
「指導と評価の一体化」のための学習評価の進め方
（数学科）



数学科 評価の観点及びその趣旨

数学科の目標 各学年の目標
内容のまとまりごとの

評価規準

① 数学科における「内容のまとまり」と
「評価の観点」との関係を確認する。

②【観点ごとのポイント】を踏まえ、
「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。

教科及び学年の目標を踏まえて、
「評価の観点及びその趣旨」が
作成されていることを理解する。

数学科の目標

数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 数量や図形などについての基礎的な概念や原理・法則などを理解するとともに、事象を数学化したり、数学的に解釈したり、
数学的に表現・処理したりする技能を身に付けるようにする。

(2) 数学を活用して事象を論理的に考察する力、数量や図形などの性質を見いだし総合的・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。

(3) 数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え、数学を生活や学習に生かそうとする態度、問題解決の過程を振り
返って評価・改善しようとする態度を養う。

評価の観点及びその趣旨

観
点

知識・技能 思考・判断・表現
主体的に学習に
取り組む態度

趣
旨

・数量や図形などについての基礎的な
概念や原理・法則などを理解してい
る。
・事象を数学化したり，数学的に解釈
したり、数学的に表現・処理したり
する技能を身に付けている。

・数学を活用して事象を論理的に考察
する力、数量や図形などの性質を見
いだし統合的・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身に付け
ている。

・数学的活動の楽しさや数学のよさを
実感して粘り強く考え、数学を生活
や学習に生かそうとしたり、問題解
決の過程を振り返って評価・改善し
ようとしたりしている。
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内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と

の
評
価
規
準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・一次関数について理解して
いる。

・事象の中には一次関数とし
て捉えられるものがあること
を知っている。
・二元一次方程式を関数を表
す式とみることができる。

・一次関数として捉えられる二つの
数量につい て、変化や対応の特
徴を見いだし、表、式、グラフを相互
に関連付けて考察し表現すること
ができる。
・一次関数を用いて具体的な事象
を捉え考察し表現することができる。

・一次関数のよさを実感して粘り強く
考え、一次関数について学んだこと
を生活や学習に生かそうとしたり、
一次関数を活用した問題解決の過
程を振り返って評価・改善しようとし
たりしている。

第２学年
数学科 内容のまとまり

「Ａ 数と式」
（１）文字を用いた式
（２）連立二元一次方程式

「Ｂ 図形」
（１）基本的な平面図形の性質
（２）図形の合同

「Ｃ 関数」
（１）一次関数

「Ｄ データの活用」
（１）データの分布
（２）不確定な事象の起こりやすさ

数学科の目標 各学年の目標 内容のまとまりごとの評価規準

① 数学科における「内容のまとまり」と
「評価の観点」との関係を確認する。

②【観点ごとのポイント】を踏まえ、
「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。

教科及び学年の目標を踏まえて、
「評価の観点及びその趣旨」が
作成されていることを理解する。

学年目標

(3)
数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え、数学を生活や学習に生かそうとす
る態度、問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする態度、多面的な考えを認め、よりよ
く問題解決しようとする態度を養う。

第２学年「Ｃ 関数」（１）一次関数
⑴一次関数について、数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができる

よう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
（ア） 一次関数について理解すること。
（イ） 事象の中には一次関数として捉えられるものがあることを知ること。

（ウ）二元一次方程式を関数を表す式とみること。
イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。
（ア）一次関数として捉えられる二つの数量について、変化や対応の特徴を見い

だし、表、式、グラフを相互に関連付けて考察し表現すること。
（イ）一次関数を用いて具体的な事象を捉え考察し表現すること。

※ア：知識及び技能に関する内容 イ：思考力、判断力、表現力等に関する内容

数学科 内容のまとまりごとの評価規準

【観点ごとのポイント】
○「知識・技能」のポイント
文末を「～を理解している」

「～することができる」
○「思考・判断・表現」
文末を「～することができる」
○「主体的に学習に取り組む態度」
文末を「～している」「～しようとしている」
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数学科における新しい学習評価の進め方

