし

ます。従って、できる、

できないを見るだけで

なく、どうすればめざ

す思考に近づくかの支

援につながるように、

つまずきの原因を分析

的に見抜くようにする

ことが大切です。 

③―２ いろいろ調べたワークシートも

参考にして、もう一度考えてみよう。 

③－１ ネットワークができてよかった

と思っている人は、原先生だけかな？ 

◎評価の仕方 

①「論理キーワード」

と「教科の見方・考え

方」が子どもの発言（記

述）に含まれているか

どうかを見取ります。 

※両方含まれていれば

「○」。片方、または両

方なければ「△」で記

録しておきます。 

 

②含まれている部分を

評価します。 

 

③含まれていない部分

を、どうすれば出せる

かという思考のための

支援を行います。 

論理キーワード 
Ａは、Ｂは、Ｃは、～である（＝

各々の利点を見出し分類する） 
教科の見方・考え方 

介護する人みんなにとってよい
こと（＝在宅医療ネットワークの
意味を見出す） 
論理キーワード 

だから、～ために～だろう 
（＝理由づけから推理する） 

【めあて】 
多くの患者さんを助けたい原先生が、以前より仕事の内容や使う時間が

多くなってしまうのに、在宅医療ネットワークを作ったのはなぜだろう。 

▲「がんばったね。」だけでは、何が評価されたのか分かりません。 

▲「たくさん書けた（言えた）ね。」だけでは量や数のことだけで、

内容がありません。 

▲「もう少し考えてみようか。」だけでは解決の方向が見えません。 

【目指す子どもの発言】 
原先生がつくったネットワーク

は、患者さんだけでなく、かかり
つけ医や救急病院の医師、介護す
る人みんなにとってよいことがあ
る。 

だから、みんながつながり合う
ことが患者さんの命を救うことだ
と考え、ネットワークを作ったん
じゃないかな。 

①ネットワークのよさは

分かっているようだけど、

患者さん以外の立場の人に

ついて触れていないので、

評価は「△」だな。 

前に調べたことから他の

立場からも考えさせよう。 

③―３ 前に○○について学習したね。そのと

き喜んでいた人はどんな人だったかな？ 

②ネットワークができたこ

とで、多くの患者さんが喜

んでいるからなんだね。 
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◎ これまでの「思考・判断」から「思考・判断・表現」に、「技能・表現」から「技能」に変わったこと

で(Ｐ５～参照)、評価は、いくつかの変更が必要になります。  
 

 
 

 

○ 通知表は子どもや保護者が実際に目にするものですので、より客観的か

つ教育的な効果の高いものを作成する必要があります。また、子どもの学

力を正確に記録し、次の学年での学習指導へつなぐ上でも、指導要録への

記述は的確に、そしてできれば効率的に行いたいものです。本章では、次

の４つの項立てで、通知表や指導要録への活用の仕方について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「思考・判断・表現」の「表現」で求められているのは、単なる活動や 

作業の結果としての表現ではなく、問題解決の過程において思考したり判 

断したりした内容が表れていることがポイントです。 

◆ 思考力・判断力・表現力の指導を行うために
各能力を見取る手がかりが必要になる。

◆ 思考・判断・表現の能力を、規準に基づいて
的確に評価し、通知表や指導要録に示すことが
必要になる。

◆ 思考し、判断した内容を表現させる活動とし

て、これまで以上に言語活動を充実させる。
◆ 各教科等の特性に応じて、言語能力その

ものを高める指導が求められる。

関心・意欲・態度

思考・判断

技能・表現

知識・理解

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

評価の観点が変わった！

授業は・・・

評価は・・・

こ
れ
ま
で
は･･･

こ
れ
か
ら
は･･･

 

３ 通知表・指導要録への生かし方 

① 評定・記述に生かすための見直し 
“これまでのやり方とどこが違うの？” 

授業や学習評価の変更のポイントを確認しましょう。 

◎通知表？あゆみ？ 

福岡県内の小学校で

は、「あゆみ」と呼ばれ

ることが多いですが、

この手引では、一般的

な（文科省が一般的に

使用している）呼び方

として「通知表」を使

用します。 ① 評定・記述に生かすための見直し→“これまでのやり方とどこが違うの？” 
② 記録の仕方      →“授業に役立つ補助簿はどうすればいいの？” 
③ 集計の仕方           →“効率的な集計の仕方は？” 
④ 通知表、指導要録の評定・記述への生かし方 

→“的確な、そして効率的な方法は？” 

◎「表現」≠「表現」？ 

新 し い 観 点 で あ る

「思考・判断・表現」

の「表現」は、問題解

決の過程における思考

や判断の過程や結果が

分かる(見取ることがで

きる)「表現」です。「こ

れまで「技能・表現」

で評価していた教科内

容としての表現力は、

これまでどおり「技能」

の観点の中で評価しま

す。 

 
参照：第Ⅰ章の１ 

何が変わったの？

「新しい評価」 

（Ｐ.５～） 
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○ この章では、基本的にはこれまでの評価の方法を柱にしながら、補助簿としての「授業記録表」

や集計の仕方などに一工夫をすることで、的確かつ効率的に「思考力・判断力・表現力」を評価

していくことができる方法例を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず通知表や指導要録での変更部分を確認しましょう。 

 補助簿としての「授業
記録表」(P.66）から「集
計表」へ(P.67)、また「集
計表」から「通知表」へ
(P.68)と、効率的に評価
を行っていきます。 

 ６つの思考力の要素を
視点として「授業記録表」
に記録していくことで、
思考内容をより具体的に
総合所見欄に記述するこ
とができます。各学期で
積極的に「思考力・判断
力・表現力」の◎の内容
を記述しましょう。 

 ６つの思考力の要素を視点
とすることで、次年度以降の指
導の参考資料として、「思考
力・判断力・表現力」に関する
所見を具体的に記述できます。 

Ｂ Ｂ Ａ 

 授業の記録を基に、子
どもの「思考・判断・表
現」を指導要録の総合所
見欄に記入します。評定
Ａの内容に関して、確実
に記述しましょう。 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・ 

・・・・・・・・ 

・・・ 

第
５
学
年 

社会科の学習では、資料

から事象の共通点を見出

しそれを根拠にして原因

を推理し、自分の考えを明

らかにすることができた。 

総合所見

1学期 2学期 3学期
社会科の「命を守
る・○○町在宅医
療ネットワーク」
の学習では、資料
を活用して、多く
の人の立場から共
通点を見つけ、理
由を考えながら発
表することができ
ました。

社会科の「命を守

る・☆☆町在宅医療ネ

ットワーク」の学習で

は、資料を活用してど

の立場の人にも当て

はまる効果を見つけ、

それを基にネットワ

ークが作られた目的

を推理することがで

きました。 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・ 

・・・・・・・・ 

・・・ 



 

 

 
 
 

「６

教師が

導を具体的

編で示す

点を教師同士

言語活動
せ方など

言語活動

となります

ます。教師

様な学びの

をコーディネ

まえた上

師の多様

子どもの
ります

今後も

活用します

もが表現

で以上に

どもの思考

単元
設定することが

言語活動

す。これまで

元の中心

単元の中

さわしい

ります。

評価を行うにあたっての
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６つの思考力の要素」を評価の視点にします

が「思考力」を総体として大きくとらえていると

具体的に行えません。そのため、このガイドブック

す６つの思考力の要素について評価を行っています

教師同士が共有することが大切です。（Ｐ.８

言語活動を中心に、学習プリント、レポート
など、一工夫が必要です！

言語活動を充実させるためには、事前事後の多様

となります。授業の実際（Ｐ７１～）の中でその

教師は、子どもに、より強い学習の動機付

びの方法、目的に応じた表現活動など、主体的

をコーディネートすることが大切です。つまり、

上で、目指す思考とその表現を子どもから

多様な授業アイディアが必要なのです。（Ｐ

どもの記述と発言の内容が、中心的な
ります！

も、単元末や学期末に行うテストは、評価

します。しかし、主たる評価は授業中に言語活動

表現した言語表現について行うことになります

に「書く活動」の重要度が増します。私たちは

思考の足跡を確実に見取ることが大切です

単元の指導計画や、評価計画も、計画的
することが大切です。

言語活動を充実させるには、ある程度の活動時間

これまで以上に、単元の組み立てや内容の軽重

中心を明確にした指導の計画を立てることが

中で「思考力・判断力・表現力」の評価と

さわしい場面を厳選し、効率的な評価計画を立てることが

。（Ｐ.２１～）

うにあたっての実施上のポイントをもう一度確認しましょう

・判断力・表現力」の評価  

 

にします！

きくとらえていると、評価や指

このガイドブックでは、理論

っています。この視

８～）

レポート、交流のさ

多様な手立てが必要

でその具体を例示してい

動機付けや目的意識、多

主体的な学習の流れ

、子どもの実態を踏

どもから導き出すための教

（Ｐ.６０～）

な評価の対象とな

評価材料の一つとして

言語活動を通して子ど

うことになります。従って、今ま

たちは、その中で子

す。（Ｐ.５４～）

計画的に軽重をつけて

活動時間の確保が必要で

軽重を考慮して、単

が必要です。また、

と指導を行うのにふ

てることが大切にな

しましょう。 
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授業記録表 （ ５ ）年（ 1 ）組
（ 社会 ）科 単元名（ 命を守る 粕屋北部在宅医療 ネットワーク ）

実施日【 ９／２５（水） ５時間目】 （ 授業 ・ プリント ）

・・・・・・・・
・
・

番
号

名 前 ①比較 ②順序 ③類別 ④理由 ⑤定義 ⑥推理
評
価

児童の記述内容

１ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○
資料を基に、ネットワークの良さの
共通点を取り出し（類別）、それを基
にした理由から推理ができている。

２ □□ □□ ● ○ ○ △

３ △△ △△ ○ ○ ○ ○

４

５

 
 
 

 
 
◎ 効果的に子どもの学習状況を把握し、授業に生かすためには、学びの状況や結果を記録 

する補助簿「授業記録表」を準備することが有効です。  
 
 
 

○ ここで作成する記録表は、「思考力・判断力・表現力」を高める授業や 
単元ごとに作成し活用します。記録は、次のような手順で進めましょう！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例１では、「類別→

