
4 各教科等,各学年等の評価の

観点等及びその趣旨





特別支援学峻 (視覚障害、聴賞障害、肢体不自由又は病弱)

小学部及び中学部における各教科

国 語

(1)評価の観点来びその趣旨

<小学校 国語>

<中学校 >

(2)学年別の評価の観点の趣旨

く小学校 国語>

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

日常生活に必要な国語について,

その特質を理解 し適切に使つて

いると

「話すこと。聞くことJ,「書

くこと1,「読むこと」の各領

域において, 日常生活における

人との関わりの中で伝え合うカ

を高め,自 分の墨いや考えを広

げている。

言葉を通じて積極的に人と関わ

つたり,思いや考えを広げたり

しながら,言葉がもつよさを認

識しようとしてヤ`るとともに,

言語感覚を養いぅ言葉をよりよ

く使おうとしている。

観点 知識・技能 思考・判断 口表現 主体的に学習に取り組む態度

趣
　
　
旨

社会生活に必要な国語について
2

その特質を理解 し適切に使つて

いる。

「話すこと・聞くことJ,「書

くこと」,「読むこと」の各領

域において,社会生活における

人との関わりの中で伝え合うカ

を高め,自 分の思いや考えを広

げたり深めたりしている。 1

言葉を通じて積極的に人と関わ

ったり,思いや考えを深めたり

しながら,言葉がもつ価値を認

識しようとしているとともに,

言語感覚を豊かにし,言葉を適

切に使お うとしている。

観点

知識t技能 思考・判断 E表現 主体的に学習に取り組む態度

第
１
学
年
及
び
第

２
学
年

日常生活に必要な国語の知識や

技能を身に付けているととも

に,我が国の言語某化に親しん

だケ理解したりしている。

「話すこと ,聞 くこと」,「書

くこと」;「読むこと」の各領

域において,順序立てて考える

力や感じたり想像したりする力

を養い, 日常生活における人と

の関わりの中で伝え合う力を再

め,自 分の思いや考えをもつて

彰ヽる。

言葉を通じて積極的に人と関わ

つたり,昼ぃや考えをもつたり

しながら,言葉がもつよさを啓

じようとしてV｀ るととも1こ ,楽

しんで読書をし,言葉をよりよ

く使おうとしている。
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第
３
学
年
及
び
第
４
学
年

日常生活に必要な国語の知識や

技能を身に付けているととも

に,我が国の言語文化に親しん

だり理解したりしているb

「話すこと'聞 くこと」,「書

くこと」,「読むこと」の各領

域におV｀て,筋道立てて考える

力や豊かに感 じた り想像 したり

する力を養い! 白常生情におけ

る人との関わりの中で伝え合 う

力を高め,自 分の思いや考えを

まとめている。

言葉を通じて積極的に人と関わ

つた り,思いや考えをまとめた

りしながら,言葉がもつよさに

気付こうとしていると生もに,

幅広く読書をし,言葉をよりよ

く使お うとしている。

第
５
学
年
及
び
第
６
学
年

｀
日常生活に必要な国語の知識や

技能 を身に付 けてい るととも

に,我が国の言語文化に親 しん

だり理解 したりしている。

「話すこと・聞くこと」,「書

くこと」,「読むこと」の各領

域において,筋道立てて考える

力や豊かに感じたり想像したり

する力を養い, 日常生活におけ

る人との関わりの中で伝え合う

力を高め, 自分の思いや考えを

広げている。   「

言葉を通じて積極的に人と関わ

ったり,思いや考えを広げたり

しながら,言葉がもつよさを認

識しようとしているとともにす

進んで読書をし,言葉をよりよ

く使おうとしている。

<中学校 国語>

靱 知識・技能 思考・判断 ,表現 主体的に学習に取り組む態度

第
1

学
年

社会生活に必要な国語の知識や

技能を身に付けているとともに,

我が国の言語文化に親 しんだり

理解したりしている。

「話すこと・聞くこと」,「書

くこと」,「読むこと」◆各領

域において,筋道車てて考える

力や豊かに感じたり想像したり

する力を養いガ日常生活におけ

る人との関わりの中で伝え合う

力を高め, 自分の思いや考えを

確かなものにしている。

言葉を通じて積極的に人と関わ

った り,思いや考えを確かなも

のにしたりしながら,言葉がも

つ価値に気付こうとしていると

ともに,進んで読書をし,言葉

を適切に使おうとしている。

第
2
学
年

社会生活に必要な国語の知識や

技含ヒを身に付けているとともに,

我が国の言語文化に親 しんだ り

理解 したりしている。

「話すこと・聞くこと」,「書

くこと」,「読むこと」の各領

域において,論理的に考えるカ

や共感したり想像したりする力

を養い,社会生括における人と

の関わりの中で伝え合 う力を高

め, 自分の思いや考えを広げた

り深めたりしている。

言葉を通じて積極的に人と関わ

ったり,思いや考えを広げたり

深めたりしながら,言葉がもつ

価値を認識しようとしていると

ともに,読書を生活に役立て,

言葉を適七刀に使おうとしている。

第
3
学
年

社会生活に必要な国語の知識や

技能を身に付けているととも

に,我が国の言語文化に親しん

だ り理角卒したりしている。

「話すこと・聞くこと」,「書

くこと」,「読むこと」の各領

域において,論理的に考える力

や深 く共感 した り蟄かに想像 し

た りする力を養い,社会生活に

おける人との関わりの中で伝え

合 う力を高め,自 分の思ヤ

えを広げた り深めた りしてい

る。      「

言葉を通じて積極的に人と関わ

らたり,思いや考えを広げたり

深めたりしながら,言葉がもっ

価値を認識しようとしていると

ともに,読書を通して自己を向

上させ,言葉を適切に使おうと

してセヽる。
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社 会

(1)評価の観′憔及びその趣旨

<小学校 社会>

<中学校 社会>

(2)学年・分野別の評価の観点の趣旨

<小学校 社会>

観 点 知識 日技能 思考 :判 断 ,表現 主体的に学習に取り組む態度

趣
　
　
旨

地域や我が国の国上の地理的環

境,現代社会の仕組みや働き,

地域や我が国の歴史や伝統と文

化を通して社会生活について理

解しているとともに,様々な資

料や調査活動を通して情報を適

切に調べまとめている。

社会的事象の特色や相互の関

連,意味を多角的に考えたり,

社会に見 られ る課題 を把握 し

て,その解決に向けて社会への

関わり方を選択・判断したり,

考えたことや選択・判断したこ

とを適切 に表現 した りしてい

る。

社会的事象について,国家及び

社会の担い手として,よ りよい

社会を考え主体的に問題解決し

ようとしているも

観点 知識 "機能 思考・判断・表現 主体的に学習に取 り組む態度

趣
　
　
旨

我が国の国土と歴史,現代の政

治,経済,国際関係等に関して

理角罪しているとともに,調査や

諸資料から様々な情報を効果的

に調ぶまとめている。

社会的事象の意味や意義,特色

や相互の関連を多面的・多角的

に考察したり,社会に見られる

課題の解決に向けて選択・判断

したり,思考・判断したことを

説明したり,それらを基に議論

したりしている。

社会的事象について,国家及び

社会,)担い手として,よ りよい

社会の実現を視野に課題を主体

的に角子決しようとしている。

嗽 知識・技能 思考 =判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

第
３
学
年

身近な地域や市区町村の地理的

環境,地域の安全を守るための

諸活動や地域の産業と消費生活

の様子,地域の様子の移 り変わ

りについて,人々の生活との関

連を踏まえて翠解しているとと

もに,調査活動,地図帳や各種

の具体的資料を通して,必要な

情報を調べまとめているδ

地域における社会的事象の特色

や相互の関連,意味を考えたり,

社会に見 られ る課題 を把握 し

て,そ の解決に向けて社会への

関わり方を選択・判断したり,

考えたことや選択・判断■たこ

とを表現 した りしている。

地域における社会的事象につい

て,地域社会に対する誇りと愛

情をもつ地域社会の将来の担い

手として,主体的に問題解決 し

ようとした り,よ りよい社会を

考え学習したことを社会生活に

生かそうとしたりしていると
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第
4
学
年

自分たちの都道府県の地理的環

境の特色,地域の人々の健康 と

生活環境を支える働きや 自然災

害から地域の安全を守るための

諸活動,地域の伝統と文化や地

域の発展に尽くした先人の働き

などついて,人々の生活 との関

連を踏まえて理解 しているとと

もに,調査活動,地図帳や各種

の具体的資料を通して,必要な

情報を調べまとめている。

地域における社会的事象の特色

や相互の関連,意味を考えたり,

社会に見 られ る課題 を把握 し

て,そ の解決に向けて社会への

関わり方を選択・判断したり,

考えたことや選択・ 判断 したこ

とを表手見したりしている。

地域における社会的事象につい

て,地域社会に対する誇りと愛

情をもつ地域社会の将来の担い

手として,主体的に問題解決 し

ようとしたり,よ りよい社会を

考え学習 したことを社会生活に

生かそうとしたりしているD

第
5
学
年

我が国の国上の地理的環境の特

色や産業の現状,社会の情報化

と産業の関わりにういて,国民

生活との関連を踏まえて理解 し

ているとともに,地図帳や地球

儀,統計などの各種の基礎的資

料を通 して,情報を適切に調べ

まとめている。

我が国の国土や産業の様子に関

する社会的事象の特色や相互の

関連;意味を多角的に考えた り,

社会に見 られ る課題を把握 し

て,その解決に向けて社会への

関わり方を選択・判断したり,

考えたことや選択・判断したこ

とを説明したり,それ らを基に

議論 したりしている。

我が国の国土や産業の様子に関

する社会的事象について,我が

国の国上に対する愛情をもち産

業の発展を願 う国家及び社会の

将来の担い手として,主体的に

問題解決 しようとしたり, より

よい社会を考え学習したことを

社会生活に生かそうとしたりし

ている。

第
6
学
年

我が国の政治の考え方と仕組み

や働き,国家及び社会の発展に

大きな働きをした先人の業績や

優れた文化遺産,我が国と関係

の深い国の生活やグローバル化

する国際社会における我が国の

役害1について理解 しているとと

もに,地図帳や地球儀,統計や

年表などの各種の基礎的資料を

通して,情報を適切に調べまと

めている。

我が国の政治と歴史及び甲際理

解に関する社会的事象の特色や

相互の関連,意味を多角的に考

えたり,社会に見られる課題を

把握 して,その解決に向けて社

会への関わり方を選択・判断し

たり,考えたことや選択・判断

したことを説明したり,それら

を基に議論 したりしている。

我が国の政治 と歴史及び国際理

解に関する社会的事象につい

て,我が国の歴史や伝統を大切

にして国を愛する心情をもち平

和を願い世界の国々の人々と共

に生きることを大切にする国家

及び社会の将来の担い手 とし

て,主体的に問題解決しようと

したり,よ りよい社会を考え学

習 したことを社会生活に生かそ

うとしたりしてセ`る。

<中学校 社会>

靱 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

地
理
的
分
野

我が国の国土及び世界の諸地域

に関して,地域の諸事象や地域

的特色 を理解 しているととも

に,調査や諸資料から地理に関

する様々な情報を効果的に調べ

まとめている。

地理 に関わる事象の意味や意

義,特色や相耳の関連を,位置

や分布,場所,人間と自然環境

との相互依存関係,空間的相互

依存作用,地域などに着 目して ,

多面的・多角的に考察 した り,

地理的な
―
課題の解決に向けて公

正に選択・判断 した り,思考・

判断 したことを説明 した り,そ

れ らを基 に議論 した りしてい

る。

日本や世界の地域に関わる諸事

象について,国家及び社会の担

い手として,よ りよい社会の実

現を視野にそこで見られる課題

を主体的に迫究,解決しようと

している。
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歴
史
的
分
野

我が国の歴史の大きな流れを,

世界の歴真を背景に,各時代の

特色を踏まえて理解していると

ともに,諸資料から歴史に関す

る様々な情報を効果的に調べ事

とめている。

歴史に関わる事象の意味や意

義,伝統と文化の特色などを,

時期や年代,推移,比較,相互

の関連や7兄在 とのつなが りなど

に着目して多首的・多角的に考

察したり,歴史に見られる課題

を把握 し複数の立場や意見を踏

まえて公正に選択 t判 断したり:

