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主体的に学習に取り組む態度を育む 

「関心・意欲・態度」の評価の在り方 

― 子どもの姿をもとにした授業づくりを通して ― 

 

星 野 真 吾１ 

 主体的に学習に取り組む態度を育むためには、目標に準拠した「関心・意欲・態度」の評価が重要である。し

かし、観点の趣旨の理解、具体的な評価方法、評価を指導へ生かす方法等、学習評価に際しては課題が考えられ

る。そこで、「単元構想」「子どもの具体的な姿」「指導に生かす評価」をキーワードに、「関心・意欲・態度

の評価構想シート」「こころみカード」の開発を行い、適切な「関心・意欲・態度」の評価の在り方を探った。 

 

                   はじめに 

 

 学校現場において目標に準拠した評価が進められる

中で、「関心・意欲・態度」の評価に課題があること

が文部科学省の調査から明らかになっている。その要

因として、本観点の趣旨や具体的な評価方法などにつ

いての共通理解が不十分であることが考えられる。「関

心・意欲・態度」は、子どもが主体的に学習に取り組

む態度を育むために、また、他の観点における資質や

能力を高める上でも重要な観点であり、その適切な評

価が求められている。 

そこで本研究では、評価規準に基づいて、適切に「関

心・意欲・態度」を評価すること及び、指導に生かす

評価の実現を目指して、具体的な評価方法の開発を行

った。 

 

研究の内容 

 

