
「指導と評価の一体化」のための学習評価の進め方
（美術科）



中学校美術科における
「内容のまとまりごとの題材の目標、評価規準」を作成する際の手順

Ⅰ 内容のまとまり

Ⅲ 「内容のまとまりごとの評価規準」作成

Ⅱ 「内容のまとまりごとの題材の目標」作成

学習評価

Ⅳ 「指導計画」の作成



はじめに…
学習評価とは

学校における教育活動に関して、生徒の学習状況を評価するもの。

各教科等の評価

学習状況を分析的に捉える「観点別学習状況の評価」を、学習指導要領に定める目標
に準拠した評価として実施する。

観点別学習状況の評価

学校における生徒の学習状況を、複数の観点から、それぞれの観点ごとに分析
する評価のこと。生徒が各教科等での学習において、どの観点で望ましい学習状況が
認められ、どの観点に課題が認められるかを明らかにすることにより、具体的な学習
や指導の改善に生かすことを可能とするもの。

各学校において目標に準拠した

観点ごとに評価規準を定める必要がある

観点別学習状況の評価を行うに当たり、

評価規準とは

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。



技能

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

知識・理解 主体的に学習に
取り組む態度

思考・判断・表現

知識・技能

＜平成20年改訂＞ ＜平成29年改訂＞

観点別学習状況の評価の観点

学習指導要領の各教科等における目標や内容についても、資質・能力の三つの柱
に基づいて再整理されました。
観点別学習状況の評価については、こうした教育目標や内容の再整理を踏まえて、

小・中・高等学校の各教科を通じて、４観点から３観点に整理されました。



中学校美術科における内容のまとまりは、以下のようになっている。

●感じ取ったことや考えたことなどを基にした表現
・・・・ 『Ａ表現』（１）ア（２）、〔共通事項〕

●目的や機能などを考えた表現
・・・・『Ａ表現』（１）イ（２）、〔共通事項〕

●作品や美術文化などの鑑賞
・・・・『Ｂ鑑賞』、〔共通事項〕

Ⅰ「内容のまとまり」について



（例） 〔第１学年〕感じ取ったことや考えたことなどを基にした表現 題材名「花の命を感じて」

（３）学びに向かう力・人間性等

・楽しく美術の活動に取り組み、想像活動の喜びを味わい、美術を愛好する心情を培い、心豊かな生活を創造してい
く態度を養う。

その題材で指導する事項を学習指導要領で確認する
★学習指導要領の「学年の目標」「内容」や学習指導要領解説を基に、指導することを確認する。
★「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」は「内容」を参考にする。
★「学びに向かう力・人間性等」は学年の目標（３）を参考にする。

（１）表現の活動を通して、次のとおり発想や構想に関する資質・能力を育成する。

ア（ア）対象や事象を見つめ感じ取った形や色彩の特徴や美しさ、創造したことなどを基に主題を生み出し、全
体と部分との関係などを考え、創造的な構成を工夫し、心豊かに表現する構想を練ること。

（２）表現の活動を通して、次のとおり技能に関する資質・能力を育成する。

ア（ア）材料や用具の生かし方などを身に付け、意図に応じて工夫して表すこと。

（１）「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア形や色彩、材料、光などの性質や、それらが感情にもたらす効果などを理解すること。
イ造形的な特徴などを基に、全体のイメージや作風などで捉えるtことを理解すること。
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（１）鑑賞の活動を通して、次のとおり鑑賞に関する資質・能力を育成する。

ア（ア）造形的なよさや美しさを感じ取り、作者の心情や表現の意図と工夫などについて考えるなどして、見方や
感じ方を広げること。

知識（緑） 技能（青） 思考・判断・表現（赤）

・感じ取ったことや考えたことなどを基にした表現・・・・ 『Ａ表現』（１）ア（ア）（２）ア（ア）、〔共通事項〕（１）アイ
・作品や美術文化などの鑑賞 ・・・・『Ｂ鑑賞』（１）ア（ア）、〔共通事項〕（１）アイ

Ⅱ「題材の目標」作成について



（１）知識及び技能に関する題材の目標
・形や色彩などが感情にもたらす効果や、造形的な特徴などを基に、美しさや生命感などを全体のイメージで捉えることを理解する。
・水彩絵の具の生かし方などを身に付け、意図に応じて工夫して表す。