思考 ,判断したことを説明した

り,それ らを基に議論 したりし

ているょ

歴史に関わる諸事象について ,

国家及び社会の担い手として,

よりよい社会の実現を視野にそ

こで見られる課題を主体的に追

究,解決しようとしている。

公
民
的
分
野

個人の尊厳 と人権の尊重の 意

義,特に自由・権利と責任・義

務との関係を広い視野から正し

く認識し,民主主義,民主政治

の意義,国民の生活ゅ向上と経

済活動との関わり,現代の社会

生活及び国際関係などについ

て,個人と社会との関わりを中

心に理解を深めてぃるととも

に,諸資料から現代の社会的事

象に関する情幸Rを効果的に調べ

まとめている。

社会的事象の意味や意義】特隼

や相互の関連を現代の社会生活

と関連付けて多面的・多角的に

考察した り,現代社会に見られ

る課題について公正に判断した

り,思考・判断したことを説明

したり,それらを基に議論 した

りしている。   ,

現代の社会的事象について,国

家及び社会の担い手として,現

代社会に見られる課題の解決を

視野に主体的に社会に関わろう

としている。
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(1)評価の観点及びその趣旨

<小学校 算歩女>

<中学校 数学>

(2)学年別の評価の観点の趣旨

<小学校 算数>

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・基本的な概念や性質な

どを理解している。

一 日常 の 事 象 を教 理 的 に処 理 す

る技能を身に付けている。

日常の事象を数理的に提え,見

通しをもち筋道を立てて考察す

る力,基礎的・基本的な数量や

図形の性質などを見いだし統合

的・発展的に考察するノコ,数学

的な表現を用いて事象を衛潔・

明瞭・的確に表 したり目的に応

じて柔軟に表 したりする力を身

に付けている。

数学的活動の楽しさや数学のよ

さに気付き粘 り強く考えたり,

学習を振 り返つてよりよく問題

解決しようとしたり,算数で学

んだことを生活や学習に活用し

ようとしたり・している。

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。

・事象オど数学化 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・発展白|

に考察する力,数学的な表I兄 を

用いて事象を簡潔 。明
'寮

・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。

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

第
１
学
年

・数の概念とその表 し方及び計

算の意味を理解 し,量,図形

及び数量の関係についての理

解の基礎 となる経験を積み重

ね,数量や図形についての感

覚を豊かにしている。

・加法及び減法の計算をしたり,

形を構成 したり,身の回 りに

ある量の大きさを比べたり,

簡単な絵や図などに表したり

することなどについての子支能

を身に付けている。

ものの数に着目し,具体物や図

などを用いて数の数え方や計算

の仕方を考える力,も のの形に

着 目して特徴を捉えたり,具体

的な操作を通 して形の構成につ

いて考えたりする力,身の回 り

にあるものの特徴を量に着目し

てキ足え,量の大きさの比べ方を

考える力,データの個数に着 目

して身の回りの事象の特徴を捉

える力などを身に付けている。

数量や図形に親しみ,算数で学

んだことのよさや楽しさを感 じ

ながら学ぼうとしている。
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第
２
学
年

・数の概念についての理解を深

め,計算の意味と性質,基本

的な図形の概念,量の概念 ,

簡単な表 とグラフなどについ

て理解 し,数量や図形につヤ!｀

て7)感覚を豊かにしている。

・加法,減法及び乗法の計算を

した り,図形を構成 した り,

長 さやか さな どを測定 した

り,表やグラフに表 した りす

ることなどについての技能を

身に付けている。

数 とその表現や数量の関係に青

日し,必要になじて具体物や図

などを用いて数の表 し方や計算

の仕方などを考察する力,平面

図形の特徴を図形を構成する要

素に着目して捉えたりi身の回

りの事象を図形の性質から考察

したりする力,身の回りにある

ものの特徴を量に着 目して捉

え,量の単位を痛いて的確に表

現する力,身の回りの事象をデ

エタの特徴に着日して捉え,簡

潔に表現したり考察したりする

力などを身に付けている。

数量や図形に進んで関わり,数

学的に表現・処理 したことを振

り返 り,数理的な処理のよさに

気付き生活や学習に活用しよう

としている。

第
３
学
年

・数の表し方,整数の計算の意

味と性質,小数及び分数の言

味と表し方,基本的な図形の

概念,量の概念,棒グラフな

どについて理解し,数量や図

形についての感覚を豊かにし

ている。

・整数などの計算をしたり,図

形を構成 したり,長さや重さ

などを測定したり,表やグラ

フに表じたりすることなどに

ついての技能を身に付けてい

る。

数とその表現や教量の関係に着

目し,必要に応 じて具体物や図

などを用いて数の表 し方や計算

の仕方などを考察する力,平面

図形の特徴を図形を構成する要

素に着 日して提えた り,身の回

りの事象を図形の性質から考察

したりする力,身の回りにある

ものの特徴を量に着 目して捉

え,量ゐ単位を用いて的確に表

現する力,身の回りの事象をデ

ータの特徴に着目して捉え,衝

潔に表現したり適切に判断した

りする力などを身に付けてい

る。

数量や図形に進んで関わり,数

学的に表現・処理、したことを振

り返 り,数理的な処理のよさに

気付き生活や学習に活用しよう

としている。
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第
４
学
年

・小数及び分数の意味と表 し方 ,

四則の関係,平面図形 と立体

,図形,面積,角 の大きさ,折

れ線グラフなどについて理解

している。

・整数,小数及び分数の計算を

したり,図形を構成 した り,

図形の面績や角の大きさを求

めた り,表やグラフに表 した

りすることなどについての技

能を身に付けている。

数とその表現や数量の関係に着

目し, 目的に合った表現方法を

用いて計算の仕方などを考察す

る力,図形を構成する要素及び

それらの位置関係に着目し,図

形の1性質や図形の計量について

考察する力,伴つて変わる■つ

の数量やそれ らの関係に着目

し,変化や対応の特徴を見いだ

して,二つの数量の関係を表や

式を用いて考察する力, 目的に

応じてデータを収集し,データ

の特徴や傾向に着日して表やグ

ラフに的確に表現し,それらを

用いて問題解決したり,解決の

過程や結果を多面的に提え考察

したりする力などを身に付けて

いる。

数学的に表現・処理 したことを

振 り返 り,多面的に捉え検討し

てよりよいものを求めて粘り強

く考えたり,数学のよさに気付

き学習したことを生活や学習に

活用しようとしたりしている。

第
５
学
年

・整数の性質,分数の意味,小

数と分数の計算の意味,面積

の公式,図形の意味と性質,

図形σ)体積,速 さ,割合,帯

グラフなどについて理解して

いる。

・小数や分数の計算をしたり,

図形の性質を調べたり,図形

の面不貢や体積を求めたり,表

やグラフに表したりすること

などについての技能を身に付

けている。

数とその表現や計算の意味に着

目し,目 的に合つた表現方法を

用いて数の性質や計算の仕方な

どを考察する力,図形を構成す

る要素や図形間の関係などに着

目し,図形の性質や図形の計量

について考察する力,伴って変

わる二つの数量やそれらの関係

に着目し,変化や対応σ)特徴を

見いだして,二うの数量の関係

を表や式を用いて考察する力 ,

1目
的に応 じてデ‐夕を収集 し:

デ▼夕の特徴や傾向に着日して

表やグラフに的確に表現し,そ

れ らを用いて問題解決 したり,

解決の過程や結果を多面的に捉

え考察したりする力などを身に

付けていると

数学的に表現・処理 したことを

振 り返 り,多面的に捉え検討 し

てよりよいものを求めて粘り強

く考えたり,数学のよさに気付

き学習したこセ を生活や学習に

活用しようとしたりしている。
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数学的に表現・処理 したことを

振 り返 り,多面的に捉え検討し

てよりよいものを求めて粘り強

く考えたり,数学のよさに気付

き学習したことを生活や学習に

活用しようとしたりしている。

数とその表現や計算の意味に着

目し,発展的に考察して問題を

見いだすとともに, 目的に応 じ

て多様な表現方法を用いながら

数の表 し方や計算の仕方などを

考察する力,図形を構成する要

素や図形間の関係 などに着 目

し,図形の性質や図形の計鼻に

ついて考察する力,伴つて変わ

る二つの数量やそれ らの関係に

着目し,変化や紺応の特徴を見

いだして,二つの数量の関係を

表や式,グラフを用いて考察す

る力手身の回りの事象から口史定

した問題について, 目的に応 じ

てデータを収集 し,データの特

徴や傾向に着日して適切な手法

を選択 して分析を行い,それら

を用いて問題解決 したり,解決

の過程や結果を批判的に考察し

たりする力などを身に付けてい

る。

・分数の計算の意味,文字を用

いた式,図形の意味,図形の

体積,比例,度数分布を表す

表な どについて理解 してい

る。

・分数の計算をした り,図形を

構成 したり,図形の面積や体

積を求めたり,表やグラフに

表したりすることなどについ

ての技能を身に付けている。
第
６
学
年

<中学校 数学>

靱 矢日識 '技青ヒ
‐

思考・判断 ,表現 主体的に学習に取り組む態度

第
１
学
年

・正の数 と負の数,文字を用い

た式 と一元一次方程式,平面

図形 と空間図形,比例 と反比

例,データの分布 と確率など

についてめ基礎的な概念や原

理・法則などを理解している。

・事象を教理的に捉えたり,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。     (

数の範囲を拡張し,数の性質や

計算について考察したり,文字

を用いて数量の関係や法則など

を考察 したりする力,図形の構

成要素や構成の仕方に着 目し,

図形の性質や関係を直観的に捉

え論理的に考察する力,数量の

変化や紺応に着自して関数関係

を見いだし,その特徴を表,式 ,

グラフなどで考察する力,デー

タの分布に着日しすその傾向を

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

ゃすさについて考察したりする

力を身に付けている。

数学的活動の楽しさや数学のよ

さに気付いて粘 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

つて検討しようとしたり,多面

的に捉え考えようとしたりして

Vヽ る。
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第
２
学
年

・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・法貝Jな ど

を理角雫している。

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

付とすている。         ｀

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,関数関係に着日し,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う