数学科の目標 各学年の目標
内容のまとまりごとの

評価規準

① 数学科における「内容のまとまり」と
「評価の観点」との関係を確認する。

②【観点ごとのポイント】を踏まえ、
「内容のまとまりごとの評価規準」を作成する。

評価の進め方

単元の評価規準を作成する

指導と評価の計画を作成する

授業を行う

観点ごとに総括する

１

２

○１、２を踏まえ、具体的な学習活動に沿って、評価場面や評価方法等を計
画する。

○どのような評価の資料（生徒の反応や作品など）を基に、「おおむね満足
できる」状況（B）と評価するか考えたり、「努力を要する」状況（C）へ
の手立て等を考えたりする。

○３に沿って観点ごとの観点別学習状況の評価を行い、生徒の学習改善や
教師の指導改善につなげる。

○集まった評価の資料やそれに基づく評価結果（A､B､C）などから、観点
ごとの総括的評価（A､B､C）を行う。

○学習指導要領の目標や内容、学習指導要領解説等を踏まえて作成する。
各学校において授業で育成を目指す資質・能力を明確にする。

○生徒の実態，前単元までの学習状況等を踏まえて作成する。
「内容のまとまりごとの評価規準」の考え方を踏まえて作成する。

単元の目標を作成する

３

教科及び学年の目標を踏まえて、
「評価の観点及びその趣旨」が
作成されていることを理解する。

４

５
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数学科における単元の目標を作成する

単元の目標は、数学科における単元の特徴を踏まえ、数学科の目標や当該学年の
「学年目標」をもとに、必要な記述を抜き出して作成することになる。

Ｓｔｅｐ①

単元名 一次関数

知識
及び
技能

文字を用いた式と連立二元一次方程式、平面図形と数学的な推論、一次
関数、データの分布と確率などについての基礎的な概念や原理・法則な
どを理解するとともに、事象を数学化したり、数学的に解釈したり、数学的
に表現・処理したりする技能を身に付けるようにする。

思考力、
判断力、
表現力
等

文字を用いて数量の関係や法則などを考察する力、数学的な推論の過程
に着目し、図形の性質や関係を論理的に考察し表現する力、関数関係に
着目し、その特徴を表、式、グラフを相互に関連付けて考察する力、複数
の集団のデータの分布に着目し、その傾向を比較して読み取り批判的に
考察して判断したり、不確定な事象の起こりやすさについて考察したりす
る力を養う。

学びに
向かう
力、
人間性

数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え、数学を生活や
学習に生かそうとする態度、問題解決の過程を振り返って評価・改善しよ
うとする態度、多様な考えを認め、よりよく問題解決しようとする態度を養
う。

第２学年の目標

数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を通して、数学的に
考える資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1)
数量や図形などについての基礎的な概念や原理・法則などを
理解するとともに、事象を数学化したり、数学的に解釈したり、
数学的に表現・処理したりする技能を身に付けるようにする。

(2)
数学を活用して事象を論理的に考察する力、数量や図形など
の性質を見いだし統合的・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。

(3)

数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え、数
学を生活や学習に生かそうとする態度、問題解決の過程を振り
返って評価・改善しようとする態度を養う。

数学科の目標

（１）一次関数についての基礎的な概念や原理・法則などを理解するとともに、事象を数学化したり、
数学的に解釈したり、数学的に表現・処理したりする技能を身に付ける。

➡数学科の目標をもとに作成

（２）関数関係に着目し、その特徴を表、式、グラフを相互に関連付けて考察し表現することができる。

➡第２学年の目標から関数に関連する部分を抜き出して作成

（３）一次関数について、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え、数学を生活や学
習に生かそうとする態度、問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする態度を身に付ける。

➡数学科の目標をもとに作成

単元の目標
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１．「内容のまとまりごとの評価規準」を基に、単元の評価規準を作成する。その際、学習指導要領の
内容における【用語・記号】【内容の取扱い】の各事項も含めて評価規準を設定する。

２．単元計画における学習指導の進め方との関係で、「内容のまとまりごとの評価規準」の１つを２つ
以上に分割して設定するや学習指導で取り上げる問題や教材等に即して設定することも考えられる。

第２学年C(1)「一次関数」における「内容のまとまりごとの評価規準（例）」及び単元の評価規準（例）」

数学科における単元の評価規準を作成するＳｔｅｐ②

内
容
の
ま
と
ま
り

ご
と
の
評
価
規
準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

・一次関数について理解している。
・事象の中には一次関数として捉えられるも
のがあることを知っている。
・二元一次方程式を関数を表す式とみること
ができる。

・一次関数として捉えられる二つの数量について、変
化や対応の特徴を見いだし、表、式、グラフを相互に
関連付けて考察し表現することができる。
・一次関数を用いて具体的な事象を捉え考察し
表現することができる。

