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【技術分野】 

１ 評価規準作成のための参考資料及び評価方法等の工夫改善のための参考資料の活用について 

 (１) 指導内容Ａ，指導項目(２)，指導事項ア～ウの資料について 

  【学習指導要領の内容】  

      

 

 

 

 

 

 

  【評価規準に盛り込むべき事項】    

生活や技術への 
関心・意欲・態度 

生活を 
工夫し創造する能力 

生活の技能 
生活や技術についての

知識・理解 

よりよい社会を築くた
めに，材料と加工に関
する技術を適切に評価
し活用しようとしてい
る。 

よりよい社会を築くた
めに，材料と加工に関
する技術を適切に評価
し活用している。 

工具や機器を安全
に使用できる。 

材料の特徴と利用方法
及び材料に適した加工
法についての知識を身
に付け，材料と加工に
関する技術と社会や環
境とのかかわりを理解
している。 

 

 

 

 

  【評価規準の設定例】 

生活や技術への 
関心・意欲・態度 

生活を 
工夫し創造する能力 

生活の技能 
生活や技術についての知

識・理解 

   ・木材，金属及びプラス
チックなどの特徴と利用
方法についての知識を身
に付けている。 

  ・切断，切削などに
必要な工具や機器の
正しい使用方法に基
づいて適切に操作す
ることができる。 

・材料に適した切断，切
削などの方法についての
知識を身に付けている。 

・材料と加工に関する技術
の課題をすすんで見つけ，
社会的，環境的及び経済的
側面などから比較・検討し
ようとするとともに，適切
な解決策を示そうとして
いる。 

・材料と加工に関する技術
の課題を明確にし，社会
的，環境的及び経済的側面
などから比較・検討すると
ともに，適切な解決策を見
いだしている。 

 ・材料と加工に関する技
術が社会や環境に果たし
ている役割と影響につい
て理解している。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

中学校 技術・家庭科 

 学習プリントやレ
ポート，発表などか
ら，技術に関する課
題意識や技術を評価
し活用していこうと
している態度表明を
評価する。 

 技能テストや作

品，観察などから，

工具や機器を正し

く，適切に使用で

きたかどうかを評

価する。 

 学習プリントやテスト

などから，材料の特徴や利

用法，工具や機器の正しい

使い方などの知識を評価。  

 また，技術が社会及び環

境に果たしている役割や

影響についての理解を評

価する。 

 学習プリントやレポー

ト，発表などから，持続可

能な社会の構築のために技

術が果たしている役割と影

響について，課題を明確し

て比較・検討し，自分なり

に思考・判断・表現できた

かどうかを評価する。 

「Ａ 材料と加工に関する技術」 

 (２) 材料と加工法 

  ア 材料の特徴と利用法を知ること 
  イ 材料に適した加工法を知り，工具や機器を安全に使用できること。 
  ウ 材料と加工に関する技術の適切な評価・活用について考えること。  

※ 指導事項ア～ウを総括し，評価規準に盛り込むべき事項を４つの観点で分類。 

※ 必ずしも４つの観点があるとは限らない。 

※ 指導事項ア，イ，ウごとに４つの観点をさらに分類し評価規準を設定。 

※ 上の段から，指導事項ア，イ，ウの観点となる。 

※ 空欄の部分は，評価の観点が存在しない。 
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 (２) 指導内容Ａ，指導項目(１)，指導事項ア，イの評価規準の設定例について 

  【評価規準の設定例】 

生活や技術への 
関心・意欲・態度 

生活を工夫し創造
する能力 

生活の技能 
生活や技術について

の知識・理解 

・技術が人間の生活を向上させ，我が国に
おける産業の継承と発展に影響を与えて
いることに気付き，技術が果たしている役
割について関心を示している。 

   

・技術が環境問題の原因と解決に深くかか
わっていることに気付き，技術の進展と環
境との関係について関心を示している。 

   

 

 

 

 (３) 指導内容Ａ，指導項目(３)，指導事項アの評価規準の設定例について 

  【評価規準の設定例】 

生活や技術への 
関心・意欲・態度 

生活を工夫し
創造する能力 

生活の技能 
生活や技術について

の知識・理解 

・省資源や使用者の安全などに配慮して設計・製
作しようとしている。 
・新しい発想を生み出し活用しようとしている。 

   