理由→推理」 とい

う流れで、子どもの

思考の高まりをねら

っています。 

Ⅰ 1 単位時間の授業で高めたい思考力の要素を設定します。 
  授業記録表には、1 単位時間で高めたい思考力の 6 つの要素（比

較や順序、類別など）の中から、高めたい要素を選んで、事前に全
ての児童の欄に表記（○印）しておきます。 

Ⅱ 授業後に子どもの記述から各思考の要素の高まりを判断します。 
  ノートや学習プリントの記述内容を基に判断し、その高まりの程

度を記入します（できていると判断できればそのまま＝○、できて
いないと判断すれば●に塗りつぶす等）。 

Ⅲ その時間の子どもの思考力の高まりを評価します。 
  評価は、Ⅱで記入した○・●から判断し、○・△で記入します。 
Ⅳ 子どものノートや学習プリントから記述内容を記入します。 
  特筆すべき内容や、子どもに変容が見られたものだけを記録して

おきます。 

３ 通知表・指導要録への生かし方 

② 記録の仕方 
“授業に役立つ補助簿はどうすればいいの？” 

「思考力・判断力・表現力」の高まりを記録する表を作成しましょう。 
 

Ⅳ 子どもの記述内容を

記録する。 

子どもの記述のよさをキーワード化して記入します。 

また、毎時間全員分を記録するのは難しいので、子ども１人

に対し、１単元で１つの記述は残せるようにしましょう。 

Ⅰ 授業で高める思考力

の要素を設定する。 

Ⅱ 各思考の高まりを判

断する。 

できている＝○、 

できていない＝● 

といった簡単な記

号で記入します。 

◎授業記録表の活用 

左のような、評価と

記述内容の記録は、次

時からの授業改善につ

ながります。 

例１ 

例１の授業記録表は一例です。これまでの補助簿に一工夫してもできます（例えば、本時で
高めたい要素が、「比較、理由づけ」なら“比”“理”の項目を書き込めるようにする等）。大
切なのは、事前に要素を決め、要素にそって判断し、確実に記録を残すことです。 

◎判断のための準備 

全ての児童について

設定した要素の欄に、

先に○をつけておく

と、授業のねらいが明

確になり、左のⅡで行

う記録（○・●）も、

つけやすく（●をぬる

だけ）なります。 

すべて○であれば評価

の欄に○、そうでなければ

△と判断し、記入します。 

Ⅲ その時間の評価を記

入する。 
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（ ２学期 ）集計表 （ 社会 ）科 （ ５ ）年（ １ ）組

番
号

名 前

9／12
（木）
３校時

第１単元

9／25
（水）
５校時

第１単元

10／8
（火）
２校時

第２単元

10／18
（金）
３校時

第４単元

12／3
（火）
５校時
テスト

第４単元 評
価

児童の記述内容から
比較

↓
理由

類別
↓

理由
↓

推理

類別
↓

理由
↓

順序

理由 順序

１ ○○ ○○ ○ ○ ○ △ ○

資料を基に、ネットワークの良さの共通
点を取り出し（類別）、それを基にした理
由から推理ができている。

２ □□ □□ ○ △ ○ △ △

森林資源を保護・活用していくためのアイ
デアを自治体、地域住民、林業従事者の
それぞれの考えに優先順位をつけながら
作成している。

３

４

５

・
・
・
・
・
・
・
・

 

 
 
 

 
 
◎ 通知表や指導要録に生かしていけるよう、補助簿「授業記録表」に記録した内容を効率的

に集計していきます。 
 
 
 
○ ここで作成する集計表は、「思考力・判断力・表現力」に関する評価と 

記述内容のみです。集計は、次のような手順で進めましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
上記の様式（例１・例２）は、下のように集計、転記していきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時、校時、単元、

要素等を記録でき

る表にします。 

 

子どもの伸びや

課題が見える具体

的な姿で書きます。 

子どもの「思考力」に関する評価が確認しやすい表を作成しましょう 
 

Ⅰ 授業を行った日時等を記録した表を作成します。 

Ⅱ 各授業での評価を記入します。 

Ⅲ 授業記録表に記入している子どもの記述内容を１つだけ記入します。 

  子どもの記述内容から、特筆すべき内容や変容が見られる内容を 

１つだけ選び、記入しておきます。 

３ 通知表・指導要録への生かし方 

③ 集計の仕方 
“効率的な集計の仕方は？” 

Ⅰ 授業記録表を基に、

集計表を作成する。 

Ⅱ 授業ごとの評価を

記入します。 

Ⅲ 子どもの記述内容を

記入します。 

通知表・指導要録への記入を意

識し、子どもの記述はできるだけ

簡潔にまとめて記入しましょう。 

◎集計表の活用 

集計表からは、子

どもの思考力に関

する傾向がわかり、

授業改善に生かせ

ます！ 

「授業記録表」と「集計表」の様式は、当センターHP からダウンロードできます。 

どうぞ、ご活用ください。 

授業記録表 （ ５ ）年（ 1 ）組
（ 社会 ）科 単元名（ 命を守る 粕屋北部在宅医療 ネットワーク ）

実施日【１０／２５（月） ５時間目】 （ 授業 ・ プリント ）

・
・・
・
・・
・
・・
・

番
号

名 前 ①比較 ②順序 ③類別 ④理由 ⑤定義 ⑥推理
評
価

児童の記述内容

１ ○○ ○○ ◎ ◎ ◎ Ａ
資料を基に、ネットワークの良さの
共通点を取り出し（類別）、それを基
にした推理の理由が書かれている。

２ □□ □□ ● ◎ ◎ Ｂ
資料を基にしておらず、情意的・徳
目的な理由のみで原医師の行為の
理由を推察しようとしている。

３ △△ △△ ○ ○ ○

４

５

授業記録表 （ ５ ）年（ 1 ）組
（ 社会 ）科 単元名（ 命を守る 粕屋北部在宅医療 ネットワーク ）

実施日【１０／２５（月） ５時間目】 （ 授業 ・ プリント ）

・
・・
・
・・
・
・・
・

番
号

名 前 ①比較 ②順序 ③類別 ④理由 ⑤定義 ⑥推理
評
価

児童の記述内容

１ ○○ ○○ ◎ ◎ ◎ Ａ
資料を基に、ネットワークの良さの
共通点を取り出し（類別）、それを基
にした推理の理由が書かれている。

２ □□ □□ ● ◎ ◎ Ｂ
資料を基にしておらず、情意的・徳
目的な理由のみで原医師の行為の
理由を推察しようとしている。

３ △△ △△ ○ ○ ○

４

５

授業記録表 （ ５ ）年（ 1 ）組
（ 社会 ）科 単元名（ 命を守る 粕屋北部在宅医療 ネットワーク ）

実施日【１０／２５（月） ５時間目】 （ 授業 ・ プリント ）

・
・・
・
・・
・
・・
・

番
号

名 前 ①比較 ②順序 ③類別 ④理由 ⑤定義 ⑥推理
評
価

児童の記述内容

１ ○○ ○○ ◎ ◎ ◎ Ａ
資料を基に、ネットワークの良さの
共通点を取り出し（類別）、それを基
にした推理の理由が書かれている。

２ □□ □□ ● ◎ ◎ Ｂ
資料を基にしておらず、情意的・徳
目的な理由のみで原医師の行為の
理由を推察しようとしている。

３ △△ △△ ○ ○ ○

４

５

授業記録表 （ ５ ）年（ 1 ）組
（ 社会 ）科 単元名（ 命を守る 粕屋北部在宅医療 ネットワーク ）

実施日【 ９／２５（水） ５時間目】 （ 授業 ・ プリント ）

・・・
・・・・・
・・

番
号

名 前 ①比較 ②順序 ③類別 ④理由 ⑤定義 ⑥推理
評
価

児童の記述内容

１ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○
資料を基に、ネットワークの良さの共
通点を取り出し（類別）、それを基にし
た理由から推理が書かれている。

２ □□ □□ ● ○ ○ △

３ △△ △△ ○ ○ ○ ○

４

５

◎通知表・指導要録

への活用 

この集計表に記

録した内容は、通知

表や指導要録に生

かしていきます。通

知表の評定への活

用の仕方は、次ペー

ジをご覧ください。 

② 

③ 

（ ２学期 ）集計表 （ 社会 ）科 （ ５ ）年（ １ ）組

番
号

名 前

9／12
（木）
３校時

第１単元

9／25
（水）
５校時

第１単元

10／8
（火）
２校時

第２単元

10／18
（金）
３校時

第４単元

12／3
（火）
５校時
テスト

第４単元 評
価

児童の記述内容から
比較

↓
理由

類別
↓

理由
↓

推理

類別
↓

理由
↓

順序

理由 順序

１ ○○ ○○ ○ ○ ○ △ ○

資料を基に、ネットワークの良さの共通
点を取り出し（類別）、それを基にした理
由から推理ができている。

２ □□ □□ ○ △ ○ △ △

森林資源を保護・活用していくためのアイ
デアを自治体、地域住民、林業従事者の
それぞれの考えに優先順位をつけながら
作成している。

３

４

５

・
・
・・
・・
・・

③

①’ 

②’ 

① 

例２ 



 

 

 
 
 

 

 

◎ 通知表、指導要録の評定や

観的なものにすることができます

ことができます。 

 
 
 

○ 通知表の評定は、集計表に記載

より、一人一人の子どもの思考力

なく総合的に評価することができます

基準にしたがって行えば、評定

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２学期 ）集計表 （ 社会

・
・
・・
・・
・・
・

番
号

名 前

９／１2
（木）
３校時

第１単元

９／25
（水）
５校時

第１単元

1０／
（火）
２校時

第２単元

比較
↓

理由

類別
↓

理由
↓

推理

類別
↓

理由
↓

順序

１ ○○ ○○ ○ ○ ○

２ □□ □□ ○ △ ○

３

３ 通知表・指導要録への生かし方

④ 通知表、指導要録

通知表の評定は、授業ごとの

学期集計表の○の割合から評定

例〉にしたがった場合は、１番

定Ａ(◎)、２番の子どもは５割未満

この方法により、授業での

の評価（通知表の評定）という

率的に評価することができます

の評定をリンクさせることができる

Ⅱ どうすればできるの－「思考力・
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や所見欄の記述は、授業での評価と記録を生