（２）思考力、判断力、表現力等に関する題材の目標
・花を見つめ感じ取ったことや形や色彩の特徴や美しさ、生命感などを基に主題を生み出し、画面全体と花や葉との関係などを考
え、創造的な構成を工夫し、心豊かに表現する構想を練る。
・造形的なよさや美しさを感じ取り、作者の心情や表現の意図と工夫などについて考えるなどして、見方や感じ方を広げる。

（３）学びに向かう力、人間性等に関する題材の目標
・美術の創造活動の喜びを味わい、楽しく花の美しさや生命感などを基に表現したり鑑賞したりする学習活動に取り組もうとする。

（１）知識及び技能
〔共通事項〕（１）ア形や色彩、材料、光などの性質や、それらが感情にもたらす効果などを理解すること。

イ造形的な特徴などを基に、全体のイメージや作風などで捉えることを理解すること。
「A表現」 （２）ア （ア）材料や用具の生かし方などを身に付け、意図に応じて工夫して表すこと。

（２）思考力、判断力、表現力等
「A表現」（１）ア（ア）対象や事象を見つめ感じ取った形や色彩の特徴や美しさ、創造したことなどを基に主題を生み出し、全体と部分との関

係などを考え、創造的な構成を工夫し、心豊かに表現する構想を練ること。
「B鑑賞」（１）ア（ア）造形的なよさや美しさを感じ取り、作者の心情や表現の意図と工夫などについて考えるなどして、見方や感じ方を広げ

ること。

（３）学びに向かう力、人間性等
目標（３） 楽しく美術の活動に取り組み、創造活動の喜びを味わい、美術を愛好する心情を培い、心豊かな生活を創造していく態度を養う。

（例） 〔第１学年〕 感じ取ったことや考えたことなどを基にした表現 題材名「花の命を感じて」
題材に即してどのような内容が当てはまるか考える。それを踏まえて、書き換えたり削除したりする

題材の目標

Ⅱ「題材の目標」作成について



作成のポイントを踏まえて、題材の目標から題材の評価規準を作成する
（例） 〔第１学年〕 感じ取ったことや考えたことなどを基にした表現 題材名「花の命を感じて」

「知識・技能」作成のポイント 「思考・判断・表現」作成のポイント 「主体的に学習に取り組む態度」作成のポイント

「知識」については、文末を「〜している」と
示すことで、評価規準を作成することができ
る。

「技能」については「～している」と示すこと
で、評価規準を作成することができる。

文末を「～している」と示すことで、評
価規準を作成することができる。

下記のように、表現と鑑賞に分けて、
赤字のような具体的な言葉を付け加
える。

文末を「～しようとしている」と示すこ
とで評価規準を作成することができる。

（１）知識及び技能に関する題材の目標
・形や色彩などが感情にもたらす効果や、造形的な特徴などを基に、美しさや生命感などを全体のイメージで捉えることを理解する。
・水彩絵の具の生かし方などを身に付け、意図に応じて工夫して表す。

（２）思考力、判断力、表現力等に関する題材の目標
・花を見つめ感じ取ったことや形や色彩の特徴や美しさ、生命感などを基に主題を生み出し、画面全体と花や葉との関係などを考
え、創造的な構成を工夫し、心豊かに表現する構想を練る。
・造形的なよさや美しさを感じ取り、作者の心情や表現の意図と工夫などについて考えるなどして、見方や感じ方を広げる。

（３）学びに向かう力、人間性等に関する題材の目標
・美術の創造活動の喜びを味わい、楽しく花の美しさや生命感などを基に表現したり鑑賞したりする学習活動に取り組もうとする。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

知 形や色彩などが感情にもたらす
効果や、造形的な特徴などを基に、
美しさや生命感などを全体のイメージ
で捉えることを理解している。

技 水彩絵の具の生かし方などを身
に付け、意図に応じて工夫して表して
いる。

発 花を見つめ感じ取ったことや形や
色彩の特徴や美しさ、生命感などを
基に主題を生み出し、画面全体と花
や葉との関係などを考え、創造的な
構成を工夫し、心豊かに表現する構
想を練っている。

鑑 造形的なよさや美しさを感じ取り、
作者の心情や表現の意図と工夫など
について考えるなどして、見方や感じ
方を広げている。

態表 美術の創造活動の喜びを味わ
い楽しく花の美しさや生命感などを基
に構想を練ったり、意図に応じて工夫
して表したりする学習活動に取り組も
うとしている。

態鑑 美術の創造活動の喜びを味わ
い楽しく花の美しさや生命感などを基
に見方や感じ方を広げる鑑賞の学習
活動に取り組もうとしている。

Ⅲ「題材の評価規準」作成について



【題材の評価規準 例 】

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

知 形や色彩などが感情に
もたらす効果や、造形的な
特徴などを基に、美しさや
生命感などを全体のイメー
ジで捉えることを理解して
いる。

技 水彩絵の具の生かし方
などを身に付け、意図に応
じて工夫して表している。

発 花を見つめ感じ取った
ことや形や色彩の特徴や
美しさ、生命感などを基に
主題を生み出し、画面全体
と花や葉との関係などを考
え、創造的な構成を工夫し、
心豊かに表現する構想を
練っている。

