
  ����� 	�
��
�� 	���

���� �
$���
'*(�'"(	)!�&%���
�

���� �
� ����
��������#+��

3.2 版(2019 年 8月 28日) 

 

 
東京学芸大学 森本研究室 

編著 森本康彦 



 

 

  学習評価が求められる背景 

文部科学省では「学習評価は、子どもたちの学習状況を評価するもの」

とし、評価のための評価に終わるのではなく「教員が指導の改善を図る

とともに、子どもたち自身が自らの学びを振り返って次の学びに向かう

ことができるようにすること」を求めています。つまり、学習評価は学

習に埋め込まれており、学びと評価は一体化して行われるものなのです。

また、文部科学省は、「生徒自身が自分の学習状況やキャリア形成を見通

したり、振り返ったりできるように、自己評価を学習活動として行って

いくことが適当である」としており、自己評価を行っていくことで自身

の学びを振り返り、主体的に次の学びに向かって考え行動できるように

なることを期待していることがわかります。そして、深い自己評価に至

るためには、仲間同士の学び合いに代表される相互評価や、教員からの

適切なフィードバックによる教員評価が必要となります。 

 

  アセスメントとしての学習評価の役割 

これからの新しい時代では、児童生徒の学習状況を把握しながら、そ

の学びを促進させていく、学習支援としての評価が求められており、そ

れがすなわち「アセスメント」です。学校教育における学習評価では、

アセスメントとしての評価が求められているのです。そして、このアセ

スメントは、生徒の学びの過程そのものであることに気づきます。教員

は、生徒の学習状況を把握し、背中を押しながら、生徒が学びに向かっ

て前向きに歩み寄れるように支援していくことが重要です。 

 

1 章 はじめに 
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  今、求められる「資質・能力」と「アセスメント」 

現在、新学習指導要領では、育成すべき資質・能力の３つの柱として、

「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間

性等」が挙げられています。人が有する資質・能力は、よく氷山で例え

られます。氷山は、水面から見える部分に比べて、水面の下の目に見え

ない部分はその何倍もの大きな塊があり、水面下の部分が大きくないと

氷山は不安定で傾いてしまいます。これが資質・能力に似ています。つ

まり、水面下の部分に当たる資質・能力を育成することが大切なのです。 

これまでよく行われてきたテストは、氷山の主に目に見える部分であ

る「知識・技能」を測ることはできますが、その下の「思考力・判断力・

表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」を測ることは容易ではありま

せん。そのため、継続的に支援し、その資質・能力を育成すると共に、

それらを測ることが求められます。これが「アセスメント」であり、そ

の際に活用が期待されるものが「eポートフォリオ」です。 
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  なぜ、アセスメントに e ポートフォリオが求められるのか 

今、求められる資質・能力を評価しようとしたときに、先述のように、

テストだけでは評価しきれません。あらゆる学びにおいて、多面的・多

角的に評価（つまり、アセスメント）を行っていくことが求められます。

そのアセスメントを行っていくツールとして「e ポートフォリオ」が注

目されています。 

e ポートフォリオとは、生徒のあらゆる学びの記録を、電子的に蓄積

したものです。e ポートフォリオは、生徒自身の学習成果の証拠（エビ

デンス）になるだけでなく、時空を超えて生徒の学びを継続的につなげ

てくれる教材になったり、良さや可能性、進歩の状況を見える化してく

れるツールになりうる、生徒中心の学びには欠かせないものと言えます。 

e ポートフォリオを用いることで、これまでテストでは図ることので

きなかった部分の「思考力・判断力・表現力等」や、「学びに向かう力・

人間性等」さえも育成し、評価することができるようになります。 
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コラム 1 「目標に準拠した評価」と資質・能力の関係 

各教科では、学習指導要領で⽬標と内容が記載され、それら⽬標にど
れくらい到達できているかを評価する「⽬標に準拠した評価」の実施が
求められています。また、改訂する学習指導要領では、資質・能⼒を育
成すること⾃体がその⽬標として明記されるようになりました。 

この改訂の背景には、「ただ⽬標を達成しても、資質・能⼒が育って
ないなら意味ないじゃないか︕」と⾔うことがあります。 

⽬標を達成することだけがゴールなのだとしたら、どんなショート
カットしようと、攻略をしようと、⽬標達成に意味があるのかもしれま
せん。しかし、学びは違います。そもそも⼈が成⻑し、キャリア形成し、
よりよく⽣きるための⼿段として学びがなければいけません。ですの
で、⽬標を達成して、なおかつ、資質・能⼒も⾝についていなければ元
も⼦もないのです。 

つまり、⽬標に向けて学習する過程が重要で、その中で資質・能⼒を
育成しアセスメントしていくことが必要なのです。 



          

学習成果物 

作品 
授業や実習等で制作（製作）したもの 
具体例 
・水彩画の下絵と完成した作品 

・書道で書いた作品 

 

レポート 
授業や実習等で作成された文書 
具体例 
・調べたことをまとめたレポート 
・自分の意見をまとめた小論文 

 

日誌 
自身の活動や振り返りを綴った文書 
具体例 

・生活の記録 

・部活ノート 

実技 
実技のパフォーマンスを 
記録したもの 
具体例 
・体育の実技を撮った動画 
・リコーダーの演奏を撮った動画 

 

体験 
体験した活動を記録したもの 
具体例 
・職場体験の記録 

・ボランティア活動の体験の記録 
・修学旅行の体験学習の記録 

 

プレゼンテーション 
プレゼンテーションを記 
録したもの 
具体例 
・自由研究のポスター発表の動画 
・演説を撮った動画 

学習の記録 

ワークシート 
思考プロセスをワークシート等に沿って記
録したもの 
具体例 
・思考ツールを活用したプリント 
・実験プリント 
 

メモ・ノート 
獲得した知識や技能、思考したことや気づき
などを記録したもの 
具体例 
・板書を写した記録 

・学習の中で気づきを書いた記録 

思考プロセス 

解決プロセス 
演習の記録 
演習したことを記録したもの 
具体例 
・演習問題とその回答の記録 
・演習課題の解決過程の記録 
 

実習の記録 
実習したことを記録したもの 
具体例 
・看護実習の活動の記録 
・教育実習ノート 

課題の記録 
設定した課題や問い
を記録したもの 
 

仮説の記録 
設定した課題や問に
対して、立てた仮説を

記録したもの 
 

課題解決の記録 

仮説の検証の記録 
仮説を検証したり、それらを
基に考察したことを記録し
たもの 

 

解決の検証の記録 
設定した課題、問いに対する

解決を検証したことを記録
したもの 
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議論・対話 
議論・討論した内容を記録 
したもの 
具体例 
・生徒会議会での議論の記録 

 
情報収集・分析の記録 
学習の際に収集したり、 
分析したりしたもの 

具体例 

・収集した Web ページ 

・調べ学習でインタビューした記録 

e ポートフォリオの分類と具体例 

具体的な eポートフォリオは、以下のように分類することができます。これら 
eポートフォリオをあらゆる学びの過程で収集・活用することが求められます。 



 

  

活動の様子 
観察の記録 
児童生徒の活動等の様
子を観察して記録した
もの 
具体例 
・委員会活動の様子を収め
た写真 

・係活動の様子を記述した

記録 

 

テスト・アンケート 
テスト 
テストとその結果 
具体例 
・定期テストとその
解き直しの記録 
・校外模試とその解
き直しの記録 

アンケート 
質問紙等の 
アンケートとその
結果 
具体例 
・授業に対する意識調

査アンケートとその

結果 

発問 
教員による発問とそ
の回答 
具体例 
・授業中の教員の発問

とそれに対する児童
生徒の回答の記録 

学習履歴 

  

学習ログ 

正課内の行動・活動履歴 
授業等の内外における行動・活動の履歴 
 

正課外の行動・活動履歴 
諸活動における行動・活動の履歴 

 

操作ログ 

ICT機器の操作履歴 
コンピュータやタブレ
ット端末の操作の履歴 

学びの振り返り 

振り返りの記録 
自身の学びの振り返りを 
記録したもの※  
具体例 
授業での学びの振り返りの記録 

※ 「振り返りの記録」は、特別な e ポートフォリオと言えます。 

この記録は「学習の記録」と合わせて記録されたり、「評価の記録」

に含まれたりします。「振り返りの記録」単体で存在することもあり

ますが、他の e ポートフォリオと合わせて記録することで、生徒の学

びの状況を詳しく記録するができるようになります。 
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評価の記録 

  

学習評価 
自己評価 
自己評価の内容を記録したもの 
具体例 
・探究活動後の自己評価の記録 
 

相互評価 
相互評価の内容を記録したもの 
具体例 
・仲間からのコメントの記録 

 

教員評価 
教員評価の内容を記録したもの 
具体例 
・教員からのフィードバックの記録 
 

他者評価 
他者評価の内容を記録したもの 
具体例 
・保護者や専門家からのコメントの記録 

 

学習目標 
設定した目標や課題
を記録したもの 
具体例 
・探究で設定した学習目
標 

 

学習計画 
学習の計画や見通し
を記録したもの 
具体例 
・家庭学習の学習計画表 

ゴール設定 

その他 成績・評定 

表彰・顕彰 

資格・検定 など ���
����



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（空ページ）  



  

２章 

e ポートフォリオを 

活用した学び 

【基礎編】 

〜学びを振り返ることから始めよう〜 

この章では、eポートフォリオを活用した
学びの第一歩として、その基盤となるとなる
「学びの振り返り」の方法を紹介します。 

この章を読むことで、eポートフォリオを
活用した学びの実践を始めることができる
ようになります。まずは、この章を参考にし
て下さい。 

より綿密な e ポートフォリオ活用が求め
られる場合は、次の 3章がおすすめです。 



 

 

e ポートフォリオを活用した学びの中では、生徒はどのように学んで

いくのでしょうか。e ポートフォリオを用いて学んでいる A 君の目線か

ら成長過程を追ってみましょう。 

 
①⽣徒は気づきながら学んでいる 
 A 君は、ただの丸暗記でなく、⾃ら
考え、たくさん気づきながら学んでい
るようです。そして、それがさらなる
エンジンとなり主体的に学ぼうとし
ていますね。 
 
②⾃然と e ポートフォリオはたまる 
 授業後には A 君が記録をためるこ
とを意識せずとも、⾃分が学んだこと
が e ポートフォリオとしてたまって
いるようです。ここでは、授業での「学
習の記録」だけでなく、そこで何に気
づいたのかが書かれた「振り返りの記
録」も合わせて残されています。 
 
③並べると学びの過程が⾒える 
 ⼀ヶ⽉後には、たくさんの e ポート
フォリオがたまっているようです。⾃
分のリアルな学びが残っているわけで
すから、それらを並べたら⾃分の進歩、
よい点、可能性がみえてきますね。 
 
④次の学びにつながる 

これまでの学びの成果や課題が⾒え
たら、次の学びにどうつなげていくか
まで考えられそうです。A 君は、それに
向かってさらに主体的になっているこ
とが分かります。 
  

2.1 “気づき”をためて大きく振り返ろう！ 
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このような学びのベースには、日々学んでいく中で、気づいたことを

eポートフォリオとしてためていき【気づきをためるフェーズ】、ある程

度学びが進んだときに、それらの記録を見返しながら大きく学びを振り

返る【学びを振り返るフェーズ】、という一連の活動を繰り返しながら学

んでいくという「学び方」が存在します。それが「学びの振り返り」モ

デルです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【気づきをためるフェーズ】では、考えてわかったこと、発見したこ

と、工夫や教訓など、気づいたことを記録に残しながら粘り強く学んで

いきます。これは、常に“小さな振り返り”を繰り返しながら学び続け

る「振り返り学習」です。 

2.2 「学びの振り返り」のモデルとは 
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【学びを振り返るフェーズ】では、これまで学んだことをまとめて振

り返る“大きな振り返り”を行い、一連の自身の学びを総括します。 

では、「小さな振り返り」と「大きな振り返り」は、それぞれどのよう

に行っていくことが効果的でしょうか。 

 

  「気づきをためるフェーズ」の“小さな振り返り”とは 

「あっ、なるほど、わかった！」、「これは大切だな！」、「なるほど、

こうすればできるんだ！」など、学びの中では、（メタ認知を働かせ）た

くさんの気づきが起きます。この気づきを大切に、e ポートフォリオと

して残しながら学んで行きます。これが、‟小さな振り返り“です。 

ここは、学びの状況を表す eポー

トフォリオ（エビデンス）と、その

時の思い（考え）を外化した「振り

返りの記録」が一緒に残されるよう

にすることが大切です。これらを見

て、後に、その時の状況が思い起こ

されるアルバムの１ページのよう

になっていることが理想です。 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 2.1 紙ベースのポートフォリオだって大丈夫！ 

右上のイラストからも分かるように、‟⼩さな振り返り“を繰り返すことで、
学んだことの記録とそれを通して⾃分が気づいたことや考えたことの記録が、
e ポートフォリオとして、⾃然と⼀緒にたまっていきます。 

しかし、実際の学校での学びでは、紙のポートフォリオをこの学び⽅に適⽤
して⾏うケースも多いでしょう。紙の⽅が⾃由な記⼊ができたり、扱いやすか
ったりして効果的なときも多くあります。そういう時は、ぜひ紙のポートフォ
リオをタブレットやスマートフォンのカメラ機能で写真に撮って e ポートフォ
リオとしても活⽤して下さい。紙とデジタルの美味しい所取りで⼀⽯⼆⿃です。 
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  「学びを振り返るフェーズ」の“大きな振り返り”とは 