なものにすることができます。さらに、評定の基準を決めておくことにより

記載した授業の評価を基にして行うことに

思考力を、学習した全ての単元から偏ること

することができます。また、あらかじめ決めておいた

評定の際に迷うことなく、円滑にすすめるこ

社会 ）科 （ ５ ）年（ １ ）組
０／8
（火）
２校時

第２単元

1０／18
（金）
３校時

第４単元

12／3
（火）
５校時
テスト

第４単元 評
価

児童の記述内容から
類別

↓
理由

↓
順序

理由 順序

○ △ ○ Ａ
資料を基に、ネットワークの良さの共
通点を取り出し（類別）、それを基にし
た理由から推理ができている。

○ △ △ Ｃ

森林資源を保護・活用するためのアイ
デアを、自治体、地域住民、林業従事
者のそれぞれの考えに優先順位を付
けながら作成している。

・指導要録への生かし方 

指導要録の評定・記述への
“的確な、そして効率的

ごとの評価の割合から導き出しましょう

評定を導き出します。右の〈基準の

番の子どもは○が７割以上なので評

割未満なので評定Ｃ(△)となります。 

での評価→単元ごとの評価→学期ごと

という流れで児童の思考力の変容を効

することができます。つまり、授業の評価と通知表

をリンクさせることができるのです。 

・判断力・表現力」の評価  

生かせば、的確かつ客

めておくことにより効率化を図る

への生かし方 
効率的な方法は？” 

しましょう。 

◎評定の基準を作りま

しょう。 

 

授業ごとの評価であ

る○と△の割合で評定

を導き出すことができ

るように、児童の実態

や学校の目標を考慮し

て各学校で評定の基準

を決めましょう。 

 

〈基準の例〉 

学期中の全ての評価

において 

 

○が７割以上 

→評定 A(◎) 

○が５割以上７割未満

→評定 B(○) 

○が５割未満 

→評定 C(△) 
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 ○ 通知表の総合所見欄は、子どもの学習や生活、行動の様子など、学校 

生活全体の中で特筆すべきことを記述しますが、「思考力・判断力・表現 

力」の状況も、記述内容の観点として意識することが大切です。 

○ 集計表の記述欄を参考にして、それぞれの子どもの「思考の良さ」を

通知表の所見欄に積極的に記述しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２学期 ）集計表 （ 社会 ）科 （ ５ ）年（ １ ）組

・
・
・・
・
・
・・
・

番
号

名 前

９／１2
（木）
３校時

第１単元

９／25
（水）
５校時

第１単元

1０／8
（火）
２校時

第２単元

1０／18
（金）
３校時

第４単元

12／3
（火）
５校時
テスト

第４単元 評
価

児童の記述内容から
比較

↓
理由

類別
↓

理由
↓

推理

類別
↓

理由
↓

順序

理由 順序

１ ○○ ○○ ○ ○ ○ △ ○ Ａ
資料を基に、ネットワークの良さの共
通点を取り出し（類別）、それを基にし
た理由から推理ができている。

２ □□ □□ ○ △ ○ △ △ Ｃ

森林資源を保護・活用するためのアイ
デアを、自治体、地域住民、林業従事
者のそれぞれの考えに優先順位を付
けながら作成している。

３

通知表の所見欄では、子どもの優れた点を具体的に記述します。 

◎それぞれの子どもの優

れた点を明確に 

 

それぞれの子どもの優

れた点を６つの思考力の

要素をキーワードとして

記述することで、子ども

が目指す思考の発達段階

に到達していることを、

教師が確認できます。 

次学期の指導につなげ

るためにも、６つの思考

力の要素を意識した記述

を心がけましょう。 

 

【思考力の 6 つの要素】 

 比較・順序・類別・ 

理由づけ・定義づけ・ 

推理 

 

総合所見

1学期 2学期 3学期
社会科の「命を守
る・○○町在宅医
療ネットワーク」
の学習では、資料
を活用して、多く
の人の立場から共
通点を見つけ、理
由を考えながら発
表することができ
ました。

社会科の「命を守る・

☆☆町在宅医療ネッ

トワーク」の学習で

は、資料を活用してど

の立場の人にも当て

はまる効果を見つけ、

それを基にネットワ

ークが作られた目的

を推理することがで

きました。 

○○さんは、第１単元の

学習で、資料から分かるこ

とを類別して理由を考え、

自分なりの推理をノートに

書くことができていまし

た。この学習で「目指す思

考」ができていましたね。 

授業の記録に「思考力の要素」を

キーワードとして使用することで、

思考の過程そのものを的確に評価

し、記述することができます。 

子どもの思考の良さを評価する

とは、「思考の結果」だけでなく、

「思考の過程」も見取るということ

を、再確認しましょう。 

１番の子どもは、この日の授業で「類別→理由づけ→推理」の思考

ができています。この「思考の良さ」を評価し、総合所見の記述にも

生かしていきます。その際、６つの「思考力の要素」をキーワードと

して使うと、より客観的で明確な評価としての記述ができます。 

総合所見

1学期 2学期
社会科の「命を守
る・○○町在宅医
療ネットワーク」
の学習では、資料
を活用して、多く
の人の立場から共
通点を見つけ、理
由を考えながら発
表することができ
ました。

社会科の「命を守

る・☆☆町在宅医療

ネットワーク」の学

習では、ネットワー

クが作られた目的

についてよく考え、

自分の意見をまと

めることができま

した。 

△△さんは自分の

意見をノートに書く

ことができてたな。 

通知表に良さを書く

とすれば･･･、一生懸

命に考えていたこと

かな･･･。 

「思考力の要素」をキーワードとして使って記述すると・・・ 

「思考力の要素」を使って記述しないと・・・ 

参照：第Ⅰ章の２ 

「思考力・判断力・表

現力とは」（Ｐ.８） 

抽象的で、何を評価

しているかの具体

が見えません。 
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○ 指導要録の評定には、通知表の「思考・判断・表現」に係る観点の各

学期の評定から平均値を算出して記入すると効率的です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 思考力等に関して伸びが著しい子どもについては、「総合所見及び指導 

上参考となる諸事項」に集計表の記述内容を基に記述します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導要録の評定は、各学期の評定の平均値を活用すると効率的です。 

◎評定の平均値って？ 

 

各学期の評定を◎→

3 点、○→2 点、△→1

点とし、全学期の平均

値を算出します。（小数

点以下は四捨五入） 

 

・平均が 2.４～3 

→評定 A 

・平均が １.７～2.３ 

→評定 B 

・平均が １～１.６ 

→評定 C 

 

このように、数値化

して指導要録の評定を

導き出すことにより、

教師の主観や印象では

なく、授業の記録に基

づいた、的確な評定を

記入することができま

す。 

（ ２学期 ）集計表 （ 社会 ）科 （ ５ ）年（ １ ）組

・
・
・
・
・
・
・
・
・

番
号

名 前

９／１2
（木）
３校時

第１単元

９／25
（水）
５校時

第１単元

1０／8
（火）
２校時

第２単元

1０／18
（金）
３校時

第４単元

12／3
（火）
５校時
テスト

第４単元 評
価

児童の記述内容から
比較

↓
理由

類別
↓

理由
↓

推理

類別
↓

理由
↓

順序

理由 順序

１ ○○ ○○ ○ ○ ○ △ ○ Ａ
資料を基に、ネットワークの良さの共
通点を取り出し（類別）、それを基にし
た理由から推理ができている。

２ □□ □□ ○ △ ○ △ △ Ｃ

森林資源を保護・活用するためのアイ
デアを、自治体、地域住民、林業従事
者のそれぞれの考えに優先順位を付
けながら作成している。

３
集計表の記述部分から・・・ 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・ 

・・・・・・・・ 

・・・ 

第
５
学
年 

社会科の学習では、資料

から事象の共通点を見出

しそれを根拠にして原因

を推理し、自分の考えを明

らかにすることができた。 
指導要録の総合所見欄へ・・・ 

◎ 

Ｂ Ｂ Ａ 

指導要録の評定へ・・・ 

通知表の評定から・・・ 

◎ 

◎通知表と指導要録の

観点について 

 

指導要録の記入を的

確かつ効率的に行うた

めに、各学校で作成す

る通知表の評価の観点

を、あらかじめ指導要

録の観点と合致させて

おく必要があります。 

参照：第Ⅱ章の３ 

通知表、指導要録への

生かし方「①評定・記

述に生かすための見

直し」（Ｐ.６３） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

価

研究協力者

しています

 

１

    

 

２

 

３

 

４

第

第Ⅰ章・第

価と授業づくりにかかわる

研究協力者に

しています。

第Ⅲ章で紹介

 

１ 国語科 

    事例① 

 

２ 社会科 

事例② 

 

３ 算数科 

事例③ 

  

 

４ 理  科 

事例④ 

第Ⅲ章  

第Ⅱ章で述べた

づくりにかかわる

に実施していただいた

。 

紹介する教科

  

 「理由づけ

「平和のとりでを

 

 「推理」を

「命を守る

 

 「比較」を

  「かけ算の

 

 「推理」を

「体のつくりとはた

  授業

べた、「思考力

づくりにかかわる基本的

していただいた、

教科や単元は、

づけ」を促す

のとりでを築

を促す第５

る 粕屋北部在宅医療

を促す第３

算の筆算の仕方

を促す第６

のつくりとはた
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授業づくりと

 

思考力・判断力

基本的な考え方と

していただいた、授業と評価

は、次のようになっています

す第６学年国語科実践

築く」 

５学年社会科実践

粕屋北部在宅医療

３学年算数科

仕方を考えよう」

６学年理科実践

のつくりとはたらき」 

づくりと評価

判断力・表現力」

と方法をふまえ

評価の実践例を

のようになっています

学年国語科実践 

学年社会科実践 

粕屋北部在宅医療ネットワーク

学年算数科実践 

えよう」（１けたをかけるかけ

学年理科実践 

Ⅲ 授業づくりと評価の実際

評価の実際

」の評

ふまえて

を紹介

のようになっています。 

 

ネットワーク」 

けたをかけるかけ算

授業づくりと評価の実際

実際 

算の筆算） 

授業づくりと評価の実際授業づくりと評価の実際 
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この単元の目標は、読み手に結論を納得させるために、筆者がどのような述べ