・一次関数のよさを実感して粘り強く考え、
一次関数について学んだことを生活や学
習に生かそうとしたり、一次関数を活用し
た問題解決の過程を振り返って評価・改
善しようとしたりしてる。

単
元
の
評
価
規
準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

①一次関数について理解している。
②事象の中には一次関数として捉えられるものがあ
ることを知っている。
③二元一次方程式を関数を表す式とみることができる。
④変化の割合やグラフの傾きの意味を理解している。
⑤一次関数の関係を表、式、グラフを用いて表現した
り、処理したりすることができる。

①一次関数として捉えられる二つの数量に
ついて、変化や対応の特徴を見いだし、表、
式、グラフを相互に関連付けて考察し表現
することができる。
②一次関数を用いて具体的な事象を捉え考
察し表現することができる。

①一次関数の意味について考えよ
うとしている。

②一次関数について学んだことを
生活や学習に生かそうとしている。

③一次関数を活用した問題解決の過
程を振り返って評価・改善しよう
としている。

⑴一次関数について、数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
（ア）一次関数について理解すること。
（イ）事象の中には一次関数として捉えられるものがあることを知ること。

（ウ）二元一次方程式を関数を表す式とみること。
イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。
（ア）一次関数として捉えられる二つの数量について、変化や対応の特徴を見いだし、表、式、グラフを相互に関連付けて考察し
表現すること。

（イ）一次関数を用いて具体的な事象を捉え考察し表現すること。
【用語・記号】 変化の割合 傾き
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単元名 一次関数

１ 単元の目標

内容のまとまり 第２学年 Ｃ 関数 （１）一次関数

（１）一次関数についての基礎的な概念や原理・法則などを理解するとともに、事象を数学化したり、
数学的に解釈したり、数学的に表現・処理したりする技能を身に付ける。

➡数学科の目標をもとに作成

（２）関数関係に着目し、その特徴を表、式、グラフを相互に関連付けて考察し表現することができる。

➡第２学年の目標から関数に関連する部分を抜き出して作成

（３）一次関数について、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え、数学を生活や学習に

生かそうとする態度、問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする態度を身に付ける。
➡数学科の目標をもとに作成

２ 単元の評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

①一次関数について理解している。
②事象の中には一次関数として捉え
られるものがあることを知っている。
③二元一次方程式を関数を表す式と
みることができる。
④変化の割合やグラフの傾きの意味
を理解している。
⑤一次関数の関係を表、式、グラフ
を用いて表現したり、処理したりす
ることができる。

①一次関数として捉えられる二つの
数量について、変化や対応の特徴
を見いだし、表、式、グラフを相互
に関連付けて考察し表現すること
ができる。

②一次関数を用いて具体的な事象
を捉え考察し表現することができる。

①一次関数の意味について考えよ
うとしている。

②一次関数について学んだことを
生活や学習に生かそうとしてい
る。

③一次関数を活用した問題解決の
過程を振り返って評価・改善し
ようとしている。

Ｓｔｅｐ③ 数学科における「指導と評価の計画」を作成する
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単元名 一次関数