 

 

 

 (４) 指導内容Ｃ，指導項目(２)，指導事項アの評価規準の設定例について 

  【評価規準の設定例】 

生活や技術への 
関心・意欲・態度 

生活を 
工夫し創造する能力 

生活の技能 
生活や技術についての知

識・理解 

・環境に対する負荷の軽減
や安全に配慮して栽培又
は飼育方法を検討しよう
としている。 
・新しい発想を生み出し活
用しようとしている。 

・目的とする生物の育成に
必要な条件を明確にし，社
会的，環境的及び経済的側
面などから，種類，資材，
育成期間などを比較・検討
した上で，目的とする生物
の成長に適した管理作業
などを決定している。 
・成長の変化をとらえ，育
成する生物に応じて適切
に対応を工夫している。 

・計画に基づき，適
切な資材や用具を用
いて，合理的な管理
作業ができる。 

・育成する生物の各成長
段階における肥料，飼料
の給与量や方法をはじめ
とした管理作業，及びそ
れに必要な資材，用具，
設備などについての知識
を身に付けている。 
・育成する動植物に発生
しやすい主な病気や害虫
等とともに，病気や害虫
等に侵されにくい育成方
法や，できるだけ薬品の
使用量を尐なくした防除
方法についての知識を身
に付けている。 

 

 

 

 

 (５) 指導内容Ｄ，指導項目(１)，指導事項アの評価規準の設定例について 

  【評価規準の設定例】 

生活や技術への 
関心・意欲・態度 

生活を 
工夫し創造する能力 

生活の技能 生活や技術についての知識・理解 

   ・コンピュータを構成する主要な
装置と，基本的な情報処理の仕組
み，情報をコンピュータで利用す
るために必要なディジタル化の方
法についての知識を身に付けてい
る。 

※ 指導内容Ａ～Ｄの(５)を基に評価規準を設定してある。 

※ 他の指導項目で指導及び評価することも考えられる。 

※ 「生活を工夫し創造する能力」に関わる指導と評価は，基本的に「技術の評価」及び「設 

  計」時に行うが，Ｃ生物育成では，実習時の対応の工夫についても評価する。 

※ グループ活動の場合，個の評価をどのようにするのか明確にする必要がある。 

※ 技術分野の最初に指導し，関心・意欲・態度のみ評価する。 

※ 指導内容Ａ(１)の指導後，Ａ(２)ではなく，Ｂ～Ｄの指導に入ってもよい。 
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   ・インターネットなどの情報通信
ネットワークの構成と，安全に情
報を利用するための基本的な仕組
みについての知識を身に付けてい
る。 

・情報社会において適正に
活動しようとしている。 

・情報に関する技術の
利用場面に応じて，適
正に活動している。 

 ・著作権や，情報の発信に伴って
発生する可能性のある問題と，発
信者としての責任についての知識
を身に付けている。 

・情報に関する技術の課題
を進んで見付け，社会的，
環境的及び経済的側面な
どから比較・検討しようと
するとともに，適切な解決
策を示そうとしている。 

・情報に関する技術の
課題を明確にし，社会
的，環境的及び経済的
側面などから比較・検
討するとともに，適切
な解決策を見いだして
いる。 

 ・情報に関する技術が社会や環境
に果たしている役割と影響につい
て理解している。 

 

 

 

 

 

 (６) 評価に関する事例 

  ① 学習活動に即した評価規準の検討例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 題材及び題材の目標について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ｄ(１)ア～ウは，関連させて指導し評価する。 

※ Ｄ(１)ウの「生活や技術への関心・意欲・態度」の評価は，「情報モラル」に関わる内容で 

 あるが，「情報処理やネットワークの仕組みを踏まえて適正に活動しようとしているか」を評  

 価する。「相手の気持ちを考えている」等の心の評価は技術ではない。  

※ 評価規準の設定例は，第３学年の指導を想定し，「おおむね満足できる状況」を示している。 

 履修させる学年に応じて規準，難易度を検討する必要がある。 

※ Ａ(１)のあとにＤの指導に入る題材設定 

※ 「題材の目標」の文章には，指導項目の評価の観点全てを盛り込む。 



中技・家 -4- 

 