いて考察したりする力を身に付

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,敦

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,

多様な考えを認め,よ りよく聞

題解決 しようとした りしてい

る。

第
３
学
年

・数の平方根;多項式 と二次方

程式,図形の相似,円周角と

中心角の関係,三平方の定理 ,

関数 ノ=″,標本調査などに

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。

数の範囲に着目し,数の性質ミD

計算について考察したり,文字

を用いて数量の関係や法則など

を考察したりする力,図形の構

成要素の関係に着目し,図形の

性質や計量について論理的に考

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,標本と母集団の関係に着 目

し,母集団の傾向を推定し判断

したり,調査の方法や結果を批

判的に考察したりする力を身に

付けてしヽると

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,

多様な考えを認め,よ りよく問

題解決 しようとした りしてい

る。

-102-



理

(1)評価あ空観点及びその趣旨

<小学校

く中学校 理科>

(2)学年・分p『,別の評価の観点の趣旨

<小学校 理科>

主体的に学習に取り組む態度思考・判断・表現観点 知識 と機能

自然の事物 。現象に進んで開わ

り,粘 り強く=住者と関わりな

がら問煙解決しようとしている

とともに,学んだIと を学習や

生活に生かそうとしている。

自然の事物・現象から問題を見

いだし,見通しをもってな硯察,

実験などを行い,得られた結果

を基に考察し,それらを表現す

るなどして関題解決している。

自然の事物・現象についての性

質や規則性などについて理拘旱し

ているとともに,器具や機器な

どを目的に応じて工夫して報い

ながら観察,実験などを行い,

それらの過程や得られた結果を
適切に記録

:している。

趣

　

脅

観点 知識 。枝能 思考 L判断 。表現 主体的に学習に取り組む態度

趣

　

旨

自然の事物・現象についての基

本的な概念や原理・法員Jな どを

理解しているとともに,科学的

に探究するために必要な作Fユ察,

実験などに関する基本)えi作や記

録など9基本的な技能を々 に付
けている。

自然の事物 ,現象から間腹を見

いだし,見通しをもつて観察,

実験などを行い,得られた結果

を分析して解釈学,表現するな

ど;科学的に探究している。

l自
然の事物・現象に進んで関わ

り,見通しをもつたり振り返つ

たりするなど,科学由れに探究し

ようとしている。

|,点
知識・機能 患考・判断 B表現 主体的に学習に取り組む態度

第
3
学
年

物の性質,風とゴムの力の働き,

光と音の性質,磁石?V主質,電

気の回路,身の回りめ生4勿及び

太陽と地面の様子について理角子

しているとともに,器具や機器

などを正しく扱いながら調べ
,

それらの過程や得られた結果を

分かりやすく記録 している,

物の性質,風とゴムの力の働き,

光と書の性質,磁石の性質,電

気の回路:身の回りの生物及び

太陽と地面の様子について,T見

察,実験などを行い。主に差異

点や共通点を基に,問題を見い

だし,表y見するなどして問題解

決しているこ

物の性質,風とゴムの力の働き!

光と音の性質,磁石の性質,電

気の回路,身の回りの生物及び

太陽と地面の様子においての事

物。現象に進んで関わり,他吉
と関わりながら問題解決 しよう

としているとともに,学んだと

とを学習や生活に生かそうとし

ている。

第
4
学
年

空気,水及び金属の性F質,鶴流

の働き,人の体のつくりと輝動,

動物の活動や植″の成長と環境

との関わり,雨水の行方と地面

の様子,気象現象及び月や星に

つげヽて理解しているととヽに,,

器良や機器などを正しく扱いな

がら調べ,それらの過程や得ら

れた結果を分かりやすく評録し

ている。

空気,水及び金属の性質,電流

の棚き,人の体のつくりと運丁すJi

r力物の活動や植物の成長と環境

との関わり,雨水の行方と地面

の様子,気象現象激び月や星に

ついて,組察,実験などを行い,

主に既習の内容や生活経験を基

に,根拠のある予想や仮説を発

想 し,表現するなどして問題解

決 している。

空気 , 水及び金属の性質,電流

の働き,人の体のつくりと趣野

'Ji動物の君r,Jや植物の成長と繋筑

との関わり,即水の行方と地面

の様子〕気象現象及び月や星に

ついての事物・】兄象に進んで理

わり1他者と関わりながら問題

解決しようとしているととも

に,学んだことを挙習や生活に

生かそうとしている。

-103-



第
０
学
年

物の溶け方, 振 り子の運動,電

流がつくる磁力,生命の朝

流れる水のlJジJき及び気象現象,
規則1空について理狗早していると

ともに,観察,実験などの目的

に応じて,器具や機器などを選

択して,正しく扱いながら調べ
,

それらの過程や得られた結果を

迪切に記録している

'7刀
の溶け方.振り子め運動,電

流がつくる閥 コ,生命の逆統性J

流れる水の勒き及び気象現象の

規則性について:観察,実験な

どを行いっ主に予想や仮説を基

に,解決の方法を発想し,表現

するなどして問題解決してぃ

る。

物の溶け方,l優 り子の蓮rけJ,電

流がつくるr誠ノ,,生命の連統性・

流れる水の働き及び気象子兜象の

規良lltttこ?いての事物う
葬客に

進んで閥わり,粘り強く,他者

と関わりながら問題解決しよう

としているとともに,学んだこ

とを学習や生活に生かそうとし

ている。

弁
６
学
年

燃焼あ仕組み,水溶液の性質,

てこあ規則性,電気の性F質ゃrlJ,J′

き,生物の体のつくりと勒き,

生物と舞境との関わり,土地の

つくりと変化及び月の形の見え

力と太陽との位置関係について

理解しているとと、に,市観察,

実験などの目申に応じて,器具

や機器などを選択して,正 しく

級いながら嗣ヽ そ■らの過程

や得られた結果を道切に記録し

ている。

燃脱の仕組みI水溶液の性質:

てこあ規則性,電気の性質や勒

き,生4勿め体のうくりと勘き,

生物と鰈境との関わり,土地の

つくりと変化及び月の形の見え

方と太陽との位置関係について,

乍硯察,実験などを行い,主にそ

れらの仕組みや性質,規則性;

慟き,関わり,変化及び関係に

ついて,よ り妥当な考えをつく

りだし,表現するなどして問題

解決している。

燃焼の仕組み!水湾液の性質:

てこの規貝ll性 ,r電気の性質や働

き:生物の体のつくりと勒きを

生物と環境との門わり!土地の

うく,とオイr及び月の形?是え
方と太陽との位置関係tlついて

の事物 ,現象に進んで関わり,粘

り強く,他者と問わりながら聞

題解決しようとしているととも

に,学んだことを学料習や生活すこ

生かそうとしている。

<中学校 理科>

激 知識・技能 患考 H判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

第
1

分
野

物質やエネルギ▼に関する事物

3現象についての基本的4概念

や原理・法則などを理解 してい

るとともに,科学的に探究する

ために必要な観察,実験などに

関する1基本操作や記録などの基

本的な技能を身に付けている。

物質や手ネルギとに

'轟

する宇IP物

・現象から問題を見いだし:見
通しをもつて空硯祭,実験などを

行い,得られた結果を分析して

解釈し,表現するなど,科学的

に探究している。

物質やエネルギ■に関する事物

・子見象に進んで関わり,見通し

をもつたり振り返つたりするな

どi科学的に探究じようとして

いる。

第
2
分
野

生命や地球に関する事物 `現象

についてめ基本的な概念や原理

・法則などを理解していoと と

もに,科学的に探究する■めに

必要な観察B案験などに弔母する

基本操作や記録などの基本的な

紋能を身に付けている。

生命や地球に関する事物 ! 見́象

から問題を見いだし,見通しを

もつてt硯察,実験などを行い
1

得られた結果を姉 して角取 じ,

表現するなど,科学的に探究し

ている。

1生命や地球に関する事物・郵象

に進んで関わり,見通しをもつ

たり振り返つたりするなど,科

学的に探究しようとしている。
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(1)評価の観点及びその趣旨

<小学校 >
主体的に学習に取り組む態度・表現思考 l判観点 知識・・牧能

々す社会及び自然に自

ら働きかけ,意欲や自信をもつ

て学ぼうとしたり,生活 豊々か

にしたりしようとしている。,

身近な人身近な人 ,々社会及び自然を自

分との蘭わりで捉えⅢ自分自身

や自分の生活にらぃて考え,i表

現している。       1 ●
趣

　

旨

格勧準体験の過程において, 自

分自身,身近な本 ,々社会及び

宮撚の特徴やよさ,それらの1関

わり等に気付いてぃるととヽ に:

生活上必要な習慣や機能を身に

付けている。
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楽

(1)評価の観′点及びその趣旨

<小学校 音楽>

<中学校 音楽>

(2)学年別の評価の観点の趣旨

く小学校 音楽>

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
　
　
」日

・曲想と音楽の構造などとの関

わりにういて理解 してい、る。

・表したい音楽表現をするため

に必要な技能を身に付け,歌 .