１ 研究の背景 

(1)「関心・意欲・態度」の観点とは 

2010年３月の中央教育審議会報告「児童生徒の学習

評価の在り方について（報告）」では、「関心・意欲・

態度」を、「各教科が対象としている学習内容に関心

をもち，自ら課題に取り組もうとする意欲や態度を児

童生徒が身に付けているかどうかを評価するもの」と

している。また、本観点の評価によって主体的に学習

に取り組む態度を育むことが、「知識・技能」や「思

考・判断・表現」といった他の観点に係る資質や能力

の定着にも密接に関係していることから、「関心・意

欲・態度」が子どもたちの学力の向上を図る上で重要

な評価の観点であると示されている。 

さらに、子どもたちの学習意欲について課題がある

現状を踏まえ、「児童生徒が意欲的に取り組めるよう

な授業構成と継続的な授業改善を教師に促していくこ

との重要性は高い。」としており、本観点は、指導者

である教師にとっても、重要な観点であると言える。 

(2)「関心・意欲・態度」の評価の現状と課題 

 平成21年に文部科学省が実施した「学習指導と学習

評価に対する意識調査」の報告書において、「関心・

意欲・態度」の評価を、円滑に実施できている（「そ

う思う」＋「まあそう思う」）と回答した割合は４観

点中最も少ない58.6％であった。また、評価方法につ

いては79.6％の教師が「授業における教員の発問に対

する反応等の観察(又は授業において課されている実

技課題への取組状況等の観察)」を選ぶ一方で、51.2

％が「挙手や発言の回数、宿題提出、忘れ物の頻度な

ど」を選んでいる。 

 本研究において実施した同様のアンケートでも、「授

業における教員の発問や他の児童の発言等に対する反

応の観察」や「児童が記述したノートの内容」を、６

割を超える教師が本観点の評価材料としていた。「ノ

ートやワークシートなど、児童が記述したものを基に

『関心・意欲・態度』の評価をする時、記述や表現の

どのような点に着目して評価をしますか」という問い

に対して、「自分なりの考え」や「自分自身の言葉」

が表現されているかを重視するとの回答が多い一方で、

「書かれている文の長さ」や「取り組みの丁寧さ」を

挙げている回答も見られた。また、「関心・意欲・態

度」の評価に困難さを感じる（「とても感じる」＋「ど

ちらかというと感じる」）とする回答は９割に上り、

その理由として、評価方法や評価場面の分かりにくさ

や評価のための時間がとれないことが挙げられていた。 

これらのことから、「関心・意欲・態度」の評価に

おける課題を、本研究では次のように整理した。 

○「何を」評価すればよいのかが分かりにくい      

○「いつ」評価すればよいのかが分かりにくい 

○「どのように」評価すればよいのかが分かりにくい 

１ 小田原市立曽我小学校 

研究分野（今日的な教育課題研究 単元における

評価規準の設定に関する研究） 
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２ 研究の目的 

(1)研究テーマについて 

 「関心・意欲・態度」の適切な評価を行うためには、

何を(評価対象)、いつ(評価場面)、どのように(評価方

法)評価するのかを明確にするとともに、挙手や発言の

回数や提出状況といった表面的な事柄の見取りを中心

とした評価を改善していくことが必要である。 

そこで、評価規準に基づいて、各教科の学習内容に

対しての「関心・意欲・態度」の適切な評価について

追究したいと考え、「主体的に学習に取り組む態度を

育む『関心・意欲・態度』の評価の在り方」をテーマ

とした。さらにその評価を授業改善に生かしていくた

めに、「子どもの姿」を常に意識して授業づくりや評

価を行うことが有効であると考え、サブテーマを「子

どもの姿をもとにした授業づくりを通して」とした。 

具体的には、「関心・意欲・態度」の目標を実現し

た「子どもの姿」をイメージして指導や評価の計画を

立てることで、目標に準拠した評価の実現につながる

と考える。さらに、授業における「子どもの姿」を適

切に見取ることで、それを次の指導に具体的に生かす

手立てが明らかになり、評価による授業改善が図られ

ると考える。 

(2)「関心・意欲・態度」の適切な評価とは 

横浜国立大学の尾崎・中村（2006）による「中学校

技術科における関心・意欲・態度の評価に関する研究」

は、「関心・意欲・態度」を学力として育てる指導構

成の在り方と、その力を発問に対する学習ノートの記

述から読み取る指針や方法について提言している。本

研究ではさらに、指導のプロセスや評価場面ごとのね

らい、また、小学生の記述のしやすさを考慮した発問

の設定の必要性を考えたい。 

 また、広島県立教育センターが行った「生徒の学習

意欲を高める指導と評価の在り方に関する研究（二年

次）」（2013）は、評価の対象を具体的に示すことが

生徒の記述の適切かつ効率のよい評価につながること

や、指導計画に即した３回程度の評価場面の設定によ

り生徒の「関心・意欲・態度」の変化等を見取ること

ができると指摘し、その具体的な手立てを示している。

本研究ではさらに、指導に生かす評価の視点を重視し、

その実現のために、評価を具体的に授業改善につなげ

る手立てについても明らかにしたいと考える。 

 これらの先行研究や前述の「児童生徒の学習評価の

在り方について（報告）」を参考にし、本研究で目指

す適切な「関心・意欲・態度」の評価に必要なことを

次のように考えた。 

 まず、評価規準を基に、単元の目標を実現した子ど

もの具体的な姿を描いて評価することである。目指す

姿がより明確になることで、その実現に向けた指導や

評価の構想や実際の評価が行いやすくなると考える。 

次に、単元構想の中に複数回の評価場面を設定する

ことである。その際、教師の発問に対する子どもの記

述内容を基に、他の観点の評価と関連付けて評価する

ことが重要となる。 

そして、見取った子どもの姿を基に指導を振り返り、

次の授業に具体的に生かす評価を行うことである。 

 

３ 「関心・意欲・態度」の適切な評価のための具体的

な手立て 

(1)「関心・意欲・態度」の評価構想シート 

「関心・意欲・態度」の適切な評価のためには、単

元全体の見通しを持つことが必要となる。そこで、本

単元の目標を実現した子どもの姿を具体的にイメージ

し、単元における評価場面や評価方法を明確にするた

めの「『関心・意欲・態度』の評価構想シート」(以下、

「評価構想シート」)を作成した（第１図）。 

一般的には、単元の学習活動や内容、指導上の留意

点や評価といった項目を中心に単元を構想することが

多いが、「評価構想シート」には、「評価規準と期待

される子どもの姿、キーワード」と「○実際の子ども

の姿と次時以降への見通し」の欄を加えた。 

「評価規準と期待される子どもの姿、キーワード」

の欄には、評価場面における評価規準を実現した子ど

もの姿の例を、実際の子どもの記述における言葉や様

子で記入する。さらに、見取りやすさを高めるため、

評価の視点をキーワードとともに一文で示すこととし

た。これにより、目指す子どもの姿が評価規準よりも

第１図「『関心・意欲・態度』の評価構想シート」（一部・記入済例）  
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明確になり、学習活動や教材、発問等の指導計画を効

