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講義・演習

授業づくり４
「目標に準拠した授業と学習評価」

令和４年度 支援学校初任者研修（第６回）

大阪府教育センター

支援教育推進室



1.今、求められる授業づくり
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今
求められているのは
どのような授業なのだろう？
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楽しい
わかり
やすい

子どもを
夢中にさせる
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学びに向かう力
人間性等

学んだことを
人生や社会に生かそうとする

知識及び技能

実際の社会や生活
で生きて働く 思考力、判断力

表現力等

未知の状況にも
対応できる

社会に出てからも学校で学んだことを
生かせるよう、

三つの力をバランスよく育む

生きる力の育成
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主体的、対話的で深い学びについて
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「主体的な学び」の観点

学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成
の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘り強
く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につな
げる「主体的な学び」が実現できているか。
子ども自身が興味を持って積極的に取り組むととも
に、学習活動を自ら振り返り意味付けたり、身に付
いた資質・能力を自覚したり、共有したりすること
が重要である。

中央教育審議会答申（平成28 年12 月）より
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主体的な学びの
キーワード

興味や関心を高める

見通しを持つ

粘り強く取り組む

振り返って次へつなげる

自分と結び付ける
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（参考）独立行政法人教職員支援機構 ピクトグラム一覧
https://www.nits.go.jp/jisedai/achievement/jirei/pictogram.html
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「対話的な学び」の観点

子ども同士の協働、教職員や地域の人との対話、先
哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己
の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できて
いるか。
身に付けた知識や技能を定着させるとともに、物事
の多面的で深い理解に至るためには、多様な表現を
通じて、教職員と子どもや、子ども同士が対話し、
それによって思考を広げ深めていくことが求められ
る。

中央教育審議会答申（平成28 年12 月）より
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対話的な学びの
キーワード

互いの考えを比較する

思考を表現に置き換える

多様な情報を収集する

多様な手段で説明する

共に考えを創り上げる

協働して課題解決する

先哲の考え方を手掛かりとする
（参考）独立行政法人教職員支援機構 ピクトグラム一覧
https://www.nits.go.jp/jisedai/achievement/jirei/pictogram.html
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「深い学び」の観点
習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特
質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互
に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを
形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや
考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が実
現できているか。子どもたちが、各教科等の学びの過程の
中で、身に付けた資質・能力の三つの柱を活用・発揮しな
がら物事を捉え思考することを通じて、資質・能力がさら
に伸ばされたり、新たな資質・能力が育まれたりしていく
ことが重要である。教員はこの中で、教える場面と、子ど
もたちに思考・判断・表現させる場面を効果的に設計し関
連させながら指導していくことが求められる。

中央教育審議会答申（平成28 年12 月）より
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深い学びの
キーワード

思考して問い続ける

知識・技能を習得する

知識・技能を活用する

自分の思いや考えと結び付ける

自分の考えを形成する

知識や技能を概念化する

新たなものを創り上げる

（参考）独立行政法人教職員支援機構 ピクトグラム一覧
https://www.nits.go.jp/jisedai/achievement/jirei/pictogram.html
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授業の中に、子どもたちが「面白い！」「楽しい！」
と感じる場面をたくさん作ればいいのかな？

毎時間、子どもたちの好きなことを学習活動に取り入
れたり、興味を持てるような教材を準備したりすれば
いいのかな？

子どもたちが自分たちで対話して、解決を図ることが
できるような時間を長く設定すればいいのかな？
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活動すること
教材を活用すること

≠

学習の目標
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ポイント ☑
子どもにとってわかりやすい本時の目標がありますか。

子どもが「なぜ？」と感じることができる場面があり
ますか。

子どもが各教科等の「見方・考え方」を働かせる場面
がありますか。

子どもが今までに学んだことと、新しく学んだことを
結び付けて考える場面がありますか。

子どもが何かを考えたり、選んだりするときの方法や
手だてがありますか。
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子どもが自分の生活と結び付けて考えることができる
工夫がありますか。