ったり,演奏 した り,音楽を

つ くった りしている。

音楽を形づくつている要素を聴

き取り,それらの働きが生み出

すよさや面白さ,美 しさを感じ

取 りながら,聴き取つたことと

感 じ取つたこととの関わりにつ

いて考え】どのように表すかに

ついて思いや意図をもつたりi

曲や演奏のよさなどを見いだし,

音楽を味わって聴いたりしてい

る。

音や音楽に親しむことができる

よう,音楽活動を楽しみながら

主体的・協働的に表現及び鑑賞

の学習活動に取り組もうとして

いる。,

観 点 知識・技能 思考 H判断 '表現 主体的に学習に取り組む態度

趣
　
　
旨

・由想と音楽の構造や背景など

との関わり及び音楽の多様性

について理解している。

・創意工夫を生かした音楽表現

をするために必要な技能を身

に付け,歌唱,器楽,創作で

表 している。

音楽を形づくつている要素や要

素同士の関連を知覚 し,それら

の働きが生み出す特質や雰囲気

を感受しながら,知覚したこと

と感受したこととの関わりにつ

いて考え,どのように表すかに

ついて思いや意図をもつたり,

音楽を評価 しながらよさや美 し

さを味わって聴いた りしてい

る。

音や音楽,音楽文化に親しむこ

とができるよう,音楽活動を楽

しみながら主体的・協働的に表

現及び鑑賞の学習活動に取り組

もうとしている。

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

第
１
学
年
及
び
第
２
学
年

曲想と音楽の構造などとの関

わりについて気付いている。

音楽表現を楽しむために必要

な技能を身に付け,歌つたり,

演奏 したり,音楽をうくった

りしていると

音楽を形づくつている要素を聴

き取り,それらのイ菖)Jき が生み出

すよさや面白さ,美 しさを感じ

取りながら,聴き取つたことと

感 じ取つたこととの関わりにつ

いて考え,どのように表すかに

つし`て思いをもうたり,曲や演

奏の楽 しさを暴いだし,音楽を

味わつて聴いたりしている。

音や音楽に親 しむことができる

よう,音楽活動を楽 しみながら

主体的・協イ霞力的に表現及び鑑賞

の学習活動に取 り組もうとして

いる。            i
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第
３
学
年
及
び
第
４
学
年

。曲想と音楽の構造などとの関

わ りについて気付いている。

・表 したい音楽表現をするため

に必要な技能を身に付け;歌

ったり,演奏したり,音楽を

つくったりしている。   ・

音楽を形づくつている要素を聴

き取り,それらのl憂)」 きが生み出

すよさや面白さ,美 しさを感じ

取 りながら,聴き取つたことと

感 じ取つたこととの関わりにつ

いて考え,どのように表すかに

ついて思いや意図をもつたり,

曲や演奏のよさな どを見いだ

し,音楽を味わつて聴いたりし

ている。

音や音楽に親 しむことができる

よう,音楽活動を楽しみながら

主体的 む協働的に表現及び鑑賞

の学習活動に取り組もうとして

いる。

第
５
学
年
及
び
第
６
学
年

・曲想と音楽の構造などとの関

わりについて理解している。

・表 したい音楽表現をするため

に必要な技能を身に付け,歌

ったり,演奏したり,音楽を

うくったりしている。

音楽を形づくつている要素を聴

き取 り,それらの働きが生み出

すよさや面白さ,美 しさを感 じ

取 りながら,聴き取つたことと

感 じ敗つたこととの関わりにつ

いて考え,どのように表すかに

ついて思いや意図をもつたり,

由や演奏のよさな どを見いだ

し,音楽を味わって聴いたりし

ている。

音や音楽に線 しむことができる

よう,者楽活動を楽しみながら

主体的 !協働的に表現及び鑑賞

の学習活動に取り組もうとしで

いる。

<中学校 音楽>

双 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取ウ組む態度

第
1

学
年

!曲想と音楽の構造などとの関

わり及び音楽の多様性にっい

て理解 している。

・創意工夫を生かした音楽表現

をするために必要な技能を身

に付け,歌唱,器楽じ創作で

表 している。

音楽を形づくつている要素や要

素同士の関連を知覚し,それら

の働きが生み出す特質や雰囲気

を感受しながら,知覚したこと

と感受したこととの関わりにつ

いて考え,どのように表すかに

ついて思いや意図をもつたり,

音楽を自分なりに評価 しながら

よさや美 しさを味わって聴いた

りしている。

音や音楽,音楽文化に親しむこ

とができるよう,音楽活動を楽

しみながら主体的・協働的に表

現及び鑑賞の学習活動に取 り組

もうとしている。

第
2
学
年
及
び
第
3
学
年

・曲想 と音楽の構造や背景など

との関わ り及び音楽の多様性
.に

ついて理解 している。

・創意工夫を生かした音楽表現

をするために必要な技能を身

に付け,歌唱,器楽,創作で

表している。

音楽を形づくつている要素や寮

素同士の関連を知覚し,それ ら

σ)働 きが生み出す特質や雰囲気

を感受 しながら,知覚したこと

と感受したこととの関わりにう

いて考え,由 にふさわしい音楽

表現 としてどのように表すかに

ついて思いや意図をもつたり,

音楽を評価 しながらよさや美 し

さを味わつて聴いた りしてい

る。

音や音楽,音楽文化に親しむこ

とができるよう,音楽活動を楽

しみながら主体的・協働的に表

現及び鑑賞の学習活動に取り組

もうとしている。
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図画工作 L美術

(1)評価の観点及びその趣旨

<小学校 図画工作>

<中学校 美術>

(2)学年別の評価の観点の趣旨

フ<小学校 図画工作>

観点 知識 日技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

趣
　
　
旨

∵対象や事象を提える造形的な

ネ兄点について自分の感覚や行

為を通して理解している。

・材料や用具を使い,表 し方な

どを正夫して,創造的につく

らたり表したりしている。

形や色などの造形的な特徴を基

に,自 分のイメージをもちなが

ら,造形的なよさや美しさ,表

したいこと,表 し方などについ

て考えるとともに,創造的に発

想や構想をしたり,作品などに

対する自分の見方や感じ方を深

めたりしている。

つくりだす喜びを味わい主体的

に表現及び鑑賞の学習活動に取

り組もうとしている。

観点 去日三畿ri支禽ヒ 思考 '判 断・表現 主体的に学習に取り組む態度

趣
　
　
旨

・対象や事象を捉える造形的な

視点について理角年している。

・表現方法を創意工夫し,創造

的に表 している。

造形的なよさや美 しさ,表現の

意図と工夫,美術の働きなどに

ついて考えるとともに,主題を

生み出し豊かに発想 し構想を練

らたり,美術や美術文化に対す

る見方や感 じ方を深めた りして

いる。

美術の創造活動の喜びを味わい

主体的に表現及び鑑賞の幅広い

学習活動に取 り組もうとしてい

る。

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

第
1

学
年
及
び
第
2
学
年

・対象や事象を捉える造形中な

視点について自分の感覚や行

為を通して気付いている。

,手や体全体の感覚などを働か

せ材料や用具を使い,表 し方

などを正夫して,創造的につ

くったり表 したりしている。

形や色 などを基に, 自分のイメ

―ジをもちながら,造形的な面

白さや楽 しさ,表 したいこと,

表 し方などについて考えるとと

もに,楽 しく発想や構想を した

り,身の回 りの作品などから自

分の見方や感 じ方を広げた りし

ている。

つくりだす喜びを味わい楽しく

表現したり鑑賞したりする学習

活動に取り組もうとしている。

第
3
学
年
及
び
第
4
学
年

・対象や事象を捉える造形的な

視点について自分の感覚や行

為を通して分かつている。

・手や体全体を十分にイ霞力かせ材

料や用具を使い,表 し方など

を工夫 して,創造的につくつ

たり表したりしている。

形や色などの感じを基に,自 分

のイメージをもちながら,造形

的なよさや面白さ,表 したいこ

と,表 し方などについて考える

とともに,豊かに発想や構想を

した り,身近にある作品などか

ら自分の見方や感 じ方を広げた

りしている。

つくりだす喜びを味わい進んで

表現 したり鑑賞したりする学習

活動に取り組もうとしていると
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第
５
学
年
及
び
第
６
学
年