生徒自身が、一連の学びの最後に、それまでたまってきた記録を並べ

て見ながら、総括的に振り返ることが“大きな振り返り”です。 

このフェーズに至るまでには、たくさんの eポートフォリオが残され

ています。これらを時系列で並べて見るだけで「学びの軌跡」が見える

化されることに気づきます。これらを見ながら大きく、学び全体を振り

返るのです。そうすると、自分の学びの過程を振り返ることができます。

その際、よく取り組めたことの記録を見ることで自分の「よい点」がわ

かり、その学びの始めのころと終わりのころの記録を見比べると自分の

「進歩」がわかりま

す。さらに、これから

の伸びしろまで透け

て見えてきますので、

これからの「可能性」

まで把握することが

できるようになりま

す。 

 

 

コラム 2.2 「学びの振り返り」で活動歴もたまっていく 

現在、⽣徒の活動してきたことを記録に残し、その活動歴を、「指導要録」や「キ
ャリア・パスポート」、「⼤学⼊試⽤の出願書類（たとえば、JAPAN e-Portfolio）」
などの記録に活⽤することが求められています。 

１学期間や１年間を⼤きな⼀連の学びと捉えて、この学び⽅（「学びの振り返り」
モデル）を適⽤することで、学期末や学年末に「キャリア・パスポート」や「JAPAN 
e-Portfolio」に記録をためていくこと⾃体が⼤切な振り返りの機会となるのです。
そして、学びが促進されるだけでなく、⾃然と必要な記録までたまっていきます。  
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e ポートフォリオを活用して「学びの振り返り」を行っていくこの学

び方は、実際にどのようにはじめたら良いでしょうか。実は、とても

シンプルで難しいことではありません。これまで行ってきた授業等の

学びに、“小さな振り返り”と“大きな振り返り”の２つの振り返り活

動を意図的に加えるだけで OK です。 

その手順は、４つのステップからなります。まずは、教員が学校の

授業等の学びに、この学び方を適用して「学びの振り返り」を実践し

ていってください。いずれは、生徒がこの学び方を学び、自身の家庭

学習や、将来の大学等での学びに応用していってくれたら最高です！ 

では、「学びの振り返り」モデルに基づいた「学び」を設計していき

ましょう。 

 

手順 1) 対象とする「学び」を決める 

ここでの「学び」とは、総合的な探究の時間での学びや教科の単元

を通した学びはもちろんですが、特別活動での学校行事を通した学び

や課外活動での学びなども考えられます。図１では、「学び」を四角形

で表しています。 

 
 

図１ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 「学びの振り返り」の設計方法 

※ ⼀年間を通した学びでも、単元といった⻑さの学び、などなど、、、 
あらゆる粒度の学びに合わせて、この学び⽅を適⽤することができます。 

����
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手順 2) 区切りを決め、学びとして意味のあるまとまりをつくる 

「学び」を決めたら、次は、その「学び」の中に区切りを決めてい

きます。その区切りにより、学びとして意味のあるまとまり（以下、

ユニット）ができます。 

図２では、縦の点線が区切りとなり、その区切りによりできたユニ

ットを小さい四角形で表しています。 
 

図２ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順 3)“小さな振り返り”を組み込む 

各ユニット内の学びの終わりに“小さな振り返り”の機会を設定し

ます。 
 

図３ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ ５０分の授業毎など、均等に区切りを決めていくというより、学びの切
りのいい所を区切りと考えていくといいでしょう。もちろん、授業を進
めてく中で、必要に応じてユニットの位置を変えて⾏っても OK です。 

※ ⼀学期を通した学びを⼀連のひとつの「学び」と決めたときには、教科
での、⼀単元が⼀つの区切りと考えることができます（単元がユニット
と捉えられます）。 

���

��� ����

���

�������
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手順 4)“大きな振り返り”を組み込む 

「学び」の終わりに、全てのユニットを通した学びを振り返るため

の“大きな振り返り”の機会を設定します。 

 

図４ 

 

 

 

 

 

 

以上の手順 1)から 5)によって、eポートフォリオや学びの振り返り

を意識せずに行っていた普段の学びが、「学びの振り返り」モデルに基

づいて eポートフォリオを活用した「学び」に生まれ変わります。 

ここで、“小さな振り返り”を繰り返しているところが、「気づきを

ためるフェーズ」であり、“大きな振り返り”をするところが「学びを

振り返るフェーズ」に当たります。 

 

図５ 
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ポイント 「学びの振り返り」モデルと学習評価の関係 

学習評価では、「形成的な評価」、「総括的評価」という⾔葉がよく使
われます。この「学びの振り返り」モデルでは、「気づきをためるフェ
ーズ」を形成的な評価、「学びを振り返るフェーズ」を総括的な評
価に対応させて考えると良いでしょう。 

 
 
 



 ポイント 学びの振り返りにおける声かけ（プロンプト）の重要性 

生徒が自身の「学び」を振り返ってそれを記録するのは、簡単なことではあり

ません。それを丸投げしてしまっては、事実だけを書いた感想文になってしまい

がちです。 

そこで、教員の声かけ（プロンプト）が大切になります。声かけをすることで、

その内容に応じた振り返りを促進することができ、その結果、意味のある振り返

りの記録がたまっていきます。以下の声かけの例を参考に、学びの文脈に応じて、

アレンジして使ってください！ 

 

“小さな振り返り”を促す声かけ（プロンプト）の例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“大きな振り返り”を促す声かけ（プロンプト）の例 
 

 

 

 

 

  

学んだことを確認する振り返り項目 
・なにを学びましたか？ 
・それは、どのように学びましたか？ 
・今後、それはどう生きると思いますか？ 

自分の変容を確認する振り返り項目 
・あなたの中で、なにが、どのように変わりまし
たか？ 

・なぜ、そう変わったと思いますか？ 
・今後、それはどう生きると思いますか？ 

成果を確認する振り返り項目 
・よく取り組めたことは何ですか？ 
・それを選んだ理由／根拠は何ですか？ 
・今後、それはどのようにいかしていけると思い
ますか？ 

教訓化のための振り返り項目 
・うまくいった／いかなかったことはなんです
か？ 
・それは、どのようにして、うまくいった／いか
なかったのですか？ 
・次、同じような場面がきたら、どのようにした
いと思いますか？ 

発見したことを確認する振り返り項目 
・なにを新しく発見しましたか？ 
・どのようにして発見したのですか？ 
・今後、それは、どのようにいかしていけると思
いますか？ 

印象深いことを確認する振り返り項目 
・強く印象に残ったことはなんですか？ 
・それを選んだ理由／根拠は何ですか？ 
・今後、それは、自分にどのような影響を与える
と思いますか？ 

進歩を確認する振り返り項目 
・あなたが、進歩（成長）したことはなんです
か？ 
・あなたがそう思った理由はなんですか？また、
それを示す eポートフォリオはどれですか？ 
 

よい点を確認する振り返り項目 
・あなたが、よい点と思えることはなんですか？ 
・あなたがそう思った理由はなんですか？また、
それを示す eポートフォリオはどれですか？ 

可能性を確認する振り返り項目 
・あなたが、可能性を感じたことはなんですか？ 
・あなたがそう感じた理由はなんですか？また、
それを示す eポートフォリオはどれですか？ 

次につなげる振り返り項目 
・あなたが、学びを通して、特に大切だと思った
ことはなんですか？ 
・あなたがそう感じた理由はなんですか？また、
それを示す eポートフォリオはどれですか？ 
・それらを、今後の学びにどういかしていきたい
ですか？ 
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ここでは、「学びの振り返り」モデルに基づいて、実際に設計した学び

の事例を 2つ紹介します。 

 

事例１：単元を通した「学びの振り返り」 

校種：高校 学年：1年生 

教科：数学科 

 

活動の流れ 振り返りのポイント フ
ズ 

1
/
6

時
間
目 

・判別式による二次不等式の
解の求め方を学ぶ。 

 

気
づ
き
を
た
め
る
フ

ズ 

・本時の授業で学んだことに
ついてまとめる。 

○授業を通して学んだことの振り返り、その日の
ノートの続きに記録する。 
○授業を通して、何を学んだのか、大切だと思う
ことは何かを振り返る。 

2
/
6

時
間
目 

・二次不等式の復習問題に取
り組み、解き方について仲
間と話し合う。 

 

・二次不等式の解き方を定着
するため、様々な二次不等
式の問題に取り組む。 

 

・本時の授業でわかったこと
や疑問点は何かをまとめ
る。 

○前回の授業の復習からや今回の授業で仲間と話
し合って、様々な問題に取り組む中で、どうやっ
たらできるようになったのか、同じようにできる
のかを振り返り、学んだことを教訓化していく。 

・
・
・ 

6
/
6

時
間
目 

・単元を通して学んだことを
振り返る。 

○二次不等式について、この単元を通した授業で
用いたノートや、演習問題に取り組んだ記録、学
ぶ中で自分が何をどのように考えたのか、どうし
たらできるようになったのかを記録したものを見
返す。 

○自分が一番よく取り組めたと思うことは何か、
できるようになったことは何かを振り返る。 

学
び
を
振
り
返
る 

フ

ズ 

 

事例のポイント 

学んだことを毎回の授業の終わりに（小さく）振り返るだけでな

く、それらを単元の終わりに（大きく）振り返ることで、単元を通し

て学んできたことが一つの学びとしてつながり、この一連の学びで、

2.4 実践事例 
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何が出来るようになったか、残された課題は何か、今回学んだことを

次にどう活かして行きたいか、などを振り返りながら、「知識・技能」

だけでなく、「思考力・判断力・表現力等」に関する資質・能力をも合

わせて育成し評価していきたいです。 

そのためにも、何を学んだのか、どのように学んだのかが分かるよ

うに、ノートに板書を写すだけでなく授業中に気づいたことや考えた

ことをあわせて記録して振り返りながら学んでいきましょう。 
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学習や活動の内容 ポイント フ

ズ 

・生徒の一年間を通した日々の学びや

諸活動の中で学んだことを記録して

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学習や活動ごとに、その区切りのタイミ

ングで、そこで学んだことを振り返る。 

気
づ
き
を
た
め
る
フ

ズ 
 

・学年の終わりに、１年間を通した学

びを振り返って、自分なりに取り組ん

できたことや、良かったと思うことを

まとめる。 

○振り返る際には、授業での学びだけでな

く、学校行事ではどうだったか、部活動な

どの課外活動ではどうだったかについても

振り返る。 

 

学
び
を
振
り
返
る 

フ

ズ 

 

事例のポイント 

これは、1年間を一つの大きな学びとして捉え、探究活動や学校行事

だけでなく、委員会活動などのすべての諸活動を通して、特に「学び

に向かう力・人間性等」に関する資質・能力を涵養し評価しようとす

る事例です。 

諸活動での（小さな）振り返りでは、日々の活動の中で、ただやっ

た活動履歴のみを残すのではなく、その度ごとに、経験し学んだこ

と、試行錯誤しながら実行したことなど、その状況を表す eポートフ

事例２：１年間を通した「学びの振り返り」 

校種：高校 学年：２年生 

18 

学
び
を
た
め
る
フ

ズ 

主な諸活動） 

• 探究活動 

• 生徒会・委員会 

• 留学・海外経験 

• 部活動 

• 学校行事 

• 学校以外の活動 

• 表彰・顕彰 

資格・検定 



ォリオ（できれば写真や動画の形式のものが含まれていることが望ま

しい）と、そのとき自分が何を思って、どう考えたのかを振り返りの

記録として合わせて残しておくことが大切です。 

そして、学年の最後に、1年間を総括して（大きく）振り返るわけで

すが、その時は、日々残してきた多くの eポートフォリオを組み合わ

せながら見返し、自分がどれだけ進歩したのか、自分のよい点はどこ

なのか、上手くいかなかった所と可能性が見えてきた所は何なのか、

について振り返ります。さらに、次の学年、または、将来的に、自分

がどのように学んだことを活かして行きたいかについて考えると良い

でしょう。  
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３章 

e ポートフォリオを 

活用した学び 

【応用編】 

〜e ポートフォリオを用いた学習評価〜 

eポートフォリオを活用した学びにおいて、 

ü より綿密に設計したい 

ü 活動に応じて e ポートフォリオを使い

分けて、学習評価を実施したい 

と考えた時、2章で紹介した「学びの振り返

り」モデルに基づいた学び方だけでは、限界

があります。 

この章では、あらゆる学びにおいても、最適

な eポートフォリオと、それを用いたアセス

メント方法がわかるようになります！ 



 

 

 

e ポートフォリオを活用した学びの中で行われる学習評価（アセス

メント）を一番シンプルなかたちで表したものが、2 章で紹介した「学

びの振り返り」モデルに基づいて設計された学びです。シンプルですが、

必要不可欠な学びの記録を eポートフォリオとして残し、生徒が粘り強

く振り返りながら自身の学びに取り組むことの足場をかける（学習支援

する）ことができるので、おすすめの「学び方」と言えます。 

しかし、生徒が学校生活を通して行っていく学びは、さまざまなも

のがあり、より高度に生徒の学びを支援しようとするならば、綿密で、

学びに応じた、育成したい資質・能力を意識した「e ポートフォリオを

活用した学び」にしていかなくてはいけません。 

そこで本章では、もう一段階レベルアップするために、学習活動に

応じた「アセスメント方法」を取り入れた学びについて説明します。 

 

e ポートフォリオ活用した学習評価（アセスメント）のレベル分け 

3.1 e ポートフォリオを用いて、綿密な 
アセスメントを行っていくには？ 
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アセスメント方法とは 

「アセスメント方法」とは、生徒の学習活動に焦点を当て、どの eポ

ートフォリオから資質・能力の育成状況を把握し、どう学習支援するか

の方法を整理したもので、下表に示す１７種類の方法が存在します。 

 

アセスメント方法の一覧 

テスト法 
テストを受け，テストの解答と解き直しから学習状況を把握し，

学習を支援していく方法． 
 

質問法 
質問（アンケート等）の回答から学習状況を把握し，学習を支援
していく方法． 

 