  ③ 評価規準に盛り込むべき事項を基にした評価規準の設定について 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  ④ 学習シートと評価について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「題材の評価規準」を設定する場合は，「評価規準に盛り込むべき事項」の複数の観点を総 

 括した文章にする。 

※ 小題材や授業ごとの評価規準を設定する場合は，「題材の評価規準」及び「評価規準に盛り 

 込むべき事項」に示してある指導項目の内容との整合性を図る。 

※ 工夫・創造の評価の例 

・ディジタル作品の使用目的や使用条件を明確

にしている。 

・社会的，環境的及び経済的側面などからメデ

ィアの素材の特徴と利用方法や，適切なソフト

ウェアなどを比較・検討している。・作品に適

したメディアの種類やディジタル化の方法，複

合する方法などを決定している 

※ 関心・意欲・態度の評価の例 
・製品のライフサイクルについて取り上げ，廃
棄物の量を減らし，省資源・省エネルギーにな
るように資源を循環させるための技術に気付
き，環境問題の原因と解決のための技術に関心
を示している。 
・新素材や新エネルギーなどの先端技術のほ
か，持続可能な社会の構築の観点から計画的な
森林資源の育成と利用等の技術の必要性に気
付き，省資源に貢献している技術に関心を示し
ている。 
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  ⑤ 観点別学習状況の評価，評定への総括について 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑥ 観点別学習状況の評価の「観点ごとの総括」について（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑦ 観点別学習状況の評価の「評定への総括」について（例） 

   

 

 

 

 

 

 

 

※ 工夫・創造の評価の例 
・ＡさんＢさんの判断理由を，社会的，環境的及び経済的側面の長所・短所を根拠に
予想している。 

 

＜評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを数値に表して総括する場合＞ 
※ Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１で合計し，平均値1.5≦Ｂ≦2.5のように決める。 
＜評価結果のＡ，Ｂ，Ｃの数で総括する場合＞ 
※ 想定されるＡＢＣの数と総括評価を決める。 
※ 学習状況を踏まえて評価する必要性がある。 
 （小題材ごとの評価結果：ＡＡＡ→Ａ，ＡＢＢ→Ｂ，ＡＡＢ→？，ＡＡＣ→？） 
 （小題材内の評価の推移：ＡＡＡ→Ａ，ＡＢＡ→？，ＡＡＢ→？，ＣＢＡ→？）  
＜点数で評価し，総合点の達成率で総括する場合＞ 
※ Ｃ＜50％，50％≦Ｂ＜80％，80％≦Ａのように決める。 

 

＜Ａ，Ｂ，Ｃの組み合わせから評定に総括する場合＞ 
※ ＡＡＡＡ→４又は５，ＢＢＢＢ→３，ＣＣＣＣ→２又は１とするのが適当。 
※ 各観点の評価の内訳(Ａ～Ｃの数など)から総合的に判断する必要がある。 
 （ＡＡＡＢ→？，ＡＡＢＢ→？） 
＜評価結果のＡ，Ｂ，Ｃを数値に表して総括する場合＞ 
※ Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１で算出した４つの観点のそれぞれの平均値を合計し，平気値から， 
 1.25≦２＜1.5，1.5≦３≦2.5，2.5＜４≦2.75，2.75＜５のように決める。 
＜各観点の総合点の達成率で総括する場合＞ 
※ 20％≦２＜50％，50％≦３＜80％，80％≦４＜90％，90％≦５のように決める。 
 （Ａの判断基準と４の判断基準，Ｃの判断基準と２の判断基準を合わせる必要がある。） 

※ 観点別学習状況の評価は，「おおむね満足できる状況→Ｂ」「十分満足できる状況→Ａ」「努  
 力を要する状況→Ｃ」とする。 
※ 評価規準は「おおむね満足できる状況」を示す。判断基準としてＡの状況の生徒像を設定す 
 る必要があるが，Ｃの状況を設定する必要はない。（Ｂに至らないのがＣとなる。） 