・対象や事象を捉える造形的な

視点について自分の感覚や行

為を通して理解 しているc

,材料や用具を活用 し,表 し方

などを工夫して,熔I造的につ

くったり表したりしている。

形や色など(7)造形的な特徴を基

に, 自分のイメこジをもちなが

ら,造形的なよさや美 しさ,表

したいこと,表 し方などについ

て考えるとともに,創造的に発

想や構想をしたり,親 しみのあ

る作品などから自分の見方や感

じ方を深めたりしている。

つくりだす喜びを味わい華体的

に表現したり鑑賞したりする学

習活動 に取 り組 もうとしてい

る。

<中学校
―
美術>

靱 知識 ヨ枝能 思考 B判断・表現 主体的に学習に取り細む態度

第
1

学
年

・対象や事象を提える造形的な

視点にういて理解 している。

・意図に応 じて表現方法を工夫

して表 している。

自然の造形や美術作品などの造

形的なよさや美しさ,表現の意

図と工夫,機能性と美し、さとの

調和!美術の働きなどについて

考えるとともに,主題を生み出

し豊かに発想 し構想 を練 つた

り,美術や美術文化に対する見

方や感 じ方 を広 げた りしてい

る。

美術の創造活動の喜びを味わい

楽しく表現及び鑑賞の学習活動

に取り組もうとしていると

第
2
学
年
及
び
第
3
学
年

・封象や事象を捉える造形的な

視点について理解 している。

・意図に応 じて自分の表現方法

を追求 し,創造的に表 してい

る。

自然の造形や美術作品などの造

形的なよさや美 しさ,表現の意

図とお1造的な工夫,機能性と洗

練された美 しさとの調和,美術

の働きなどについて独創的・総

合的に考えるとともに,主題を

生み出し豊かに発想 し構想を練

ったり,美術や美術文化に剌す

る見方や感 じ方を深めた りして

いる。        
′

美術の創造活動の喜びを味わい

主体的に表現及び鑑賞の学習活

動に取り組もうとしている。
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技術 日

(1)評価の観,点及びその趣旨

<小学校 家庭>

<中学校 技術・家庭>

(2)分野別の評価の観点の趣旨

<中学校 技術 =家庭 (技術分野)>

<中学校 技術・家庭 (家庭分野)>

観 点 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学'啓
¬に取り組む態度

趣
　
　
」国

日常生活に必要な家族や家庭 ,

衣食住,消費や環境などについ

て理解 しているとともに,それ

らに係る技能を身に付けている。

日常生活の中から問題を見いだ

して課題を設定し,様々な解決

方法を考え,実践を評価・改善

し,考えたことを表現するなど

して課題を解決する力を身に付

けている。

家族の一員として,生活をより

よくしようと,R果題の解決に主

体的に取り組んだり,振 り返つ

て改善したりして,生活を工夫

し,実践しようとしている。

観 点 知目哉・枚能 思考・判断・表現 主体的に挙習に取り組む態度

錦胆
　
　
　
　
』編

生活 と技術について理解 してい

るとともに,それらに係る技能

を身に付けている。

生括や社会の中から問題を見い

だして課題を設定し,解決策を

構想 し,実践を評価・改善し,

表現するなどして課題を解決す

る力を身に付けている。

よりよい生活の実現や持続可能

な社会の構築に向けて,課題の

解決に主体的に取り組んだり,

振 り返つて改善したりして,生

活を工夫し創造し,実践しよう

としている。

観 去B三哉・‡支台ヒ 思考 ,判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

技
術
分
野

生活や社会で利用されている技

術について理解 しているととも

に,それらに係る技能を身に付

け,技術と生活や社会,環境との

関わりについて理解している。

生活や社会の中から技術に関わ

る問題を見いだ して課題を設定

し,解決策を構想 し,実践を評

価・改善 し,表現するなどして

課題を解 決する力を身に付けて

いる。

よりよい生活や持続可能な社会

の構築に向けて,課題の解決に

主体的に取 り組んだり,振 り返

つて改善したりして,技術をエ

夫し創造しようとしている。

観点

知識・技能 思考・半u断 “表現 主体的に学習に取り組む態度

家
庭
分
野

家族・家庭の基本的な機能につ

ぃて理解を深め,生活の自立に

必要な家族・家庭,衣食住,消

費や環境などにちいて理解 して

いるとともに,それ らに係る技

含ヒを身に付けてとヽる。

これからの生活を展望し,家族

・家庭や地域における生活の中

から問題を見いだして課題を設

定し,解決策を構想し,案践を

評価・改善し,考察したことを

論理的に表現するなどして課題

を解決する力を身に付けてい

る。

家族や地域の人々と協働し, よ

りよい生活の実現に向けて,課

題の解決に主体的に取り組んだ

り,振 り返つて改善したりして,

生活を工夫 し創造し,実践しよ

うとしている。
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(1)評価の観点及びその趣旨

<小学校 体育>

<中学校 保健体育>

(2)学年・分野別の評価の観点の趣旨

<小学校 体育>

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

各種め運動の行い方について理

角
カ
キしているとともに,基本的な

動きや技能を身に付けてい冷。

また,身近な生活における健康

・安全について実践的に理解し

ているとともに,基本的な技能

を身に付けている。

自己の運動の課題を見付け,そ

の解決のための活動を工夫して

いるとともに,それらを他者に

伝えている。また,身近な生活

における健康に関するH果題を見

付け,その解決を目指 して思考

し判断 しているとともに,それ

らを他者に伝えていると

運動の楽しさや喜びを味わうこ

とができるよう,運動に進んで

取り組もうとしている。また,

健康を大切にし,自 己の健康の

保持増進についての学習に進ん

で取り組もうとしている。

観 点 知識・牧能 思考 ,判 断 H表現 主体的に学習に取り組む態度

趣
　
　
」日

運動ゐ合理的な実践に関する具

体的な事項や生涯にわたつて運

動を豊かに実践するための理論

について理解しているとともに,

運動の特性に応 じた基本的な技

能を身に付けている。また,個

人生括における健康・安全につ

いて科学的に理解 しているとと

もに,基本的な技能を身に付け

ている。

自己や仲間の課と買を発見し,合

理的な解決に向けて,課題に応

じた運動の取 り組み方や目的に

応 じた運動の組み合わせ方を上

夫しているとともに,それらを

他者に伝えている。また,個人

生活における健康に関する課題

を発見し,その解決を目指して

科学的に思考し判断している.と

ともに,それらを他者に伝えて

いる。

運動の楽 しさぺつ喜ひを味わうこ

とができるよう,運動の合理的

な実践に自主的に取 り組もうと

している。また,健康を大切に

し, 自他の健康の保持増進や回

復についての学習に由主的に取

り組もうとしている。

観点

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り絶む態度

第
１
学
年
及
び
第
２
学
年

各種の運動遊びの行い方につい

て知つているとともに,基本的

な動きを身に付けていゃ。

各種の運動遊びの行い方を工未

しているとともに,考えたこと

を他者に伝えている。

各種の運動遊びの楽しさに触れ

ることができるよう,各種の運

動遊びに進んで取り組もうとし

ている。
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第
３
学
年
及
び
第
４
学
年

各種の運動の行い方について知

っているとともに,基本的な動

きや技能を身に付けている。ま

た:健康で安全な生活や体の発

育・発達について理角Tし ている。

自己の運動の課題を見付け,そ

の解決のための活動を工夫 して

いるとともに,考えたことを他

者に伝えているぅまた,身近な

生活における健康の課題 を見付

け,そ の解決のための方法を工

夫しているとともに,考えたこ

とを他者に伝えている。

各種(7)連動の楽しさや暮びに触

れることができるよう,各種の

運動に進んで取り組もうとして

いる。また,健康の大切さに気

付き,自 己の健康の保持増進に

ついての学習に進んで耳又り組も

うとしている。

第
５
学
年
及
び
第
６
学
年

各種の運動の行い方について理

解しているとともに,各種の運

動の特性に応 じた基本的な技能

を身に付けている。また,心の

健康やけがの防止,病気の予防

につヤ`て理角子しているとともに,

健康で安全な生活を営むための

技能を身に付けていると

自己やグループの運動の課題を

見付け,その解決のための活動

を工夫しているとともに,自 己

や仲間の考えたことを他者に伝

えている。また,身近な健康に

F美弓する課題を見付け,そ の解決

のための方法や活動を正夫 して

いるとともに, 自己や仲間の考

えたことを他者に伝えている。

各種の運動の楽 しさや喜びを味

わ うことができるよう,各種の

運動に積極的に取 り組もうとし

てぃる。また,健康・安全の大

切さに気付き, 自己の健康の保

持増進や回復についての学習に

進んで取り組もうとしている。

<中単検 保健体育>
観 点

知識・枝能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

体
育
分
野

第
１
学
年
及
び
第
２
学
年

各運動の特性や成 り立ち,技の

名称や行い方,伝統的な考え方 ,

各領域に関連 して高まる体力 ,

健康・安全の留意点についての

具体的な方法及び運動やスポー

ツの多様性,運動やスポィツの

意義や効果と学び方や
~女全な行

い方についての考え方を理解し

ているとともに,各領域の運動

の特性に応 じた基本的な技能を

身に付けている。

運動を豊かに実践するための自

己の課題 を発見 し,合理的な解

決に向けて,課題に応 じた運動

の取 り組み方や 目的に応 じた運

動の組み合わせ方を工夫 してい

るとともに,自 己や仲間の考え

たことを他者に伝えている。

運動の楽 しさや喜びを味わうこ

とができるよう,公正,協力 ,

責任,共生などに対する意欲を

もち,健康・安全に留意して
,

学習に積極的に取り組もうとし

ている。

第
３
学
年

選択 した運動の技の名称や行い

方,体力の高め方,運動を見察の

方法,ス ポーンを行 う際の健康 :

安全の確保の仕方についての具

体的な方法及び文化としてのス

ポーツの意義についての考え方

を理解しているとともに,選択

した領れ文の運動の特性に応じた

基本的な技能を身に付 けてい

る。

生涯にわたつて運動を豊かに実

践するための自己や仲間の課題

を発見し,合理的な解決に向け

て,課題に応 じた運動の取り組

み方や目的に応 じた運動の組み

合わせ方を二夫 しているととも

に,自 己や仲間の考えたことを

他者に伝えている。

運動の楽 しさや喜びを味わ うこ

とができるよう,公正,協力 ,

責任,参画,共生などに封する

意欲をもち,健康・安全を確保

して,学習に自主的に取り組も

うとしている。
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裸
健
分
野

の機能お発達と心の健麻,傷害

の防止,健康と環境について;