子どもが「やってみたい！」と思える場面があります
か。

子どもが安心して自分の意見を言うことができる学習
環境がありますか。

子どもが話し合いを活発に行えるような教材の工夫が
ありますか。

子どもが子どもなりの方法で意思表出できる場面があ
りますか。
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子どもが発言や考えをまとめられるように、必要なと
きは、子どもの発言や考えをつなぐ言葉かけがありま
すか。

子どもが周りの友達や教員と考えたことを共有する場
面がありますか。

子どもが学んだことを振り返る場面がありますか。

子どもが「できた！」「わかった！」と実感できる場
面がありますか。

子どもが「もっとやりたい！」と思える場面がありま
すか。
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2.授業計画（学習指導案）
作成ステップとポイント
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個別の教育支援計画の作成

個別の指導計画の作成

授業計画（学習指導案）の作成

授業の実施

評価の実施

子どもの教育的ニーズの把握

Plan

Do

Check

授業や指導計画
等の改善

Action

PDCAサイクルにそって、授業づくりを進めて
いきましょう。

ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

ステップ５

ステップ６

ステップ７
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個別の教育支援計画の作成

個別の指導計画の作成

授業の実施

評価の実施

子どもの教育的ニーズの把握

Plan

Do

Check

授業や指導計画
等の改善

Action

PDCAサイクルにそって、授業づくりを進めて
いきましょう。

ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

ステップ５

ステップ６

ステップ７

授業計画（学習指導案）の作成
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なぜ、学習指導案を作成するのでしょう

授業の設計図

研究授業の資料

授業の記録・評価改善の資料
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目標

目標に準拠した評価
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それぞれの目標に対して評価規準を設定することが大切です。評価規準の設定に
よって、子どもの学習状況を判断する際のめやすが明らかになり、指導と評価を
着実に実施することにつながります。

授業計画の作成
の大まかな流れ
を で、それ
ぞれの指導目標
と評価規準に関
連性があること
を で示し
ています。

本時の学習活動、指導上の留意点及び支援の手だて、
評価規準など

本時の学習過程

各時の学習内容や主な評価規準など

単元（題材）の指導と評価の計画単元（題材）の指導と評価の計画

各時の学習内容や主な評価規準など

単元（題材）の指導と評価の計画

単元（題材）の目標単元（題材）の目標 単元（題材）の評価規準単元（題材）の評価規準単元（題材）の目標 単元（題材）の評価規準

本時の目標
（学習グループ全体）

本時の評価規準
（学習グループ全体）

個別の本時の目標 個別の本時の評価規準
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「教科・領域」 （授業名） 学習指導案

１．日時
２．場所
３．学部・学年・組
４．単元（題材）名
５．単元（題材）目標
６．児童生徒観
７．教材観
８．指導観
９．単元（題材）の評価規準

関心・
意欲・
態度

思考・
判断・
表現

技能
知識・
理解

10. 単元（題材）の指導と評価の計画 （全○時間）

次 時 学習内容

評価規準

関心・
意欲・
態度

思考・
判断・
表現

技能
知識・
理解

11. 本時の展開
（１） 本時の目標
（２） 本時の評価規準
（３） 本時で扱う教材・教具
（４） 児童生徒の実態と本時の目標

児童生徒の実態 本時の目標 支援の手だて 評価規準

（５） 本時の学習過程

時間
学習内容・
学習活動

指導上の留意点及び
支援の手だて等

評価規準
（評価方法）

（６） 教室配置等

授業の設計図となるのが、学
習指導案です。記載する項目
の数や内容は、校種・教科・
領域等によって増減すること
があります。
ここでは、基本的な項目を例
示しています。
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本時の学習活動、指導上の留意点及び支援の手だて、評価規準など