果的かつ効率的に立てられる。また、実際の評価場面

では、尺度がより明確になることで、実際の評価とそ

れを踏まえた指導・支援が行いやすくなると考える。 

「○実際の子どもの姿と次時以降への見通し」の欄

は、評価を次時以降の授業改善に生かし、指導と評価

の一体化を実現するための欄である。ここには、授業

での実際の子どもの姿を記入する。そして、期待され

る姿と実際の姿を照らし合わせ、その後の指導の改善

点や変更点を適宜記入していく。評価を子どもの能力

の把握や測定のみで終わらせることなく、教師の指導

の省察や授業改善につなげることも意図している。 

(2)こころみカード 

子ども一人ひとりの学習内容に対する「関心・意欲・

態度」を適切に見取り、評価を通してその力を育てる

ことを目的に「こころみカード」を作成した(第２図)。   

「こころみカード」は、教師の発問、子どもの記述、

記述に対しての教師のコメントを１セットとし、単元

での本観点の評価回数として考える３回分を１枚にま

とめたワークシートである。１枚にまとめることで、

単元を通した学習の深まりや変容を、教師も子ども自

身も振り返ることができる。 

「こころみカード」を使用した１単元における本観

点の３回の評価は、単元の導入・中盤・終末を基本と

したい。導入における評価は、この後の単元の学習指

導に生かす評価として位置付けるものである。中盤に

おける評価は学習が深まっていく段階での「関心・意

欲・態度」の育ちを評価するとともに、初回と同様に

指導に生かす評価としての位置付けである。終末の評

価は、単元の総括における評価となり、特にこの評価

によって「態度」に関わる力を見取ったり、その力の

高まりへの気付きを子どもに促したりするものである。

このように、段階的に本観点の評価を位置付けること

で、評価を生かした授業づくりの実現につながると考

えた。 

 「こころみカード」による評価をより効果的に行う

ためには、「評価構想シート」と関連させて活用して

いくことが重要である。教師の発問欄には、本観点の

評価規準の実現状況の見取りにつながるように、単元

のプロセスに合わせた発問を示すことが重要となる。

そこで、「評価構想シート」の中で、期待される子ど

もの姿とそれを実現するための指導計画を明確にし、

発問を設定する。そして、発問に対して子どもの記述

欄に書かれた内容が、本観点の評価資料となる。「評

価構想シート」に描いた「期待される子どもの姿やキ

ーワード」を尺度とし、記述を基に実際の評価を行う。 

 教師のコメント欄として、子どもの記述に対しての

励ましや支援を記述する欄を設けた。これは、評価を

通して子ども一人ひとりを認め、対話することで、個々

への評価をフィードバックし、子どもたちの「関心・

意欲・態度」を育てていくための重要な欄である。 

 

