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これから求められる授業づくり ｐａｒｔ２

評価について

part１ 約23分、 part２ 約22分

合わせて 約45分の講義です



毎日授業をしているけれど・・・

これで
よいのかな・・・

みんなは、どんな授業を
しているんだろう？



授業づくりで大切なこと

Part１の研修内容
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授業づくりで大切なこと



先生方は「よい授業」と聞いて、

どんな授業をイメージしますか。

・子どもの発言がたくさんある授業

・子どもが楽しそうに活動している授業

・子どもが真剣に考えている授業･･････

子どもが主体



一般的な主眼の構成

めざす子どもの姿は、指導する教科の
当該学年の指導内容から導き出します。

「○○することを通して、

主な手だて

△△できるようにする。」

めざす子どもの姿

「身に付けさせたい力」を明確に！



当該学年の指導内容は各教科の「学習指
導要領解説」で確認してください。

「身に付けさせたい力」を
学習指導要領解説で確認する

「学生の時に教わったこ

と」と、変わっている部分

も数多くあります。教科

書だけでなく、学習指導

要領解説で確認を！



＜下記の4つの整合性と妥当性を見直す＞

①主眼 ②めあて ③まとめ ④評価規準

・整合性＝評価の観点が一致していること

・妥当性＝身に付けさせたい力が適切であること

必ず、学習指導要領解説で確認しましょう。

「身に付けさせたい力」を明確に！



「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

（文部科学省 国立教育政策研究所教育課程研究センター）

「身に付けさせたい力」を明確に！



導入

展開

終末

1単位時間の学習過程

問題提示

場の設定

指示・発問

言語活動

交流のさせ方

今までとちがうな

やってみたいな

これでいいかな？

なるほどそうか！

それとも・・・

わかった、できる！

教師の手だて 子どもの姿



導入、展開、終末の手だては、
ねらい達成のために有効であるか

教師の手だて 子どもの姿



導入段階の視点

本時のめあてをつかむ、つくる、確認する
（本時学習内容にかかわる問題意識をもつ）

本時の学習対象に出会う

「今までと違うぞ」「どうしたらできるようになるのかな」
（ズレ、不便さ、不完全さを感じている状態）

「不思議だな」「どうしてそうなるのかはっきりさせたいな」
（驚き、感動を覚えている状態）

「すごい。自分もやってみたい」
（憧れを抱いている状態） つぶやき

発言表情

・掲示物を用いた前時の振り返り
・新たな事象提示（資料、問題、モデル、実物、調査結果など）
・学習を方向付ける発問



「そうか。こうすれば、できるようになるんだ」（ズレの解消）
「なるほど こういうことだったのか」（発見、納得）
「やった できるようになったぞ」（達成感）

・話し合う、書く、調べる、表す（動き、音、絵図）などの活動設定

・表現内容をつくる環境整備 （時間的、物的、空間的、人的）
・目的（何のため）、内容（何について）、方法（どうやって）の明確化
・発問の焦点化と具体化
・考え、動きの可視化 （板書、カード操作、付箋、図、表など）

成果物

発言

記述

展開段階の視点

本時のめあてを達成する
（本時の学習問題を解決する）

めあてに沿った個や集団による学習活動



・意図的指名（変容が大きい、新たな課題を見つけているなど）
・新たな内容、方法を獲得したことに対する価値づけ
・新たな事象提示（次時のめあてにつながる）

・今日はこのようにしたら（方法）こんなことが
分かった、できるようになった（内容）。
・次の時間も今日の学習を生かして挑戦するぞ。
・次の時間はどんなことをはっきりさせればいいのかな。
・次の時間でもっとできるようになりたい。もっとよくしたい。

発言

記述

終末段階の視点

本時学習をまとめる、次時への意欲
（本時で新たに獲得した方法や内容の共有化）

本時の学習を振り返る



学習指導要領で示されている
資質・能力を育成するために



17

先生方は、何をもとに、できている点や課題を把握して
いますか？

発言や記述の分析も実態把握には欠かせません。しか
し、下線部の４つは、生徒の実態や、教える先生によって、
ねらいも難易度も違います。
同じ実態であっても、Ａ先生は課題と捉えていても、Ｂ先
生は課題と捉えていないかもしれません。