作品法 
学習成果としての作品から学習状況を把握し，学習を支援して

いく方法． 
 

レポート法 
レポートやエッセイ，小論文の記述から学習状況を把握し，学

習を支援していく方法． 
 

日誌法 
日々の出来事やその活動，思いの記述などから学習状況を把握

し，学習を支援していく方法． 
 

実技法 
実技の記録などから学習状況を把握し，学習を支援していく方

法． 
 

体験法 
体験の記録などから学習状況を把握し，学習を支援していく方

法． 
 

プレゼンテーション法 
プレゼンテーションの記録などから学習状況を把握し，学習を

支援していく方法． 
 

議論法 
議論や討論の過程の記録およびその結果から学習状況を把握
し，学習を支援していく方法． 

 

思考・判断法 

思考・認知過程を文章や言語で言語化・図式化することで外化

させ，その内容から学習状況を把握し，学習を支援していく方

法． 

 

ノート法 
気づきや思考が外化されたノートの記述から学習状況を把握

し，学習を支援していく方法． 
 

演習法 
演習した解答等の記述などから学習状況を把握し，学習を支援
していく方法． 

 

実習法 実習の記録から学習状況を把握し，学習を支援していく方法．  

課題解決・探究法 
課題解決や探究の遂行過程の記録およびその結果から学習状況

を把握し，学習を支援していく方法． 
 

観察法 
学習過程における生徒の活動を観察することで，学習状況を把
握し，学習を支援していく方法． 

 

面談法 

教員と生徒（ただし，保護者や第三者が加わることがある）との

面談（カンファレンス）から学習状況を把握し，学習を支援して
いく方法． 

 

ショーケース法 
生徒の特徴的な学びをまとめたショーケース・ポートフォリオ

を用いて学習状況を把握し，学習を支援していく方法． 
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「アセスメント方法を取り入れた学び」の設計方法 

「アセスメント方法を取り入れた学び」を設計するためには、４つの

手順があります。ここで示す手順のうち 1)と 2)は、2章で説明した「学

びの振り返り」の設計方法で示した手順の1)と2)と共通する部分です。 

 

手順 1) 対象とする「学び」を決める 

ここでの「学び」とは、総合的な探究の時間での学びや教科の単元

を通した学びはもちろんですが、特別活動での学校行事を通した学び

や課外活動での学びなども考えられます。図１では、「学び」を四角形

で表しています。 

 
 

図１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手順 2) 区切りを決め、学びとして意味のあるまとまりをつくる 

「学び」を決めたら、次は、その「学び」の中に区切りを決めてい

きます。その区切りにより、学びとして意味のあるまとまり（以下、

ユニット）ができます。 

図２では、縦の点線が区切りとなり、その区切りによりできたユニ

ットを小さい四角形で表しています。 

3.2 「アセスメント方法を取り入れた学
び」のはじめ方 

※ ⼀年間を通した学びでも、単元といった⻑さの学び、などなど、、、 
あらゆる粒度の学びに合わせて、この学び⽅を適⽤することができます。 

����
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図２ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順 3) 「学び」に応じたアセスメント方法を選択する 

「学び」に応じたアセスメント方法を選択します。選択方法としては、

大きく２種類が考えられます。１つ目は、「学び」の中で行われる学習活

動から選択する方法で、２つ目は、「学び」の中で活用する eポートフォ

リオから選択する方法です。次節 3.3 を参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

手順 4) ユニット内の学びにアセスメント方法を組み込む 

１つのユニットに、１つのアセスメント方法を適用するときは、とて

も単純です。そこで行う学習活動の進み具合を考慮して、気づきがたま

ってきたタイミングで“小さな振り返り”を組み込むイメージです。そ

コラム 3.1 アセスメント方法を探すためのツール 

次節 3.3 を参考にアセスメント法を決定しようとしても、具体的なイメージ
が持てず、なかなか決めきれない時もあると思います。 

そのような時のために、⾏いたい学習活動から質問に答えていくことで、最
適なアセスメント⽅法を知ることができるツールを⽤意しました（p.61）。こ
れを使えば、「これだ︕」というアセスメント⽅法を⾒つかるかもしれません。 
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※ ５０分の授業毎など、均等に区切りを決めていくというより、学びの切
りのいい所を区切りと考えていくといいでしょう。もちろん、授業を進
めてく中で、必要に応じてユニットの位置を変えて⾏っても OK です。 

※ ⼀学期を通した学びを⼀連のひとつの「学び」と決めたときには、教科
での、⼀単元が⼀つの区切りと考えることができます（単元がユニット
と捉えられます）。 
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れをすべてのユニットで行います。そして、「学び」の終わりに、学びを

総括して振り返るための“大きな振り返り”を組み込みます。 

１つのユニットに、複数のアセスメント方法を用いるときには、それ

らのアセスメント方法を参考にして組み合わせて同様に気づきをため

るタイミングを「学び」の区切りに、学びの終わりに大きく振り返るタ

イミングを組み込みます。 
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※ アセスメント⽅法を取り⼊れた学びを設計することに慣れてきたなら、
ぜひ、アセスメント⽅法を⾃由に組み合わせて独⾃のアセスメントの仕
⽅を確⽴していくことも良いでしょう。特に、カリキュラム・マネジメ
ントを実施していく際には、とても役⽴ちます︕ 

※ 「アセスメント⽅法を取り⼊れた学び」を設計することを通して、どの
ような学習活動で、どのような e ポートフォリオを活⽤し、どのような
資質・能⼒を育成、把握したいのかを考えていきましょう。 
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 ここでは、１７種類の「アセスメント方法」について詳しく説明して

いきます。 

各アセスメント方法は、以下の４つに焦点を当て説明しています。実

際に行われる「学び」をイメージしながら、アセスメント方法について

の理解を深めてください。 

l アセスメント方法のポイント 

l ICT 活用のポイント 

l 育成／評価できる主な資質・能力 

l 具体例※ 

 

 

  

※ 具体例の図の⾒⽅ 
振り返りの記録が含まれる e ポートフォリオ 

振り返りの記録が含まれている e ポートフォリオを、⼆重線で表現しています。 
 
 
 
 
e ポートフォリオの「蓄積⽅法」の番号とその内容 

アセスメント⽅法では、どのように気づくかがとても⼤切です。その結果、e ポ
ートフォリオがたまっていきます。e ポートフォリオの蓄積の仕⽅は以下の 6 つ
があり、各アセスメント⽅法のページでは、この記号を⽤いて記述しています。 

 ① 気づく︓気づいたことや発⾒したことを記録する。 

 ② つくる・かく︓学習成果物をつくる・かき表す。 

 ③ 撮る・記録を残す︓学習の様⼦を写真や動画または⽂字などで記録に残す。 

 ④ 思考を外化する︓思考・判断したことを外化し記録する。 

 ⑤ 解答する︓(テストや関連演習等の)問題に解答する。 

 ⑥ 回答する︓(アンケート等の)質問に回答する。 

 
「振り返りの記録」の 

含まれる 
e ポートフォリオ 

「振り返りの記録」の 
含まれていない 

e ポートフォリオ 
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3.3 各「アセスメント方法」の詳細 



 

  

 

 

テスト法のポイント 

テストを見返し、間違えた問題は「どうしてできなかったのか」、 

正解した問題は「どうやったらで

きたのか」を考えることが大切で

す。できかなかったことができる

ようになっていくということを積

み重ねていくことで、成長を把握

できます。 

 

ICT 活用のポイント 

テストでできなかったところとどうしてできなかったのかを書いた

振り返りの記録、そして、その問題を解き直した記録を、それぞれを写

真に撮ります。そうすることで、できるようになるまでのプロセスを振

り返りやすくなります。 

 

育成/評価できる主な資質・能力 

テストの解答、解き直しをしていく過程で、主に、以下の資質・能力

を育成/把握することができます。 

 育成／評価できる主な資質・能力 

知識・技能 各教科等における知識・技能 

学びに向かう力，人間性等 
主体性：粘り強く取り組む態度、学びを振り返る態度、次に

つなげる態度 

  

 
 
 
テストの解答と解き直しの記録から学習状況を把握する方法です。
テストを解き直し、関連する問題に取り組む学習活動を通して、学
びを促進していきます。  

テスト法 
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具体例：期末試験の解き直しをする 

期末テストに取り組み，返却されたテストを解き直し，間違えた問題

と類似する問題に取り組む学習活動 

  

テストの点数に注目

するのではなく、間

違えた問題はどうし

てできなかったの

か、正解した問題は

どうしたらできたの

か考えましょう。 

これまでのテストを

通した学びを振り返

り、自分の「学び方」

を見直します。 

り、自分自身の「学び

方」について考えま

す。そうすることで、

これからどのように

学んでいくのか、児

童生徒一人ひとりが

教訓をもって次の学

びにつなげていくこ

とができるのです。 

 

ポイント 

生徒一人ひとりが教

訓をもち次の学びに

つなげていくことが

大切です。 

これまでのテストを

通した学びを振り返

り、自分自身の「学び

方」について考えま

す。そうすることで、

テストでできなかっ

た問題と関連した問

題に再度取り組み、

「できなかった」と

ころが「できるよう

になった」と言える

ようにしていきまし

ょう。その変容が成

長です。 
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質問法のポイント 

質問法には、質問紙（アンケート）に回答し

ていくものと、授業中に教員の発問に対して、

主に口頭でやり取りをするものがあります。 

生徒は、質問紙や発問に回答することを通し

て、自身の状況を把握します。また、教員は、

生徒の回答の内容から学習状況を把握します。

そこで把握したことを、フィードバックや授業

改善につなげていきましょう。 

ICT 活用のコツ 

質問に対する回答だけでなく、回答したときの思いや考えのメモなど

も一緒に写真に撮り、e ポートフォリオとして蓄積していきましょう。

あとから振り返るときに、そのとき自分が何を考えていたのかがより思

い出しやすくなります。 

育成/評価できる主な資質・能力 

質問法では、質問紙や発問に回答することを通して、主に以下の資質・

能力を育成/評価することができます。ただし、質問の内容によって、育

成/評価できる資質・能力の幅を広げることができます。 

 育成／評価できる資質・能力 

知識・技能 各教科等における知識・技能 

学びに向かう力，人間性等 
主体性：キャリアを形成する態度 

豊かな心：自主，自立，自由と責任 

 

 

質問（アンケートや発問）の回答から学習状況を把握する方法です。
質問への回答を振り返ることで、今後の学習にどうつなげていくか

を考え、学びを促進していきます。 
 

質問法 
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具体例：学習内容についての印象を聞いたアンケートを行う 

学習内容に抱いている印象を明らかにするためのアンケートに、生徒
が単元のはじめとおわりに回答する学習活動です。 

 

 

  アンケートに回答す

ることを通して、自

身の状況を把握しよ

うとすることが大切

です。 

生徒は、事前と事後

のアンケートの回答

の状況を比較するこ

とで、意識の変容を

把握できます。 

教員は、アンケート

の回答を見て、授業

改善に生かしていく

ことができます。 

ポイント 

教員は、生徒の変容

を把握してフィード

バックをします。 
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作品法のポイント 

現状の作品とつくりたい作品のイメ

ージを比べながら、「どうしたらイメー

ジに近づくことができるだろう」と考え

ながら作成していくことが大切です。 

また、仲間からのアドバイスや教員か

らの声かけを受け、次に作品を作成するときにはどのようなことに気を

つけるのかを考え、さらなる学びにつなげていきましょう。 

ICT 活用のポイント 

作品を作成していく過程をタブレットで写真

に撮っていきましょう。そうすることで、あとか

ら作成する過程を通して、どのように作品が変

わっていったのかを振り返ることができます。 

育成/評価できる主な資質・能力 

作りたい作品のイメージと作成を繰り返しながら作成していく活動

を通して、主に以下の資質・能力を育成/評価することができます。 

 育成／評価できる資質・能力 

思考力・判断力・表現力等 
思考力：創造する力，発展的に考える力 

表現力：文字／言葉／図／身体で表現する力 

学びに向かう力，人間性等 豊かな心：新たな意味や価値を創造する態度，感性 

 
 
 
学習成果としての作品と作成の過程から学習状況を把握する方法
です。自分の作りたいもののイメージを作品に表すことができるか
という視点から、学びを促進していきます。 

作品法 
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具体例：美術における風景画の作成 

美術の授業で自分が行ったことのある場所の風景を考え、風景画の作

品を完成させていく学習活動です。 

  
ポイント 

こんな作品を作ろうと、

自分のイメージを作っ

ていくことが大切です。 

教員評価を踏まえて、作

成しようとしたイメー

ジと現段階の作品を比

べながら、どうしたらよ

りイメージに近づくか

を考えながら作成して

いきましょう。 

相互評価、教員評価を

受けて、次に作品を作

成するときにはどのよ

うなことに気をつける

のかを考え、次につな

げていきましょう。 

作品と合わせて、自分が

何を意識して作品をつ

くったかを振り返りの

記録として残していき

ます。 
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レポート法 
 
 
 

レポート法のポイント 

レポートの作成が目的でなく、これ

までの学びをレポートにまとめ、それ

を改善していく過程で学びを深めてい

くことが大切です。特に、仲間との相互

評価で生まれた気づきをレポートの改

善に役立てましょう。 

 

ICT 活用のポイント 

レポートの作成には、タブレット PC 等の文章作成ソフトを用いるこ

とができます。また、紙で書いたレポートも、写真に撮って、振り返り

の記録とともに記録することができます。 

 

育成/評価できる主な資質・能力 

学んだことをレポートにまとめ、そのレポートをよりよいものに改善

していく過程を通して、主に以下の資質・能力を育成/評価することがで

きます。 

 育成／評価できる資質・能力 

思考力・判断力・表現力等 

思考力：構造化する力，考えをまとめる力，多面的・多角的
にとらえる力，検討する力 

判断力：意思決定する力 

表現力：文字で表現する力 

学びに向かう力，人間性等 主体性：粘り強く取り組む態度 

 

