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主体的・対話的で深い学びについて

ここでは、主体的・対話的で深い学びについて、私がそれをどのよ
うに捉えてるのか、その認識を解説し、後の実践の背景を知っていた
だくことを目的としている。

【要点】
・評価の観点(身に付けさせたい資質や能力)が先にあり、それを達
成するための方法が主体的・対話的で深い学びである。

・他の要素に比べ「主体的に学習に取り組む態度」「主体的な学び」
現行の学習指導要領に置き換えれば「関心・意欲・態度」は抽象的
であり、身につけさせる力の具体や評価の規準が曖昧になる。
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学習指導要領の目標や内容

主体的・対話的で深い学び

知識及び技能 思考力,判断力,
表現力等

学びに向かう力,
人間性等

「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指す

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に
取り組む態度

観点別学習状況の評価の観点

目標を達成するために

学校教育目標



主体的・対話的で深い学び

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に
取り組む態度

観点別学習状況の評価の観点

知識・理解 読む能力、書く能
力、話す・聞く能力

関心・意欲・態度

対話的で深い学び 主体的な学び
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主体的な学び、主体的に学習に取り組む態度とは

ここでは「主体的な学び」や「主体的に学習に取り組む態度」が
どのように定義され、それをどのように評価していくべきであるの
かについて答申等の資料をまとめた。

【要点】

・試行錯誤しながら学んでいく過程を評価する。

・「調整しようとする側面」と「粘り強さの側面」から評価する。

・授業での積極性や提出物の提出状況だけの評価からの脱却が必要。



主体的な学び、主体的に学習に取り組む態度とは

【主体的な学び】

学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリアの形成の方向性と関連
付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り
返って次につなげる「主体的な学び」が実現できているか。

中央審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)」

平成２８年１２月２１日

【主体的に学習に取り組む態度の評価】

知識及び技能を獲得したり,思考力,判断力,表現力等を身につけたりす
るために,自らの学習状況を把握し,学習の進め方について試行錯誤する
など自らの学習を調整しながら,学ぼうとしているかどうかという意志
的な側面を評価する。

文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター「学習評価の在り方ハンドブック(高等学校編)」



主体的な学び、主体的に学習に取り組む態度とは

【「主体的に学習に取り組む態度」の評価のイメージ】

文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター「学習評価の在り方ハンドブック(高等学校編)」



主体的な学び、主体的に学習に取り組む態度とは

【主体的に学習に取り組む態度の評価の課題】

（現行の「関心・意欲・態度」の観点について）「挙手の回数や毎時
間ノートをとっているかなど,性格や行動面の傾向が一時的に表出され
た場面を捉える評価であるような誤解が払拭しきれていない」

中央審議会「児童生徒の学習評価の在り方についてについて(報告)」平成３１年１月２１日



ポートフォリオを用いた実践について

ここでは前項までの内容を受けて「主体的に学習に取り組む態度」
を適切に評価するためにポートフォリオを授業で活用した実践の報告
をする。

【要点】
・評価を意識し、各単元で完結するポートフォリオを活用。
・教師が生徒の学習の過程を把握するだけではなく、生徒自身が見通
しを持って自らの学習の過程を把握して今後に繋げることができる。

・「主体的に学習に取り組む態度」だけではなく、「深い学び」に
なっているかや、「知識・技能」がどの程度身に付いているのかに
ついても見取ることができる。



ポートフォリオを用いた実践について

「主体的に学習に取り組む態度」(関心・意欲・態度)の評価

よく聞く言葉

「行動の観察」

しかし

・いつ、何を、どうやって観察するのか？
・「粘り強さ」や「学習の調整」を適切に観察できるのか？

主体性を正確に把握するために

ポートフォリオ（資料①）を導入



ポートフォリオを用いた実践について

【ポートフォリオ導入のねらい】

①学習の過程を記録することで客観的(妥当性のある)評価に繋げる。

③単元で身に付けるべき資質や能力を、生徒と教師が共有することで
見通しを持った学習を実現する。

④単元の最初と最後だけではなく、まとまりごとに振り返りを行うこ
とで、生徒自身の学習の調整を補助する。



ポートフォリオを用いた実践について

ポートフォリオ(資料①)の活用例

≪単元の目標≫
単元の最初に、ここに目標を記入させて身につけるべき資質・能力を

共有する。具体的には単元の目標のうち「知識・技能」と「思考・判
断・表現」にあたる部分を記入させる。(資料②参照)