本時の学習過程

各時の学習内容や主な評価規準など

単元（題材）の指導と評価の計画単元（題材）の指導と評価の計画

各時の学習内容や主な評価規準など

単元（題材）の指導と評価の計画

単元（題材）の目標単元（題材）の目標 単元（題材）の評価規準単元（題材）の評価規準単元（題材）の目標 単元（題材）の評価規準

本時の目標
（学習グループ全体）

本時の評価規準
（学習グループ全体）

個別の本時の目標 個別の本時の評価規準

5 9

10

11
（1）

11
（2）

11
（4）

11
（4）

11
（5）
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評価規準ってなに？

評価規準とは、観点別学習状況の
評価を的確に行うため、学習指導
要領に示す目標の実現の状況を判
断するよりどころを表現したもの
である

文部科学省国立教育政策研究所「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料より
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学びに向かう力
人間性など

学んだことを
人生や社会に生かそうとする

知識及び技能

実際の社会や生活で
生きて働く

思考力、判断力
表現力など

未知の状況にも
対応できる

「知識・技能」

「思考・判断・表現」

「主体的に学習に
取り組む態度」
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3.ワーク（学習指導案作成）
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Ø特別支援学校教育要領・学習指導要領等
※ダウンロードできます

Ø学習指導案様式
※本研修の配付資料にあります

Ø学校の年間指導計画 シラバス
※ご自身の受け持つ教科のもの

Ø個別の指導計画
※ご自身の担当する子どもたちのもの

Ø授業づくりガイドブック
※本研修の配布資料にあります
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４.単元（題材）名

５.単元（題材）目標

９.単元（題材）の評価規準

10.単元（題材）の指導と評価の計画

の４つについて記入してみましょう
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（5）本時の学習過程

（4）本時の目標と評価規準

（3）単元（題材）の指導と
評価の計画

（2）単元（題材）の」評価規準

（1）単元（題材）の目標
学習指導要領等を参考に、単元（題材）を
通して子どもが付けるべき力を設定

目標に対して「おおむね満足できる」学習
状況にあると考える、具体的な子どもの姿
を観点ごとに設定

設定した評価規準を、単元（題材）の指導
計画に位置付ける

グループ全体及び子ども一人ひとりに対し
て、本時の目標と評価規準を設定

本時の目標を達成するための具体的な
学習活動や子どもの主体的な学習を促す指
導・支援の工夫等を設定
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単元
・学習活動の一連の「まとまり」
・明確な順序性あり
（計画-準備-展開-まとめ）
題材
・学習活動のまとまり
・明確な順序性なし
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4.単元名

買い物ごっこをしよう⇒算数科（計算）

年賀状を書こう ⇒国語科（書くこと）

学校探検をしよう ⇒生活科

たこ焼きを作ろう ⇒家庭科
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学習指導要領

子どもの実態
個別の指導計画

各校の年間計画

単元名
題材名
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4.単元（題材）名を決めて書いてみましょう
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単元（題材）の目標の設定

各教科・領域における
個別の指導計画

特別支援学校学習指導要領解説 総則等編
特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編

特別支援学校教育要領
特別支援学校学習指導要領

幼稚園教育要領
小学校・中学校・高等学校学習指導要領

「個別の指導計画」や学習指導要領等の目標や内容を踏まえて、

単元(題材)を通して付けるべき力を設定する

目標の設定に当たっては、学習指導要領等の目標や内容を参考にします。加え
て、学習グループの子どもたち一人ひとりの「個別の指導計画」の指導目標や
内容を踏まえながら、本単元で付けたい力をより具体化していきます。
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4.単元名：自分で選んで引っ張ろう
～「大きなかぶ」を通して～

支援の必要な子どものための授業づくりガイドブック
P48
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［生活］
１ 目 標
具体的な活動や体験を通して，生活に関わる見方・考え方を生かし，自
立し生活を豊かにしていくための資質・能力を次のとおり育成することを
目指す。