□ 授業中の発言
□ ノートやワークシートの記述内容
□ スピーチや作文、レポート等の言語活動の成果（物）
□ 定期考査
□ 実力テスト
□ 学力標準検査（ＣＲＴ、ＮＲＴ）
□ 全国学力・学習状況調査



なぜ「全国学力調査問題」を使うのか

18

学力標準検査（ＣＲＴ，ＮＲＴ）や実力テストがあるのに、
なぜ全国学力調査問題で実態把握をする必要がある
のですか？

「全国学力調査問題」は、学習指導要領で示されて
いる 資質・能力が身に付いているかを調べるものだ
からです。
例えば、国語科においては、国語で正確に理解し適
切に表現する資質・能力が身に付いているかを調べ
ています。

また、「全国学力調査問題」は「絶対評価」であるた
め、概ねの生徒の正答が求められています。



授業改善のために「学力向上虎の巻」が使えます

19

「学力向上虎の巻」
とは、「全国学力調
査問題」を年間指導
計画に位置づけたも
のです

冊子とＤＶＤ
配布済み



単元に入る前に「虎の巻」を開く
・赤、青の問題→身についていない力は何か？

課題の分析
・報告書→どんなつまずき（課題）があるのか？

具体的な授業の構想
・「だれに」「どのような」手立てを講じるか？

・「虎の巻」の問題を単元のどこに位置付けるべきか？

授業の計画（P)

２

１

２

３



・できていない２～３名 → 個別指導が必要
・正答率８０％～７０％ → 補充学習が必要

・正答率７０％未満 → 授業改善が必要

１人１台端末のアン
ケート機能を使うと
瞬時に集計できま
す！（ICTの活用）

授業の計画（P）

授業の実施（D）

正答率を出す（C）

正答率による指導（A）



２ 単元に入る前に「虎の巻」を開く１



A: 過去、何度も出題されている問題です。
（その理由）何度も出題される問題というのは、

全国的に課題が改善されておらず、
授業改善の必要がある問題だから

Q:赤字や青字の中で、どの問題を選べばよいですか？

同じ内容が数年にわたって出題されている

（例）中１国語：目的に応じて必要な情報を読み取る
（県正答率 H19 51.9％, H20 52.3％, H25 69.2％, H28 63.4% ）

＜クリック１つで、問題が出てくる＞
▲正答率 50％未満 課題が大きい
●正答率 50以上70％未満
★正答率 70以上90％未満

「虎の巻」を開いて問題を選び、問題を解く１



授業の構想を行い、授業において、調査問題を使い正答率を

出す。

３

①「評価問題」として

授業の終末や単元末で、
Ａ問題を解く。

②「教材」として

授業の展開等で、
Ｂ問題を解く

授業改善の
必要あり

おおむね
よい

自分のいつもの授業

終末（5分）：Ａ問題を
「評価問題」として解く

そのまま
教材として解く

一部変えて
教材として解く

終末：
調査問題で

評価

終末：
類似問題で

評価

自校８０％ 自校４０％

例

自校４０％自校８０％

授業改善の
必要あり

おおむね
よい



・できていない２～３名 → 個別指導が必要

・正答率８０％～７０％ → 補充が必要

・正答率７０％未満 → 授業改善が必要

＜評価問題での正答率＞と指導のめやす



★活用例（16事例）

「Ｒ３虎の巻」から
ワンクリックで、
活用例が見れます！

★中学校
（数学…2年用）
（国語…1～3年用）
（理科…2年用）
（英語…2年用）

「調査問題が透けて見える」ような、ゴールを明確にした授業展開
例を指導案形式等で示し、発問を３～４に絞って示しています！

各教科の活用の具体例

26
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