 
 
 
レポートやエッセイ、小論文の記述から学習状況を把握する方法で
す。レポート等を作成し、何度も改善し、振り返ることでレポート
作成を通した学びを促進させていきます。 

レポート法 
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具体例：総合的な探究の時間におけるレポート作成 

総合的な探究の時間で「農業」というテーマで、情報収集し、自分の

意見をまとめたレポートを、改善を繰り返しながら作成する活動です。 

  
ポイント 

仲間のレポートを見合う

ことでより多くの気づき

が得られ、それをもとに

改善することで、自分の

学びがさらに深まってい

きます。 

レポートを作成していく

過程自体が学びそのもの

です。体裁を整え、作成す

ることを目的にするので

はなく、レポートを改善

していく中で学びを深め

ていきましょう。 

レポートを改善していく

際には、どのように改善

していくのかを考える道

標としてルーブリック

(評価基準)を用いること

ができます。 
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日誌法のポイント 

日々の学びを振り返り、日誌に書いて

いくこと自体が学びであり、日々の振り

返りとなります。文章を作文するのでは

なく、学びを振り返って自分の考えや思

いをそのまま書きましょう。 

 

ICT 活用のポイント 

普段から学んだことが分かるような写真や動画を撮っておくことで、

日誌を書くときに、そのときの考えを思い浮かべやすくなります。 

 

育成/評価できる主な資質・能力 

日誌に書かれた日々の学びの記録から、主に以下の資質・能力を育成

/評価することができます。 

 育成／評価できる資質・能力 

思考力・判断力・表現力等 表現力：文字で表現する力 

学びに向かう力，人間性等 
主体性：主体的に取り組む態度，粘り強く取り組む態度，学

びを振り返る態度，次につなげる態度 

多様性：自己を理解する／尊重する態度 

コラム 3.2 日々の練習の振り返りを記録した「練習ノート」 

⽇誌の代表的な例として、「練習ノート」が挙げられます。それは、「部活ノ
ート」とも呼ばれていて、野球には「野球ノート」、サッカーには「サッカー
ノート」など、部活動には不可⽋なものになってきました。 

練習ノートには、その⽇の練習を振り返って、成⻑できたことや発⾒した課

 

日々の出来事やその活動内容、思ったことの記述から学習状況を把

握する方法です。継続的に用いることで自分の良さや可能性、進歩
の状況を把握し、学びを促進していきます。 

日誌法 
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題、仲間や指導者からのアドバイスといった
内容が記録されます。練習ノートを⽤いるこ
とで、毎⽇の練習に⽬標をもって取り組み、あ
とから練習ノートを⾒返すことで⾃分の成⻑
を実感することができます。 
 
 

具体例：学校生活一学期間の振り返り 

学校生活で学んだことや、印象に残った出来事、その時の気づきなど

について思い出しながら日誌に綴っていく学習活動です。 

  

あとから振り返ることが

できるように、１日の学校

生活において、気づいたこ

とや思いを出来事ととも

に記録していきましょう。 

１日の出来事に対して、ど

のように思ったのか、どの

ようなことに気づいたの

か、日誌に書いていくこ

と自体が学びとなります。 

一学期間という長い期間

で自分がどのように変わ

ったか、何ができるよう

になったか等を振り返り

ます。 

他の人に見られたくない

と考えるより、他の人から

の意見をもらって自分の

学びに生かしていくため

に書いていくものです。 
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ポイント 



 
 
 
 
 

 

実技法のポイント 

実技の習得のために回数をこなし

たり、できたこと・できなかったこと

だけを評価するのではなく、どうし

てできたのか、あるいは、できなかっ

たのかを考え、そこでの考えを踏ま

えて改善していく過程が大切です。 

ICT 活用のポイント 

タブレット端末等のカメラ機能を用いて、動画を撮影することにより、

自分の動きを客観的に捉えることができるようになります。これらを活

用することで、手本や他の人の実技と比較することができ、自分の実技

に必要なことについて考えを促します。また、相互評価する際にも指を

さしながら意見を伝えあうことができます。 

育成/評価できる主な資質・能力 

実技を行い、それを改善していくプロセスを通して、主に以下の資質・

能力を育成/評価することができます。 

 育成／評価できる資質・能力 

知識・技能 各教科等における技能 

学びに向かう力，人間性等 
主体性：粘り強く取り組む態度，学習を見通す態度，学びを

振り返り態度，次につなげる態度 

豊かな心：健康・体力の向上 

 
 
 
実技の記録から学習状況を把握する方法です。実技における自分の
動きを動画(e ポートフォリオ)に残すなど、客観的に捉えることで、
改善をしやすくします。改善をしながら実技を行うことを繰り返す
ことで、学びを促進していきます。 

実技法 
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具体例：体育のハードル走 

体育のハードル走の単元の授業において、手本のコツを確認した後、
実際に実技をし、改善を繰り返していく学習活動です。 

  
ポイント 

実技の様子を、タブレ

ットなどを使って動画

に残しておくことで、

自分の動きを客観的に

とらえ、より多くの気

づきが得られます。 

動画を指差しながら仲

間と考えを話し合った

り、教員からフィード

バックを受けたりする

ことで、新たな気づき

が生まれます。 

これまでの実技の記録

を並べてみることで、

自分の実技が変容して

いく過程を振り返るこ

とができるようになり

ます。 

ただ実技を繰り返すの

ではなく、アドバイス

やフィードバックを踏

まえて生まれた気づき

を生かし、改善を繰り

返していくことが大切

です。できなかったこ
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体験法のポイント 

体験することそのものが大切な学びとなり

ます。体験の中で感じたことや考えたことにつ

いてまとめ、一連の活動での学びを自分の言葉

で振り返りましょう。 

ICT 活用のポイント 

体験の過程でためてきた e ポートフォ

リオとだけでなく、関連する過去の eポー

トフォリオを見返すことで、過去の学びと

現在の学びがつながっていることに気づ

くことができます。 

育成/評価できる主な資質・能力 

体験をしたり、そこで得られた学びをこれまでの関連する eポートフ

ォリオと結びつけて振り返ったりすることで、主に以下の資質・能力を

育成/評価することができます。 

 育成／評価できる資質・能力 

学びに向かう力，人間性等 

主体性：関心を持って取り組む態度，キャリアを形成する態
度，自己のよさや可能性を生かそうとする態度  

多様性：自己を理解する／尊重する態度，他者を理解する／

尊重する態度，自国の歴史や伝統,文化を理解する
／尊重する態度，他国の歴史や伝統,文化を理解す

る／尊重する態度 

豊かな心：感性，感動，畏敬の念 

 
 
 
体験の記録から学習状況を把握する方法です。職場体験などの経験

をすること自体が学びになります。体験を思い出し、これまでの活
動と関連付けながら振り返ることで、これからの活動や自分のキャ
リアに活かしながら、学びを促進していきます。 
 

体験法 
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具体例：職場体験 

興味を持った職業について、実際に働く人と一緒に仕事を体験する学

習活動です。 

  

体験していくこと自

身が学びとして大切

です。 

体験を通して学んだ

ことは、これまでの学

びや今後の学びにど

のようにつながるの

かを考えるきっかけ

となります。 

ポイント 

体験の中で生まれる

気づきを、できる限

り、残しておきましょ

う。 

体験したことで得た学びを関連する過去

の e ポートフォリオと結び付けることで、

自身の次の学びに生かしていきましょう。 
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プレゼンテーション法のポイント 

よりよく伝わるプレゼンテーションを作成していく過程が大切です。

練習の過程から「どのような相手に、どうよりよく伝えていくか」、「ど

のような資料をどう活用して表現するのか」、を振り返りながら、プレゼ

ンテーションをつくっていきましょう。 

ICT 活用のポイント 

プレゼンテーションの練習からタブレ

ット端末等のカメラ機能を用いて動画を

記録しておくことで、発表の様子を客観

的に見て、よりよいプレゼンテーション

に改善するために考えていくことができます。また、動画に記録する

ことで、撮影した記録を見ながら、仲間とどう改善するかなどの対話

的な学びを促すことができます。 

育成/評価できる主な資質・能力 

よりよく相手に伝えるためのプレゼンテーションを作っていく過程

を通して、主に以下の資質・能力を育成/評価することができます。 

 育成／評価できる資質・能力 

思考力・判断力・表現力等 

思考力：考えをまとめる力，構造化する力，順序付ける力 

判断力：意思決定する力 
表現力：プレゼンテーション力，図に表す力，文字に表す力 

学びに向かう力，人間性等 
協働性：伝え合う力，交流する態度， 

多様性：他者を理解／尊重する態度 

 
 
 
プレゼンテーションの記録から学習状況を把握する方法です。他者
にどう表し伝えていくことができるか、その表現力について振り返
ります。そうすることで次のプレゼンテーションに繋がり、学びを
促進させていきます。 

プレゼンテーション法 
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具体例：総合的な探究の時間の学校紹介 

総合的な探究の時間で「地域を紹介する」というテーマで、自身が紹
介するところを決め、資料を作成し、プレゼンテーションを行う学習活
動です。 

  ポイント 

どのようにすれば、他者

によりよく伝えること

ができるのか、相互評価

や教員評価をもとに改

善していきましょう。 

相互評価や教員評価を

踏まえて、プレゼンテー

ションの表現力やそれ

をつくってきた過程を

振り返り、次のプレゼ

ンテーションにつなげ

ていきます。 

どのようなプレゼンテ

ーションをつくろうと

しているのかを合わせ

て残すことで、相互評

価、教員評価を充実させ

ます。 
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議論法のポイント  

議論法には、集団での結論を出す議論・討論と仲間との学び合いをす

る対話の２つの方法があります。 

議論や対話を通して、自分の考えを相手に伝えたり、多様な考えに触

れたりすることで、自らの考えを形成していきます。 

特に、対話では、その過程で、自分

がどのように思考してきたかを振り

返ります。また、議論では、議論の過

程だけでなく、議論の進め方や主張

の仕方を振り返ることも大切です。 

ICT 活用のポイント 

議事録だけでなく、議論の過程を動画に撮っておくことで、相手にど

うやって伝えているかなど、他者の視点から、その伝え方に焦点に当て

た振り返りをすることができます。 

育成/評価できる主な資質・能力 

自分たちの考えを仲間と議論して、納得解を見出していく過程を通し

て、主に以下の資質・能力を育成/評価することができます。 

 育成／評価できる資質・能力 

思考力・判断力・表現力等 
思考力：考えをまとめる力，多面的・多角的に捉える力 

表現力：言葉で表現する力 

学びに向かう力，人間性等 
協働性：伝え合う力，交流する態度，合意形成する力 
多様性：他者を理解／尊重する態度 

 

 
議論・討論や対話の過程とその結論から、学習状況を把握する方法
です。自身の考えを踏まえて議論を振り返ることで、今後にどう活
かしていこうかについて考えたり、議論や対話の仕方について考え
たりして、学びを促進させていきます。 

議論法 
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具体例：生徒会活動での議論 

生徒会活動で、ある行事に向けてどのような取り組みをしたいのかを、

議論の前に個々に意見を持ち、その後議論をしていく学習活動です。 

 

  

ポイント 

議論の様子を撮った

動画や議事録、議論の

中での気づきをポー

トフォリオとして蓄

積します。 

自分の考えを相手に

伝え、意見をし合うこ

とで考えを形成し、結

論を出していくこと

が大切です。議論をす

ること自体が学びとな

ります。 

45 

議論の中での生まれたポートフォリオを見なが

ら、どのように議論を進めることができたのか、

また、議論をする目的を達成することができた

のかを仲間と振り返ることが大切です。 



 

 

 

 

思考・判断法のポイント 

ワークシートなどを活用し、思考を外化してい

くことで、自分が何を考えているのか明確になり

ます。また、仲間と思考したことに対して相互評

価することもできるようになります。 

あとからそれの記録を見返すときには、自身の

思考プロセスを把握するとともに、そこでの気づ

きを振り返りましょう。 

 

 コラム 3.3 思考・判断を促進させるためのポイント 

「思考⼒」「判断⼒」の資質・能⼒を
育成するためには、それらに関連した
思考や判断をいかにして促すかが⼤事
です。 

右表には、代表的な思考と判断の種
類、それを促進するための声かけ（プロ
ンプト）の例を挙げています。⽣徒の思
考・判断を促進させるために、これらを
参考に声かけを⾏ってください。 
 

ICT 活用のポイント 

紙のワークシートでも、写真に撮って eポートフォリオとして活用す

ることができます。たとえば、複数のワークシートで思考したことも、

写真を並べることで思考の過程が振り返りやすくなります。 

 
 
思考過程を外化させた記録から学習状況を把握する方法です。ワー
クシートなどに沿って，思考を外化させる学習活動を通して，学び
を促進させていきます。  

思考・判断法 
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思考の種類 声かけの例 

ひろげる 〜からどのようなことが思い浮かび
ますか︖ 

予想する 〜はどうなると思いますか︖ 
まとめる 〜をまとめると何が⾔えますか︖ 
関連づける 〜はどのような関係がありますか︖ 
分類する 〜はどのように分けられますか︖ 
⽐較する 〜はどう変わりましたか︖ 
理由付ける どうして〜になるのですか︖ 
とらえる 〜の特徴はなんですか︖ 
検討する もし〜なら、どうなりますか︖ 
判断の種類 声かけの例 

選択する 〜なのはどちらでしょうか︖ 

意思決定する 〜についてどのようなことを決めま
すか︖ 

 