※ 観点別学習状況の評価の評定への総括は，「十分満足できるもののうち，特に程度が高い状 
 況→５」「十分満足できる状況→４」，「おおむね満足できる状況→３」「努力を要する状況 
 →２」「一層努力を要する状況→１」とする。 

・判断基準の根拠を把握しておく。 
・実現状況を踏まえて評価する。 
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２ 言語活動の充実に関する指導事例集の活用について 

 (１) 「読む」「聞く」言語活動（先人の思考をなぞることによる能力の育成） 

   

 

 

 (２) 「書く」「話す」言語活動（経験に注目した能力の育成） 

      

 

 

 (３) ワークシートの活用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 全面実施に向けて取組が求められること 

  指導内容の変わったこと，全ての内容が必修となったことにより必要となる教材整備の確認 

  【中学校教材整備指針】文部科学省 (URL) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyozai/ 

４ 参考 URL 

   【評価規準の作成のための参考資料、評価方法等の工夫改善のための参考資料】国立教育政策研究所 

  (URL) http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html 

   【言語活動の充実に関する指導事例集（中学校版）】文部科学省 

   (URL) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/gengo/1306108.htm 

※ 観点別学習状況の評価の観点ごとの総括及び評定への総括の考え方や方法について共通理 
 解を図り，生徒及び保護者に十分説明し理解を得ることが大切 

 

＜年度末の評定への総括について＞ 
※ 学期末のそれぞれの評定を基に学年末の評定へ総括する場合，または，学年末に観点ごと 
 に総括した評価の結果を基に評定へ総括する場合が考えられる。 

※ 目標の達成を目指し，様々な制約条件の中で 

 最適な解決策を考え出すという思考の流れが明 

 確になるようにワークシートを工夫。 

※ 今後の社会において計測・制御に関する技術の活用について考えを記述させるとともに，自分が  

 どうしてそのような使い方を考えたのか，根拠を明確にさせるためのワークシートを工夫。 

 具体的にどのような制約条件の基で，目標を達成するためにどのように考えたのか，どのよう
に問題を解決したのか思考・判断・表現する活動 
→アイディア発見シート（先輩の作品，市販製品等の優れた点を見つけるシート） 

 

 目標とする能力が必要な場面を意図的に設定し，そこで考えたことを言葉や記号を用いて表現
する活動。 
→制作図，回路図，フローチャート，栽培計画表，技術の評価・活用カード 
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【 家庭分野 】