４ 実践を通しての検証 

(1)検証授業の概要 

 検証授業は、所属校の第４学年（12名）を対象に、

社会科の単元「昔から今へと続くまちづくり～酒匂川

とともに～」において実施した。学習指導要領の内容

を踏まえ、単元の目標は「地域の発展に尽くした先人

の具体的事例を調べ、地域の人々の生活の向上に尽く

した先人の働きや苦心を考えるようにする」である。

ここでは、目標が実現した子どもの姿として、地域の

発展に尽くした先人の働きや苦心に関心を持って、意

欲的に調べることで理解を深め、これからの地域や自

分自身のより良い在り方を考えようとする姿を目指し

た。そして、この姿を実現するためには、「関心・意

欲・態度」を育てていくことが特に重要な単元である

と考え、本単元がこの研究の成果及び、課題を検証す

る実践の場としてふさわしいと判断した。なお、本単

元では、地域を流れる「酒匂川の水害とその治水」を

教材として取り上げた。 

単元を通した授業実践の中で、作成した「評価構想

シート」及び、「こころみカード」を活用し、本単元

の評価と指導に有効であるかどうかを検証した。 

(2)授業実践の分析 

 授業に際し、まず、単元の目標を踏まえて評価規準

を設定した。次に、評価規準を実現した子どもの具体

的な姿を描き、「評価構想シート」に指導計画ととも

に記載した。さらに、その姿を見取るために「こころ

みカード」で示す適切な発問を、３回の評価場面ごと

に設定した。具体的には次のようになる（第３図）。  

また、授業での実際の子どもの姿を「評価構想シー

ト」に適宜記入し、授業改善に生かすことを試みた。 

「評価構想シート」及び「こころみカード」を活用

した授業実践について、次のように分析した。 

ア 「評価対象」が分かりにくいという課題について 

１回目の評価場面では、単元の学習内容の中心とな

る「水害と人々の生活との関わり」をキーワードとし、

それを「知りたい」「調べてみたい」と関心や意欲を

第２図「こころみカード」(１／３回分・記入済例) 
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持つ姿を、評価対象として設定した。そして、その具