（1）活動や体験の過程において，自分自身，身近な人々，社会及び自然
の特徴やよさ，それらの関わり等に気付くとともに，生活に必要な習
慣や技能を身に付けるようにする。（知・技）

（2）自分自身や身の回りの生活のことや，身近な人々，社会及び自然と
自分との関わりについて理解し，考えたことを表現することができる
ようにする。（思・判・表）

（3）自分のことに取り組んだり，身近な人々，社会及び自然に自ら働き
かけ，意欲や自信をもって学んだり，生活を豊かにしようとしたりす
る態度を養う。（学・人）

特別支援学校学習指導要領解説各教科編 知的証貸である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科 生活科より抜粋 39



［内容］

エ 遊び
教師や友達と簡単な遊びをすることなどに関わる学習活動を通して，次
の事項を身に付けることができるよう指導する。

（ｱ）身近な遊びの中で，教師や友達と簡単なきまりのある遊びをしたり，
遊びを工夫しようとしたりすること。

（ｲ）簡単なきまりのある遊びについて知ること。

オ 人との関わり
身近な人と接することなどに関わる学習活動を通して，次の事項を身に
付けることができるよう指導する。

（ｱ）身近な人を知り，教師の援助を求めながら挨拶や話などをしようとす
ること。

（ｲ）身近な人との接し方などについて知ること。
特別支援学校学習指導要領解説各教科編 知的証貸である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科 生活科より抜粋 40



個別の指導計画
前年度担任から

の情報

学校の年間指導
計画

普段の様子から
見取った課題
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５.単元目標

•題材を通して、自身の生活において必要な習慣や技能を身に
付けるようにする。（知・技）

•自分の好きなものや、遊びたい活動を選び、自分なりの方法
で表現できるようにする。（思・判・表）

•遊びを通して、身の回りの人との関わり方に関心を持ったり、
自ら働きかけようとしたりする態度を養う。（学・人）
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学びに向かう力
人間性など

学んだことを
人生や社会に生かそうとする

知識及び技能

実際の社会や生活で
生きて働く

思考力、判断力
表現力など

未知の状況にも
対応できる

「知識・技能」

「思考・判断・表現」

「主体的に学習に
取り組む態度」
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5.単元目標を考えて書いてみましょう
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6.児童・生徒観

7.教材観

8.指導観
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６．児童・生徒観

u学習グループの全体像（知識や技能、表
現、態度など）を、単元（題材）に関連
する内容と対応させながら明記

u単元に関連する既習事項や現在の課題に
ついても明記

このような学習グループの
子どもたちに対して、この
単元（題材）の授業を行い
ます
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７．教材観

u児童・生徒観で示した課題と対応させ、なぜ
この単元（題材）を設定したのか、どのよう
な意義や価値があるのかを明記

u子どもたちが単元（題材）の目標を達成する
ために、この教材がどれだけ有用であるのか
を明記

このような意図で、この教材を活
用します。この教材を通して子ど
もたちはこんな力をつけることが
期待できます

47



８．指導観
u子どもたちが単元（題材）の目標を達成するため
に、どのような活動を組み、どのような方法で指
導・支援していくのか（主体的な学習を促す工夫
や個々に応じた指導など）を具体的に明記

u指導・支援を通して、めざす子ども像の実現に向
けて、「○○○において（場面）、○○○するこ
とにより（具体的な手だて）、○○○するように
する（めざす方向）」

このような指導・支援を通して、
目標の達成をめざします

48



支援の必要な子どものための授業づくりガイドブック P48
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（5）本時の学習過程