育成/評価できる主な資質・能力 

思考・判断を繰り返し、それらを振り返ることを通して、主に以下の

資質・能力を育成/評価することができます。 

 育成／評価できる資質・能力 

思考力・判断力・

表現力等 

思考力：予想する力，考えをひろげる力，比較する力，分類する力，関
連付ける力，多面的・多角的に考える力，理由付ける力，抽象

化する力，考えをまとめる力，など 

判断力：選択する力，意思決定する力 
表現力：文字／言葉／図／身体で表現する力 

具体例：社会におけるワークシートを活用した授業 

歴史上の人物について学ぶために教員が用意したワークシートを用

いて思考を繰り返す学習活動です。 

  

ポイント 

思考を外化することで、自分の考

えが明確になるだけでなく、相互

評価や教員評価を行うことが可

能になります。 

様々な思考を通して学んだことを

まとめて振り返ることで、思考の

過程を把握し、次の学びへつなげ

ていきます。 

ワークシートに考えを書く際に

は、整理して分かりやすく書くよ

りも、自分の考えていった過程を

できる限り書き残しておくこと

が大切です。 
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ノート法のポイント 

ノートを取る際には、ただ

板書を書き写すのではなく、

授業中に考えたことや、そこ

で気づいたことを残していき

ましょう。考えや気づきを文

字で外化していくこと自体が学びとなります。また、単元の終わりなど

には、ノートを見返し、重要なところをまとめ直しましょう。授業で何

に気づいたかがわかり、その場では気づかなかったことに気づくことが

でき、さらなる学びが促進されます。  

ICT 活用のポイント 

ノートを写真に撮ってeポートフォリオとして活用することができま

す。特に、学んでいく中で印象に残ったところや大切だと思ったところ

を写真に撮ることで、あとから、授業で大切だと思った場面などを振り

返りやすくなります。 

育成/評価できる主な資質・能力 

授業中の気づきを記録し、大切だと思うことをまとめ直しながら学ぶ

ことを通して、主に以下の資質・能力を育成/評価することができます。 

 育成／評価できる資質・能力 

思考力・判断力・表現力等 
判断力：選択する力，判断する力，意思決定する力 
表現力：文字で表現する力，図で表現する力 

学びに向かう力，人間性等 
主体性：粘り強く取り組む態度，主体的に取り組む態度， 

学びを振り返る態度 

 
 
 
ノートの記述から学習状況を把握する方法です。授業や講義を受け
ながら気づいたことを外化する学習活動を通して、学びを促進させ
ていきます。 

ノート法 
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具体例：授業中のノートテイキング 

授業中の説明や板書をもとに思考したことや気づいたことを、ノート

に書き込みながら学んでいく学習活動です。 

 

 

  

ポイント 

ノートの中で、できな

かったことができる

ようになったところ

や、重要なところ、ま

とめ直したノートな

どを写真に撮ること

で、e ポートフォリオ

として活用すること

ができます。 

単元の終わりやテスト

前などに、ノートを見

返し、重要なところを

まとめ直しましょう。

それにより学んできた

ことを振り返ります。 

自分が考えたことや

気づいたことを書い

ていったノートは、思

考の過程が見える学

びの記録となります。 
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演習法のポイント 

授業の中で学んだことを生かして、実際に

演習をしていくことで、さらに定着させてい

きます。その際、自分自身で何ができていない

か、考えながら演習することが大切です。 

 

ICT 活用のポイント 

演習の過程で生まれる様々な学びを写真に

とって記録していきましょう。それらの記録

を並べて見返すことで、演習に取り組んでき

た過程やそこでの思い・考えを鮮明に思い出すことができるとともに、

活動中には気づくことのできなかった学びにも気づくことができます。 

 

育成/評価できる主な資質・能力 

演習の内容や、演習に取り組む過程から、主に以下の資質・能力を育

成/評価することができます。 

 育成／評価できる資質・能力 

知識・技能 
各教科等における知識・技能 
 

学びに向かう力，人間性等 
主体性：学習を見通す態度，学びを振り返る態度，次につな

げる態度，粘り強く取り組む態度 

  

 
 
 
演習での解答の記述などから学習状況を把握する方法です。自分な
りの学習目標を持ち、授業で学んだことを実際に活用する場として
演習を行い、主体性や知識の育成状況を把握するとともに、教員は、
タイミングよく足場をかけるような声かけを行い支援します。 
  

演習法 
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具体例：数学での問題演習 

数学の演習をすることで達成したい自分なりの学習目標を立て，問題

集を活用し、目標の達成を目指して継続的に演習を行う学習活動です。 

  
ポイント 

授業で学んだことを実

際に活用しようとする

ことが大切です。 

家庭学習で取り組んだ

ことを授業で取り上

げ、できなかったとこ

ろはどうすればできる

ようになるか相互評

価、教員評価を行いま

す。教え合うことで、さ

らにさらに学びが定着

します。 

問題を解く中で、気づ

いたことを継続的に残

していくことで、その

期間で学習目標に対し

て自分がどう変容した

のかを把握できます。 
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実習法のポイント 

これまでに学んだことを生かして、現場に出て実践しながら学ぶこと

が大切です。実習期間の最後だけでなく、実

習期間中にも振り返りをし、学びの記録を残

していきましょう。振り返りながら実習に取

り組むことで、考えたことや感じたことを次

の日の実習に生かしていきましょう。 

ICT 活用のポイント 

実習中に、気づいたことや考えたことを記録に残すことは簡単ではな

いですが、まずはそのときの場

面を写真や動画に撮っておきま

しょう。そうすることで、その日

の実習が終わったあと、振り返

る際に用いることができます。 

育成/評価できる主な資質・能力 

実習に取り組んでいく過程を通して、主に以下の資質・能力を育成/評

価することができます。 

 育成／評価できる資質・能力 

学びに向かう力，人間性等 

主体性：主体的に取り組む態度，キャリアを形成する態度  
協働性：チームワーク力，より良い人間関係を形成する態度，

集団・社会に貢献する態度 

豊かな心：礼儀，節度，節制 

 
 

実習の記録から学習状況を把握する方法です。まずはこれまでに学
んできたことをもとに学習目標を考えましょう。学習目標に向け、
実際に学んできたことを活かしながら実践していくことで、学びを

促進させます。 

実習法 
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具体例：高校の専門的な学科の看護実習 

看護に関わる学科で、学習目標をもち、実２、３週間程の実習を行い

ます。そこでの学びを振り返り、今後の学びにつなげていく活動です。 

  ポイント 

実習は、これまでに学

んできた知識を生か

して、実践しながら学

ぶ場です。 

実習をしているとき

に気づいたことや考

えたことをメモや写

真、動画に残していく

ことで、その日の実習

終わりに、その日気づ

いたことをより深く

振り返ることができ

ます。 

生徒は、自分なりの学

習目標をどれくらい

達成することができ

たかを実習の記録を

まとめて振り返りま

す。 

教員は、生徒が学んだ

ことを今後の学びに

生かしていけるよう

にフィードバックす

ることが大切です。 
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課題解決・探究法のポイント 

このアセスメント方法は、情報を収集する場面の前後の学びに対して

行い、情報収集の場面では、他のアセスメント方法によってアセスメン

トを行います。問いを解決していく過程の記録と成果物から学習状況を

把握し、教員と生徒、生徒同士での対話をしていくことで、課題解決や

探究的な学びを通した一連の学びを、一つながりの主体的・対話的で深

い学びにしていくことができます。また、情報の収集では、見学や体験

など様々な活動が考えられます。活動に応じたアセスメント方法と組み

合わせて支援していきましょう。 

 

ICT 活用のポイント 

活動の記録とそこでの気づきをためていくことで、それらの記録を見

返したときに、自分がどのように問いを立て、それを解決してきたのか、

探究的な学びを通してどのように変容してきたのかなど、活動中には気

づくことができなかった新たな気づきを得ることができます。  

 
 
 
課題解決や探究的な学びを行っていく過程の記録とその成果物から
学習状況を把握する方法です。課題解決における学びや探究的な学

びが促進されていきます。 
 
 
活動の様子を記録に残し、それらをもとに成長の過程をみていきま
す。 
 

 
  

課題解決・探究法 
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育成/評価できる主な資質・能力 

活動の様子を記録した写真や動画を見返したり、体験活動やインタビ

ューの記録などを活用したりすることで、主に以下の資質・能力を育成

/評価することができます。 

 育成／評価できる資質・能力 

思考力・判断力・表現力等 
課題解決：課題を発見／設定する力，方略を立てる力，解決

の検証をする力 

学びに向かう力，人間性等 

主体性：自己実現する力、キャリアを形成する力、粘り強く
取り組む態度、主体的に取り組む態度、学びを振り

返る態度、次につなげる態度 

協働性：チームワーク力、合意形成する力、チームワーク力、
伝え合う力、など※ 

多様性：自己を理解／尊重する態度、他者を理解／尊重する

態度、自国の歴史や伝統,文化を理解する／尊重す
る態度、他国の歴史や伝統,文化を理解する／尊重

する態度 

豊かな心：新たな意味や価値を創造する態度、真理の探究，
創造、感性、自然愛護、生命の尊さ、など※ 

※協働性や多様性、豊かな心は、課題解決・探究法で育成（涵養）され

る大切な資質・能力ですが、人数や探究的な学びの内容により育成/評価

できる幅が変わってきます。 

 

コラム 3.4 課題解決・探究のステップ 

１. 問題意識を形成する 
 ２. テーマを決定する 
 ３. 問いを設定する 
(４. 仮説を⽴てる) 

 ５. 計画を⽴てる 
 ６. 情報を収集する 

 ７. 情報を整理・分析する 
(８. 仮説を検証する) 

 ９. 成果物を作成する 
 10. 共有する 
 11. 成果を評価する

ある課題（問い）を解決していくステップは、上の 11 のステップで
⾏われます。「４.仮説を⽴てる」、「８.仮説を検証する」のステップを組
み込むことで、より学術的に探究していくことが可能となります。 

また、課題解決・探究のステップや、問いを先⽣が⽴てるのか、ある
いは、⽣徒たち⾃らで⽴てるのかを変更することで、⽣徒の学年や経験、
ねらいに応じて、課題を解決していく⼀連の探究的な学びの難易度を変
更することができます。 
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具体例：自分の地域に関する探究的な学び 

自分たちで課題（問い）を見つけ、解決するための計画を立て、さら

に、学んできた知識や考え方、収集した情報から課題（問い）を解き明

かしていく“探究的な学び”を行います。 

 

  
ポイント 

「問い」により、今後学

んでいくことが変わっ

てきます。そのため、問

いを立てることは探究

的な学びにおいて、重

要な場面です。 

教員は、「解決すること

の意味や価値を自覚で

きるものであるか」、

「今後の学習活動の展

開が具体的に見通せる

ものであるか」といっ

たことに着目し、問い

に対してフィードバッ

クしましょう。 

 

 

 

 

 

 

「情報収集する」のステップは、他のアセスメン

ト方法によりアセスメントします。ここでは、収

集する中で気づいたことや、その時の思いを写真

などで記録しましょう。 
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他者の発表に対して、 

相互評価することで、自

分たちの学びを振り返

ることにもなり、新たに 

「こうすればよかった」

「次はこうしよう」とい

ったことに気づくこと

ができます。 

ここでの「評価」は、ア

セスメントとして の評

価ではありません。探究

のプロセスを通して、問

いを解決することがで

きたのかをチェックし

ます。そして、どうすれ

ば問いの解決に向けて

よりよく探究すること

ができたのかを振り返

ります。 

探究を通して、どのように自分が

成長・変容したのかをこれまでの

探究的な学びの中での記録をま

とめて振り返りましょう。 

ポイント 
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観察法のポイント 

日々の学びや活動の様子を写真や動

画、文字として記録にとり、その記録を

生徒と共有し、対話することで、気づき

や振り返りを促します。また、観察法で

ためてきた写真や動画の記録は、記録を

用いて対話することや、記録から気づき

を促すことで、他のアセスメント方法と合わせて活用していきます。 

ICT 活用のポイント 

生徒のよいところやさらによくなりそうな場面を写真や動画に撮っ

ておきます。観察の記録は、主に、教員が記録す

ることが多いですが、生徒同士で互いの学びを

観察していくことも考えられます。互いに観察

し合うことで、普段気づかなかったところが見

えたり、自分がさらに気づくことに繋がります。 

育成/評価できる主な資質・能力 

記録してきた観察の記録を用いて、主に以下の資質・能力を育成/評価

することができます。 

 育成／評価できる主な資質・能力 

学びに向かう力，人間性等 

主体性：主体的に取り組む態度，関心を持って取り組む態度 
協働性：交流する態度，よりよい人間関係を形成する態度 

豊かな心：自然愛護，礼儀，思いやり感謝，新たな意味や価

値を創造する態度，など※ 

 

生徒の活動の様子を観察することで学習状況を把握する方法です。
観察の記録を生徒と共有し、対話することを通して、生徒が次にど
うしていくのかを考えることにつなげていきます。  

観察法 
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面談法のポイント 

これまでの学びで用いた eポートフォリオを並べ、それらの記録を指

差しながら生徒が説明し、教員や保護者が聞き手となりながらカンファ

レンスをしていきます。過去の e ポートフ

ォリオがあることで、生徒が自身の言葉で、

「学びの軌跡」について語ることができま

す。そうすることで、自分自身でその学んだ

点と点をつなげることができます。 

良いかどうかを判断するのでなく、教員

や保護者との対話を通してこれからどうし

ていくのかを考えていくことで、自己肯定感

が得られるようにしていきます。対話したり

すること自体が学びを促進する場となります。 

育成/評価できる主な資質・能力 

自らの学びを整理し、自分の将来や今後の学びについて、教員や保護

者と対話することを通して、主に以下の資質・能力を育成/評価すること

ができます。 

 育成／評価できる主な資質・能力 

学びに向かう力，人間性等 
主体性：キャリアを形成する態度，自己のよさや可能性を生

かそうとする態度 

多様性：自己を理解／尊重する態度 

  