≪学習前の考え≫
学習を開始する時点での考えや、身に付いている知識・技能などを記

入させる。具体的には小説では初期感想を記入させたり、評論では要旨
を考えさせたりする。古典では予習段階で分かったことや疑問点、この
単元までに身に付いている文法事項などを記入させる。いずれの場合も
学習前後で「何ができるようになったのか」や「どのように考えが変
わったのか」を生徒自身が振り返る材料とすることを目的としている。



ポートフォリオを用いた実践について

ポートフォリオ(資料①)の活用例

≪学習中の振り返り≫
単元内のまとまり（段落や学習活動のまとまり）ごとに、そこまでの

学習を振り返らせる。「単元の目標」を細分化した「まとまりごとの目
標」も学習時に共有しているため、感じたことや考えたことに加えて、
できた(理解できた)ことや、できなかった(理解できなかった)ことも具
体的に記入させるようにしている。
【具体例】(資料②参照)
・原稿用紙の正しい使い方を理解することができたか（１回目）
・文語と口語の違いを理解し、使い分けることができたか（２回目）
・自らの考えを正確に伝える文章を書くことができたか（３回目）



ポートフォリオを用いた実践について

ポートフォリオ(資料①)の活用例

≪学習後の振り返り≫
単元の終了時に、全体を通して感じたことや考えたことを記入させる。

その際に「単元の目標」や「学習前の考え」をふまえて目標の達成状況
や自身の考えの変化なども記入させるようにしている。

≪今後の課題とそれに向けて努力すること≫
「学習後の振り返り」の内容をふまえて、達成できなかった目標を達

成するために、今後どのようなことを意識して学びに取り組んだり、ど
のような取り組みをしていこうとするのかを記入させる。また、ここで
記入した内容を別に機会(類似した単元や学期末など)に自らが振り返る
ことができるように、可能な限り具体的に記入するように指導する。



ポートフォリオを用いた実践について

ポートフォリオ(資料①)の活用例

≪通信欄≫
生徒間のポートフォリオの記入にかかる時間差の調整に活用している

ため、特に何の制限も設けておらず、生徒にも「評価には一切反映され
ない」と伝えている。
生徒が記入してくる内容は授業への要望(進むスピードやグループワー

クなど言語活動、授業で取り上げてほしい題材など)や私的なこと(最近
あった出来事やハマっているものなど)など内容は多岐にわたるが、授業
中には知りえなかった生徒の性格の側面などを知ることができる。もち
ろん未記入の生徒もいる。返却時にはコメントを付けて返しているが、
前述のとおりどのような内容であっても評価には反映しない。



ポートフォリオを用いた実践について

ポートフォリオ(資料①)の活用例

≪自己評価≫
基本的には「学習中の振り返り」と連動して記入させている。ただし

「羅生門」のような長い本文を扱う単元では、「学習中の振り返り」を
１回実施する間に自己評価を複数回実施することもある。
評価の記入については「単元の目標」を細分化した「まとまりごとの

目標」について、評価規準をルーブリック形式で提示して自己評価をさ
せる。
【具体例】(資料②参照)
学習中の振り返り(２回目)「口語と文語の違い」
・口語と文語の違いをしっかりと理解し、臨機応変に使い分けることができる …Ａ
・口語と文語の違いを理解し、使い分けることができる …Ｂ
・口語と文語の違いの理解が不十分である …Ｃ



ポートフォリオを用いた実践について

ポートフォリオ(資料①)の活用例

≪その他≫
単元の学習の中で、生徒の視野を広げたり考えを深めさせたりするの

に効果的だと考えられる場面においては、ポートフォリオの内容を互い
に意見交流させることがある。
特に「学習前の考え」や「学習後の振り返り」は高い頻度で意見交流

を行っているが、同じ文章を読んでも初期感想が大きく異なっていたり、
同じ目標で同じ題材を学習しても感じたことや成果が違っていたりする
ことも、生徒が今後の自らの学びを調整していくうえで有効だと感じら
れる。