３ 指導と評価の計画

内容のまとまり 第２学年 Ｃ（１）一次関数

時間 学習活動

評価規準・評価方法

知識・技能 思考・判断・表現
主体的に学習に
取り組む態度

１ 問題解決に必要な２つの変数を取り出し、変数間の関係
を表に表し、数量関係や変域を式などで表す。
一次関数の定義を知り、一次関数と比例との関連を理解
する。

・知①（行動観察） ・態①（行動観察）

２ いろいろな事象で２つの変数の関係をy=ax+bで表す。 ・知②（小テスト）

３ y=2x+8の式でxの増加量に対するyの増加量を表を用いて
調べ、その関係は全ての一次関数でいえるか考察する。

・知④（小テスト） ・思①（行動観察）

４ 関数y=2x+3のグラフを対応表を利用してかき、比例y=2x
のグラフと比較し、共通点や相違点からその特徴を理解
する。

・知⑤（ノート観察）

５ 一次関数の特徴に基づき、傾きと切片を利用して一次関
数のグラフをかく。

○知④⑤（小テスト） ・思①（行動観察）

６ 傾きが分かっている直線が、ある１点の座標を通るとき
の一次関数の式を求める方法を考察する。

・思①（行動観察）
（ノート観察）

７ 座標平面にかかれた直線がある２点を通るときの一次関
数の式を求める。小単元１の学習を振り返って、「振り
返り」シートに分かったことや疑問などを記述する。

・知⑤（小テスト） ○態②③
（振り返りシート）

８ 小単元の学習内容についての定着を確認する。
（評価テスト）

○知①②④⑤
（評価テスト）

○思①（評価テスト）

指導に生かす評価の場面については「・」、学級全員の生徒の評価を行い、記録に残す評価の場面については「○」で示している。

第３時からの知識・技能が深
まった状況を評価する。

小単元のまとめの段階で、
学習内容が定着している
かを確認する。

数学科における「指導と評価の計画」を作成するＳｔｅｐ③

小テストの結果は指導に
生かす。

総括の資料とするため，
全員を評価。記録する。

※行動観察・ノート観察：生徒の発言やつぶやき、机間指導等を通じて捉えた生徒の学習への取組、ノートやワークシートの記述などに基づいて評価する。
※小テスト：授業の中で５～１０分程度の小テストを行って回収し、その結果に基づいて評価する。
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３ 指導と評価の計画

時間 学習活動

評価規準・評価方法

知識・技能 思考・判断・表現
主体的に学習に
取り組む態度

９ 二元一次方程式を成り立たせるx、yの値の組を座標とする点をグ
ラフ上に表し，そのグラフの特徴を考察し表現する。

・思①（行動観察） ○態③（ノート観察）

１０ 二元一次方程式のグラフをかく方法を考え、その手順を説明する。 ・知③（ノート観察） ・思①（行動観察）

１１ 二元一次方程式ax+by=cで、a=0やb＝0の場合のグラフについて考
察する。

・知③（ノート観察）

１２ 二つの二元一次方程式のグラフをかき、グラフの交点の座標を求
める。

・知③（ノート観察）

１３ 小単元の学習内容についての定着を確認する。（評価テスト）
小単元２の学習を振り返って、「振り返り」シートに分かったこ
とや疑問などを記述する。

○知③（評価テスト） ○態③（ノート観察）

１４ 長方形の辺上を点が移動した距離と、その時にできる三角形の面
積の関係を表や式、グラフを用いて表し、その関係が一次関数に
なっていることを基にして問題を解決する。

・思②（行動観察）
（ノート観察）

１５ 水道料金と水道使用量の関係が変域を制限すると一次関数になる
ことを基に、その関係を表、式、グラフで表して問題を解決する。

・思②（行動観察）
（ノート観察）

１６
１７

つるまきばねにおもりをつるしたとき、おもりの重さとばねの長
さの関係を調べ、二つの数量の関係を一次関数とみなして問題を
解決する。
小単元３や単元全体の学習を振り返って、「振り返り」シートに
分かったことや疑問などを記述する。

○思②（行動観察）
（ノート観察）

○態①②（行動観察）
（振り返りシート）

１８ 単元全体の学習内容についての定着を確認する。（単元テスト） ○知①～⑤（単元テスト） ○思①②（単元テス
ト）

指導に生かす評価の場面については「・」、学級全員の生徒の評価を行い、記録に残す評価の場面については「○」で示している。

数学科における「指導と評価の計画」を作成するＳｔｅｐ③

単元名 一次関数 内容のまとまり 第２学年 Ｃ（１）一次関数

第９時からの知識・技能が深
まった状況を評価する。

※行動観察・ノート観察：生徒の発言やつぶやき、机間指導等を通じて捉えた生徒の学習への取組、ノートやワークシートの記述などに基づいて評価する。
※小テスト：授業の中で５～１０分程度の小テストを行って回収し、その結果に基づいて評価する。

単元全体の学習内容が定
着しているかを確認する。
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③２０２０からの新しい授業づくりハンドブック
（大分県教育委員会ＨＰ）
http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2086305.pdf

①『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（国立教育政策研究所 令和２年３月）

参考とすべき資料

https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/hyouka/r020326_mid_
sansu.pdf

②「算数・数学科の指導におけるＩＣＴの活用について」
（文部科学省）
https://www.youtube.com/watch?v=4DM6mXiQv5k&feature
=youtu.be
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