 
 
 
生徒と教員での面談（カンファレンス）から学習状況を把握する方
法です。過去の e ポートフォリオを生徒が指差しながら振り返る活
動から、様々な資質・能力の育成状況を把握し、教員は、生徒と対
話しながら生徒の考えていることを引き出すように支援します。 
 
 
活動の様子を記録に残し、それらをもとに成長の過程をみていきま

す。 
 
 
  

面談法 
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具体例：学期末の三者面談 

学期末に、ためてきた記録を見返し、学んだ過程を伝えるプレゼンテ

ーションを作成し、生徒、保護者、教員での三者面談「ポートフォリオ

カンファレンス」を行う。 

  ポイント 

面談で、自分の学びの

軌跡を自分の言葉で

語るためのプレゼン

テーションを作りま

す。 

三者面談ではなした

ことを踏まえて、さら

に自分の学びを振り

返り、次の自分の学び

にどのようにつなげ

ていくかを考えてい

きましょう。 

良いかどうかを判断

する場でなく、これか

らどうしていくのか

を考えていくことが

大切です。対話するこ

と自体が学びを促進

することにつながり

ます。 

これまでのeポートフ

ォリオを見返すこと

を通して、自分が伝え

たいことを考えまし

ょう。 
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ショーケース法のポイント 

ショーケース・ポートフォリオを作成することを通して、これまでの

学びを総括的に振り返ります。そのとき、自身のこれまでにどのように

学んできたのか、その中でどのような成果を治めることができたのかを

考えていくことが大切です。 

 

コラム 3.5 ショーケース・ポートフォリオを用いた振り返りの種類 

ショーケース法では、振り返りの仕⽅が２種類あります。どのようなこ
とを振り返りたいのかを明確にしましょう。 
①  学びの成果を振り返る 
1)対象とする学習の活動を決める。 
2)期間を決める。 
3)最もよくできたもの、取り組めたものを選ぶ。 
4)選んだものに対して、「なぜ選んだのか」、「これからど
う⽣かせるのか」を振り返る。 
②  学びの過程を振り返る 
1)対象とする学習の活動を決める。 
2)期間を決める。 
3)印象に残ったものを２つ以上選ぶ。 
4)選んだものを時系列に並べる。 
5)選んできたものに対して「何を学んできたのか、どのよ
うに学んできたのか」、「これからどのように学んでいく
のか」を振り返る。 

 

 
 
今までの特徴的な記録をまとめ直したショーケース・ポートフォリ
オから学習状況を把握し、学習を促進していく方法です。e ポート
フォリオを一つ一つ見返して、総括的に評価していきます。 
  

ショーケース法 
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育成/評価できる資質・能力 

ショーケース・ポートフォリオを作成することを通して、主に以下の

資質・能力を育成/評価することができます。 

 育成／評価できる主な資質・能力 

学びに向かう力，人間性等 

主体性：キャリアを形成する態度，自己のよさや可能性を生
かそうとする態度 

多様性：自己を理解／尊重する態度，他者を理解／尊重する

態度 

具体例：1 年間の学びの振り返り 

3 学期の終わりにショーケース・ポートフォリオを作成して、1 年間

の総括的な評価を行います。 

 

  

ポイント 

自身で一つ一つの記録を

見返し、何を選ぶかを考え

ること自体が大切です。た

だ選んで終わりにするの

でなく、何で選んだのか、

何を学んだのかを必ず振

り返りましょう。 

作成したショーケース・ポ

ートフォリオは、自身のこ

れまでの学びがつまった

学びのアルバムとも言え

ます。そのため、それを用

いて、他の人に学んできた

ことをアピールすること

もできます。 

アピールして終わるので

なく、相互評価や教員評価

をもらって、次の自分の学

びにつなげていきましょ

う。 63 62 



付録 1-1 アセスメント方法をやってみよう！ 

残したい eポートフォリオや、行いたい学習活動をイメージしてくだ

さい。それに応じたアセスメント方法が見つかるかもしれません。 
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付録 1-2 ①e ポートフォリオからアセスメント方法を選ぶ  

対応表を見ることで、e ポートフォリオに対応したアセスメント方法

がわかります。 

 

  

テスト法 質問法 作品法 レポート法 ⽇誌法 実技法 体験法 プレゼンテー
ション法 議論法

思考・判
断法

ノート法 演習法 実習法 課題解決・
探究法 観察法 ⾯談法

ショー
ケース法

正課内の
⾏動・活動

✔ ✔

正課外の
⾏動・活動

✔ ✔

操作
ログ

ICT機器の
操作履歴

✔ ✔

テスト ✔ ✔ ✔

アンケート ✔ ✔ ✔

発問 ✔ ✔ ✔

活動の
様⼦

観察の
記録

✔

作品 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

レポート ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

⽇誌 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

作業物・
収集物

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

実技 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

体験 ✔ ✔ ✔ ✔

プレゼン
テーション

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

議論 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ワーク
シート

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

メモ・
ノート

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

対話 ✔ ✔

演習の
記録

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

実習の
記録

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

課題の
記録

✔ ✔ ✔ ✔

仮説の
記録

✔ ✔ ✔ ✔

⽅略の
記録

✔ ✔ ✔ ✔

整理・分析
の記録

✔ ✔ ✔ ✔

仮説の検証
の記録

✔ ✔ ✔ ✔

成果を
共有した
記録

✔ ✔ ✔ ✔

解決の検証
の記録

✔ ✔ ✔ ✔

学習⽬標 ✔ ✔ ✔ ✔

学習計画 ✔ ✔ ✔ ✔

⾃⼰評価 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

相互評価 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

教員評価 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

他者評価 ✔ ✔

成績
成績・
評定

✔ ✔

表彰・
顕彰

✔ ✔

資格・
検定

✔ ✔

ゴール
設定

学習
評価

確証・
資格

学習
ログ

テスト
・アン
ケート

学習成
果物

思考プ
ロセス

解決プ
ロセス

課題解
決
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付録 1-3 ②学習活動からアセスメント方法を選ぶ  

質問に答えていくことで、学習活動に対応したアセスメント方法がわ

かります。 
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付録 2 e ポートフォリオの分類 

  
分類 項目 主な内容 説明 

学
習
履
歴 

 

学習ロ
グ 

正 課 内 の 行
動・活動履歴 

授業等の内外における行動・活動の履歴  例）委員会活動の履歴 

正 課 外 の 行
動・活動履歴 

諸活動における行動・活動の履歴  例）ボランティア活動の履歴 

操作ロ
グ 

ICT 機器の
操作履歴 

コンピュータやタブレット端末の操作履歴  例）教材の操作・書き込みの履
歴   

テスト・
アンケ
ート 

テスト テストとその結果   例）定期テストとその解き直しの記録 

  アンケート 
質問紙等のアンケートとその結果  例）授業に対する意識調査アンケート
とその回答の記録 

 

 発問 
教員による発問とその回答   
例）授業中の全体に対する問いかけとその回答の記録，個に対する問いか
けとその回答の記録 

学
習
記
録 

学
習

記
録 

活動の
様子 

観察の記録 
教員が児童生徒の活動等の様子を観察して記録したもの 
例）委員会活動の様子を収めた写真，係活動の様子を記述した記録 

学習 
成果物 

作品 授業や実習等で制作（製作）したもの  例）水彩画の下絵と完成した作品 

レポート 
授業や実習等で作成された文書   
例）調べたことをまとめたレポート，小論文 

日誌 自身の活動や振り返りを綴った文書  例）生活の記録，部活ノート 
実技 実技のパフォーマンスを記録したもの  例）体育の実技を撮った動画 

体験 
体験した活動を記録したもの  例）ボランティア活動の体験の記録，職場
体験の記録 

プレゼンテ
ーション 

プレゼンテーションを記録したもの 
例）調べたことを発表している動画，演説を撮った動画 

 議論・対話 
議論・討論した内容を記録したもの 
例）生徒会議会での議論の記録，ディベート大会の動画 

思考プ
ロセス 

ワークシー
ト 

思考プロセスをワークシート等に沿って記録したもの 
例）思考ツールを活用したプリント，実験プリント 

メモ・ノート 
獲得した知識や技能，思考したことや気づきなどを記録したもの 
例）学習の中で気づきを書いた記録，板書を写した記録 

対話 
仲間，教員，他者との発話・やりとりを記録したもの 
例）チャットの記録，対話の内容を記述した記録 

 
情報収集・
分析の記録 

学習の際に収集したり，それらを分析したりしたもの 
例）収集した Web ページ，調べ学習でインタビューした記録 

解決プ
ロセス 

演習の記録 
演習したことを記録したもの 例）演習問題とその解答の記録，演習課題の
解決過程の記録 

実習の記録 実習したことを記録したもの 例）教育実習ノート，看護実習の活動の記録 

課題解決の
記録 

設定した課題・問いや仮説を記録したものや，それを解決するための見通
しや道筋の構想し記録したもの，実践した結果から課題・問いの解決策や
仮説の妥当性・改善策など（の考察）を記録したもの 
例）探究ファイル（探究活動の記録），総合的な学習の時間の学習プリント
集 

学びの
振り返
り 

振り返りの 
記録 

学習の記録や評価の記録にも含まれる自分の学びを振り返ったことを記録
したもの 例）授業の振り返りの記録 
※ 振り返りの記録は，特別な項目であり，学習の記録と合わせて記録され
たり，評価の記録として含まれたりする．振り返りの単体で存在することもあ
るが，他のものに包含されていることが考えられる． 

 ゴール
設定 

学習目標 設定した目標や課題を記録したもの   例）授業で設定した学習目標 
学習計画 学習の計画や見通しを記録したもの   例）家庭学習の学習計画表 

評
価

記
録 

学習評
価 

自己評価 自己評価の内容を記録したもの   例）自己評価の記録 
相互評価 相互評価の内容を記録したもの   例）仲間からのコメントの記録 
教員評価 教員評価の内容を記録したもの   例）教員からのフィードバックの記録 
他者評価 他者評価の内容を記録したもの   例）専門家からのフィードバックの記録 

成績 成績・評定 他者評価の内容を記録したもの   例）成績表 

認証・
資格 

表彰・顕彰 
大会・コンクール等での表彰・顕彰の取得状況 
例）自治体開催のコンクールでの入賞 

資格・検定 資格や検定，免許等の取得状況   例）英語検定 2 級 
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付録 3-1 資質・能力の分類 

「思考力，判断力，表現力等」における資質・能力(1) 
大カテ
ゴリ 

カテゴリ 資質・能力 説明 参照箇所 

思
考
力 

ひろげる
力 

考えをひ
ろげる力 

ある考えと連想される考え
をいくつも挙げ，考えを膨
らませる力 

・高等学校学習指導要領解説「芸術」p.43 自己のイメー
ジをもって創作表現を創意工夫するとは，音や音楽に対す
る自己のイメージを膨らませたり他者のイメージに共感し
たりして，音楽を形づくっている要素の働かせ方などを試
行錯誤しながら，表したい創作表現について考え，どのよ
うに創作表現するかについて表現意図をもつことである。 

発展的に
考える力 

ある考えを異なる場面や状
況でも活用できるように考
える力 

・高等学校学習指導要領解説「数学」p.24 数学を活用し
て事象を論理的に考察する力，事象の本質や他の事象との
関係を認識し統合的・発展的に考察する力，数学的な表現
を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表現する力を養う。 

創造する
力 

新しいアイデアや価値につ
いて考えたり生み出したり
する力 

・高等学校学習指導要領解説「芸術」p.105 造形的なよさ
や美しさ，表現の意図と創意工夫，美術の働きなどについ
て考え，主題を生成し創造的に発想し構想を練ったり，価
値意識をもって美術や美術文化に対する見方や感じ方を深
めたりすることができるようにする。 

予想する
力 

予想する
力 

物事の成り行きや結果を見
通したり，予測したりする
力 

・高等学校学習指導要領解説「数学」p.27 数学的な見
方・考え方を働かせ，数量や図形及びそれらの関係などに
着目し，観察や操作，実験などの活動を通して，一般的に
成り立ちそうな事柄を予想することである。 

推論する
力 

ある結果や前提を元に，先
のことや新たな考え、仮説
を導き出す力 

・高等学校学習指導要領解説「数学」p.112 目的に応じて
標本調査を設計し，収集したデータを基にコンピュータな
どの情報機器を用 いて処理するなどして，母集団の特徴や
傾向を推測し判断するとともに，標本調査の方法 や結果を
批判的に考察すること 

まとめる
力 

考えをま
とめる力 

考えた内容を要約したり，
わかりやすく組み合わせた
り整理する力 

・高等学校学習指導要領解説「芸術」p.111 課題の解決に
向けて多様な視点から情報や考え，気持ちなどを話して伝
え合う必要があることから，海外のニュース，新聞や雑誌
などの記事などの多様なメディアから収集した複数の資料
を活用して自分の考えなどをまとめることを示している。 