１ 評価規準の作成のための参考資料及び評価方法等の工夫改善のための参考資料の活用について

(１) 「Ａ 家族・家庭と子どもの成長 (3) 幼児の成長と家族」の場合

※ 上記例の名称：内容 A ，指導項目(3)，指導事項ア～エ

【学習指導要領の内容】

(3) 幼児の成長と家族について，次の事項を指導する。

ア 幼児の発達と生活の特徴を知り,子どもが育つ環境としての家族の役割について理解するこ

と。

イ 幼児の観察や遊び道具の製作などを通して，幼児の遊びの意義について理解すること。

ウ 幼児との触れ合いなどの活動を通して，幼児への関心を深めかかわり方を工夫できること

エ 家族又は幼児の生活に関心を持ち，課題をもって家族関係又は幼児の生活について工夫し

計画を立てて実践できること。

【「(3) 幼児の成長と家族」の評価規準に盛り込むべき事項】

生活や技術への 生活を 生活の技能 生活や技術についての

関心・意欲・態度 工夫し創造する能力 知識・理解

幼児の生活と家族について 幼児の生活と家族について 幼 児 の 生 活 と 家 族 に 幼児の生活と家族に関す

関心をもって学習活動に取 課題を見付け，その解決を 関 す る 基 礎 的 ・ 基 本 る基礎的・基本的な知識

り組み，家族又は幼児の生 目指して自分なりに創造し 的 な 技 術 を 身 に 付 け を身に付けている。

活をよりよくするために実 ている。 ている。

践しようとしている。

※ 指導事項ア～エを４つの観点に分類し，評価規準を設定。

※ 必ずしも４つの観点が全部あるものではなく，A の(1)等は関心・意欲・態度の１観点のみ。

※ 空欄の部分は観点がない。

【「(3) 幼児の成長と家族」の評価規準の設定例】

生活や技術への 生活を 生活の技能 生活や技術についての

関心・意欲・態度 工夫し創造する能力 知識・理解

ア ・幼児の心身の発達の特

徴について理解してい

（現行） る。

・遊び道具の製作がで ・身体の発育

きる。 ・運動の機能

・観察・調査したこと ・言語，情緒，社会性

をまとめたり，発表 ・幼児の発達を支える家

現行の技能に置かれて したりすることがで 族の役割について理解

いた「できる」という表 きる。 している。

現を整理すると，思考・ ・ロールプレイングな ・子どもの保護

判断・表現にかかわるこ どを通して，家族関 ・情緒の安定

とから，工夫し創造する 係をよりよくする方 ・社会性

能力の観点となった。 法が実践できる。 ・基本的な信頼関係や生

活習慣の形成の重要性

とそれを支える家族の

役割について理解して

いる。

イ ・幼児の観察や遊び道具の ・幼児の心身の発達に応じ ・幼児にとっての遊びの

製作などの活動を通して た遊び道具，遊び方につ 意義について理解して

幼児に関心をもってる。 いて考え，工夫している。 いる。

中 技術・家庭
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ウ ・幼児と触れ合う活動など ・幼児の心身の発達に応じ ・幼児の遊びや幼児の発

を通して，幼児に関心を たかかわり方について， 達と家族とのかかわり

もち，適切にかかわろう 観察したことを生かして などについて，観点に

としている。 考え，工夫している。 基づいて観察したり，

整理したりすることが

できる。

エ ・家族又は幼児の生活をよ ・家族又は幼児の生活につ

りよくすることに関心を いて課題を見付け，その

もち，課題を主体的にと 解決を目指して製作や触

らえ，製作や触れ合う活 れ合う活動などの計画を

動などの計画や実践に取 自分なりに工夫している.