（4）本時の目標と評価規準

（3）単元（題材）の指導と
評価の計画

（2）単元（題材）の」評価規準

（1）単元（題材）の目標
学習指導要領等を参考に、単元（題材）を
通して子どもが付けるべき力を設定

目標に対して「おおむね満足できる」学習
状況にあると考える、具体的な子どもの姿
を観点ごとに設定

設定した評価規準を、単元（題材）の指導
計画に位置付ける

グループ全体及び子ども一人ひとりに対し
て、本時の目標と評価規準を設定

本時の目標を達成するための具体的な
学習活動や子どもの主体的な学習を促す指
導・支援の工夫等を設定
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○ 目標に対して、子どもがどのような学習状況であれば、
「おおむね満足できる」と考えるのかを明確にし、具体
的な子どもの姿として記述する

○ 評価規準は「知識及び技能」「思考力・判断力・表現
力」「主体的に学習に取り組む態度」の３つの観点を踏
まえて記述する

単元（題材）の評価規準の設定単元（題材）の評価規準の設定

設定する評価規準は、常に3観点というわけではありま
せん。単元（題材）の学習内容によっては、評価規準とし
て取りあげない観点もあります。
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評価規準を設定する際には次のことが大切です。

• 学習指導の狙いと整合性があり、その達成を判断する基準として適
していること

• 何らかの方法で実際に確認できること

語尾に「（○○している）子どもの
姿」をつけて考えてみましょう

評価規準の表記評価規準の表記
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単元（題材）の評価規準

単元（題材）目標

• 題材を通して、自身の生活において必要な習慣や技能を身に付けるようにする。（知・技）
• 自分の好きなものや、遊びたい活動を選び、自分なりの方法で表現できるようにする。（思・判・表）
• 遊びを通して、身の回りの人との関わり方に関心を持ったり、自ら働きかけようとしたりする態度を養
う。（学・人）

子どものどのような姿から、
目標を概ね達成したと見取るのか？

Ａ知識・技能 Ｂ思考・判断・表現
Ｃ 主体的に

学習に取り組む態度

① 『大きなかぶ』に出てくる言
葉に親しんでいる。

② 綱を引っ張り、めあてまでた
ぐりよせる。

③ 友達に注目し、「うんとこ
しょ・どっこいしょ」と自分な
りに伝える方法を身に付け
ている。

① どの登場人物を演じるか選
んでいる。

② 登場人物になりきって、かぶ
を引っ張る演技をしている。

③ 自分の好きな活動を選び、
自分なりの方法で「やりた
い」気持ちを伝えている。

① 動画や劇遊びを通して、活動
に関心をもって取り組もうとし
ている。

② 友達が活動している姿に注目
したり、関わりを持とうとしたり
している。

③ 友達と一緒に協力して活動し
ようとしている。
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9.単元（題材）の評価規準を設定しましょう

動画を止めて記入してください。
20分程度で考えましょう。
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（5）本時の学習過程

（4）本時の目標と評価規準

（3）単元（題材）の指導と
評価の計画

（2）単元（題材）の」評価規準

（1）単元（題材）の目標
学習指導要領等を参考に、単元（題材）を
通して子どもが付けるべき力を設定

目標に対して「おおむね満足できる」学習
状況にあると考える、具体的な子どもの姿
を観点ごとに設定

設定した評価規準を、単元（題材）の指導
計画に位置付ける

グループ全体及び子ども一人ひとりに対し
て、本時の目標と評価規準を設定

本時の目標を達成するための具体的な
学習活動や子どもの主体的な学習を促す指
導・支援の工夫等を設定
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＜各時の学習内容＞

○ 学習内容は、「(1) 単元（題材）の目標」
で設定した内容にそって具体的に設定する

＜各時の評価規準＞

○ 評価規準は、１単位時間の授業で1～2つ
に絞って設定するのが妥当

単元（題材）の指導と評価の計画

「単元（題材）の評価規準」で設定した評価規準を、指
導計画全体を通して、どこに位置づけるかを明確にしま
しょう。
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10.単元の指導と評価の計画（全10時間、本時は7時間目）