値l人生活を中心として科学的に

理解 している!ど
iと |イ|,基本白|

な技能を身に付けている。 ~

な生活と疾病め予防ぅ心身

の機能の発達と心の健康,傷害

の防止,健康と環境にういて,

個人生活におiす る健康Iご関する

課題を発見し,その解決を目指

して科学的に思考し判断してい

るとともに,それらを他者に伝

えている。         ・

健康な生活と疾病の予防,心身 健康な生活と疾病の予防,心身

の機能の発達L心の健康,傷害

の防生,健康と環境にっいて,

自他の健康の保持増進や回復に

ついての学習に自主的に取り組

もうとしている。
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外国語

(1)評価の観点及びその趣旨

く小学校 外国語>

<中学校 外国語>

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

・外国語の音声や文字,語彙,

表現】文構造,言語の働きな

どにっいて, 日本語 と外国語

との違いに気付き, これ らの

知識を理解 している。

・読むこと,書 くことに慣れ親

しんでいる。

・外国語の音声や文字,語彙 ,

表現,文構造,言語の働きな

どの知識を,聞 くこと,読む

こと,言舌すこと,書くことに

よる実際のコミユニケーシヨ

ンにおいて活用できる基礎的

な技能を身に付けている。

・コミュニケーシヨンを行 う目

的や場面,状況などに応じて,

身近で簡単な事柄について,

聞いたり話したりして, 自分

の考えや気持ちなどを伝え合

っている。

・ コミュニケーションを行 う目

的や場面,状況などに応 じて,

音声で十分慣れ親 しんだ外国

語の諸彙や基本的な表現を推

測しながら読んだり,語順を

意識 しながら書いた りして ,

自分の考えや気持ちなどを伝

え合っている。

外国語の背景にある文化に対す

る理解を深め;他者に酉己慮しな

がら,主体的に外国語を用ぃて

コミュニケーションを図ろうと

している。

観点 知識・故能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

趣
　
　
旨

・外国語の音声や語彙,表現 ,

文法,言語の働きなどを理解

しているも

・外国語の音声や語彙,表現 ,

文法,言語の働きなどの知識

をi聞 くこと,読むこと,話

すこと,書くことによる実際

のコミュニケーシヨンにおい

て活用できる技能を身に付け

ている。

コミュニケーシヨンを行 う目的

や場面】状況などに応 じて, 日

常的な話題や社会的な話題につ

いて,外国語で簡単な情報や考

えなどを理解 したり,これらを

活用して表現したり伝え合った

りしている。

外国語の背景にある文化に対す

る理角早を深め,聞 き手,読み手 ,

話し手;書き手に配慮 しながら,

主体的に外国語を用いてコミュ

ニケーションを図ろうとしてい

る3
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生 活

特別支援学校 (知的障害)イ 学ヽ部及び中学部における各教科

(1)評イ面の観点及びその趣旨

<小学部 生活>

(1)評価の観点及びそて
')趣

旨

<小学部 国語>

<中学部 >

観点 知識 日技能 思考 と判断・表現 主イ本的に学う習に取り組む態度

趣

　
　
旨

活動や体験の過程において, 自

分 自身,身近な人々,社会及び

自.然の特徴やよさ,それらの関

わり等に気付いてt｀ るとともに,

生活に必要な習1贋や技能を身に

付けてV｀ る。

自分 自身や身の回りの生活のこ

とや,身近な人々,社会及び自

然と自分との関わりについて理

解 し,考えた二とを表現 してい

る。

自分のことに取り組もうとした

り,身近な人た,社会及び自然

に自ら働きかけ,意欲や自信を

もつて学ぼうとしたり,生活を

豊かにしようとしたりしてい

ると

国

観点 知識 口技能 思考 ,判断・表現 主体的に学習に耳叉り組む態度

趣
　
　
旨

日常生活に必要な国語にっいて,

その特質を理解し使つている。

「聞くこと。話すこと」,「書

くこと」,「読むこと」の各領

域におV｀ て, 日常生活における

人との関わりの中で伝え合 う力

を身に付け,思い付いた り考え

たりしている。

言葉を通 じて積極的に人と関わ

ったり,思い付▼、たり考えたり

しながら,言葉で伝え合うよさ

を感じようとしているとともに,

言語感覚を養い,言葉をよりよ

く使おうとしている。

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

日常生活や社会生活に必要な国

語について,その特質を理角子学

適切に使つている。

「聞くこと。話すこと」,「書

くこと」,「読むこと」の各領

域において, 日常生活や社会生

活における人との関わりの中で

伝え合 う力を高め,自 分の思ヤ
|

や考えをまとめている。

言葉を通じて積極的に人と関わ

ったり,思いや考えをまとめた

りしながら,言葉がもつよさに

気付こうとしているとともに,

言語感覚を養い,言葉をよりよ

く使おうとしている。
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社 会

(1)評価の観点及びその趣旨

<中学部 社会>

算数 B数学

(1)評価の観点及びその趣旨

く小学部 纂数>

<中学部 数学>

観 点 知識 口技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

趣
　
　
旨

ナ也域や我が国の国土の地理的環

境,現代社会の仕組みや役割 ,

地域や我が国の歴史や伝統と文

化及び外国の様子について,具

体的な活動や体験を通して理解

しているとともにぅ経験したこ

とと関連付けて,調べまとめて

ヤヽる。

社会的事象について, 自分の生

活と結び付けて具体的に考えた

り,社会との関わりの中で;選

択・判断したことを適切に表現

した りしている。

社会的事象について,国家及び

社会の担い手として,よ りよい

社会を考え主体的に問題解決し

ようとしている。

観点 知識・故能 思考・判断 H表現 主体的に学習に取り組む態度

馬避
　　
　　
』日

,数量や図形などについての基

礎的・基本的な概念や性質な

どに気付き理解 している。

・ 日常の事象を数量や図形に着

目して処理する技能を身に付
~け

ている。

日常の事象の中から数量や図形

を直感的に捉える力,基礎的・

基本的な数量や図形の性質など

に気付き感!じ 取る力,数学的な

表現を用いて事象を簡潔・明瞭

・的確に表した り目的に応 じて

柔軟に表したりする力を身に付

けている。

数学的活動の楽しさに気付き,

関心や興味をもち,学習したこ

とを結び付けてよりよく問題を

解決 しようとしたり,算数で学

んだことを学習や生活に活用し

ようとしたりしている。

観 点 知識・技能 思考 B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ヤⅢての基

礎的・基本的な概念や性質な

どを理解している。

・ 日常の事象を数理的に処理す

る技能を身に付けている。

日常の事象を教理的に捉え見通

しをもち筋道を立てて考察する

力,基礎的・基本的な数量や図

形の性質などを見いだし統合的

,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・的確に表現したり目的に応

じて柔軟に表したりする力を身

にイヽl・ けている。

数学的活動の楽しさや数学のよ

さに気付き,粘 り強く考えたり,

学習を振り返つてよりよく問題

を解決しようとしたり,数学で

学んだことを生活や学習に活用

しようとしたりしている。
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理 科

(1)評価の観点及びその趣旨

<中学部 理科>

音 楽

(1)評価の観点及びその趣旨

<小学部 音楽>

<中学部 音楽>

観 点 知識 口技能 思考・判断 t表現 主体的に学習に取り組む態度

趣
　
　
旨

自然の事物・現象についての基

本的な性質や規則性などについ

て理解しているとともに,器具

や機器などを目的に応 じて扱い

ながら観察,実験などを行い ,

それらの過程や得られた結果を

記録 している。

自然の事物。現象について観察】

実験などを行い,疑問をもつと

ともに,予想や仮説を立て,そ

れらを表現するなどして問題解

決している。

自然の事物・現象に進んで関わ

り,学んだことを学習や生活に

生かそうとしている。

観 点 知識・枚能 思考・判断・表現 主体的に学習に取 り組む態度

趣
　
　
」口

・ 山名や曲想 と音楽のつくりに

ついて気付いている。

・感じたことを音楽表現するた

めに必要な技能を身に付け,

歌つたり,演奏したり,音楽

をつくらたり,身体表現で表

している。

音楽を形づくつている要素を聴

き取り,それらの働きが生み出

すよさや面白さ,美 しさを感 じ

取 りながら,聴き取つたことと

感 じ取つたこととの開わりにう

いて考え,どのように表すかに

ついて思いをもうたり,曲や演

奏の楽しさなどを見いだし;音

や音楽を味わって聴いたりして

いる。

音や音楽に親しむことができる

よう】音楽活動を楽しみながら

主体的・協働的に表現及び鑑賞

の学習活動に取り組もうとして

いると

観 点 知識 “枝能 思考・判断 ,表現 主体的に学習に取 り組む態度

趣
　
　
旨

・曲名や曲想と音楽の構造など

との関わりについて理解して

ヤヽる。

・表 したい音楽表現をするため

に必要な技能を身に付け,歌

った り,演奏 した り,音楽を

う くった り,身体表現で表 し

ている。

音楽を形づくつている要素を聴

き取 り,それらめ働きが生み出

すよさや面白さ,美 しさを感じ

取りながら,聴き取つたことと

感 じ取つたこととの関わ りにつ

いて考え, どのように表すかに

ついて思いや意図をもつたり,

曲や演奏のよさなどを見いだ

し,音や音楽を味わつて聴いた

りしている。

音や音楽に親しむことができる

よう,音楽活動を楽 しみながら

主体的・協働的に表現及び鑑賞

の学習活動に取り組もうとして

いる。
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工作 田美術

(1〕 評価の観点及びその趣旨

<小学部 国画工作>

<中学部 美術>

(1)評価の観点及びその趣旨

<小学部 体育>

観 点 知識 日技能 思考・判断 E表現 主体的に学習に取り組む態度

趣

・

旨

・形や色などの造形的なネ見点に

気付いているc

i表 したいことに合わせて材料

や用具を使い,表 し方を工夫

してうくつている。

形や色などを基に, 自分のイメ

ージをもちながら,造形的なよ

さや美 しさ,表 したいことや表

し方などについて考えるととも

に,発想や構想をしたり,身の

回りの作品などから自分の見方

や感じ方を広げたりしている。

つくりだす喜びを味わい主体的

に表現及び鑑賞の学習活動に取

り組もうとしている。

観 点 知識 =枝能 思考 ,判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

趣
　
　
旨

i造形的な視点について理解 し

ている。

・表したいことに合わせて材料

や用具を使い,表 し方を工未

する技能を身に付けている。

造形的な特徴などからイメージ

を提えながら,造形的なよさや

面白さ,美 しさ,表 したいこと

や表し方などについて考えると

ともに,経験したことや材料な

どを基に,発想し構想 したり,

造形や作品などを鑑賞し, 自分

の見方や感 じ方を深めたりして

いる。

創造活動の喜びを味わい主体的

に表現及び鑑賞の学習活動に取

り組もうとしている。

ミ育 H保健体育

観点 知識・枝能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

趣
　
　
旨

遊びや基本的な運動の行い方

ついて矢口つているとともに, 基

本的な動きを身に付けているど

また,身近な生活にゃける健康

について知つているとともに,

健康な生活に必要な事柄を身に

付けている。

1こ 遊びや基本的な運動についての

自分の課題に気付き,その解決

に向けて自ら行動 し,考えてい

るとともに,それらを他者に伝

えている。また,健康について

の自分の課題に気付き,その解

決に向けて自ら考えているとと

もに,それ らを他者に伝えてい

る6

遊びや基本的な運動に楽しく取

り組もうとしている。また,健

康に必要な事柄に取 り組もうと

している。
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<中学部 保健体育>

職業 口家庭

(1)評価の観点及びその趣旨

<中学部 職業 B家庭>

外国語        i
(1)評価の観点及びその趣旨

<中学部 外国語>

観 点 知識 “技能 思考 1判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

趣
　
　
旨

各種あ運動の特性に心じた技能

等を理解しているとともに,碁

本的な技能を身に付けている。

また,自分の生活における健康

・安全にちいて理解して▼`ると

もに,基本的な技能を身に付け

ている。

各種の運動についての自分の課

題を見付け,その解決に向けて

自ら思考 し判断しているととも

に,それらを他者に伝えている。

また,健康 :安全にあいての自

分の課題を見付とす,その解決に

向けて自ら思考し判断している

とともに,それ らを他者に伝 え

ている。

運動の楽しさや喜びを味わうこ

とができるよう,運動に進んで

取 り組もうとしている。また,|

健康を大切にし,自 己の健康の

保持増進に準んで取り組もうと

している。

観 点 知識 日技能 思考 ,判断 ,表現 主体的に学習に取り組む態度

筑胆
　
　
　
　
」自

将来の家庭生活や職業生括 t手係

る基礎的な女口識や技能を身に付

けている。

将来の家庭生活や職業生活に必

要な事柄を見いだして課題を設

定し,解決策を考え,実践を評

価 。改善し, 自分の考えを表現

するなどして,課題を解決する

力を身に付けている。

よりよい家庭生活や将来の職業

生活の実現に向けて,生活を工

夫 し考えようとしたりして,実

l雅党しようとしている。

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

外国語を用いた体験的な活動を

通して,外国語の音芦や基本的

な表現に慣れ親しんでいる。 i

身近で簡単な事柄について,外

国語で聞いたり話したり■て自

分の考えや気持ちなどを伝え合

っている。

外国語を通して,外国語やその

背景にある文化の多様性を知

り,相手に配慮しながらコミュ

ニケーションを図るうとしてい

る。        i
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特打u支援学校 (視鴬障害(購覚障害、肢休不自由又は病弱)

1 -「 ! Jヽ単部悴おける外国語活動.