方の工夫をしているのかを読み取り、その工夫を生かして自分の意見文を書くこ

とです。ここでは、単に文章の長さや、具体例の数の多さ、表記の正誤などの形

式面ではなく、原爆ドームの保存・保護を求める人がどのような気持ちで、どの

ような具体的行動を行い、そしてどのように広がっていったのか（順序→理由づ

け）などの内容面に着目できるようにする必要があります。 

事例① 「理由づけ」を促す第６学年国語科実践 

「平和のとりでを築く」 

単元の目標 

◎ 教材文の結論と結論を支える事実をつかみ、述べ方の工夫をとらえ、 

述べ方を工夫した筆者の意図を見出すことができる。（思考・判断・表現） 

◎ 教材文の述べ方の工夫が、結論を納得させるためにどのくらい効果  

があるのかを判断することができる。（思考・判断・表現） 

比較・理由づけを

促す手立て 
教材文と、結論は同じであるが述べ方が異なっている比較資料を提示し、

２つの違いに着目させながら、教材文の述べ方の工夫とその効果について

話し合わせる。 

１ 単 元 名 筆者の述べ方の工夫を生かして自分の意見を伝えよう 

       （教材文：「平和のとりでを築く」大牟田 稔／光村図書） 

２ 単元の概略 
   主な学習活動・内容 教師の手立て 評価規準（○） 
１ 単元のゴールの活動を話し合
い、読みの課題をつくる。 

 
 
 
 
 
２ 教材文「平和のとりでを築く」
を序論、本論、結論に分け、結論
の内容を読み取る。 

３ 結論を支える事実を取り出し、
文章全体の大まかな構成をつか
む。 

４ 教材文の述べ方の工夫をとら
え、述べ方を工夫した筆者の意図
を見出す。 

 
６ 教材文の述べ方の工夫が、読み
手を結論に納得させるためにどの
くらい効果があるのかを判断す
る。【本時】 

７ 述べ方の工夫の効果を判断しな
がら適切な内容と構成で自らの意
見文を書く。 

８ 書いた意見文を発信し、単元の
まとめをする 

◇教材文の述べ方の工夫が効果的に生かされる
意見文の題材を設定する。 

 
 
 
 
 
◇要旨をとらえることができるように、結論に
含まれる特徴的な表現(平和のとりで・世界の
遺産など）の意味を考えさせる。 

◇結論を支える事実を取り出すことができるよ
うに、結論と本論の内容を関係づけながら読
ませる。 

◇原爆ドームの保存・保護を求める人の広がり
が分かるように述べ方を工夫した筆者の意図
を見出すことができるように、事実のちがい
に着目させる。 

◇教材文の述べ方の工夫の効果を判断すること
ができるように、教材文と異なる述べ方をし
た比較資料と教材文を読み比べさせる。 

 
◇読み手が結論に納得できる意見文を書くこと
ができるように、意見文の内容と構成を図に
表し、評価し合う場を設ける。 

◇今後も述べ方の工夫に着目して読むことが 
できるように、関連図書を紹介する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【順序→理由づけの効果】 
 
 
 
 
 
 

 

【ゴールの活動】 みんなに大切にしてもらいたい‘人・もの・こと’について、意見文を
書いて発信しよう。 
【読みの課題】 筆者は読み手を結論に納得させるために、どのような述べ方の工夫
をしているのだろうか。筆者の述べ方の工夫を読み取り、自分の意見文に生かそう。 

※  ここでは「思考・判断・表現」の観点からの目標だけを載せています。 

○教材文の述べ方の工
夫をとらえ、述べ方を工
夫した筆者の意図を見
出すことができたか。 
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本時の目標 

めざす子どもの
発言・記述 

主な手立て 

評価の方法 

本時では、教材文と結論は同じであるが異なる述べ方をした比較資料を
提示し、２つのちがいに着目させながら述べ方の工夫の効果を話し合わせ
ることを通して、教材文の述べ方の工夫の効果について自分の考えを明確
に説明できる子どもをめざします。 

資料のように「世界」に関する事実を２つ並べると、原爆ドームの保存・保護
を世界の人々が求めていることが強調される。しかし、教科書のように、原爆の
被害にあって亡くなった一少女、生き残った市民の議論の事実を述べた方が、広
島から世界へと異なる立場の人々が一緒に平和を願って原爆ドームを保存・保護
してきたことがよく分かるので、結論により納得できる。だから、教科書の「順
序」の述べ方の工夫の方が結論を納得させる効果が高いと思う。 

教材文の「保存反対の人々と一少女」と比較資料の「世界の人々」の立場の違
いを考えさせることにより、教材文の述べ方には人数の広がりを感じさせるだけ
ではなく、異なる立場の人々の思いが結論に向かって収束していくように見える
効果があることに気づかせます。（順序、理由づけの効果） 

教材文と比較資料のちがいを根拠に挙げながら、教材文の「順序」の述べ
方の工夫の効果について自分の考えをノートに書かせます。（記述の分析） 

本時の展開 
主な学習活動 教師の手立て 評価規準（○）基準（☆） 

１ 教科書の文章と比較資料を比べて

読み、本時のめあてをつかむ。 
(1) 広島から世界へと事実を２つ並べ

た筆者の意図をふり返る。 
(2) 比較資料（教師が作成した文章）

を読み、教科書の述べ方との違いを

とらえ、本時のめあてをつかむ。 
  
 
 
２ 教科書の文章の述べ方の工夫の効

果について自分の考えをつくる。 
(1)どちらの述べ方の工夫に納得できる

か立場を決め、その根拠をノートに

書く。 
(2) ペアで考えを交流する。 
 
３ ２つの文章のよさを比べながら、

どちらの述べ方の工夫が結論の納得

に効果的かを話し合う。 
(1) 考えを出し合い整理する。 
(2) 出された考えについて質問や反論

を述べ合う。 
 
４ 話し合ったことをもとに、教材文

の述べ方の工夫の効果について自分

の考えをまとめる。 
(1) 考えをノートに書き、交流する。 

◇広島から世界へと原爆ドームを認める

人の広がりが分かるように述べ方を工

夫していたことをふり返らせる。 
◇世界の人々が原爆ドームを認めている

事実を並べた比較資料を提示し、教材

文の述べ方の効果に疑問をもたせる。 
 
 
 
 
◇自分の考えの根拠を書きやすくするた

めに、２つの文章それぞれに筆者が述

べ方を工夫した意図に着目させる。 
◇話し合いで自分の考えが相手に伝わる

ように、交流後に考えを付加・修正さ

せる。 
 
◇教材文の述べ方の工夫の効果に迫るこ

とができるように、「保存反対の人々と

一少女」と「世界の人々」の立場の違

いを考えさせる発問をする。 
 
 
 
◇再度、どちらの述べ方の工夫に納得で

きるか立場を決め、話し合いで明らか

になった自分の考えをまとめさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆教科書の「順序」の述べ

方の工夫の方が効果があ

ると思う。その理由は、教

科書は、原爆ドームの価値

を認めた人数の多さだけ

ではなく、生存した人や亡

くなった人など様々な立場

の人に広がっていった様

子があるので、結論がより

納得できる。 

 教科書の文章と先生の文章は、どちらの述べ方の工夫が結論の納得に効

果があるのかについて考えよう。 

○教材文の述べ方の工

夫の効果について自分

の考えを明確に説明す

ることができた。 
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本時でめざす子どもの姿を実現するための工夫と実際 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 教材文と異なる述べ方をした文章（比較資料）を提示し、構成の効果に課題を焦点化する。 

 

① 筆者とは別の述べ方をしているが、教材文と結論は同 

じで、論理的であり納得できる比較資料を提示します。 

② そして、２つの述べ方の特徴を図で整理します。 

教科書の文章と先生の文章は、どちらの述べ方の工夫が、より効果があるか。 

２つの文章はどちらも、読み手に結論を納得させるために、述べ方

を工夫をしていますね。どちらの述べ方の工夫が、より結論に納得で

きると思いますか？ 

２ どちらの述べ方の工夫が、結論を納得させる効果があるか、自分の考えをつくる。 

 
① 教材文と比較資料において、筆者が述べ方を工夫した意図に納得でき

るかどうかを考えさせます。 

② 自分の考えをつくった後、ペアで考えを交流する場を設定し、次の話

し合いに向けて自分の考えを付加・修正させます。 

 

手立て 

手立て 

上：教師が作った
比較資料 

左：２つの文章を 
比較した板書 

教科書の文章と先生の文章を比べると…、教科書の文章は、広

島から世界へと事実を構成している。先生の文章は、広島のこと

を述べずに世界のことを２つ並べて事実を構成している。どちら

の述べ方がより結論に納得できるのかな･･･。 

左：自分の考え（理由）を述べているノートの記述 
右：２つの文章についての考えを比較し（青い付箋）、その理由を書いているシート。 

教科書の述べ方の工夫の方が○○だから、先生の文章よりも結

論を納得させることができるんじゃないかな。 

【既習の方略を

基にして、前時と

本時の学習問題

の比較を促す学

習環境】 

◇前時までに学

習した、文章全体

の内容と構成、述

べ方の工夫とそ

の意図などを整

理した図を掲示

することがポイ

ントです。 

【自分の考えを

つくる際のポイ

ント】 

◇教材文と比較

資料において、筆

者が述べ方を工

夫した意図をふ

り返らせ、その意

図が反映されて

いるかどうかを

考えさせます。 
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「通知表」等への記述に活かす場合は 

 「通知表」等に文章で書く場合には例えば次のような記述になるでしょう。 

 ◆国語科「○○」の学習では、教材文を正確に読み、その述べ方の工夫について様々な視点から考え、表

現することができました。 

３ どちらの述べ方の工夫が、結論を納得させる効果があるかについて話し合う。 

 

① ２つの文章の相違点に着目させ、教材文で述べられており、比較資料

では述べられていない「広島」の事実を構成する是非を議論させます。 

② 教材文で述べられている「保存反対の人々と一少女」と比較資料で代

わりに述べられている「世界の人々」の立場の違いに気づかせる発問を

行い、述べ方の工夫の効果に迫らせます。 

手立て 

■この実践のよさ■ 

本実践では、以下のような手立てを行いました。①他の条件（結論）が同じで、考えさせたい部分（述

べ方の工夫の効果）だけ異なった資料を提示する。②既習の教材文における「読みの方略」を想起させ、

その文章における効果と比較させる。③順序→理由づけの思考を視覚化できるように、板書、シートを思

考の要素に合わせる、など。特に②③などの具体的な手立ては、本実践だけでなく、これから学習におい

ても児童自身が「学び方」として身につけるという意味で、非常に価値があります。 

本時終了時の子どものノート例と評価（○概ね満足 △努力を要する） 

 