次 時 学習内容 学習活動 指導上の留意点 評価規準

１

１
・「大きなかぶ」
のストーリーを
知り、劇遊びを
する。

・「大きなかぶ」の動
画を見る。

・「うんとこしょ、
どっこいしょ」の練習
をする。
・「大きなかぶ」の劇
をする。

・動画に注目しやすいよう、
座席を配置する。
・引っ張る‐戻すの振りを付
ける。
・それぞれの役がわかりやす
いよう、被り物を準備する。

Ａ①
Ｂ①

２
Ａ②
Ｂ②

この授業で見取りたい子どもの姿は
どれが妥当か

評価規準で示した内容について、
子どもの学習状況が評価できる
活動場面が設定されているか
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10.単元（題材）の指導と評価の計画を立てましょう
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（5）本時の学習過程

（4）本時の目標と評価規準

（3）単元（題材）の指導と
評価の計画

（2）単元（題材）の」評価規準

（1）単元（題材）の目標
学習指導要領等を参考に、単元（題材）を
通して子どもが付けるべき力を設定

目標に対して「おおむね満足できる」学習
状況にあると考える、具体的な子どもの姿
を観点ごとに設定

設定した評価規準を、単元（題材）の指導
計画に位置付ける

グループ全体及び子ども一人ひとりに対し
て、本時の目標と評価規準を設定

本時の目標を達成するための具体的な
学習活動や子どもの主体的な学習を促す指
導・支援の工夫等を設定
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＜学習グループ全体に対して＞

○ 本時の目標は、「単元の指導と評価の計画」の学習内容
を踏まえて、具体的に設定する

○ 本時の評価規準は、 「単元の指導と評価の計画」で設定
した観点に沿って、本時の学習内容を踏まえて 具体的に
記述する

本時の目標と評価規準
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本時の活動
・好きな活動のカードが貼ってあるかぶを選び、綱を引っ張る
・選んだ活動で遊ぶ

本時の目標
・自分が選んだ活動を他者に伝えることができる
・遊びを通して、友達と関わりを持とうとすることができる

本時の評価規準
・発語やジェスチャーなど自分なりの方法でやりたい気持ちを
伝えている（Ｂ③）
・選んだもので友達や教員と遊ぼうとしている（Ｃ②）

61



＜個別に対して＞

○ 本時の目標は、学習グループ全体の本時の
目標と個々の自立活動の指導との関連を意識
しながら設定する

○ 評価の観点は、学習グループ全体に対して
設定した評価の観点に基づき、評価規準は、
個々の実態に即して具体的に設定する

本時の目標と評価規準

自立活動の指導は、自立活動の時間における指導を中心とし、
各教科等の指導とも密接な関連を図って行われるものです。
「個別の指導計画」をもとに自立活動の指導と関連づけなが
ら、個別の目標を設定することが大切です。
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第3編第2章第2節（4）
・・・特に自立活動の時間における指導は、各教科、道徳科、
外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動と密接な関連
を保ち、個々の児童又は生徒の障害の状態や特性及び心身の
発達の段階等を的確に把握して、適切な指導計画のもと行う
よう配慮すること。

留意点
教科別の指導においては、教科の目標を達成するための時

間であるため、自立活動としての指導目標を設定して指導を
行うというより、自立活動の時間における指導を参考にして
配慮や手立てを行うことが考えられる。
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児童の実態 本時の目標 支援の手だて 評価規準

Ａ

・適切な方法で友達と遊ぶことができ
る。
・自分の気持ちや要求を言葉で伝える
ことができる。
・積極的に友達や教員の手伝いをする
姿が見られる。

【関連する自立活動の内容】
区分:コミュニケーション
・状況に応じたコミュニケーションに
関すること

・適切な言葉でやりた
いことを伝えることが
できる。
・選んだ活動で友達と
遊ぶことができる。

・丁寧な言葉の見本を
示す。

・他者と関わることを
ねらいとして、数人
で楽しめるものを準
備する。

・適切な言葉でやり
たいことを伝えて
いる。

・友達と遊ぼうとし
ている。

Ｂ

・自分の気持ちを身振りやサイン、
カードで伝えることができる。
・活動内容が理解できると、自分から
手を伸ばし取り組もうとする。
・友達や教員と関わることを楽しむこ
とができる。