(1〉 評価の観点及びその騨ョ

<ホ撃穣 外歯語活動の記録>

観点 知識 Ⅲ故能 思考 。判断・表現 主体的に学習

趣

　

管

・外国語を通じて,言語や文化
イ
について体験的に理解を深め

ている。.  :   一

。日本語とタト菌語の音声の送iヽ

等に気付いている。  i
・外国語の管声や基本的な表予滉

に慣れ親しんでいると

身近で簡単な事柄に9いてュ外

国語で開いたり話したワ|て 自

分ρ考えや気持ぢなどを伝え合
っている。

外国語を通して,言語やその背

景にある文化に対する理解を深

め,相手に配慮しながら,主体

的に外国語を用いて章ミュニケ
エションを図ろうとしている。

1



特別支援学校 (知的障害)1ヽ学部における外国語活動

(1)評価の存見点及むその趣旨

<小学部 >

観点 知識 B技能 患考 E判断「表現 主体的に学習に取り組む密度

趣

　

旨

う外国語を用いた体験的な活動

を導して,日 本語と外国帝の

音声の導いなどに纂付Vヽてい

る。       .・  =

・外国語の苦芦に慣れ親じんで

い0。

身近で簡単な事柄 1こ
ついて,

国語に触れ,自 分の気持ちを伝
え合っている。      i

外国語を通して:外国の文化な

どに触れながら,言語Aの関心

を高めぅ進んでコミユニケ∵シ

,コ ンを図ろうとしている。
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(1)評価の観点及びその趣旨

<小学校 合的な学習の時間

<中学校 総合的な学習の時間の記録>

総合的な学習の時間

主体的に学習に取り組む態度思考・判断・表現
観点 知識・故能

探究的な学習に主体的 :協イ動的

に取 り組もうとしているととも

に,互いのよさを生iか しながら,

積極的に社会に参画しようとし

ている。

実社会や実生活の中から問いを

見いだし, 自分で課題を立て,

情報を集め,整理・分析して,

まとめ・表現している。
趣
　
　
旨

探究的な学習の過程において,

課題の解決に必要な知識や技能

を身に付け,課題に関わる糾念

を形成し,探究的な学習のよさ

を理解 している。

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

銹駐
　
　
　
　
」日

探究的な学習の過程において ,

課題の解決に必要な知識や技能

を身に付け,課題に関わる概合

を形成し,探察的な学習のよさ

を理解している。

実社会や実生橋の中から問いを

見いだし, 自分で課題を立て,

情報を集め,整理 ご分析 して;

まとめ 。表現している。

探究的な学習に主体的・協働的

に取り組もうとしているととも

に,互いのよさを生かしながら,

積極的に社会に参画しようとし

ている。
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(1)評価の観点及びその趣ξ

<小学校 特別活動の記録>

<中学校 特別活動の記録>

特別活動

観点 知識 日技能 思考 a判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

趣
　
　
旨

多様な他者と協働する様々な集

団活動の意義や,活動を行 う上

で必要となることについて理解

している。

白弓の生活の充実・向上や自分

らしい生き方の実現に必要とな

ることについて理解 している。

よりよい生活を築くための請合

い活動の進め方,合意形成の図

り方などの技能を身に付けてい

る。

所属する様寿な集団や自己の生

活の充実・向上のため、問題を

発見し,解決方法について考え,

話し合い,合意形成を図つたり,

意思決定をしたりして実践して

ヤ`る。

生活や社会,人間関係をよりよ

く築くために, 自主的に自己の

役害」や責任を果たし,多様な他

者と協働 して実践しようとして

いる。

主体的に自己の生き方について

の考えを深め,自 己実現を図ろ

うとしている。

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

多様な他者 と協イ壼力する様々な集

団活動の意義や,活動を行う上

で必要となることにあいて理解

していると

1自 己め生活の充実・巾上や自己

実現に必要となる情報及び方法

を理解 している。

よりよい生活を構築するための

話合い活動の進め方,合意形成

の図り方などの技能を身に付け

ている。

所属する様々な集団や自己の生

活の充実・向上のため,問題を

発見し,解決方法を話し合い、

合意形成を図つたり,意思決定

をした りして実践している。

生活や社会,人間関係をよりよ

く構築するために, 自主的に自

己の役割や責任を果たし,多様

な他者 と協働して実践しようと

している。

主体的に人間としての生き方に

ついて考えを深め,自 己実現を

図ろうとしている。
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tl)評価項目及びその趣旨

<小学校 行動の記録>

行動の記録

目 学  年 趣
』
日

基本的な生活習慣 第 1学年及び

学年

2 安全に気を付け,時間を守り,物を大切にし,気持ちの|いあ

ぃさらを行い,規則正しい生活をする。

第 3学年及び第 4

学年

安全に努め,物や時間を有効に使い,礼儀正しく節度のある生

活をするも

第 5学年及び第 6

学年

白他の安全に努め,ネ L儀正しく行動し,節度を守り節制に心掛

ける。

健康・体力の向上 第 1学年及び第 2

学年

心身の健康に気を付け,進んで運動をし,元気に生活をする。

第 3学年及び第 4

学年

心身の健康に気を付け,運動をする習1貫を身に付け,元気に生

活をする。

第 5学年及び第 6

学年

心身の健康の保持増進と体力の向上に努め,:元気に生活をする。

自主・自律 第 1学年及び第 2

学年

ょいと思 うことは進んで行い,最後までがんばるP

第 3学 年及び第 4

学年

自らの目標をもつて進んで行い,最後までねばり強くやり通す。

第 5学年及び第 6

学年

夢や希せ望をもつてより高い目標を立て,当面?課題に根気強く

取 り組み,努力する。

責任感 第 1学年及び第 2

学年

自分でやらなければならない■とは, しつかりと行う。

第 3学年及び第 4

学年

自分の言動に責任をもち,課せられた役割を誠意をもつて行 う。

第 5学年及び第 6

学年

自分の役害1と 責任を自覚し,信頼される行動をする。

創意工夫 第 1学年及び第 2

学年

自分で進んで考え,工夫しながら取り組む。

第 8学年及び第 4

学年

自分でよく考え, 課題意識をもつて工夫し取り組む。

第 5学年及び第 o

学年

進んで新しい考えや方法を求め,工未レて生活をよりよくしよ

うとする。

思いや り。協力 第 1学年及び第 2

学年

身近にいる人々に温かい心で接 し,親切にし,F力 け合 う。

第 3学年及び第 4

学年

相手の気持ちや立場を理解して思いや り,仲よく助 tす合 う。

第 5学年及び第 6

学年

思いや りと感謝の心をもち,異なる意見や立場を尊重し,力を

合わせて集団生活の向上に努める。

生命尊重・自然愛護 第 I学年及び第 2

学年

生きているものに優しく接レ, 自然に親しむ。

第 3学 年及 び第 4

学年

自他の生命を大切にし,生命や自然のすばらしさに感動する。
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第 5学 年及び第 6

学年

自他の生命を大切にし, 自然を愛護する。

勤労 '奉仕 第 1学 年及び第 2

学年

手伝いや仕事を進んで行 う。

第 3学年及び第 4

学年

働 くことの大切 さを知 り,進んで働 くようにする。

第 5学年及び第 6

学年

働 くことの意義を理解 し,人や社会の役に立つことを考え,進

んで仕事や奉仕活動をする。

公正 `公平 第 1学年及び第 2

学年

自分の好き嫌いや利害にとらわれないで行動する。

第 3学年及び第 4

学年

相手の立場に立って公正・公平に行動する。

第 5学年及び第 6

学年

だれに対しても差別をすることや偏見をもつことなく,正義を

大切にし,公正・公平に行動する。

公共心・公徳心 第 1学年及び第 2

学年

約束やきまりを守らて生活し,みんなが使うものを大切にする。

第 3学年及び第 4

学年

約束や社会のきまりを守つて公徳を大切にし

'人

に迷惑をかけ

ないように心掛け,のびのびと生活する。

第 5学年及び第 6

学年

規貝けを尊重し,公徳を大切にするとともに,我が国や郷土の伝

統と文化を大切にし!学校や人々の役に立つことを進んで行う。

<中学校 行動の記録>
項  目 学   年 趣 日

基本的な生活習慣 第 1学年,第 2学年

及び第 3学年

自他の安全に努め,礼儀正しく節度を守り節制に心掛け調和の

ある生活をする。

健康・体力の向上 第 1学年,第 2学年

及び第 3学年

活力ある生活を送るための心身の健康の保持増進と体力の向上

に努めている。

自主・自律 第 1学年,第 2学年

及び第 3学年

自分で考え,的確に判断 し, 自制心をもつて自律的 tこ行動する

とともに,よ り高い目標の実現に向けて計画を立て根気強く努

力する。

責任感 第 1学年,第 2学年

及び第 3学年 .

自分の役割を自覚して誠実にや り抜き,その結果に責任を負 う。

創意工夫 第 1学年,第 2学年

及び第 3学年

探究的な態度をもち,進んで新しぃ考えや方法を見付け,自 ら

の個性を生かした生活を正大する。

思いやり・協力 第 1学年,第 2学年

及び第 3学年

だれに対しても思いや りと感謝の心をもち,自 他を尊重し広い

心で共に協力し,よ りよく生きていこうとする6

生命尊重・自然愛護 第 1学年,第 2学年

及び第 3学年

自他の生命を尊重し,進んで自然を愛護する。

勤労・奉仕 第 1学年,第 2学年

及び第 e学年

勤労の尊さや意義を理解 して望ましい職業観をもち,進んで仕

をする。

公正 `公平 第 1学年,第 2学年

及び第 3学年

正 と不正を見極め,誘惑に負けることなく公正な態度がとれ ,

差別や偏見をもつことなく公平に行動する。

公共心・公徳心 第 1学年,第 2学年

及び第 3学年

規則を尊重 し,公徳を大切にするとともに,我が画の伝統と文

化を大切にし,国際的視野に立って公共のために役に立つこと

を進んで行 う。
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特別支援学校 (視党障害、聴覚障害、肢体不自由又は病弱)における