構造化す
る力 

順序や筋道，部分同士の関
係を明らかにして整理する
力 

・高等学校学習指導要領解説「総合的な探究の時間」p.99 
考えるための技法 

抽象化す
る力 

ある事象の特徴を見出す力 
・高等学校学習指導要領解説「総合的な探究の時間」p.99 
考えるための技法 

分析する
力 

順序づけ
る力 

複数の事象について，ある
視点や条件に沿って並びか
える力 

・高等学校学習指導要領解説「総合的な探究の時間」p.99 
考えるための技法 

関連づけ
る力 

ある事象同士のつながり，
関係性を明らかにする力 

・高等学校学習指導要領解説「総合的な探究の時間」p.99 
考えるための技法 

分類する
力 

複数の事象について，ある
視点・観点から共通点のあ
るものをまとまりとして分
ける力 

・高等学校学習指導要領解説「総合的な探究の時間」p.99 
考えるための技法 

比較する
力 

複数の事象同士を比べて，
共通点や相違点を明らかに
する力 

・高等学校学習指導要領解説「総合的な探究の時間」p.99 
考えるための技法 

理由づけ
る力 

ある事象の原因，理由につ
いて考える力 

・高等学校学習指導要領解説「総合的な探究の時間」p.99 
考えるための技法 

具体化す
る力 

ある事象を表す具体例を示
したり，具体的な事象ごと
に分けたりする力 

・高等学校学習指導要領解説「総合的な探究の時間」p.99 
考えるための技法 

とらえる
力 

想像する
力 

ある事象に対するイメージ
などを感じ取り，想像する
力 

・高等学校学習指導要領解説「芸術」p.161 日本及び諸外
国の美術作品や文化遺産などから表現の独自性などを感じ
取りとは，日本及び諸外国や様々な地域における美術作品
や文化遺産などから，それぞれの国に見られる表現の独自
性などを感じ取ることである。 

読み取る
力 

ある事象に対する傾向や情
報などを読み取る力 

・高等学校学習指導要領解説「国語」p.165 文章の種類を
踏まえて，内容や構成，論理の展開などを的確に捉え，論
点を明確にしながら要旨を把握すること。 

多面的・
多角的に
とらえる
力 

ある事象を一つの視点から
だけでなく，様々な視点で
物事をとらえる力 

・高等学校学習指導要領解説「総合的な探究の時間」p.99 
考えるための技法 

検討する
力 

検討する
力 

ある情報や事象が，ある基
準に照らして適切であるか
や，その正誤，適否や善し
悪しについて，吟味した
り，検討したりする力 

・高等学校学習指導要領解説「国語」p.88 話の内容や構
成，論理の展開，表現の仕方を評価するためには，聞いた
ことをそのまま受け入れるのではなく，聞いたことを対象
化して検討し，判断することが必要である。 
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付録 3-2 資質・能力の分類 

「思考力，判断力，表現力等」における資質・能力(2) 
大カテ
ゴリ 

カテゴリ 資質・能力 説明 参照箇所 

判
断
力 

選択する力 選択する力 
目的に応じて適切に，ある選択
肢の中から選択する力 

・高等学校学習指導要領解説「保健体育」p.25 「保健」にお
いては，社会の変化に伴う現代的な健康に関する課題の出現
や，情報化社会の進展により様々な健康情報の入手が容易にな
るなど，環境が大きく変化している中で，生徒が生涯にわたっ
て課題解決に役立つ健康情報を選択したり，健康に関する課題
を適切に解決したりすることが求められる。 

決定する力 
意思決定する
力 

ある事象や決め事を，自分自身
で決断する力 

・高等学校学習指導要領解説「家庭科」p.13 その深まりと
は，すなわち，家族・家庭についての理解，共に生きる生活観
の育成，家庭生活の様々な事象の原理・原則についての科学的
理解，理解したことを実際の生活の場で活用するための技能の
習得，生活を総合的に認識し，適切に判断する意思決定能力，
課題を解決する問題解決能力など，生涯を見通して主体的に生
きる力を育成し，家庭や地域の生活を創造する資質・能力を意
味している。 

表
現
力 

伝達する力・
発信する力 

文字で表現す
る力 

記述したり，記録するなど，考
えたことを文字で表し伝える力 

・高等学校学習指導要領解説「外国語」p.27 日常的な話題に
ついて，使用する語句や文，事前の準備などにおいて，多くの
支援を活用すれば，基本的な語句や文を用いて，情報や考え，
気持ちなどを論理性に注意して文章を書いて伝えることができ
るようにする。 

言葉で表現す
る力 

言葉で説明したり，発信するな
ど，考えたことを言葉で表し伝
える力 

・高等学校学習指導要領解説「外国語」p.25 日常的な話題に
ついて，使用する語句や文，対話の展開などにおいて，多くの
支援を活用すれば，基本的な語句や文を用いて，情報や考え，
気持ちなどを話して伝え合うやり取りを続けることができるよ
うにする。 

図で表現する
力 

図示したり，モデル化するな
ど，考えたことを図で表し伝え
る力 

・高等学校学習指導要領解説「地理歴史」p.94 ここで取り上
げる「通信」それ自体は距離的な 制約を受けることが少ない
ものの，それを支える社会資本としての「通信網」やその拠点 
は，その疎密に大きな地域差があり，地域性がある。そこで
「通信網」や「交通網」といった面的な広がりや，ある地点と
ある地点のつながりが表される情報については，その位 置関
係を地図上で確認したり，分かったことを地図上に描き表した
りして可視化し，その 関係性を捉えることが大切である。 

身体で表現す
る力 

実演したり，ロールプレイする
など，考えたことや考えを身体
で表し伝える力 

・高等学校学習指導要領解説「保健体育」p.33 自己や仲間の
考えたことを他者に伝えるとは，自己や仲間の課題について，
課題解決の過程を踏まえて思考し判断したことを，根拠を示し
たり他者に配慮したりしながら，言葉や文章及び動作などで表
したり，他者にわかりやすく伝えたりすることを示している。 

プレゼンテー
ション力 

プレゼンテー
ション力 

発表資料などを用いて，他者に
向けて発表し，考えたことを伝
える力 

・高等学校学習指導要領解説「理科」p.32 思考力，判断力，
表現力等を育成するに当たっては，人間生活の中の科学につい
て，問題を見いだし見通しをもって観察，実験などを行い，人
間生活と関連付けて，科学的に考 察し表現させることが大切
である。その際，話合い，レポートの作成，発表を適宜行わせ
ることも大切である。 

課
題
を
解
決
す
る
力 

課題設定を行
う力 

課題を発見す
る力 

現実と理想の差より問題の本質
を見極め，課題を発見する力 

・高等学校学習指導要領解説「総合的な探究の時間」p.17 こ
こで重要なのが，実社会や実生活と自己との関わりから問いを
見いだし，自分で課題を立てることである。 

課題を設定す
る力 

課題や仮説を適切に設定する力 
・高等学校学習指導要領解説「総合的な探究の時間」p.17 こ
こで重要なのが，実社会や実生活と自己との関わりから問いを
見いだし，自分で課題を立てることである。 

解決策を構想
する力 

解決策を構想
する力 

解決の方向性を決定し，解決方
法を探して計画を立てる力 

・高等学校学習指導要領解説「家庭」p.10 
家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして課
題を設定し，解決策を構想し，実践を評価・改善し，考察した
ことを根拠に基づいて論理的に表現するなど，生涯を見通して
生活の課題を解決する力を養う。 

解決の検証を
する力 

解決の検証を
する力 

解決策や仮説を様々の面から調
べて証拠立てる力 

・高等学校学習指導要領解説「理数」p.22 探究のまとめとし
て，探究の過程における教師や他の生徒との意見交換や議論，
観察，実験，調査等の内容や方法，それらを行う中で生じた疑
問，自らの思考の過程などを記録してそれを基に，自己の成長
の過程を認識し，探究全体を自己評価できるようにすることは
自らの進路を考える上でも重要である。 
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付録 3-3 資質・能力の分類 

「学びに向かう力，人間性等」における資質・能力(1) 

大カテゴリ カテゴリ 資質・能力 説明 参照箇所 

学
び
に
向
か
う
力 

主
体
性 

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度 

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度 

主体的に
なる態度 

よりよく学ぼうと
意欲や向上心をも
ち，真剣に本気に
なって主体的に学
習に取り組む態度 

・高等学校学習指導要領「特別活動編」p73 そうした活動を通して
生徒の自己有用感の醸成や学習意欲の向上が期待でき，生徒会活動
がより充実したものとなることにもつながる． 

関心を持
つ態度 

自らの学習に興味
や関心をもって取
り組む態度 

・高等学校学習指導要領「総合的な探究の時間編」p19 探究では，
生徒が，身近な人々や社会，自然に興味・関心をもち，それらに意欲
的に関わろうとする主体的，協働的な態度が欠かせない． 
・高等学校「総合的な探究の時間編」p12 生徒は，①日常生活や社
会に目を向けた時に湧き上がってくる疑問や関心に基づいて，自ら
課題を見付け，②そこにある具体的な問題について情報を収集し，
③その情報を整理・分析したり，知識や技能に結び付けたり，考えを
出し合ったりしながら問題の解決に取り組み，④明らかになった考
えや意見などをまとめ・表現し，そこからまた新たな課題を見付け，
更なる問題の解決を始めるといった学習活動を発展的に繰り返して
いく． 

粘
り
強
く
学
ぶ
態
度 

粘り強く
取り組む
態度 

自らの学習の目標
に向かって，粘り
強く取り組む態
度，やり遂げよう
とする態度 

・高等学校学習指導要領「総合的な探究の時間編」p15  よりよく
課題を発見し解決していくとは，解決の道筋がすぐには明らかにな
らない課題や，唯一の正解が存在しない課題などについても，自ら
の知識や技能等を総合的に働かせて，目前の具体的な課題に粘り強
く対処し解決しようとすることである． 
・高等学校学習指導要領「特別活動編」p36 例えば，ホームルーム
の生徒に共通する課題が何かをつかむこと，一人一人の課題の原因
や解決しなければならない理由や背景などを探ること，多様な視点
から解決方法を考えて見付けること，話合いを生かして自己の具体
的な実践課題を意思決定し，粘り強く努力することなどがある． 

自
ら
の
学
習
を
調
整
す
る
態
度 

学習を見
通す態度 

自ら学習の目標を
持ち，進め方を見
直しながら見通し
をもって学習する
態度 

・高等学校学習指導要領「総合的な探究の時間編」p18 自分で，何
が解決に役立つかを見通し，足を運んだり，情報手段を意図的・計画
的に用いたり，他者とのコミュニケーションを通したりして情報を
集めることが重要である． 
・高等学校学習指導要領「特別活動編」p54 現在及び将来の生活や
学習と自己実現とのつながりを考えたり，社会的・職業的自立の意
義を意識したりしながら，学習の見通しを立て，振り返ること． 

学びを振
り返る態
度 

学習活動の節目や
結末（単元や題材
など）に自己の学
びの成果や過程を
振り返る態度 

・高等学校学習指導要領「総合的な探究の時間編」p4 １回１回の
授業で全ての学びが実現されるものではなく，単元や題材など内容
や時間のまとまりの中で，学習を見通し振り返る場面をどこに設定
するか，グループなどで対話する場面をどこに設定するか，生徒が
考える場面と教師が教える場面とをどのように組み立てるかを考
え，実現を図っていくものであること． 
・高等学校学習指導要領「総合的な探究の時間編」p123 「主体的な
学び」とは，学習に積極的に取り組ませるだけでなく，学習後に自ら
の学びの成果や過程を振り返ることを通して，次の学びに主体的に
取り組む態度を育む学びである． 

次につな
げる態度 

自らの学習で振り
返ったことを評
価・改善する態度 

・高等学校学習指導要領「総合的な探究の時間編」p6 特に，探究的
な学習を実現するため，「①課題の設定→②情報の収集→③整理・分
析→④まとめ・表現」の探究のプロセスを明示し，学習活動を発展的
に繰り返していくことを重視してきた． 
・高等学校学習指導要領「総合的な探究の時間編」p123 振り返り
を通して，自分の人生や将来について考え，学んだことを自己のキ
ャリア形成の方向性と関連付けることが求められる． 
・高等学校学習指導要領「特別活動編」p37 「決めたことの実践」
とは，生徒が合意形成に基づいて協働して取り組むとともに，一連
の活動を振り返り，次の課題解決へとつなげていく「振り返り」につ
なげていくものである． 

学んだ
ことを
生かそ
うとす
る態度 

学んだこ
とを生か
そうとす
る態度 

自ら学んだこと
を，社会や様々な
活動などに生かそ
うとする態度 

・高等学校学習指導要領「特別活動変」p18 特別活動では，様々な
集団活動の役割や意義を理解し，生徒自身が様々な活動に自主的，
実践的に関わろうとする態度を育てることが必要である。 

自己実
現する
態度 

自己のよ
さや可能
性を生か
そうとす
る態度 

自己の理解を深
め，自己のよさや
可能性を生かそう
とする態度 

・高等学校学習指導要領「総合的な探究の学習」p47 自己の個性を
見つめ，それを大切にしていくことは，自己肯定感を高め，自己の確
立や自己実現を図るための基盤となる． 

キャリア
を形成す
る態度 

これまでの活動を
振り返るなどし，
自らのキャリア形
成を図る態度 

・高等学校学習指導要領「特別活動編」p53「キャリア形成」とは，
社会の中で自分の役割を果たしながら，自分らしい生き方を実現し
ていくための働きかけ，その連なりや積み重ねを意味する．これか
らの学びや生き方を見通し，これまでの活動を振り返るなどして自
らのキャリア形成を図ることは，これからの社会を生き抜いていく
上で重要な課題である． 
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付録 3-4 資質・能力の分類 

「学びに向かう力，人間性等」における資質・能力(2) 

大カテゴリ カテゴリ 資質・能力 説明 参照箇所 

人
間
性
等 

協
働
性 

コミュニケー
ション力 

伝え合う力 
他者と話し合ったり
し，伝え合うこと力 

・高等学校学習指導要領「総合的な探究の時間編」p.51 他者
と協働して学習活動を進めるには，互いのコミュニケーショ
ンが欠かせない．自分の考えや気持ちなどを相手に伝えると
ともに，相手の考えや気持ちなどを受け止めることも求めら
れる．これらによって，双方向の交流が質の高い学習活動を実
現する．そして，これらのプロセスを通じて，個別の知識及び
技能が目的や状況に応じて活用され，生きて働くものになり，
未知の状況に対応できる思考力，判断力，表現力等や学びに向
かう力が育成されるのである． 