【関連する自立活動の内容】
区分:コミュニケーション
・言語の受容と表出に関すること

・好きな活動を選
び、カードを渡
すことができる。

・友達の遊びに興
味・関心を示す
ことができる。

・本児の興味がある活
動を用意する。

・活動への興味を引き
出すために、本児の
近くで端的で具体的
な言葉かけに努める。

・カードを選ぼうと
している。

・自分の好きな活動
で遊ぼうとしたり、
友達の遊びに手を
伸ばそうとしてい
る。
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（5）本時の学習過程

（4）本時の目標と評価規準

（3）単元（題材）の指導と
評価の計画

（2）単元（題材）の」評価規準

（1）単元（題材）の目標
学習指導要領等を参考に、単元（題材）を
通して子どもが付けるべき力を設定

目標に対して「おおむね満足できる」学習
状況にあると考える、具体的な子どもの姿
を観点ごとに設定

設定した評価規準を、単元（題材）の指導
計画に位置付ける

グループ全体及び子ども一人ひとりに対し
て、本時の目標と評価規準を設定

本時の目標を達成するための具体的な
学習活動や子どもの主体的な学習を促す指
導・支援の工夫等を設定
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＜学習内容・学習活動＞

○ 本時の目標を達成するために子どもが行う、学
習内容や学習活動について記述する

＜指導上の留意点及び支援の手だて等＞

○ 教員が行う、子どもの主体的な学習を促す工夫
や個に応じた指導・支援の工夫について記述する

本時の学習過程

指導上の留意点や支援の手だてについては、「（子どもが）～
できるように促す」「（子どもが）～できるように～する」な
ど、具体的に内容を記述しましょう。
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子どもの
学習活動
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＜評価規準及び評価方法＞

○ 評価規準は、グループ全体に設定した
「(4) 本時の目標と評価規準」で設定した
評価規準と一致させる

○ 評価方法は、行動観察やワークシート、
作品等による評価を適切に組み合わせる

本時の学習過程

本時の学習過程では、どの活動場面で、どのような方
法で子どもの学習状況を評価するのかを明確に示しま
しょう。
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評価規準で示した内容について、子どもの学習状況が評価できる ように、授業
計画に沿って本時の学習を展開しましょう。
あらかじめ、授業計画をもとに、担当教員の間で共通理解を図っておくことが、適
切な評価につながります。

活動場面の
設定

支援の手だての
工夫

指導方法の
工夫

子ども一人ひとりの
目標や評価の観点

授業計画 授業の実施教員間で共有
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目標に対する子どもの学習状況を、設定した観点ごとに分析的に評価する

（目標に準拠した評価の実施）

子ども一人ひとりの 単元や学期、年間での総括的な評価につなげる

学習状況の評価

子どもの学習状況の評価を踏まえて…

学習活動の設定、教員による指導・支援の在り方、目標の妥当性

について評価する（授業の評価の実施）

単元計画や個別の指導計画等の評価につなげる（指導の評価の実施）

授業の評価

学習状況の評価を
集積して・・・

子ども

教員

授業の評価を
集積して・・・

指導の評価
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評価は、次時の授
業や単元計画の
見直しに生かすと
ともに、指導計画
や教育課程全体
の改善にも結び
つけていくことが
求められています。 単元計画単元計画

教育課程教育課程

年間指導計画年間指導計画 個別の指導計画個別の指導計画

評 価評 価

目標
活動
内容

指導・
支援授業授業

評価について
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Plan

Do

Check

Action
授業や指導計画等の改善

目標に準拠した授業の実施

評価を活用した指導改善のPDCAサイクル
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次に動画3を視聴してください
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