僕は、教科書の述べ方の工夫の方が効

果があると思う。その理由は、先生の文

章は教科書の文章と比べて、原爆ドーム

を認めている人の立場に広がりがない。

教科書は、原爆ドームの価値を認めた人

数の多さだけでなく、生存した人や亡く

なった人など様々な立場の人に広がって

いった様子があるので、結論がより納得

できる。 

教科書の方が効果的である理由を、「順
序の述べ方の効果」の点から述べていま
す。ここでは、「広島から世界へと広がる
順序」という論理キーワードを用いてお
り、その具体を述べています。 

評価○ 

評価△ 

４ 話し合いを通して明らかになった考えをまとめる。 

教科書のように述べた方がよい理由は、先生のようにいきなり
世界のことを述べると広島や日本は何もしていないように感じさ
せてしまう。でも、教科書のように段々増えるように述べると･･･ 

「保存反対の人々や一少女」と「世界の人々」のちがいは何？ 

（教材文の）一少女は原爆の被害を受け、惨状を見ている。（比較
資料の）世界の人々は実際に体験していない。だから、平和を訴え
るという強い気持ちを示す効果は、一少女の方が強いと思う。 

【主眼に向かう

話し合いにする

ための方途】 

◇主眼を達成し

た子どもの発言

や記述を明らか

にし、その発言を

引き出すための

手立てや発問を

準備します。 

◇考えをつくる

際に机間指導を

しながら個々の

考えを把握し、話

し合いの流れを

組み立て、意図的

指名を行えるよ

うにします。 

◇意見のつなぎ

方の例（付加・反

論・分類・質問な

ど）を教室内に掲

示し、全ての学習

活動において指

導するようにし

ます。 

◇評価は、一単位

時間レベルであ

れば、○、△の２

段階が望ましい。

「△」の児童に対

して、授業中や次

時に対する手立

てを行います。 

わたしは、教科書の述べ方の工夫の方

が効果があると思う。その理由は、 

例①：教科書の方が、原爆ドームを保存

したいという人々の強い思いが伝わるか

らです。 

例②：先生の文章と比べて、より多くの

人が保存を望んでいるということが書か

れているからです。 

①は、個人の主観（感想）しか述べら
れていません。②は、人の数のみで判断
しており、述べ方の効果（順序や広がり）
について書かれていません。 

評価△ 
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この単元の目標は、「在宅医療ネットワーク」の持つ意味についての理解にあります

（内容４－イ）。この意味を理解させるためには、このネットワークに関わる複数の立

場の方にとっての意味を共通点として取り出すことで、ネットワークをつくった人の意

図を推察し、それを観点にしながら追究していくことです。そのように考えると、以下

のような手立ての必要性が見えてきます。 

事例② 「推理」を促す第５学年社会科実践 

「命を守る 粕屋北部在宅医療ネットワーク」 

単元の目標 

◎ 在宅で医療を受けたい患者さんの願いを実現するにはどうしたらいいか、

なぜ多くの医師がこのネットワークに参加しているのかという問題意識か

ら、粕屋北部在宅医療ネットワークの仕組みや進める人々の思いや願いを考

えると共に、その根拠を分かりやすく発表することができる。(思考・判断・

表現) 

推理を促す 

手立て 

推理を支える事実を資料として示すこと。つまり、在宅医療に従事する

他の立場の方にとってのよさ等から共通点を取り出すことができる資料を

配付し（類別）、それを根拠にしながら（理由づけ）、原医師の行為を推

理させること。 

 
１ 小単元名   命を守る 粕屋北部在宅医療ネットワーク 
２ 小単元の概略 
   主な学習活動・内容 教師の手立て 評価規準（○） 
 
１ 高齢社会の状況や在宅医療の 

現状を知り、患者さんの願いから
学習問題１をつかむ。 

○いち早く医師の治療を受けた 
いという患者さんの願いと、医師 
不足という現状からズレ。 

 
 
 
 
２ 見通しをもとに、原先生が進 

めた粕屋北部在宅医療ネットワー
クの仕組みを調べ、話し合う。 

(1) 在宅医療でのかかりつけ医同
士の助け合いや情報の交流やネ
ットワークの登録者数の関係を読
み取る。 

(2) 新宮町と古賀市のほとんどの 
かかりつけ医がネットワークに登 
録していることから学習問題２に
ついて話し合う。 

 
 
 
 
３ 学習問題２について追究し、 

 在宅医療ネットワークに登録して 
いる医師の願いについて話し合
う。 

 
◇在宅医療を受けたい人の願いと、医師不
足という現状から問題意識を起こさせた
後、粕屋北部在宅医療ネットワークがあ
ることを知らせ、このズレをどう解決し
ているのか、予想させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
◇患者さんにかかわる人達も、情報を共有・交

換しあうことで、安心して医療や介護が行え
るようになったことをつかませる。 

◇かかりつけ医の一日の勤務の様子からその
多忙さをつかんだ後、新宮町と古賀市のほ
とんどのかかりつけ医が在宅医療ネットワ
ークに参加していることのズレから学習問
題２を設定する。  

 
 
 
 
◇安心して治療ができることが患者さ んの

ためにもなる、という医師の願いについてと
らえさせるために原医師のインタビューＶＴ
Ｒを視聴させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【類別→理由づけ→推理】 

 

 

 

 

 

 

 

【類別→理由づけ→判断】 

 

 

 

学習問題 １  患者さんの願いを実現するために、粕屋北部在宅医療ネットワー

クでは、どのようにしてサービスを行っているのだろうか。 

学習問題 ２ 新宮町と古賀市のかかりつけ医のほとんどの人が、なぜ、このネッ

トワークに登録しているのだろうか。 

○ネットワークをつくる
理由を在宅医療に従事
する様々な立場の人に
とってのよさの共通点か
ら考えることができた
か。 

※  ここでは「思考・判断・表現」の観点からの目標だけを載せています。 
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本時の目標 

めざす子どもの

発言・記述 

主な手立て 

評価の方法 

在宅医療ネットワークは、患者、医師、介護士、救急隊員等、それぞ
れにもたらされる効果があり、その仕組みにこめられている原医師の願
いを考えることができる。（思考・判断・表現） 

 
原先生がつくったネットワークのよさには、患者さんも、かかりつけ医も、

救急病院も介護をする人にもよいことがあった、と書いてあった。もしかす

ると、原先生は、患者さんのためだけではなく、患者さんにかかわるみんな

がつながりあうことが患者さんの命を守ることにつながると考えているの

ではないだろうか。 

ネットワークができてよかったことについて様々な立場からそのよさが

分かる資料から共通点を取り出させた後（類別）、原医師が在宅医療ネット

ワークをつくった理由について話し合い活動を位置付ける（理由付け、推理） 

 
  資料の読み取りを基にした話合い活動を踏まえ、新学習問題２に対する自

分の考えをノートに書かせる（記述の分析） 

 

本時の展開 
   主な学習活動・内容 教師の手立て 評価規準（○）基準（☆） 
１ 前時までの学習を想起し、本時の

めあてをつかむ。 

 

 

2 原先生が在宅医療をしている理由

を出し合い、調べたことを比べ合う。 

(1) 考えと根拠を出し合う 

 

 
 
(2) 子どもの問題意識を整理し、新た

な学習問題をつかむ。 

 

 

 

 

 

(3) 資料の提示を行い、大事な内容を

取り出し、考えをつくる。 

３ 本時の学習を深め合い、次時の学

習をつかむ。 

(1) このネットワークをつくった原医師

の考えを出し合う。 

(2) 患者さんが増えるのに、なぜネット

ワークをつくったのか、友達の意見を

参考にノートにまとめる。 

◇ 模造紙にまとめている前時までの学

習の足跡を基に学習の想起を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
  
◇ ネットワークができる前後の原医師

が書いた医療情報を比べ、ネットワー

クを作れば当然、関わる患者が増える

のに、多忙な原医師がなぜ、ネットワ

ークをつくったのか問題意識を引き出

す。 
 
 
◇ 教師作成の資料から、よかったこと

が患者さんだけでないことに着目さ

せ、考えをつくらせる 
 

◇ 机間巡視は、他の関係者のことから考

えをつくっている児童を見出す意図で

行い、指名計画に生かす。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆たぶん、原先生は、患

者さんのためだけではな

く、患者さんにかかわる

みんながつながりあうこ

とが命を守ることにつな

がると考えているのでは

ないだろうか。 

 

原先生は、なぜそこまでして在宅医療をしているのか、資料で調べよう 

【患者さんのため】 

・原先生は患者さんの笑顔を見たいから 
【ベットを増やせないため】 

・入院させることができない患者さんがいるから 

新たな学習問題 ２  原先生は、なぜ、そこまでして、在宅医療ネットワークをつくったのだろうか。 

 

○ネットワークをつくる

理由を在宅医療に従事

する様々な立場の人に

とってのよさの共通点か

ら考えることができた。 
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本時でめざす子どもの姿を実現するための工夫と実際 

 
 
 
 
 
【事実を基にした推 

理を成り立たせる 

学習環境】 

◇既習内容を掲示し 

ておくことが事実に 

基づいた推理を促す 

ために大活躍します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【言語化を促すゆさ 

ぶり発問】 

「つくったらもっと 

大変になるんじゃな 

いかな？」とゆさぶ 

ることで、子ども達 

は行為の理由を言語 

化しようとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 課題に対する予想を出し合い、分類する。 

(1)  課題に対する予想を出し合う。 

(2)  予想を「患者さんのため」「ベットを増やせないため」という観点から分類する。 

 
前時までにつくっている子どもの考えを座席表に記入しておき、指名計画を

基に、予想を出し合わせること 

原先生はなぜ、そこまでして在宅医療をしているのか。 

  