体的な姿を描いて評価を行った(第３図①)。実際の子

どもの記述からは「こう水がおきた時はどんな生活を

しているのかなと思いました。」「米はどうやってそ

だてたのか？」（一部抜粋）のように、キーワードに

関連した事柄(下線部)について知りたいと意欲を持っ

た姿、すなわち、この場面での目標を実現した姿を多

く見取ることができた。一方で、記述の分量は多いも

のの、水害の引き金になった富士山の宝永噴火自体に

関心を持ち、「どうやってふん火したのか」のような

単元の学習内容とずれている記述もあった。キーワー

ドを設定したことによって見取りの視点が定まり、期

待される子どもの姿を描いたことで見取りの尺度が具

体的になったため、学習内容に対しての関心や意欲で

あるかの判断が容易にできた。他の２回の評価場面で

も同様の有効性が感じられ、「評価構想シート」の活

用により「何を評価すればよいのか分かりにくい」と

いう課題を解決することにつながった。 

しかし、「評価構想シート」で教師が想定した子ど

もの姿やキーワードはあくまで一例である。子ども一

人ひとりの表現の違いや巧拙などを考慮しながら、受

容的な姿勢で目標の実現につながる姿を見取ろうとす

ることが重要である。そのために教師は、期待される

姿を尺度として明確に持ちつつも、自身の見取りを常

に見直す意識を持って評価に臨むことが大切である。 

イ 「評価場面」が分かりにくいという課題について 

１回目の評価は、本単元の学習に対する関心や意欲

の高まりとその関心の対象を見取るために、導入であ

る第１時の終末に設定した。２回目の評価場面では、

それまでに得た知識や理解を基に、新たな知識を得よ

うとしたり、考えを深めようとしたりする学習を深め

ていくための関心や意欲を評価した。そのために、先

人の働きを知る学習から、これからの地域や自分たち

のより良い在り方を考えていく学習への転換点に評価

場面を設定した。具体的には、単元中盤のゲストティ

ーチャーへのインタビューと史跡の見学の前の時間で

ある。３回目の評価においては、単元を通して学んだ

先人の功績や生き方から、自分のこれからの生き方や

地域の発展を考えようとしたり実践しようとしたりす

る意欲や、その心の在りようを態度として評価した。

単元の学習によって育まれた「関心・意欲・態度」の

総括としての評価であり、まとめとして取り組んだ社

会科新聞作りの計画の中に設定した。 

次に示すのは、１回目と３回目の評価場面における

Ａ児の「こころみカード」への記述である。 

○「こころみカード」へのＡ児の記述（１回目） 

「わたしは、酒匂川についてもっと知りたい事は、こう

水がおきたときにそのどろ水が海に流れたらどういう

えいきょうをうけたのか知りたいです。あと、こう水が

おきたら自分はどうすればいいのか知りたいです。」 

○「こころみカード」へのＡ児の記述（３回目） 

「昔の人々は水を大切にしていたけれどこう水がくり

かえされていた。でも水を大切にしていることで、自分

たちが生きられるし、きびしい生活からさけることがで

きるからこれからは自分の知恵を使って水を大切にし

たいです。」 

単元の指導に生かす評価として位置付けた１回目の

評価の記述の中で、洪水によって泥水が海に流れたこ

とによる影響について関心を持っていることが見取れ

た。この記述にある「えいきょう」が、当時の人々の

生活に対してではなく、当時の生態系もしくは海への

「えいきょう」であった場合、Ａ児の関心や意欲は本

第３図「各評価場面における評価規準から発問設定までの流れ」 

 評価規準 期待される子どもの姿及びキーワード 「こころみカード」での発問 

① 導入 酒匂川の水害を乗り越え、

地域の発展に尽くした先人

の働きに関心を持ち、意欲

的に調べようとしている。 

「こう水の後、昔の人たちは、どうやって生活していた

のか知りたいな」 

「こう水の後、酒匂川やこの地域はどうなったのかな」 

水害と人々の生活との関わり 

「酒匂川のこう水につい

てもっと知りたいと思う

ことと、今日の感想を書い

てみよう」 

② 中盤 水害に苦しめられながら

も、この地に住み続けてき

た先人の思いや苦労をイン

タビューや見学を通して明

らかにしようとしている。 

「元々お米を育てるのにはいい場所だから住み続けよう

とがんばったんだと思うよ。地域の人に聞いてみたいな」 

「土手を守るためにほかにはどんな工夫をしたのか知り

たいな」 

先人の思いについての考え・さらに知りたいこと 

「Ｂさんに聞きたいこと

や話したいこと、見学で確

かめたいことはどんなこ

とですか」 

③ 終末 酒匂川の水害とたたかいな

がらも、その恵みを享受し、

地域を発展させようと願っ

てきた先人の生き方に関心

を持ち、これからの地域社

会のより良い発展を考えよ

うとしている。 

「こう水に負けず昔の人たちが田んぼを守ってくれたか

ら今もお米が作れるんだと思いました。これからも田ん

ぼや酒匂川を大切にしたいです」 

「今も大雨が降るのでこう水が怖いです。昔の人たちを

見習ってみんなで協力することが大事だと思いました」 

今後の生活や地域の在り方に対しての考えや思い 

「酒匂川と共に生きてき

た人々のことを学習して

曽我の地域や自分たちの

これからの生活について

考えたことや思ったこと

を書いてみよう」 
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来の学習内容とかけ離れていくことが考えられた。そ

