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令和３年度 評価・評定について 

伊興中学校 学習進路部 

伊興中学校として期待する生徒像 

学ぶ意欲と向上心を持ち、生涯にわたって前向きに生きようとする生徒の育成 

 予測困難な時代の中で、一人一人が持続可能な社会の担い手として様々な変化に積極的に立ち向か

い、他者と協働して課題を解決していく力の育成 

 

 

新学習指導要領の視点 

各教科における「見方・考え方」（各教科を学ぶ本質的な意義）を働かせ、資質・能力を育成する。 

 

 

＜資質・能力の明確化＞「生きる力の具体化」 

ア、 何を理解しているか 何ができるか （知識・技能） 

イ、 理解していること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力） 

ウ、 どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、人間力） 

 

 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進 

ア、単元指導指計画・評価計画を提示し、学習内容に見通しを持たせる。 

イ、足立スタンダードの下に授業を展開する。 

  ・授業内容の「めあて」を明確にし、授業後の「振り返り」を行う。 

  ・まずは自分で考えてみる。やってみる。 

・ペア、グループ等、対話して考えを深め合う。 

・発表する。（自分の考えとの違い、新たな発見、考えをさらに深める） 

・教師が確認をする。（知識・技能の習得） 

ウ、指導と評価の一体化 

    平成２０年改訂              平成２９年改訂 

 

 

 

 

 

 

 

           ４観点                  ３観点 

   評価の場面や方法を３観点に整理して、学習の過程や成果を評価すると同時に教師側も授業改善と

評価の改善を行い、資質・能力の育成に生かす。 

関心・意欲・態度 

思考・判断・表現 

技能 

知識・理解 

知識・技能 

思考・判断・表現 

主体的に学習に 

取り組む態度 
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評価・評定を出す時期 

 ○ １、２年の評価  

 ① １０月 前期通知表（１０月までの累積の評価・評定）    

②  ３月 後期通知表 後期（10月～3月）までの累積の 

評価・評定と学年（1年間）の 

累積の評価・評定 

○ ３年の評価 

  ① １０月 前期通知表（１０月までの累積の評価・評定） 

   ② １２月 （１２月までの累積の評価・評定、出欠のみ） 

         ※１月に保護者通知（調査書記載事項証明）を 

          だします。 

③  ３月 後期通知表 学年（1年間）の累計の評価・評定 

 

 

評価・評定 

 観点別学習状況の評価は、学習指導要領に示す各教科の目標に照らして、その実現状況を観点ごとに評価し、各教

科の評定を行う際に基本的な要素となるものです。 

 それに対して、評定は、各教科の観点別学習状況の評価を総括した数値を示すものです。 

 

学習指導要領に示す目標や内容を３つの観点で評価します。 

３つの観点（観点ごとにＡＢＣの３段階で評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

各観点 １：１：１ の割合で、評定をだします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※このときの評価・評定が調

査書に記載されます。一部の

私立高校と推薦受験の私立

高校、国立高校では、１・２

年生の学年の評価も記載さ

れることがあります。） 

知識・技能 

 

思考・判断 

・表現 

 

・表現 

 

主体的に学

習に取り組

む態度 

   評 定（５段階） 
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観点別学習状況の評価の総括及び評定への総括の例 

 

・内容のまとまりごとの評価規準を作成する 

 

・評価の計画を立てる・評価に係わる記録を付ける 

・各学期末における総括の結果 

＜前期＞ 

観点① 観点② 観点③  評 定 

Ｂ  Ｂ  Ｂ  ３ 

＜後期＞

観点① 観点② 観点③  評 定

 Ａ  Ｂ  Ｂ  ３または４ 

・学年末における観点別学習状況の評価の総括及び評定への総括 

＜学年＞ 

観点① 観点② 観点③ 評 定 

 Ａ 

またはＢ

 Ｂ  Ｂ  ３または４ 

  

 

観点別評価の基準 

☆各観点を１００点満点に換算し、次の基準で評価する。 

学習の実現状況 観点別学習状況の評価 評 価 

８０点以上 十分満足できる  Ａ 

７９点～５０点 おおむね満足できる  Ｂ 

４９点以下 努力を要する  Ｃ 

 

観点別学習状況の評価と評定の関係 

☆３観点を合計して３００点満点に換算し、次の達成度で評定する。 

各評定の範囲 評 定  

２７０点以上  ５ 特に高い程度のもの 

２６９点～２４０点  ４ 十分満足できる 

２３９点～１５０点  ３ おおむね満足できる 

１４９点～６０点  ２ 努力を要する 

５９点以下  １ 一層努力を要する 

☆各観点が全てＡならば → 評定は４以上となる（３、２、１にはならない） 

各観点が全てＢならば → 評定は３となる（５、４、２、１にはならない） 

各観点が全てＣならば → 評定は２以下となる（５、４、３にはならない） 
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各観点に関する対象物と評価方法 

 