鑑 造形的なよさや美しさ
を感じ取り、作者の心情や
表現の意図と工夫などにつ
いて考えるなどして、見方
や感じ方を広げている。

態表 美術の創造活動の
喜びを味わい楽しく花の美
しさや生命感などを基に構
想を練ったり、意図に応じ
て工夫して表したりする学
習活動に取り組もうとして
いる。

態鑑 美術の創造活動の
喜びを味わい楽しく花の美
しさや生命感などを基に見
方や感じ方を広げる鑑賞の
学習活動に取り組もうとし
ている。

（例）〔第１学年〕 感じ取ったことや考えたことなどを基にした表現 題材名「花の命を感じて」

Ⅲ「題材の評価規準」作成について



Ⅳ「指導計画」の作成について
●学習活動・学習のねらい 知・技 思 態 評価方法・留意点等

１．発想や構想（３時間）
●作者の心情や意図に応じた多様な
表現について考える。
・「花」をテーマにした作品を鑑賞
し、作者の意図や表し方などについ
て意見を述べ合いながら、主題と表
現の工夫との関係について考えると
ともに、形や色彩などが感情にもた
らす効果や全体のイメージで捉える
ことを理解する。

●主題を生み出す。
・それぞれの生徒が鉢植えの植物を
選び、園は名を選んだ理由を考えて
みたり、興味をもった花や葉の形や
色彩の特徴などから感じたことや考
えたことを言葉で書きあらわqした
りしながら、主題を生み出す。

●主題を基に構想を練る。
・生徒が生み出した主題を基に、画
面全体と花や葉との関係を考え、創
造的な構成を工夫し構想を練る。

…

知 発

発

態表

態表

態表 形や色彩などの効果や全体のイメージで捉えることを理解しようとしたり、主題と表現の工夫につい
て考えようとしたりする意欲や態度を見取り、できていない生徒に対して主題の内容から作品を再度見つめ
させるなどの指導を行う。【活動の様子、ワークシート】

知 形や色彩などの効果や全体のイメージで捉えることを理解しているかどうかを見取り、できていない生
徒に対して具体例を示すなどの指導を行う。【ワークシート、発言の内容】

発 花を見つめ感じ取ったことや形や色彩の特徴や美しさ、生命感などを基に主題を生み出しているかを見
取り、主題を生み出せていない生徒に花から感じ取ったことや考えたことなどを振り返らせるなどの手立て
を講じる。【ワークシート、活動の様子】

態表 主題を生み出そうとしていない生徒を見取り、花と自己との関係を考えさせるなどの指導を行う。
【活動の様子】

発 構想がまとまらない生徒を中心に見取り、指導を行う。【アイデアスケッチ】

態表 構想をしようとしていない生徒を見取り、主題をあらためて見直させたり、造形的な視点に立って考
えさせたりするなどの指導を行う。【活動の様子】

発 ここでは生徒が、主題を生み出し創造的な構成を工夫し、心豊かに表現する構想を練っているかどうかを暫
定的に評価し、第二次で再度評価を行う。【ワークシート、アイデアスケッチ】

態表 楽しく発想や構想の活動に取り組み、形や色彩の効果や全体のイメージで捉えることを理解しようとし、
生み出した主題をよりよく表すために心豊かに構想しようとする態度を評価する。【活動の様子】

□ は授業の中で評価規準を通して、生徒の学習の実現状況を見取り、生徒の学習の改善や、教師の指導の改善につなげるために
用いる「題材の評価規準」を示す。

□ は題材の観点別学習状況の評価の総括に用いる「題材の評価規準」（授業内での評価を再確認するための評価も含む）を示す。
ここでの評価が最終的に評定の総括にも用いられることになる。

ゴシック体は、題材の観点別学習状況の評価の総括に用いる評価についての評価方法や留意点について示している。

は授業の中で評価規準を通して、生徒の学習の実現状況を見取り、生徒の学習の改善や、教師の指導の改善につなげる留意点
について示している。



ご視聴ありがとうございました。