こで、洪水が与えた人々の生活への「えいきょう」に

関心が向くように、教師のコメント欄で個別の支援を

行った。３回目では、水害と人々の生活との関わりに

ついての記述が見取れたことから、単元の学習内容と

かけ離れることなく学習を深めたことが分かった。 

一方、波線部の記述からは、Ａ児が、水害を自分た

ちのこの先の生活にも関わる問題として認識している

ことが見取れた。事前に「評価構想シート」で単元全

体の評価を見通したことにより、自分のこれからの生

活や地域の在り方について考えようとする姿を、単元

を通して育てることが明確であった。そこで、コメン

ト欄において、波線部の記述につながったＡ児の気付

きやその意識を持って学習を進めることの良さを認め、

評価した。その結果、単元の総括としての評価である

３回目の記述からは、Ａ児が、先人の苦労やこの地へ

の思いについて理解を深めながら、「自分はどうすれ

ばいいのか」について、単元の終末まで学習したこと

と結び付けて考える姿が読み取れた。 

「こころみカード」による３回の評価場面を「評価

構想シート」に意識的に位置付けることで、「いつ評

価すればよいのか分かりにくい」という課題の解決に

つながった。さらに、「単元の指導に生かす評価」「学

習の深まりへの評価」「単元の総括としての評価」と

いう３回の評価の位置付けを意識し、評価を行うこと

で、子どもの「関心・意欲・態度」を育てることにも

つながった。 

ウ 「評価方法」が分かりにくいという課題について 

「どのように評価すればよいのか分かりにくい」と

いう課題を解決するためには、評価方法が単元を通し

て同じであることが望ましいと考える。検証授業では、

評価規準を基に「評価構想シート」に期待する子ども

の姿を描き、「こころみカード」での発問に対する子

どもの記述を基に評価するといった方法を、３回全て

の評価場面で統一することができた。 

評価規準を基に「評価構想シート」に期待する子ど

もの姿を描き、「こころみカード」の子どもの記述か

ら見取る評価方法が、単元を通して一貫していること

で「どのように評価すればよいのか分かりにくい」と

いう課題を解決できた。 

一方で、記述から評価をするためには、「こころみ

カード」における発問の「質」が重要であることが分

かった。２回目の評価の発問にある「話したいこと」(第

３図②下線部)は、ゲストティーチャーに対しての質問

だけではなく、学習の中で深めてきた個々の先人への

思いや考えを伝えようする意欲を見取る意図を持って

発問の中に含んだ語句であった。しかし、その意図が

伝わらず、混乱する子どもも多かった。記述を実際の

評価資料とするためには、特に発問を吟味する必要が

ある。 

エ 授業改善に生かす評価の実現について 

「評価構想シート」や「こころみカード」によって

評価規準に基づいた評価が３回行われたことで、評価

の妥当性や信頼性が向上しただけでなく、評価を通し

た指導や授業改善の機会も確保することができた。   

例えば、１回目の評価では、中心となる学習内容と

かけ離れた記述が複数見取れたため、目標の実現に向

けて、学習対象をより焦点化する必要があると判断で

きた。そこで、「こころみカード」の記述から子ども

たちの関心のある事柄を模造紙に書き出し、次時の冒

頭において全員で確認する時間を設けた。そのことに

より、多くの友達が洪水時の人々の衣・食・住に関心

を持っていることに気付かせることができた。そして、

学習内容とかけ離れた部分に関心を持っていた子ども

に、洪水と人々の生活の関わりについて興味を持たせ

ることができた。 

授業者として日常的に「評価構想シート」へ実際の

子どもの姿を記入していくことで、子どもの興味や思

考の流れをより細かに把握することができ、子どもの

学習意欲を高める教材・教具や学習活動の工夫・改善

に具体的に生かすことができた。そして、その効果を

実感できたことで、子どもを日常的に見取り、それを

指導に生かそうとする意識をより高めることができた。 

(3)研究協議の内容 

 全15時間の検証授業の中の第９時に研究授業を行い、

その後、協議会を実施した。 

研究協議では、「評価構想シート」及び、「こころ

みカード」の有効性と課題点について意見交換を行っ

た。研究協議における主な意見を次に示す。 

① 期待する子どもの発言などを想像することでどん

な発問がよいのかをあらかじめ考えられる。 

具体的な子どもの姿を描くことで、それを求めてい

くために教材研究が始まり、深まる。 

② 評価規準だけでは漠然としがちだが、それが子ども

の姿として自分の中に落ちていることが大事であ

り必要なことだ。 

数値では評価しにくい「関心・意欲・態度」は、具

体的な子どもの姿を描かなければ評価ができない

のではないか。やはり具体的な姿が大事である。 

③ 授業での子どもの姿を記入していくことで、授業が

再構成されていくことはよい。 

うまくいかなかったら振り返りもでき、次の時間は

こうしようという工夫ができるからよい。 

④ これだけ書くのは大変。書く量が少ないとよい。 

より簡素にするために、「評価規準と期待する子ど

もの姿」の欄は、「関心・意欲・態度」の観点のみ

の記入でよいのではないか。 

①～③の意見からは、｢評価構想シート｣及び「ここ

ろみカード」の有効性への実感が読み取れる。有効性

をまとめると次のようになる。 
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① 単元構想・指導計画への有効性 

② 「関心・意欲・態度」の評価のしやすさへの有効性 

③ 評価を指導に生かす上での有効性 

これらの他にも、「関心・意欲・態度」は学力とし

て育てられることや、評価を指導に生かす良さを実感

した声も聞かれた。さらに、本観点の評価を共通理解

する上での有効性も挙げられていた。このような理解

や実感が、本観点への適切な評価への意識をさらに高

めていくと考える。 

④の意見は「評価構想シート」の課題を指摘してい

る。「実際に『評価構想シート』を使ってみたが書く

ことが多く、第２時までで疲れてしまった」という声

もあった。「評価構想シート」は、実用的であること

も求められる。記入する内容を「関心・意欲・態度」

の観点に特化したり、使用者が自身のニーズに合わせ

て選択したりするなど、記載内容や活用の仕方につい

ては検討の余地があることが分かった。 

 