国 語 

〇評価をする対象材料（物） 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

定期考査、小テスト 作文、ワークシート、スピーチ、聞

き取りテスト、定期考査、小テスト 

音読、暗誦、振り返りの内容、提

出物、ワークシート、ノート、定

期考査 

〇具体的な評価方法 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

定期考査の知識・技能の観点

の点数、小テストの点数 

提出物の内容の点数・評価、発言を

含めた発表やスピーチの点数・評

価、聞き取りテストの点数、定期考

査の観点別点数 

音読や暗唱の点数、提出物などの

の記述内容 

 

社 会 

〇評価をする対象材料（物） 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

定期考査、小テスト、ワーク、

練習問題、ノート 

定期考査、小テスト、単元まとめ 調べ学習、発言、発表、単元評価

シート、定期考査 

〇具体的な評価方法 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

ペーパーテストでの知識・理

解の評価 

資料読解・作成で技能の評価 

資料読解による表現問題 

単元ごとにまとめプリント、ノート

を作成、グループでの発表 

単元ごとに記述内容にによる評

価、授業への取り組む態度、発言

内容による評価 

 

数 学 

〇評価をする対象材料（物） 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

定期考査、小テスト 小テスト、ノートチェック、定期考

査 

振り返りシート、学び合い授業に

おける取り組み、定期考査 

〇具体的な評価方法 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

定期考査・小テストによる評

価 

定期考査等の記述問題での評価 

レポート作成による評価 

振り返りシートによる自己を調

整する力の評価 

学び合い授業による粘り強く取

り組む態度の評価 
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理 科 

〇評価をする対象材料（物） 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

定期考査、小テスト、実技テス

ト、ノート、発言 

レポート、実験プリント、定期考査、

小テスト、発表・発言 

ワーク、発表・発言、授業態度、

提出物、振り返りシート、ノート 

〇具体的な評価方法 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

定期考査、小テストによる評

価 

実技テストによる評価 

レポートによる評価 

実験プリントの記述による評価 

定期考査の科学的思考力を問う問

題での評価 

提出物等の提出状況による評価 

振り返りシートによる評価 

授業、実験への取り組む姿勢によ

る評価 

 

 

英 語 

〇評価をする対象材料（物） 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

定期考査、パフォーマンステ

スト 

定期考査、パフォーマンステスト ノート、単元ごとの振り返りシー

ト、パフォーマンステスト 

〇具体的な評価方法 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

文法・語彙、リスニングテス

ト、長文読解、音読、暗唱 

英作文、場面に応じた表現を選ぶ書

く、リテリング、ピクチャーディス

クライビング、スピーキングテスト 

半年ごとにCanDoリストを作成

し生徒に提示、それぞれの記述内

容の評価、パフォーマンス内容が

意欲的向上心をもてるか 

 

 

音 楽 

〇評価をする対象材料（物） 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

定期考査、実技テスト 実技テスト、ワークシート 課題、授業観察、振り返りシート 

〇具体的な評価方法 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

歌唱、リコーダー、筝の技能評

価。演奏曲、鑑賞曲に関する知

識 

各項目に関することを記述、その内

容で判断 

実技テストでの演奏表現の工夫 

記述内容による評価、授業への取

り組む態度、発言内容による評価 
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美 術 

〇評価をする対象材料（物） 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

ワークシート、作品、アイディ

アスケッチ、定期考査 

ワークシート、作品、アイディアス

ケッチ、鑑賞プリント 

ワークシート、プリント、アイデ

ィアスケッチ、活動の様子 

〇具体的な評価方法 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

作品の技能評価、ワークシー

ト・アイディアスケッチ等の

技能評価、ペーパーテストで

の知識の評価。 

作品・ワークシート・アイディアスケ

ッチで表現意図の工夫、主題を生み

出し発想し、構想を練っているか。 

鑑賞プリントで、美術や美術文化に

対する見方や感じ方を深めたりする

ことができているか。 

ワークシート・プリントの記述内

容にによる評価、授業への取り組

む態度による評価 

保健体育 

〇評価をする対象材料（物） 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

定期考査、小テスト、実技テス

ト、測定記録、学習カードの活

用 

ワーク、個人・チーム練習、ゲーム

での動き、教え合いの内容、学習カ

ード（授業記録表）の記入・提出、 

準備・体操・トレーニングへの取

り組み方、教え合いの態度、ノー

ト提出、欠席・見学・忘れ物 

〇具体的な評価方法 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

定期考査・小テスト 

実技テスト（能力点に加え、授

業内で向上した部分も評価し

加点対象とする） 

 

授業記録表・学習カードの生徒コメ

ント 

安全に配慮し活動することができ

ているかを教員が評価 

声出しや集合時の態度等授業へ

の取り組み姿勢 

忘れ物の有無や遅刻等の出席状

況（けがによる見学は記録表記入

で出席扱いとする） 

技術・家庭 

〇評価をする対象材料（物） 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

授業ワークシート、定期考査、

実技テスト、製作作品 

レポート、ワークシート 

定期考査（技術） 

授業ワークシート、製作進度表、

授業への取り組み、課題提出 

〇具体的な評価方法 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

ペーパーテストでの知識理解

の評価、実技テスト、作品の評

価で技能の評価 

・各項目に関することを記述、その

の内容で判断  

・ペーパーテストでの評価 

・題材、項目別に記述させ、その

内容による評価。 

・授業への取り組む態度 

・発言内容による評価 

 

 