原先生は、患者さんのことを思

っているからそうしていると思

います。原先生の一週間の様子

の資料から、夜電話がかかって

も患者さんのところに行ってい

るからです。 

ベット数を増やすと赤字なる

ことを習いましたよね。だから

入院しなくていいように、一生

懸命在宅治療をしていると思

います。 

２ 問題意識を整理し学習課題をつかむ。 

(1)  ネットワークができたことで更に多忙になることが想定されているにも関わらず、ネットワーク 

づくりを推進している原医師の行為について話し合う。 

 
① 「原医師の多忙さ」と「更に多忙になることが予想されるネットワーク

作りを推進している原医師」の行為のズレを取り出す。 
② ズレが鮮明になるように、教師が「つくったらもっと大変になるんじゃ

ない？」とゆさぶる。 

手立て 

手立て 

T ネットワークをつくって、在宅医療の人数が増えたら、原先生、どうなるかな？ 

C きつい。疲れる。 

C それでも、命を救いたいと思っているからやっていると思う。 

T つくったら、もっと原先生、大変になるんじゃないかな？ 

C 原先生もきついけど、患者さんの方がもっときついっていうことを原先生は知っ

ているんじゃないかな。 

C きついとは思うけど、一人でも多くの患者さんの命を助けたいと思っていると思

う。 
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「通知表」等への記述に活かす場合は 

 「通知表」等に文章で書く場合には例えば、○の子の場合は次のような記述になるでしょう。 

 ◆「社会科の学習では問いに対する考えを複数の資料から共通点を見出すことで、その根拠をつくり、推

察しようとする力が高いです。」 
 

３ 資料提示を行い、大事な内容を取り出し、考えをつくる。 

 
① 住民、かかりつけ医師等の立場から考えられるよさについて分類された

形で資料を教師が作成、提示する。 
② 資料を読み込む一人学びの時間を十分確保する。 

手立て 

４ 本時の学習を深め合い、次時の学習をつかむ。 

(1)  一人学びで読み取ったことを出し合う。 

(2)  患者さんが増えるのに、なぜネットワークをつくったのか、話し合った後にノートにまとめる。 

予想は、患者さんを助けたくて、一人

でも多くの命を救いたいからだと思

います。入院したら家族が離ればなれ

になって寂しいと思うからです。 

 

資料を基にしている記述が見られず、

情意的・徳目的な理由のみで原医師の

行為の理由を推察しようとしている。 

■この実践のよさ■ 

「見えるもの（事実）から見えないもの（仕組み、願い）を推察していく問題解決の過程。この問題解決を

成り立たせているのが、教師の教材研究の深さです。原医師の一週間のスケジュール、在宅医療の登録の人数

等子ども達にも分かりやすい「見える事実」。それに相反する形で提示される「更に多忙になることが分かって

いるにも関わらずなぜ、そこまでするのか？」という問い。この問いに迫るために、まず一人学びの時間を確

保し資料から分かることを取り出させます。それを基に行為の理由を推察し合う場面では、構造化された板書

で協同学びが促進されるように配慮されています。それを基に、一人一人問いに対する予想を書くという活動

を位置づけ、書くための手がかりが与えられています。 

話し合いを基に自分の

考えを書くことができ

るために板書で考えを

整理します。 

◇評価は一単位時間

レベルであれば「○、

△」の２段階が望まし

いです。このことで本

時終了時「△」であっ

た児童に対する手立

てを考えることがで

きます。 

本時終了時の子どものノート例と評価（○概ね満足 △努力を要する） 

 

新学習課題２  

原先生はなぜ、そこまでして在宅医療ネットワークをつくったのか。 

予想は、どの立場の人にもネットワー

クのよさがあることが原先生には、分

かっていたから、たぶん、ネットワー

クをつくってこれまでの多くの問題

を解決していきたと考えたからだと

思います。 

資料を基に、ネットワークのよさの共

通点を取り出し（類別）、それをもと

にした推理の理由が書かれている。 

評価○ 評価△ 
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この単元の目標は、「（２・３位数）×（１位数）の計算方法を考え、進んで筆算で

処理しようとしたり、暗算のよさに気付いたりすることができる。」です。このねらい

を達成するためには、既習のかけ算九九で処理するために、位取りの考えに帰着するこ

とが大切です。また、合理的な計算の方法を考え、筆算形式のよさを実感することが大

切です。このように考えると、以下のような手立ての必要性が見えてきます。 

事例③ 「比較」を促す第３学年算数科 

「かけ算の筆算の仕方を考えよう」(１けたをかけるかけ算の筆算) 

単元の目標 
◎ （２・３位数）×（１位数）の計算の仕方を、数の仕組みや計算の  

きまりをもとに考えることができる。（数学的な考え方） 

比較・理由づけを
促す手立て 

１ 計算場面を比較して本時問題の特徴を明確にさせるために、計算の  

手順を常に部分積で表記させる。 

２ 図を基に筆算の手順と筆算の手順を関連付けて説明させることで、  

筆算形式が常に同じ処理でできるよさを明らかにさせる。 

１ 単元名   かけ算の筆算の仕方を考えよう「１けたをかけるかけ算の筆算」 
２ 単元の概略 
   主な学習活動・内容 教師の手立て 評価規準（○） 
１ １２×４（繰り上がりのない２位 

数×１位数）の計算の仕方を考える。 

 

２ ２４×３（一の位に繰り上がりが 

１回ある場合の２位数×１位数）の 

計算の仕方を考える。 

３ ３２×４（十の位に繰り上がりが 

１回ある場合の２位数×１位数）の 

計算の仕方を考える。 
４ ４３×６（繰り上がりが２回ある 

２位数×１位数）の計算の仕方を考 

える。【本時】 
 

５ ２位数×１位数の筆算の習熟を図 
 る。 
６ １３７×２（一の位に繰り上がり 

が１回ある場合）の計算の仕方を考 

える。 
７ １４５×３（２回繰り上がりがあ 

る３位数かける１位数）の計算の仕 

方を考える。 
８ ２３×４（２位数×１位数）の暗算

の仕方を考える。 

９ ５７８×４（３位数×１位数）の計

算の仕方を考える。 

10 学習のまとめをする。 

◇九九、何十×（１位数）等、既習事項を確認させ、

被乗数を１０と２にわけて計 算すればできそう

なことに気付かせる。 
◇わけるきまりを使えば、既習のかけ算を使って筆

算ができることに気付かせる。 
 

◇図、言葉と式、筆算の仕方を関連させて計算の仕

方を説明させる。 
 

◇被乗数を何十と何にわけると計算ができることを

一般化するために、２回繰り上がりのある式を提

示して、正しい計算方法を説明する見通しをもた

せる。 
◇（２位数）×（１位数）の計算では、わけるきま

りが当てはまることをまとめる。 
◇千の位までの位取り表を使い、操作活動をさせる。 
 

 

◇わけるきまりを使って、計算の仕方を確認させる。 
 ※部分積→省略した筆算 
 

◇わけるきまりがわかれば、筆算をしなくても計算

ができることに気付かせる。 

◇３回繰り上がりのある場面を提示して、計算方法

を適用する見通しをもたせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【比較→理由づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【比較→理由づけ→判断】 

 

 

 

 

○（２・３位数）×（１位

数）の計算の仕方を、数の

仕組みや計算のきまりをも

とに考えることができた

か。 

※  ここでは「思考・判断・表現」の観点からの目標だけを載せています。 
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めざす子どもの
発言・記述 

主な手立て 

評価の方法 

43×６の計算を図で表すと、⑩が４×６個と①が３×６個というふうに分け

て考えていくことになります。図で表すと、繰り上がりがどこに行ったかわから

なくなるけれど、筆算では繰り上がりの部分もそのままかけるので間違いが少な

くなると思います。 

 ４３×６の筆算を部分積で表現させ、図と対応させて繰り上がりがあった場合

の計算の仕方を考えるこことができるようにします。（理由付け、判断） 

  計算の手順を表すキーワード（「わける」「十の位に」「繰り上がる」「 後

に合わせる」）を示し、計算の仕方の説明をノートに書かせる。 

 
本時の展開 
   主な学習活動・内容 教師の手立て 評価規準（○）基準（☆） 
１ 本時の問題を把握し、学習のめあてをも

つ。 

(1) 問題場面について話し合う。 

 ○ （２位数）×（１位数）で２回繰り上が

りのある筆算の答えの求め方を説明すると

いう学習課題をつかむ。 

(2) 解決の見通しをもち、めあてをつくる。 

 

 

 

 

２ 見通しに沿って解決する。  

(1) 自分の見通しに沿って解決する。 

 ○ ２回繰り上がる筆算の仕方を、具体物操

作、絵図、言葉と式を使ってかく。 

(2) 個の解決をもとに集団で話し合い、考え

を練り上げる。 

  ○ 絵図の操作を位ごとにわけて操作する。 

 ○ 筆算の仕方を図と式を関連させながら

説明する。 

 ○ 他者がかいた筆算を、図や言葉と式をも

とに推し量り、説明する。 

 

 

 

３ 本時学習についてまとめ適応問題を解く。 

 
 
◇繰り上がりがない筆算と、一の位と十の位に

１回ずつ繰り上がりがある３つの筆算の解き

方を復習し、これまではわけるきまりが使え

たことを確認する。 

◇前回までの問題と比べて違う所に着目さ 

せ、わけるきまりを使って筆算の仕方を説明

するという見通しを持たせる。 
 
 
◇筆算の計算の仕方を、絵図や言葉と式を使っ

て、順序立てて説明させる。 

◇具体物操作が必要な児童には位取り表とお金

模型の操作をさせる。 

◇絵図をかくときは、「10 のかたまり」「100 

のかたまり」を丸で囲ませ、矢印で繰り上が

りを意識させる。 

◇かけ算のまとまりは赤で囲ませ10のまとまり

が１くりあがるときは青で囲ませる。 

◇代表児に筆算の答えを書かせ、別の児童にな

ぜそのようになったのかをたずねる。 

◇筆算が、図と言葉の説明のどことつながって

いるのかを実感できるように、部分積を意味

づけさせる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

☆図で表すと、繰り上がりが

表しにくいが、筆算では繰り

上がりの部分もそのままかけ

るので間違いが少なくなると

思います。 

２回くり上がりがある筆算の仕方もわけるきまりを使ってできるか説明しよう。 

○「わけるきまり（被乗数 

を位毎に分割すること）」 

を使って、絵図を使った 

操作と言葉や式とを関連 

付けて説明することがで 

きたか。 

本時の目標 
「わけるきまり（被乗数を位毎に分割すること）」を使って、絵図を使

った操作と言葉や式とを関連付けて説明することを通して、（二位数）×
（一位数）の計算の仕方を統合的にまとめることができる。（数学的な考
え方） 
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本時でめざす子どもの姿を実現するための工夫と実際 