り組もうとしている。 ・製作や触れ合う活動など

の実践の成果と課題につ

いてまとめたり，発表し

たりしている。

※

※ 技能の観点

・かかわるためには，相手をよく見ることが重要であることから観察を技能とした。

・遊び道具の製作は，あくまで遊びの意義がわかる，遊び道具の製作を通して遊びの意義

がわかるとものであることから，製作そのものを遊びの技能として評価していない。

※ 指導時間数の関係から，遊び道具の製作にそれほど時間をかけた製作はできない。

(２) 「Ｂ 食生活と自立 (2) 日常食の献立と食品の選び方」の場合

【学習指導要領の内容】

(2) 日常食の献立と食品の選び方について，次の事項を指導する。

ア 食品の栄養的特質や中学生の１日に必要な食品の種類と概量について知ること。

イ 中学生の１日分の献立を考えること。

ウ 食品の品質を見分け，用途に応じて選択できること。

【「(2) 日常食の献立と食品の選び方」の評価規準の設定例】

生活や技術への 生活を 生活の技能 生活や技術についての

関心・意欲・態度 工夫し創造する能力 知識・理解

ア省略 ・中学生の１日分の食事の ・中学生の１日分の献立に ・中学生に必要な栄養量

とり方に関心を持ち，必 ついて課題を見付け，必 を満たす１日分の献立

イ 要な栄養量を満たす食事 要な栄養量を満たすため の立て方について理解

のとり方をしようとして に料理や食品の組み合わ している。

いる。 せについて考え，工夫し

ている。

ウ ・用途に応じた食品の選択 ・身近な食品を選択する ・生鮮食品と加工食品の

について，収集・整理し ために必要な情報を収 表示の意味と良否

た情報を活用して考え， 集・整理することがで の見分け方について理

工夫している。 きる。 解している。（省略）

身近な生活の課題を主体

的にとらえ，課題解決を目

指して意欲的に取り組み，

家庭生活をよりよくするた

めに実践しようとする態度

が身に付いたかをみる。

学習プリント，レポー

ト，発表，態度等

生活の自立に必要な基

礎的・基本的な技術が身

に付いたかをみる。

実習中の技術，作品，

観点に基づいた観察の仕

方，情報の収集・整理等

生活の自立を図ることや生

活を工夫し創造する能力の育

成を図るための基盤として，

家族の基本的な機能について

の理解と，生活についての基

礎的・基本的な知識が身に付

いたかをみる。

学習プリントやレポート，

テスト，実習，発表等

共通の観点「思考・判断・表現」

に当たるもので，学習した知識と技

術を活用して，生活を見つめて課題

を発見する能力やその解決を目指し

て自分なりに工夫したり創造したり

する能力が身に付いたかをみる。

図・表・言葉でまとめたり発表し

たりするなどの学習活動を通して評

価，学習プリントやレポート等
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※ イの献立作成

現行では，献立を考えることが技能であった。しかし，これまで学んだ知識・理解のもと

に，工夫することができるものであることから，技能の観点は置いていない。

※ ウの食品の選択

現行では，身近な食品の品質について調べ，用途に応じて選択できるが技能であった。

しかし，実際に食品を買って持ってくることはできないため，食品選択するために必要な

情報を収集・整理することを技能としている。

(３) 「Ｃ 衣生活・住生活の自立 (1) 衣服の手入れ」の場合

【学習指導要領の内容】

(1) 衣服の選択と手入れについて，次の事項を指導する。

ア 衣服と社会生活とのかかわりを理解し，目的に応じた着用や個性を生かす着用を工夫

きること。

イ 衣服の計画的な活用の必要性を理解し，適切な選択ができること

ウ 衣服の材料や状態に応じた日常着の手入れができること。

【「(1) 衣服の選択と手入れ」の評価規準の設定例】

生活や技術への 生活を 生活の技能 生活や技術についての

関心・意欲・態度 工夫し創造する能力 知識・理解

ア省略 ・目的に応じた衣服の適切 ・既製服を選択するため ・衣服の計画的な活用の

な選択について考え，工 の情報を収集・整理す 必要性を理解している。

イ 夫している。 ることができる。 ・既製服の表示と選択に

当たっての留意事項に

ウ省略 ついて理解している。

※ イの衣服の選択

現行でも，既製服の表示や縫製などについて調べ，適切に選択できるが技能であった。中

学生は制服ということもあり，本当に選択することができるかということから，既製服を

選択するための情報を収集･整理することを技能としている。

小学校では既製服の選択は D の内容に入っている。

(４) 「Ｄ 身近な消費生活と環境 (2) 家庭生活と環境」の場合

【学習指導要領の内容

(2) 家庭生活と環境について，次の事項を指導する。

ア 自分や家族の消費生活が環境に与える影響について考え，環境に配慮した消費生活に

ついて工夫し，実践できること。

【「(2) 家庭生活と環境」の評価規準の設定例】

生活や技術への 生活を 生活の技能 生活や技術についての

関心・意欲・態度 工夫し創造する能力 知識・理解

・自分や家族の消費生活が ・自分や家族の消費生活を ・自分や家族の消費生活

環境に与える影響につい 点検し，環境に配慮した消 が環境に与える影響に

て関心をもち，環境に配 費生活について考えたり， ついて理解している。

慮した消費生活を実践し 実践を通して自分なりに工 ・環境に配慮した消費生

ようとしている。 夫したりしている。 活に関する知識を身に

付けている。

※ 環境に技能は入っていない。D の内容は B や C と組み合わせて指導するものであり，実践を

通して通して考えたり工夫したりする。
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(５) 評価に関する事例