ポートフォリオを用いた実践について

生徒の記入例（原文ママ）【生徒Ａ】(資料②参照)
【学習前の考え】
・短い文章を長くしたり、長い文章を短くするのが苦手。レポート等を書くときに一文が長くなっ

て読みにくくなる。

【学習中の振り返り】
（１回目）原稿用紙の使い方では、アルファベットは１マスに２文字書く(大文字は除く)というのは

初めて知ったので、これから意識しようと思った。
（２回目）「きちんと」が話し言葉なのは知らなかったので、良い勉強になった。これから文章を書

くときには「しっかりと」などの言葉に直して使うことを意識したい。
（３回目）小論文を書くときにはテーマが決まっているので、それが私には難しかった。色々な文章

を読むうえでやはり、一文が長いと読みにくいなと思った。

【学習後の振り返り】
・断定的な言葉や表現を使うことに少し抵抗があるが、評価シートで「否定が弱い」などの指摘が
あったので、今後は言い切れるようにしていきたい。書き終えた後に口に出して読むと一文が長いこ
とに気付けると思った。

【今後の課題(目標)とそれに向けて努力すること】
・これからは様々な作者の文章を読んで、文章のレパートリーを増やしていきたい。



ポートフォリオを用いた実践について

生徒の記入例（原文ママ）【生徒Ｂ】(資料②参照)
【学習前の考え】
・文章の一番上のマスに句読点がいつも来てしまう文章を書くことが多い。後、同じ言葉をくどく文
章で使ってしまう。

【学習中の振り返り】
（１回目）今まで「」で人が言った文は改行していたから、会話文の時だけ改行することが分かった。
（２回目）話し言葉を書き言葉にするのは難しかった。解答を見れば理解できるけど、これを機会に

直していこうと思った。
（３回目）私はドラえもんがいることに賛成の意見だったが、同じ意見で根拠が似ていても、まった

く文章の進め方が違ったりする人がいて面白かった。

【学習後の振り返り】
・同じ議題でも考え方が違う人の意見は新鮮で面白かった。でも、考え方が同じ人の意見はもっと面
白くて、似た根拠でも文章の組立や表記だけでこんなにも違った文章になるのだと感じた。

【今後の課題(目標)とそれに向けて努力すること】
・文章を書くうえで、もっと多くの言葉を知る必要があるなと思いました。ストレートに意見を述べ
るだけではなくて、表記を工夫してより分かりやすい良い文にしたいです。



ポートフォリオを用いた実践について

生徒の記入例（原文ママ）【生徒Ｃ】(資料②参照)
【学習前の考え】
・文章を正しくわかりやすく書くことができなかったり、文章を書く順番を間違ったりしてしまう。

【学習中の振り返り】
（１回目）数字、英語を書く時の原稿用紙の使い方がよく分かった。
（２回目）高校の推薦入試の面接の練習で口語を使わない努力をしていたから、それを今回生かせる

と思った。でもやっぱり口語を使わないことは難しいと感じた。
（３回目）分かりやすい文章を書くことはすごく大切なことだと分かった。また読む人が共感できる

内容も必要だと思った。

【学習後の振り返り】
・他人に自分の意見を伝えるためには、わかりやすい例や明確に書かれた理由、反対意見に対する自
分の意見がしかりと書かれていることが大切だと思った。

【今後の課題(目標)とそれに向けて努力すること】
・口語を使わずに文章を書くことが必要になってくるから、目上の人と話すときに、口語をなるべく
使わずに話す努力をしたいです。



ポートフォリオを用いた実践について

【ポートフォリオの評価方法】
「主体的に学習に取り組む態度」の評価はポートフォリオのみではなく、授業

中の様子や取り組み状況も勘案して実施するが、主たる部分はポートフォリオに
て実施している。
具体的には「学習後の振り返り」と「今後の課題(目標)とそれに向けて努力す

ること」の記述内容を中心に評価している。単元の目標に照らし合わせて「おお
むね満足できる」の「Ｂ」を基本とし、目標の理解が不足していたり、今後の目
標などが見いだせていないものを「Ｃ」、反対に目標の理解が十分で、自己の学
習段階を適切に分析して、今後の課題に対する具体的な改善策等を見いだせてい
るものを「Ａ」としている。
ただし、観点の性格上、評価に教員の主観が入ることは否めないため「Ａ」と