 
 
 
【既習の方略を基に 

して前時と本時の 

学習問題の比較を 

促す学習環境】 

◇前時までの計算の 

仕方についてまと 

めた学習の流れ図 

を提示することが 

ポイントです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【繰り上がりのある 

場合の計算の仕方 

を図的に表記して 

仕組みを考えるこ 

とを促す教具】 

◇3×6 と40×３ 

の積を位取り表に 

表記させることで、 

部分積の計算と対 

応させて考えさせ 

ることがポイント 

です。 

 

 

 

 
 
 
 
 

１ 繰り上がりのない筆算と、繰り上がりが2回ある筆算を比較し、課題意識をつくる。 

 
43×２と４３×６の2 つの計算を筆算形式で提示します。 

 

２ 43×６＝２５８の計算の仕方を調べる。 

 

４３×６の計算を図をもとに考え、繰り上がりがある場合の計算の仕方の根拠を考える

ことができるようにします。 

手立て 

手立て 

前の時間は 43×２という計算をしました。今日は、43×６の

計算をします。かける数が２から６に変わると、計算の仕方はど

うなると思いますか。 

実現したい子どもの姿（思考力・判断力・表現力）は「比較」 

－2 つの計算場面を比較して本時問題の特徴を明確にできる子ども－ 

○43×２と43×６の計算を比べると… 

 ・43×２は繰り上がりがないけれど、43×６は繰り上がりがあります。 

実現したい子どもの姿（思考力・判断力・表現力）は「理由づけ」 

－図を基に計算の手順一般化する子ども－ 

○43×６の計算を図で表すと、3×６＝18 で十の位に１繰り上がって、40×３＝120

で百の位に１繰り上がることを図に表すと… 
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【計算の手順やよさ 

が表現されたキー 

ワードを意識化さ 

せる教具】 

◇計算の手順を表す 

キーワードをカー 

ド化しておき、子 

どもの説明の際に 

活用させることが 

ポイントです。 

 
 
 
                                                                                           

 
 
 
                                           
 
 

                                                            
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「通知表」等への記述に活かす場合は 

 「通知表」等に文章で書く場合には例えば、○の子の場合は次のような記述になるでしょう。 

 ◆「新たな計算の仕方を考える場面において、これまでの計算の仕方と比較したり、具体的な場面におきか

えたりして計算の手順を考えることができ、算数のよさを実感することができます。」 

３ 繰り上がりが2回ある筆算の仕方を図と対応させて説明する。 

 

４３×６の筆算を部分積で表現させ、図と対応させて繰り上がりがあった場合の計算の

仕方を考えるこことができるようにします。 

手立て 

図で表すよりも筆算の方が簡単です。

それは、図で表すと時間がかかるから

です。 

 
図表記のデメリットは記述している

が、筆算形式のよさを記述できていな

い。 

■この実践のよさ■ 

◆ 本実践のよさは、繰り上がりが 2 回ある（二位数）×（一位数）の計算の仕方を考える場面における次の

２つの思考を促す手立てです。 

・ 単に前時までにつくった繰り上がりのない筆算の仕方を当てはめるのではなく、まず、図に表す活動を位

置付けることで、計算の手順と繰り上がった数の処理の仕方を具体的に考えさせているところです。 

・ 図に表した計算の仕方を基に、これまでの計算の仕方を適用することで、筆算で処理するよさを考えさせ、

よさを根拠に説明させていることです。 

 

子どものノート例と評価（○概ね満足 △努力を要する） 

 

繰り上がりが 2 回ある計算も筆算で表

すと便利です。図で表すと、繰り上が

りがどこに行ったかわからなくなるけ

れど、筆算では繰り上がりの部分もそ

のままかけるので間違いが少なくなる

と思います。 

 
筆算形式のよさを評価して、その理由

づけを図表記と対比して書かれてい

る。 

評価○ 評価△ 
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この単元の目標は、人及び他の動物を観察したり資料を活用したりして、呼吸、

消化、排出及び循環のはたらきを調べ、人及び他の動物の体のつくりとはたらきに

ついての見方や考え方をもつようにすることです。そのように考えると以下のよう

な手立ての必要性が見えてきます。 

事例④ 「推理」を促す第６学年理科実践 

「体のつくりとはたらき」 

単元の目標 
◎ 体の中のつくりや呼吸、消化、排出及び循環のはたらきを調べ、人の体の

つくりと、呼吸、消化、排出、循環などのはたらきとの関わりについて推論

するとともに、生物の体のつくりとはたらきの巧みさを実感できるようにす

る。(思考・判断・表現) 

推理を促す 

手立て 

推理を支える事実を示すこと。つまり、吸う空気と吐く空気の性質調査など

の観察・実験や、多様な資料の提示によって、事実の比較（対比）をさせ、それ

を根拠にしながら（理由づけ）、はたらきの内容や体のつくりとの関係を推理さ

せること。 

１ 単元名   体のつくりとはたらき 
２ 単元の概略 
   主な学習活動・内容 教師の手立て 評価規準（○） 
１ 生きていくために、どのようなも
のを体内に取り入れているかにつ
いて、体験をもとに話し合う。 

２ 動物の呼吸について調べる。 
(1) 吐いた空気を調べ、課題をつかむ。 
(2) 吸った空気がかわる理由について
予想を立てる。 

(3) 動物の肺や魚のえらについて調べ
る。［本時］ 

 
 
 
３ 血液の循環について調べる。 
(1) 酸素を取り入れた血液は、どのよ
うにして全身を流れるのか調べる。 

(2) 人や動物の血液の循環について、
調べたことを発表しあう。 

４ 消化・吸収について調べる。 
(1) だ液による食物の変化について、
体内での変化を、実験を通して考え
る。 

 
(2) 動物の胃や歯などのつくりが食物
によってどのように違うかを調べ、
人とほかの動物の共通性や違いに
ついて考える。 

５ 学習のまとめを行う。 

◇ 興味を持って、人や動物の体のつくりやはたらきを
関係づけながら調べることができるように、食べた物
や取り入れた空気のゆくえについて体験をもとに整
理しながら話し合う。 

◇ 気体検知管を使って吸う空気と吐く空気の成分を
調べ、体験と合わせて比較することで、体内のはた
らきが推理できるようにする。 

◇ 多面的に推理することができるように、観察したり
資料や VTR で調べたりすることができるようにする。 

◇ 写真や図より肺胞をイメージさせ、表面積を多くす
ることで血液に取り入れやすくしている事実から、生
きるための工夫について推理できるように支援す
る。 

◇ 心臓の動きと血液の流れとの因果関係をつかむた
めに、心拍数と心臓の鼓動の回数とを比較する場を
設定する。 

 
 
◇ パンを１回かんだときと、30 回かんだときとの結果を

比較する実験を行うことで、だ液が変化させた原因が
だ液なのか、かむことなのかどちらであるか、事実から
要因を抽出する力をつけるために発問をする。 

◇ 実物模型や図鑑、VTR 等を使って、食物と胃や歯
などのどのように違うか調べ、特徴を図表に表し共
通性や違いを整理できるようにする。 

 
◇ 多面的な手法でまとめがされているかどうかで表

現物（新聞等）を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

【類別→理由づけ

→推理】 

 

 

 

 

【類別→理由づけ

→推理】 

 

 

 

 

 

※  ここでは「思考・判断・表現」の観点からの目標だけを載せています。 

○人及び他の動
物の体のつくり
とはたらきとの
かかわりを関連
付けて考え、適
切に表現するこ
とができる。 
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本時の目標 

めざす子どもの

発言・記述 

主な手立て 

評価の方法 

動物の肺や魚のえらの観察を通して、酸素は、肺をとりまいている血管

やえらの血管から血液によって取り入れられていることを推理すること

ができる。（思考・判断・表現） 

カエルの肺や魚のえらには、どちらにもたくさんの血管があった。そ

のことから考えると、呼吸で酸素をとり入れて二酸化炭素を出すというの

は、肺の中で酸素が二酸化炭素に変わっているのではなく、酸素が肺にある

血管を流れる血液中にとり入れられ、体中から運ばれてきた血液中の二酸化

炭素がはく空気の中へ出て行ったりしているということなんじゃないかな。 

各班で考えた見通し（予想）に基づいて、カエルの肺や魚の肺の断面など

の観察を行い、つくりの共通点を取り出させた後（類別）、ガス交換と体の

つくりの工夫について話し合い活動を位置付ける（理由づけ、推理）。 

 
「酸素や二酸化炭素の出し入れのための体のつくりの工夫」について、各

班や学級での交流後に、自分の考えをノートに書かせる（記述の分析）。 

本時の展開 
   主な学習活動・内容 教師の手立て 評価規準（○）基準（☆） 
１ 前時に立てた予想を確認し、本時

学習のめあてをつかむ。 

 

 

 

○ グループで考えた見通しを話し合

い、観察の視点を明確にする。 

 

２ 動物の肺やえらを観察する。 

【カエルの肺(写真)】・肺胞 ・毛細血管 

【肺の断面図等】 

・肺胞の様子   ・毛細血管 

   ・肺の位置関係 

【えら】 ・毛細血管 

３ 調べた結果をまとめる。 

(1) 調べた結果を班で出し合う。 

(2) 結果から自分の考えをまとめ、話し

合う。 

(3) 考えを修正し、自分なりの結論をも 

つ。 

(4) 結論からまとめを書く。 

 

 

 

(5) 映像資料を見てまとめの確認をす

る。 

４ 次時の活動について話し合う。 

◇ 酸素や二酸化炭素が、体内でどのよ 

うになっていくかという予想をホワイトボー

ドで確認し、本時学習へと結ぶ。 

 

 