５ 研究のまとめ 

(1)研究の成果 

 ｢評価構想シート｣及び「こころみカード」の活用に

よって、「関心・意欲・態度」の評価における課題を

解決することができた。 

「評価構想シート」を使い単元構想をする段階で、

目標を実現した子どもの姿を具体的に描くことにより、

評価対象と評価場面を明確化することができた。そし

て、描いた子どもの姿を基に、３回の評価場面の位置

付けを理解して「こころみカード」に発問を示し、そ

の記述内容を見取る評価方法により、目標に準拠した

本観点の適切な評価を実現することができた。 

さらに、教師が、目指す子どもの姿を描くことや、

実際の子どもの姿を基に授業づくりをする手立てを理

解し、その有効性を実感することで、評価を指導に生

かす意識が高まり、授業改善につなげられた。 

よって、「関心・意欲・態度」の目標に準拠した評

価を実現し、指導と評価の一体化を図ることにつなが

る「評価構想シート」及び「こころみカード」による

評価方法を開発できたことが本研究の成果である。 

(2)課題とその解決に向けて 

 検証授業で作成した「評価構想シート」は、記載内

容が多く、有効性は認められるが、取り組みにくい面

があった。目標を実現した子どもの姿や評価場面、評

価方法を明らかにすることや、評価結果を次の指導に

生かすという「評価構想シート」の目的を踏まえつつ、

より実用的なものとなるように、活用の仕方を検討し

ていく必要がある。 

「こころみカード」においては、適切な発問の設定

が重要となる。目標の実現状況を見取るためだけの発

問ではなく、子どもの「関心・意欲・態度」を引き出

し、子ども自身がその高まりを感じるきっかけとなる

発問が望ましい。評価によって「関心・意欲・態度」

を適切に見取り、育てるためには、例えば、子どもの

情意的な部分に加え、行動としても表れる態度を見取

ることができる発問の工夫も必要だと考えられる。 

また、適切な発問の設定には、目標を実現した子ど

もの姿を描くことが不可欠である。評価規準を基にし

ながらも、目の前の子どもの実態に寄り添い、その姿

を描く指針を一人ひとりの教師が持つことが求められ

る。 

 最後に、「評価構想シート」及び「こころみカード」

の他教科や他学年における汎用性を、実際に検証でき

ていないことが課題として挙げられる。検証授業から

も、その有効性は十分にあると考えるが、実際に活用

する際には、教科の特性や、学年及び、発達段階に合

わせた記述の量や表現方法に配慮する必要があると考

える。今後、実践を重ね、検証していきたい。 

 

おわりに 

 

「関心・意欲・態度」を適切に評価することで、子

どもの「主体的に学習に取り組む態度」を学力として

育成することができる。教育によって育まれたこの学

力は、子ども一人ひとりが豊かな人生を実現していく

ための大きな力となるものである。 

本研究を通して、学習評価は子どもと教師の「対話」

そのものであると実感した。その「対話」によって子

どもたちは認められ、励まされて、より良い学び、よ

り良い人生への新たな視点を持つ。教師もまた、学習

評価という「対話」から、より良い授業への視点を与

えられる。これからも評価を通して、子どもたちと「対

話」し続ける教師でありたい。 

 

引用文献 

文部科学省 2010 「児童生徒の学習評価の在り方につ

いて(報告)」（http://www.mext.go.jp/b_menu/s

hingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/attach/1292

216.htm（2014.4月取得）） 

 

参考文献 

財団法人日本システム開発研究所 2010 「学習指導と

学習評価に対する意識調査報告書」 

広島県立教育センター 2013 「生徒の学習意欲を高め

る指導と評価の在り方に関する研究(二年次)」

（http://www.hiroshima-c.ed.jp/center/wp-con

tent/uploads/kanko_butu/h24/kenkyu01.pdf

（2014.5月取得）） 

尾崎誠・中村祐治 2006 「中学校技術科における関心・

意欲・態度の評価に関する研究」（http://kamom

e.lib.ynu.ac.jp/dspace/bitstream/10131/1620/

1/KJ00004471687.pdf（2014.5月取得）） 