「Ｃ」の評価については、担当者が評価したものを複数の教員で確認して、最終
的な評価としている。



ポートフォリオを用いた実践について

【ポートフォリオの成果】

①生徒が見通しを持って学習に取り組み、自己を学習状況を
分析して今後の課題を見出すなど、主体性が育まれた。

②「主体的に学習に取り組む態度」以外の観点についても、
その学習の過程や考えの深まりを見取ることができた。

③「主体的に学習に取り組む態度」を適切に評価するための
妥当性のある資料となった。



ポートフォリオを用いた実践について

【今後の課題】
ポートフォリオを活用することによって「主体的に学習に取り組む態

度」を適切に評価する素地ができたが、その他の観点も含めてそれらを
具体的にどのように評価に反映させていくのか、その具体的な方法の確
立が課題となっている。

具体的には次の課題が考えられる。

①教師間での「身につけさせる資質・能力」、「評価の観点
と規準」の共有

②評価の妥当性や信頼性を高める



授業改善と観点別学習状況の評価の実際について

ここでは「主体的・対話的で深い学び」の実現と表裏一体となって
いる「観点別学習状況の評価」の実際について、まだ取り組みを始め
たばかりであるが本校の実践を紹介する。

【要点】
・教師間で「身につけさせたい資質・能力」や「評価の観点と規準」
を共有する第一段階としてシラバスの改善と単元の指導と評価の計画
の作成を行った。
・評価の妥当性・信頼性を高めるために、シラバスや単元の授業の中
で生徒に目標の意図や評価の規準を説明する場面を設けた。



授業改善と観点別学習状況の評価の実際について

「ポートフォリオを用いた実践について」の最後で述べた課題を解
決するためには次の取り組みが必要である。

【学習評価の妥当性,信頼性を高める工夫の例】
・評価規準や評価方法について,事前に教師同士で検討するなどして明
確にすること,評価に関する実践事例を蓄積し共有していくこと,評価
結果についての検討を通じて評価に係る教師の力量の向上を図ること
など,学校として組織的かつ計画的に取り組む。
・学校が生徒や保護者に対し,評価に関する仕組みについて事前に説明
したり,評価結果についてより丁寧に説明したりするなど,評価に関す
る情報をより積極的に提供し生徒や保護者の理解を図る。

文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター「学習評価の在り方ハンドブック(高等学校編)」



授業改善と観点別学習状況の評価の実際について

そこで次の理由からまずシラバス(資料③)を改善した。

①年間を通じて「身につけさせたい資質・能力」を検討しなければ、
各単元の場当たり的な学びになり、効果が期待できない。

②シラバスを観点別に表記することで、「評価の観点と規準」を教
師間だけではなく生徒（や保護者）とも共有する。

※教務部が主導して、本校では今年度から全教科でこの形式のシラバ
スに改善をした。



授業改善と観点別学習状況の評価の実際について

【シラバス改善の成果】

①シラバス作成時に「身につけさせたい資質・能力」を中心に教師間
で内容を検討することで、効果的な年間指導計画が作成でき、また
「評価の観点と規準」を教師間で共有することができた。

②年度当初にシラバスを使って生徒にオリエンテーションを行ったり、
単元ごとにシラバスを確認したりすることで、生徒とも「評価の観
点と規準」を共有することができた。



授業改善と観点別学習状況の評価の実際について

【単元の評価と指導計画の作成】
シラバスだけでは各単元で具体的にどのタイミングでどのようにし

て評価を行うのかを共有することが難しかったため、単元の指導と評
価の計画(資料②)を作成することとした。

・ワークシートなども単元の指導と評価の計画の作成者が作成し共有
した。
・各時間の目標や学習活動、評価規準の具体が明確になることで、そ
れを生徒とも共有でき、評価の妥当性や信頼性が高まった。
・全員が全く同様の授業を行うというのではなく、説明の仕方や言語
活動などは生徒の状況に応じて各教員が工夫した。



授業改善と観点別学習状況の評価の実際について

【その他】
ポートフォリオの自己評価を記入させる際のルーブリック形式の評

価規準と教師が実際に評価する際の評価規準を揃えることで、生徒の
評価への理解を深め、評価の妥当性、信頼性を高めた。



授業改善と観点別学習状況の評価の実際について

【今後の課題】
現在、観点別学習状況の評価(ＡＢＣ評価)を蓄積している段階である。

今後の課題としては次のことが考えられる。

①定期考査をどのように換算し、どのくらいの比率で評価に組み込ん
でいくのか。評価の上では定期考査を廃止しても問題ないが、学校
全体としては難しい。

②評価の実績や蓄積が少なく、まだ信頼性や妥当性に乏しい。

③観点別学習状況の評価と評定を、どのような形で生徒に通知するのか。

④学年全体として、教科横断的な視点で年間の指導と評価の計画を考
える必要がある。