事例５ 家庭分野「幼児の発達と遊び」（第２学年）

指導と評価の計画から評価の総括まで

「Ａ家族・家庭と子どもの成長」の(3)幼児の生活と家族に関する題材

題材の指導と評価の計画から観点別評価の総括までの流れや観点ごとの配慮事項，観点別評価の

総括の考え方などを示している。また，幼児の遊び道具の製作や幼稚園（保育所）で幼児と触れ

合う活動を通して，幼児への関心・意欲・態度の高まりを見る評価方法や評価の時期について示

すとともに，「家族又は幼児の生活についての課題と実践」における工夫し創造する能力の評価

方法について示している。

※ 観点別評価の進め方

① 生活や技術への関心・意欲・態度

・ 毎時間評価するのではなく適切に学習状

況を把握できる評価場面を設定

・ 教師による行動観察と幼児と触れ合う活

動の学習前後の調査の記述内容から評価

② 生活を工夫し創造する能力

・ 結果としての工夫だけではなく，課題の

解決を目指して，思考する過程を含めて

評価することが重要

・ 製作計画・実践生徒が思考する過程を把

握できるよう記入欄を工夫（例３）

③ 生活の技能

・ 幼児の遊びや遊び道具，遊びと心身の発

達とのかかわりについて観点に基づいて

観察し，整理することができているかに

ついて評価

・ 教師によるチェックリスト，生徒の幼児

の観察記録表（例５）

④ 生活や技術についての知識・

理解

・ 幼児の身体の発育や運動機

能，言語，情緒，社会性に

関する知識を身に付けてい

るか，幼児にとっての遊び

の意義について理解してい

るかについて評価

・ 学習カードの記述内容や

ぺーパーテストによる評価

事例６ 家庭分野「ハンバーグステーキの調理と１日分の献立」（第１学年）

実習における効果的・効率的な評価

「Ｂ食生活と自立」の(2)「日常食の献立と食品の選び方」のイ，ウと(3)「日常食の調理と地域

の食文化」のアとの関連を図った題材

実習の効果的・効率的な評価を目指し，調理の技能については，指導に生かす評価（ハンバーグ

の調理：個別）と評価結果として記録する評価（ハンバーグを主菜とする１食分の調理：グルー

プ）の機会をそれぞれ設定し，評価方法や評価の時期について示している。また，学んだ知識を

活用して考える１日分の献立における工夫し創造する能力の評価方法について示している。
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※ 調理題材（中学校では魚・肉の加熱調理，小学校は野菜の調理）