◇ 事前に書かせておいた見通しプリントを

もとに全体の場で発表させ、観察の視点を

確認していく。 

◇ 肺やえらと血管とを結び付けるために、

肺やえらをとりまく血管を観察したり、顕微

鏡を使って内部を観察したりできるコーナ

ーを作り、予想にそって調べることができ

るようにする。 

 

 

◇ 書き方がわからない子どものために、キ

ーワード(モデル)を提示する。 

 

◇ 酸素が血液に含まれていくことをとらえさ

せるために、動物の血液に酸素や二酸化

炭素を送り込む演示実験を行う。 

 
 
 
 
 
◇ 映像資料を見せ、血液の働きであるこ

とを確認させる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

☆ カエルの肺や魚のえら

には、どちらにもたくさ

んの血管があった。肺で

酵素と二酸化炭素の割合

が変わるのだから、この血

管（血液）が関係している

ようだ。そのことから考え

ると、たぶん呼吸で酸素

をとり入れて二酸化炭素を

出すのは、酸素は肺の血

管からとり入れて、体中か

ら運ばれてきた血液中の

二酸化炭素が血管によっ

て肺に運ばれてきている

んじゃないだろうか。 

 

めあて 酸素は肺やえらでどのように取り入れられているのか調べよう。 

まとめ   酸素は、肺をとりまく血管やえらの中の血管によって、血液の中に取り入 

れられているのだろう。 

○酸素が体内へ取り入

れられるしくみと、肺

やえらのつくりとを関

連付けて考え、適切に

表現し、推論すること

ができる。 
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本時でめざす子どもの姿を実現するための工夫と実際 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

■ 左右の肺で空気が行き来して

酸素と二酸化炭素に分かれると

思う。 

● ということは、左右の肺をつ

なぐものがあるはず。 

１ 前時に立てた予想を確認し、本時学習のめあてをつかむ。 

 

 
① 各自、グループ、他のグループの予想が比較しやすいように、グループで

まとめた予想をホワイトボードで掲示する。 

  

肺っていうところが関係して

いると思います。そこは袋のよ

うなつくりをしていると聞いた

ことがあります。そこで酸素や

二酸化炭素が・・・・ 

うまく図で表したり、「酸素

を運ぶトロッコ」なんて似た現

象でたとえて説明すると分か

りやすいな。そんなふうに表す

とどうなるかな・・・ 

○ グループで考えた見通しについて話し合い、観察の視点を明確にする。 

 
① グループでまとめた予想をホワイトボードを使って発表し、質問や意見

交換を行う場を設定する。 
② 前時までに実験した、呼気と吸気における酸素と二酸化炭素の割合の違

いや日常における体験現象などを、掲示資料を使って適宜補足する。 
③ 「酸素や二酸化炭素の変化の理由」と「変化を起こすための体のつくり」

に焦点化させながら、観察の視点へと導く。 

手立て 

手立て 

■ 肺の中で酸素が二酸化炭素に

変わっているんじゃないかな。 

● そのために肺は大きな袋みた

いなつくりになっているはず。 

  

■ 体内へ酸素がトロッコみたいなもの

にのって、運ばれたり、体中から二酸化

炭素が運ばれてきたりするんじゃない

かな。 

● そのために肺には、血管のようないろ

んな管がついているはず。 

【主な観察の視点】 
・肺の形状（袋状か？） 
・肺の付近に管があるか？ 
・左右の肺をつなぐようなつくり 
 

◇推理内容の違

いを明確にする

ことは、学習を活

発化することに

つながります。そ

のために、例えば

板書の構造化な

どの工夫が大切

です。 

【推理の道筋を、
学習プリントの
構成でつくる】 
◇推理の全体像
を１枚で概観で
きるよさもプリ
ントにはありま
す。 

例えば以下の
ような視点を示
しましょう. 
◆酸素と二酸化

炭素はどのよ
うに入れ替わ
った。 

◆見るところは
どこ？ 

◆こうなってい

るはずだ！ 
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◇【時間配分の自覚】 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「通知表」への記述に活かす場合は 

 「通知表」等に文章で書く場合には、例えば評価が○の子の場合は次のような記述になるでしょう。 

 ◆ 理科の学習では、観察結果や資料調査の結果を適切に使って、自然事象のしくみについて自分なりに根

拠をもって説明したり、推察したりしようとする力が高いです。 

２ カエルの肺の観察、資料調査等を行い、予想の修正や確かめをする。 

 
① 個人のまとめの前にグループ内で交流する場を設定する。 
② まとめ方の例示を繰り返し確認する。 

手立て 

３ 本時の学習のまとめを行い、次時の学習課題を確認する。 

(1) 観察結果や資料調査の内容をグループ内で交流する。学びで読み取ったことを出し合う。 

(2) 交流結果をふまえ、学習課題について自分の考えをまとめる。 

■この実践のよさ■ 

理科の学習において、学習課題の適切なフィールドエリアの設定はとても重要です。本実践では、肺におけ

るガス交換に限定して、論議可能な材料で課題フィールドを設定したところが大いに評価できます。また、子

どもの思考に沿った多様な観察・実験や資料を準備したことで、子どもは主体性を大いに発揮しながら、推理

（根拠）の導出をすることができました。このように、類別や観察の視点を焦点化する授業構成も効果的です。

更に普段の授業において（理科に限らず）見通しや考察時の文章表現の行い方・学び方を繰り返し指導してい

るので、定型から自由記述まで、自らの考えを多様に表現できる子ども達の姿が見られました。 

本時終了時の子どものノート例と評価（○概ね満足 △努力を要する） 

 

酸素は肺やえらを通して、体中へ取り入

れられ、二酸化炭素は体中から肺やえらへ

送られることが分かった。肺やえらに血管

がたくさん観察できたので、血液が関係し

ているのではないかと思います。 

観察結果や資料調査の結果を理由として、
血管や血液のはたらきについて推理して
いる。 

評価○ 

観察の結果や予想は述べられて
いるが、検証の理由や事実に基づ
く考察を述べるまでにはいたっ
ていない。 

カエルの肺を観察すると、左右

の肺をつなぐ管のようなものは

ありませんでした。予想は違って

いましたが、血管の様子から血液

が関係していると思います。 

評価△ 

【まとめ方の例】 
①△△を観察す

ると、 
②～になってい

た。 
③この結果から

○○なのは、 
④きっと、□□だ

からだ。 カエルの肺と魚のえらの 
顕微鏡観察 

酸素、二酸化炭素溶解時の 
血液の色の様子の観察  

図鑑などの文献による調査 

◇評価は一単位
時間レベルであ
れば「○、△」の
２段階が望まし
いです。このこと
で、本時終了時
「△」であった児
童に対する手立
てを考えること
ができます。 
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○ 研究協力校・研究協力者

実践教科 研究協力校

国語科 筑後市立二川小学校

社会科 宇美町立井野小学校

算数科 糸島市立波多江小学校

理 科 八女市立黒木小学校

 

 

○ 研究同人   福岡県教育

所属部班 職名 

教育指導部教科教育班 主任指導主事

企画部指導改善研修班 主任指導主事

教育指導部教科教育班 主任指導主事

教育指導部教科教育班 指導主事 

教育指導部教科教育班 指導主事 

教育指導部教科教育班 指導主事 
 

○ 参考文献 

書 名 

小学校学習指導要領解説 －

評価規準作成のための

新しい指導要録とこれからの

新しい教育課程と学校づくり

新版 現代学校教育大事典

「活用力」を育てる授業の

新しい学習評価のポイントと

平成22 年度改訂小学校児童新指導要録

「説明的表現の授業」～考えて

思考力育成への方略－メタ認知・

思考力を育てる「論理科

パフォーマンス評価－子どもの思考

各教科等における言語活動

教育課程 

他 
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研究協力者 

研究協力校 校長 

筑後市立二川小学校 田中 干城 校長先生 

宇美町立井野小学校 脇田 洋子 校長先生 

糸島市立波多江小学校 宮本 泰司 校長先生 

八女市立黒木小学校 山下 哲男 校長先生 

福岡県教育センター 調査研究部会 「思考」チーム 

氏名 所属部班 

主任指導主事 白木 周一 教育指導部教科教育班 

主任指導主事 田島  太 教育指導部教科教育班 

主任指導主事 白石  毅 情報教育部情報教育班 

 吉村 誠二 教育経営部領域教育班 

 亀田 真一 特別支援教育部特別支援教育班 

 中園 仁彰 － 

著編者 

－総則編－ 他 文部科学省 東洋館出版

のための参考資料 
国立教育政策

研究所 
国立教育政策

とこれからの評価 
無藤  隆 

「悠」編集部 
ぎょうせい

づくり １～６ 
無藤  隆 
嶋野 道弘 

ぎょうせい

現代学校教育大事典 １～７ 安彦 忠彦他 ぎょうせい

の考え方と実践 安彦 忠彦 図書文化

のポイントと実践 １～３ 
小島  宏 
岩谷 俊行 

ぎょうせい

年度改訂小学校児童新指導要録の記入例と用語例 

無藤  隆 
石田 恒好 
高岡 浩二 
桑原 利夫 

図書文化

えて書く力を育てる～ 櫻本 明美 明治図書

・自己学習・言語論理－ 井上 尚美 明治図書

論理科」の試み 
井上 尚美 
尾木 和英 
河野 庸介 

明治図書

思考と表現を評価する－ 松下 佳代 日本標準

言語活動の充実 髙木 展郎 教育開発研究所

 柴田 義松 

－ 

素晴らしい実践、ありがとうございました
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研究協力者 

山田 深雪 先生 

西田  豊 先生 

池田 恵世 先生 

齋藤 英義 先生 

職名 氏名 

指導主事 礒部 年晃 

指導主事 内藤 博愛 

指導主事 梶木 俊文 

指導主事 安髙 光家 

指導主事 青木 美佳 

－ － 

出版社 発行年 

東洋館出版 ２００８ 

国立教育政策
研究所 

２０１０ 

ぎょうせい ２０１０ 

ぎょうせい ２０１０ 

ぎょうせい ２００２ 

図書文化 ２００８ 

ぎょうせい ２０１０ 

図書文化 ２０１０ 

明治図書 １９９５ 

明治図書 ２００７ 

明治図書 ２００８ 

日本標準 ２００７ 

教育開発研究所 ２００８ 

有斐閣 ２０００ 

－ － 

ありがとうございました。 
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