交流する態度 

他者と対話をして考
えや意見，情報を共
有したりし，交流し
ようとする態度 

・高等学校学習指導要領「特別活動編」p76 そこで，必要に
応じて，校内の活動のみでなく，他校との相互交流を図った
り，地域社会との連携を深めたりするなど，校外での活動への
広がりを図るようにすることが重要である． 
・高等学校学習指導要領「特別活動編」p49 …（中略）…積
極的かつ豊かに交流し，国際社会の平和と発展に貢献するこ
とのできるようにするものである． 

協働する力 

チームワーク力 

互いのよさや個性，
多様な考えを認め合
い，各自が責任を果
たし，互いに協力し
合って目的を達成す
る力 

・高等学校学習指導要領「特別活動編」p9 特別活動の深い学
びとして，生徒が集団や社会の形成者としての見方・考え方を 
働かせ，様々な集団活動に自主的，実践的に取り組む中で，互
いのよさや個性，多様な考えを認め合い，等しく合意形成に関
わり役割を担うようにすることを重視することとした． 
・高等学校学習指導要領「特別活動編」p45 学校における様々
な集団での活動を経験することにより，生徒は，学校内外のい
ずれの集団においても，それぞれの集団が目的を達成するた
めには，集団で取り組む課題を見いだして，目標を立て，その
目標 を達成するために，各自が責任を果たし，互いに協力し
合って集団の生活の向上を図ることが大切であるということ
について理解を深めることができるようになる． 

リーダーシップ力 

複数人でのグループ
で活動を行うとき，
そのグループを先導
することができる力 

・高等学校学習指導要領「特別活動編」p81 そうした話合い
活動を進めていくためには，中学校での学級活動や生徒会活
動における話合い活動の経験を生かすとともに，担当の教師
の指導の下，生徒会役員や各種の委員会の委員長等がリーダ
ーシップを十分発揮して，話合いの準備を進める必要がある． 
・高等学校学習指導要領「特別活動編」p76 中学校の生徒会
活動の成果を生かしたり，上級生のリーダーシップを生かし
たりしながら，担当教師の適切な指導の下で，活動計画を立て
させることが大切である． 

合意形成する力 

集団において，他者
の意見を受け入れつ
つ，自分の考えを主
張し，合意形成する
力 

・高等学校学習指導要領「特別活動編」p15 集団における合
意形成では，同調圧力に流されることなく，批判的思考力をも
ち，他者の意見も受け入れつつ自分の考えも主張できるよう
にすることが大切である． 
・高等学校学習指導要領「特別活動編」p38 全員の意思の統
一という意味ではなく，実践内容についての合意であること
に留意し，個々の考え方や意思，価値観等を相互に認め，尊重
し合えるように 指導することも大切である． 

よりよい人間関係
を形成する態度 

集団の中で，人間関
係を仲間と信頼し，
高め合いながらより
よいものへと形成し
ようとする態度 
 

・高等学校学習指導要領「特別活動編」p12 「人間関係形成」
は，集団の中で，人間関係を自主的，実践的によりよいものへ
と形成するという視点である． 
・高等学校学習指導要領「特別の科目道徳」p25 「友情，信
頼」友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち互い
に励まし合い，高め合うとともに，異性についての理解を深
め，悩みや葛藤も経験しながら人間関係を深めていくこと． 

集団・社会に貢献
する態度 

集団・社会の一人と
しての行動を意識す
るとともに，社会に
貢献することを通し
て，よりよい集団・社
会を形成しようとす
る態度 
 

・高等学校学習指導要領「特別活動編」p12 「社会参画」は
よりよいホームルームや学校生活づくりなど，集団や社会に
参画し様々な問題を主体的に解決しようとするという視点で
ある． 
・高等学校学習指導要領「公共」p35 …（中略）…一人一人
の幸福が実現できる社会の形成と維持に向けて他者と協働で
きる主体となるために必要なことは何かを自ら問い，そのこ
とを通して人間としての在り方生き方を探求すること…（中
略）… 
・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p25 「社会参画，
公共の精神」社会参画の意識と社会連帯の自覚を高め，公共の
精神をもってよりよい社会の実現に努めること． 
・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p25 「勤労」勤労
の尊さや意義を理解し，将来の生き方について考えを深め，勤
労を通じて社会に貢献すること． 
・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p25 「よりよい学
校生活，集団生活の充実」教師や学校の人々を敬愛し，学級や
学校の一員としての自覚をもち，協力しあってよりよい校風
をつくるとともに，様々な集団の意義や集団の中での自分の
役割と責任を自覚して集団生活の充実に努めること． 
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付録 3-5 資質・能力の分類 

「学びに向かう力，人間性等」における資質・能力(3) 
大カテ
ゴリ 

カテゴリ 資質・能力 説明 参照箇所 

人
間
性
等 

多
様
性 

理解する態度 

自己を理解する
態度 

他者と関わるために，自己
を理解しようとする態度 

・高等学校学習指導要領「総合的な探究の学習」
p96 例えば，他者理解という視点で言えば，異
なる立場，異なる考え方をもつ相手のことを認
め，理解しようとすることができるようになる
ことであり，自己理解については，様々に困難
な状況に挑戦する中で自分を客観的に見つめ，
自分らしさを発揮できるようになることなどが
考えられる． 
・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p42 
「相互理解，寛容」自分の考えや意見を相手に
伝えるとともに，それぞれの個性や立場を尊重
し，いろいろなものの見方や考え方があること
を理解し，寛容の心をもって謙虚に他に学び，
自らを高めていくこと． 

他者を理解する
態度 

他者とよりよく関わるため
に，他者を理解しようとす
る態度 

・高等学校学習指導要領「総合的な探究の学習」
p96 例えば，他者理解という視点で言えば，異
なる立場，異なる考え方をもつ相手のことを認
め，理解しようとすることができるようになる
ことであり，自己理解については，様々に困難
な状況に挑戦する中で自分を客観的に見つめ，
自分らしさを発揮できるようになることなどが
考えられる． 
・高等学校学習指導要領「特別活動」P47 その
ためには，自分の個性をよく知り，自己を高め
ようとする努力が大切であることを理解すると
ともに，他者の個性を尊重することを通して，
他者への思いやりを深めることが，集団生活で
は重要であることを理解させる必要がある． 

自国の文化や伝
統，歴史を理解
する態度 

他国の人とよりよく関わる
ために，自国の文化や伝統，
歴史，生活習慣などを理解
しようとする態度 

・高等学校学習指導要領「特別活動」p49 我が
国と他国の文化や生活習慣などについて理解
し，よりよい交流の在り方を考えるなど，共に
尊重し合い，主体的に国際社会に生きる日本人
としての在り方生き方を探究しようとするこ
と． 

他国の文化や伝
統，歴史を理解
する態度 

他国の人とよりよく関わる
ために，他国の文化や伝統，
歴史，生活習慣などを理解
しようとする態度 

・高等学校学習指導要領「地理歴史」p18 国際
教育の視座に立ち，単に異文化の理解にとどま
らない，双方向からの国際理解を促すための「自
他の文化の尊重」をねらいに掲げ，網羅的な地
域情報を取り上げるのではなく，あくまで世界
の人々の特色ある生活文化に焦点を当てて，生
活文化の多様性や変容の要因を考察するといっ
た学習活動の位置付けを意図している。 

尊重する態度 

自己を尊重する
態度 

他者とよりよく関わるため
に，自己を尊重しようとす
る態度 

・高等学校学習指導要領「特別活動」p15 集団
における合意形成では，同調圧力に流されるこ
となく，批判的思考力をもち，他者の意見も受
け入れつつ自分の考えも主張できるようにする
ことが大切である． 

他者を尊重する
態度 

他者とよりよく関わるため
に，他者を尊重しようとす
る態度 

・高等学校学習指導要領「特別活動」P18 また，
学校教育法の義務教育 の目標の中に示された，
「伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんでき
た我が国と郷土を愛する態度を養うとともに，
進んで外国の文化の理解を通じて，他国を尊重
し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養
うこと」については，その重要性がますます高
まってきている。 

自国の文化や伝
統，歴史を尊重
する態度 

他国の人とよりよく関わる
ために，自国の文化や伝統，
歴史，生活習慣などを尊重
しようとする態度 

・高等学校学習指導要領「総則」p188 将来の我
が国を担う高校生は，郷土や国で育まれてきた
優れた伝統と文化などのよさについて理解を深
め，それらを育んできた我が国や郷土を愛する
とともに，国際的視野に立って，他国の生活習
慣や文化を尊重する態度を養うことが大切であ
る． 

他国の文化や伝
統，歴史を尊重
する態度 

他国の人とよりよく関わる
ために，他国の文化や伝統，
歴史，生活習慣などを尊重
しようとする態度 

・高等学校学習指導要領「地理歴史」p18 また，
学校教育法の義務教育 の目標の中に示された，
「伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんでき
た我が国と郷土を愛する態度を養うとともに，
進んで外国の文化の理解を通じて，他国を尊重
し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養
うこと」については，その重要性がますます高
まってきている。 
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付録 3-6 資質・能力の分類 

「学びに向かう力，人間性等」における資質・能力(4) 
大カテ
ゴリ 

カテゴリ 資質・能力 説明 参照箇所 

人
間
性
等 

豊
か
な
心 

基本的な
生活習慣 

節度，節制 
望ましい生活習慣を身に付け，心身の健
康の増進を図り，節度を守り節制に心掛
け，安全で調和のある生活をすること． 

・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p27  

礼儀 
礼儀の意義を理解し，時と場に応じた適
切な言動をとること． 

・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p37  

健康・体力
の向上 

健康・体力
の向上 

活力ある生活を送るための心身の健康
の保持増進と体力の向上に努めること． 

・高等学校学習指導要領「保健体育科」p.21 生涯にわた
って継続して運動に親しむとともに健康の保持増進と体
力の向上を目指し，明るく豊かで活力ある生活を営む態度 

責任感 
自主，自立，
自由と責任 

自律の精神を重んじ，自主的に考え，判
断し，誠実に実行してその結果に責任を
もつこと． 

・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p25  

創意工夫 
真 理 の 探
究，創造 

真実を大切にし，真理を探究して新しい
ものを生み出そうと努めること． 

・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p34  

思いやり，
協力 

思いやり，
感謝 

思いやりの心をもって人と接するとと
もに，家族などの支えや多くの人々の善
意により日々の生活や現在の自分があ
ることに感謝し，進んでそれに応え，人
間愛の精神を深めること． 

・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p35  

生命尊重・
自然愛護 

生命の尊さ 
生命の尊さについて，その連続性や有限
性なども含めて理解し，かけがえのない
生命を尊重すること． 

・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p61  

自然愛護 
自然の崇高さを知り，自然環境を大切に
することの意義を理解し，進んで自然の
愛護に努めること． 

・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p63  

公正・公平 
公正，公平，
社会主義 

正義と公正さを重んじ，誰に対しても公
平に接し，差別や偏見のない社会の実現
に努めること． 

・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p45 

公共心・公
徳心 

遵法精神，
公徳心 

法やきまりの意義を理解し，それらを進
んで守るとともに，そのよりよい在り方
について考え，自他の権利を大切にし，
義務を果たして，規律ある安定した社会
の実現に努めること。 

・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p43 

感動，畏敬
の念 

感動，畏敬
の念 

美しいものや気高いものに感動する心
をもち，人間の力を超えたものに対する
畏敬の念を深めること． 

・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p65  

家族愛，家
庭生活の
充実 

家族愛，家
庭生活の
充実 

父母，祖父母を敬愛し，家族の一員とし
ての自覚をもって充実した家庭生活を
築くこと． 

・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p51  

よりよく生
きる喜び 

よりよく生
きる喜び 

人間には自らの弱さや醜さを克服する
強さや気高く生きようとする心がある
ことを理解し，人間として生きることに
喜びを見いだすこと． 

・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p67 

創
造
性 

感性 

自然や芸術，人の生き方などの美しさや
気高さ，よさなどの質的な世界を価値あ
るものとして味わったり感じ取ったり
することであり，価値を感受し，豊かな
イメージを創出する際に働くものであ
る． 

・中学校学習指導要領「特別の科目道徳」p.66 自然や芸
術，人の生き方など，美しいものや気高いものに触れるこ
とによって，人は感動を味わい，人生をより豊かなものと
することができる． 
・高等学校学習指導要領「芸術編」p.23 「感性」とは，
例えば，「音の動きが羽のように軽やかだ」，「この響きは
輝かしくて美しい」といったように，音や音楽のよさや美
しさなどの質的な世界を価値あるものとして感じ取ると
きの心の働きを意味している． 
・高等学校学習指導要領「芸術編」p.108，p.194 感性は，
知性と一体化して人間性や創造性の根幹をなすものであ
り，表現や鑑賞の活動を通して，価値を感受し，想像力を
働かせ豊かなイメージを創出する際に働くものである． 

新たな意味や価値を創
造する態度 

感性を豊かに働かせたり好奇心を寄せ
たりしながら，思いや考えを基に構想
し，物事の真の姿を探り見極めようと格
闘し続ける探究の中で，新しい意味や価
値を生み出そうとする態度 

・高等学校学習指導要領「総則編」p.27 ①豊かな心や創
造性の涵養（第１章総則第１款２(2)の１段目）(2)道徳教
育や体験活動，多様な表現や鑑賞の活動等を通して，豊か
な心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努めること．
教育基本法第２条第１号は，教育の目的として「豊かな情
操と道徳心を培う」ことを規定しており，本項では，道徳
教育や体験活動，多様な表現や鑑賞の活動等を通して，豊
かな心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努めるこ
とを示している．創造性とは，感性を豊かに働かせながら，
思いや考えを基に構想し，新しい意味や価値を創造してい
く資質・能力であり，豊かな心の涵養と密接に関わるもの
であることから，本項において一体的に示している． 
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