ハンバーグの場合はきちんと中まで焼けているかがポイント。本題材では知識・理解から入

ってるように，加熱調理の基礎・基本を押さえることが重要である。

調理の技術は繰り返し行うことで定着することから，２回の調理を場面を設定している。

※ 観点別評価の進め方

① 生活の技能

・ １回目：各自がハンバーグを調理・・成形と焼きを１人で行い，試食を２人で相互評価

・ ２回目：グループで調理・・・成形は１人で行い，加熱はグループで行い，各自が火加

減や時間などを確認しながら行うようにすることにより評価する。

・ ２回の調理実習で同じ評価項目について自己評価を行うことにより，生徒自身が技術の

向上の状況を確認できるようにする。

２ 言語活動の充実に関する指導事例集の活用について

(１) 家庭分野における言語活動の充実

① 実習の結果を整理し考察する学習活動の充実・・・事例３

体験から感じ取ったことや気付いたことをまとめたり，結果を整理し考察したり，共有化

したりする活動を工夫する。

・ 調理実習の結果を正確に記述し考察する。

・ 調理のできばえが悪かった理由を食品の調理上の性質を基に考え発表する。

・ 幼児と触れ合う活動の後に，体験から感じ取ったことをまとめ考察し，発表する。

② 生活における課題を解決するために言葉や図表，概念などを用いて考えたりするなどの学

習活動の充実 ・・・事例４

問題解決的な学習の過程における話し合いなどで，自分の考えを言葉や図表，概念などを

用いて表すことが大切。問題点や改善点などを考える場面，問題解決のための計画を立て

る場面，解決したことをまとめ発表し，情報の共有化を図る

・ 食事点検や住まいの安全点検などから，献立表や室内の安全マップなどの図表を用いて

自分の考えを発表する。

(２) 指導事例集より

事例３ 実習等の結果を整理し考察した実習レポートを作成し，発表し合う事例

題材名 「幼児と触れ合おう」～キッズレポートを作ろう～

＊保育所訪問での体験をもとに，自分の課題に沿ってレポートを作成

言語活動の充実の工夫

１ 各自の課題を基にした「キッズレポート」(幼児の観察，幼児との触れ合う活動)作成

キッズレポートの工夫：保育所訪問での幼児の観察，幼児と触れ合う活動を通して，

課題についてわかったこと，自分の幼い頃を振り返って気付いたことを言葉や図，

絵で記入できるようにする。

２ グループ内の発表による学び合い

キッズレポートの作成を通して実習レポートの工夫

保育所訪問で幼児の観察，幼児と触れ合う活動についてまとめる際の観点

・心身の発達（体の特徴，運動機能，ことば，情緒，社会性）で気付いたこと

・対象児との遊び，会話

・計画した遊び（製作した遊び道具）

・対象児とのかかわり方（話し方，接し方），よかったところ，あまりよくな

かったところ等，言葉や図，絵で記入できるようにする。

事例４ 献立表などを用いて発表し合い，食生活の課題解決を図る事例

題材名 「食生活の課題にチャレンジ」～マイ食事プランを実践しよう～
＊問題解決の過程が把握できる献立作成等の工夫と課題ごとのグループ学習

言語活動の充実の工夫
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１ 課題を明確にし，問題解決の過程が把握できる図表等の工夫

自分の食生活の課題を明確にする「食生活チェック表」，課題を解決するための献

立表，調理計画表，実践記録表に工夫や実践を通して，さらに工夫したいこと，話

し合いから気付いたことなどを記入できるよう工夫する。

２ 課題ごとのグループ活動による学び合い

図や表，写真，プレゼンテーションなどを用いて説明したりする活動を充実するこ

とにより，課題解決に向けて思考を深めたり，広げたりする。

※ 「生活の課題と実践」は言語活動と結びつきが強い。

３ 全面実施に向けて取組が求められること

(１) 新学習指導要領の理解

①「生活の課題と実践」の設定 の理解

学習した知識と技術などを活用し，これからの生活を展望する能力と実践的な態度をは

ぐくむ視点から，家族・家庭や衣食住などの内容に生活の課題と実践に関する指導事項を

設定し，複数の事項の中から１又は２事項を選択して履修させるようにする。

A(3)エ：家族又は幼児の生活についての課題と実践

B(3)ウ：食生活についての課題と実践 １又は２事項設定

C(3)イ：衣生活又は住生活についての課題と実践 ＊３つはダメ！

（小学校） （中学校） （高等学校）

家庭の仕事 生活の課題と実践 ホームプロジェクト

※ 設定のポイント

・ 履修の方法や時期・・・どの時期にどんな内容とかかわらせて履修させるか

地域の実態・子どもの実態に応じて学校として決める

・ 問題解決的な学習・・・計画 実践 評価 改善の一連の学習活動が重要

・ 家庭や地域社会との連携が大切

② 基礎的・基本的な知識及び技術の明確化

(２) ３年間を見通した指導計画・評価計画の作成

① 小学校における学習内容や他教科の指導も含めた生徒の実態の把握

② 生徒の実態及び指導時間等を踏まえた適切な題材の検討

③ 工夫し創造する能力や実践的な態度に関する指導法と評価方法の検討

※ 評価規準に盛り込む事項及び評価規準の設定例を参考とする。

※ 指導すべき内容に漏れがないかどうかを，指導内容確認表を用いて確認する。

(３) 新しい内容を踏まえた題材の開発

(４) 実践的・体験的な活動，問題解決的な学習の一層の重視，言語活動の充実

(５) 指導と評価の一体化

(６) 教育環境の整備

① 新規設備：ミシン等必要な備品，幼稚園（保育所）等関係施設等との連携他教科・総合と

の関連，校内での協力体制

※ 【中学校教材整備指針】文部科学省

② 安全面の検討：食品等の安全で衛生的な取扱，食品の購入・管理・幼児に対する配慮や安

全確保，校外学習の安全確保

４ その他 参考資料

【評価規準の作成のための参考資料、評価方法等の工夫改善のための参考資料】国立教育政策研究所

【言語活動の充実に関する指導事例集（中学校版）】文部科学省