各学科に共通する各教科 ::科目

教科 観  点 趣  旨

国

語

知識「枝能
生涯にわたる任会生活に必要な国語につぃて,その

特質を理解し適切に使っている。

思考 口判断 g表現

「話すこと・聞くこと」,「書くこと」,「読むこと」の

答領域において,生涯にわたる社会生活における他

者とあ関わりの中で伝え合う力を高め,自分の思い

や考えを広げたり深めたりしている。

主体的に学習に取り組む態度

言葉 じて積極的に他者 と関わつたり,思いや考

えを深めたりしながら,言葉のヽ つ価値への認識を

深めようとしているとともに,言語感覚を磨き,言葉

を効果的 うとしている。

地
理
歴
史

知識 H被能

現代世界の地域的特色と日本及び世界の歴史の農開

に関して理解しているとともに,調査や諸資料か々

様々な情報を適切かつ効果的に調ぶまとめてぃる。

思考 “判断 日表現

地理や歴史に関わる事象の意味や意義,特色ゃ相互

の関連を,概念などを活用して多面的,多角的に考察

したり,社会に見られる謀題の解決に向けて構想し

たり,考察!構督したことを効果的に謀明したり,そ

れらを基に議論したりしている。

主体的に学習に取 り組む態度

地速や歴史に関わる諸事象について,国家及び社会

の形成をとして,よ りよい井会の■現を視野に課輝

を主体的に解決しようとしている。

知識 阻枝能

選択・判断の手掛かりとな ,:及び倫理,

政治,経済などに関わる現代の諸課題について連解

しているとともに子諸資料から様々な情報を適切か

つ効果的に調べまとめている。

思考 Ⅲ判断日表現

現代の諸課題について, 事実を基に概念などを活用

して多面的D多角的に考察したり,解決に向けて公エ

に判断したり,合意形成や社会参画を視野イ1入れな

が,ら構想したことを している。

主体的に学習に取り組む態度
国家及び社会の形成者として,よ りよい社会の実現

を視野に,現代の諸課題を主体的に解決しようとし

ている。
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数

学

知識 口技能

・数学における基本的な概念や原理・法則を体系的

に理角子している。

・事象を数学化したり,数学的に解釈したり,教学的

に表現・処理したりする技能を身に付けている。

思考 日判断 H表現

数学を活用して事象を論理的に考察する力, 事象の

本質や他の事象との関係を認識し統合的・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

H末・的確に表現する力を身に付けている。

主体的に学習に取り組む態度

・数学のよさを認識し積極的に数学を活用レようと

したり,粘 り強く考え数学的論拠に基づいて判断

したりしようとしている。

・問題解決の過程を振り返らて考察を深めたり,評

価・改善しようとしたりしている。

理

科

知識 日技能

自然の事物。現象についての概念や原理・法則などを

理解 しているとともに,科学的に探究するために必

要な観察,実験などに関する基本操作や記録などの

技能を身に付けている。     ｀

思考 J判断 口表現

自然の事物,現象から問題を見いだし,見通しをもつ

て観察,実験などを行いI得 られた結果 分々析して解

釈し,表現するなど,科学的イ1探究している。

主体的に学習に取り組む審度

自然の事物・現象に主体的に関わり,見通しをもつた

り振 り返つたりするなど,科学的に探究しようとし

ている。

保
健
体
育

知識・枝能

運動

や生

につ

を身

健康

技能

,計画的な実践に関する具体的な事項

涯にわためて運動を豊かに継続するための理論

いて理解 しているとともに, 目的に応じた技能

に付けている。また,個人及び社会生活における

。安全について総合的に理解しているとともに,

を身に付けている。

思考 B判断 D表現

自己や仲間の課題を発見し,合理的,計画的な解決に

向けて,課題に応じた運動のみり組み方や目的に応

じた運動の組み合わせ方を工夫しているとともに,

それらを他者に伝えてし`る。また,個人及び社会生活

における健康に関する課題を発見し,その解決を目

指して総合的に思考し判断しているとともに,それ

ら に伝えている。

主体的に学習に取り組む態度

運動の楽しさや喜びを深く味わうことができるよ

う,運動の合理的;計画的な実践に主体的に取 り組も

うとしている。また,健康を大切にし,自 他の健康の

イ呆持増進や回復及び健康な社会づくりについての学

習に主体的に取り組もうとしている。
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・曲想 と音楽の構造や文化的・歴史的背景などとの

関わり及び音楽の多様性などにつぃて理解を4め
ている。

・創意工夫などを生かした音楽表現をするために必

要な技能を身に付け,歌唱,器楽,創作などで表し

ている。

知識 H技能

音楽を形づくつている要素や要素同■の関連

し,それらの働きを感受しながら,知覚したことと感

受したこととの関わりにっいて考れ,どのように表

すかについて表現意図をもつたり,音楽を評価しな

がらよさや美しさを味わって聴いたりしている。

を知覚

思考 口判断 E表現

音や音楽,音楽文化と豊かに関わり主体的,協働的に

表現及び鑑賞の学習活動に取り組もうとしている。

立口
　

楽

主体的に学習に取り組む態度

・対象や事象を提える造形的な視点について理解を

深めている。

・創造的な美術の表現をするために必要な技能を身

に付け,意図に応じて表現方法を倉1意工夫し,表 し

ている。

知識 J技能

造形的なよさや美しさ,表現の意図1創造的な

美術の働きなどにらぃて考えるとともに,主題を生

成し発想や構想を練ったり,美術や美術文化に対す

る見方や感 じ方を深めた りしている。

工夫,

思考 但判断 n表現

美術や美術文化と豊かに関わり主体的に表現及び鑑

賞の創造活動に取り組もうとしている。

美

　

術

主体的に学習に取り組む態度

。対象や事象を捉える造形的な視点について

深 めている。

・創造的な工芸の制作をするために必要な技能を身

に付け,意図に応じて制作方法を創意エナくし,表 し

理角子を

ている。

知識 B技能

造形的なよさや美しさ,表現の意図と

の働きなどにういて考えるとともに,思いや願いな

どから発想や構想を練つたり,工芸やI芸の伝統と

ヒに対する見方や感じ方を深めたりしてぃる。

倉ll意工夫,工芸

文イ

思考 B判断 B表現

工芸や工芸の伝統と文化と豊かに関わり主体的に表

現及び鑑賞の創造活動に取り組もうとしている。

二
　　
　　
　
十一〓

主体的に学習に取り組む態度

法や形式,書表現の多様性について,

書の創造的活動を通して理解を深めている。

・書の伝統に基づき,作品を効果的・倉J造的に表現す

るために必要な技能を身に付け,表 している。

・書の表現の方
書

　

道

知識 E技能
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思考・判断「表現

書のよさや美しさを感受し,意図に基づいて創造的

に構想し個性豊かに表現を工大したり,作品や書の

伝統と文化の意味や価値を考え,書の美を味わい深

く捉えたりしている。

主体的に学習に取り組む態度
書の伝統と文化と豊かに関わり主体的に表現凛び鑑

賞の創造的活動に取り組もうとしている。

外国語の音声や語彙,表現,文法,言

について理解を深めている。

・外国語についての音声や語彙,表現,文法,言語の

イ多力きなどの知識を,聞くこと,読むこ|;話すこ

と,書 くことによる実際のコミュニケーションに

おいて,目 的や場面,状況などに応じて適切に活用

で き る技能を身に付けている。

きな ど

外

国

語

知識 B技能

思考 L判断・表現

コミュ■ケーシヨンを行う目的や場面,状罪などに

応じて,日 常的な話題や社会的な話題について,外国

語で情報や考えなどの概要や要点,詳細,話 し手や書

き手の意図などを的確に理解したり,これらを活用

して適切に表現したり伝え合ったりしている。

主体的に学習に取 り組む態度

外国語の背景にある文化に対する理解を深め,聞き

手,読み手,話 し手,書き手に配慮しながら,主体的,

自律的に外国語を用いてコミュニケーシヨンを図ろ

うとしている。

家

庭

知識 E枝能

人間σ)生涯にわたる発達と生活の営みを総合的に捉

え,家族・家庭の意義,家族。家庭と社会との関わり

について理解を深め,生活を主体的に営む々めに必

要な家族・家庭,衣食住,消費や環境などについて理

解しているとともに,それらに係る技学を身に付け

ている。

思考 E判断 日表現

生涯を見通して,家庭や地域及び社会におlす る生活

の中から問題を見いだして課題を設定し,響決策を

構想し,実践を評価・改善し,考察したことを根拠に

基づいて論理的に表現するなどして課題を解決する

力を身に付けている。

主体的に学習に取 り組む態度

様々な人々と協働し,よ りよい社会の構築に向けて,

課題の解決に主体的に取り組んだり,振 り返?て改

善したりして,地域社会に参画しようとするととも

に;自 分や家庭,地域の生活を創造し,実践しようと

している。

情

華尿

知識 日技能

情報と情報技術を問題の発見・解決に活用するため

の知識について理解し,技能を身に付けているとと

もに,情報化σ)進展する社会の特質及びそのよう声

社会と人間との関わりについて理解している。
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思考 日判断 B表現

事象を情報とその結び付きの視点から提え, 問題の

発見・解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果

的に用いている。

主体的に学習に取 り組む態声又

情報社会との関わりについて考えながら,問題の発

見・解決に向けて主体的に情報と情報技術を活用し,

自ら評価レ改善しようとしている。

理

数

知識 。技能
対象とする事象について探究するために必要な知識

及び技能を身に付けている。

思考口判断 I表現

多角的,複合的に事象を捉え,数学や理科などに関す

る課題を設定して探究し,課題を解決する力を身に

付1すてヤ`る。   「               ´

主体的に学習に取り組む態度

事象や課題 向 き合 粘 り強く考え行動様 々 な に ヽ予

し,課題の解決や新たな価値の創造に向けて積極

的に挑戦しようとしている。 i        ―

・探究の過程を振り返つて評価 。改善しようとして

いる。
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特別支援学校 (視覚障害、聴覚障害、肢体不自由又は病弱)における

主として専門学科において開設される各教科 B科目

教科 観  点 趣  旨

辰

業

知識「技術
農業の各分野について体系的・系統的に理解してい

るとともに,関連する技術を身に付けている。

思考 i判断 E表現

農業に関する課題を発見し,職業人に求められる倫

理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を身に

付けている。

主体的に学習に取り組Ⅲ態度
よりよい社会の構築を目指して自ら学び,農業の振

興や社会貢献1■主体的かつ協十動的に取り組む態度を

身に付けている。        :      I

エ

業

知識 L技術
工業の各分野について体系的 。系統的に理解してい

るとともに,関連する技術を身に付けている。

思考 J判断 B表現

工業に関する課題を発見し,職業人に求められる倫

理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を身に

付けている。

主体的に学習に取り組む態度

よりよい社会の構築を目指して自ら学び,工業の発

展に主体的かつ協イ菖力的に取り組む態度を身に付tすて

いる。

商

業

知識 日技術
商業の各分野について体系的・系統的に理解してV｀

るとともに,関連する技術を身に付けている。

思考 日判断 し表現

ビジネスに関する課題を発見し,職業人に求められ

る倫理観を踏まえ合理的かつ創造白|に解決する力を

身に付けている。

主体的に学習に取 り組む態度

よりよい社会あ構築を目指して自ら学び,ビジネス

の倉1造 と発展に主体的かつ場働的に取り組む態度を

身に付けている。

水

産

知識 B技術
水産や海洋の各分里予について体系的・系擁的に理解

しているとともに,関連する技術を身に付けている。

思考 H判断・表現

水産や海洋に関する課題を発見し,職業人に本めら

れる倫理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力

を身に付けている。

主体的に学習に取り組む態度

よりよい社会の構築を目指して自ら学び,水産業や

海洋関連産業の振興や社会貢献に主体的かつ協働的

に取り組む態度を身に付けている。
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家

庭

知識 日技術
生若産業の各分野について体系的・系統的に理解し

ているとともに,関連する技術を身に付けていう。

思考・判断 E表現

生活産業に関する課題を発見し,職業人に求められ

る倫理観を踏まえ合理的かつ倉ll造的に解決する力を

身に付けている。

主体的に学習に取 り組む態度

よりよい社会の構築を目指して自ら学び,生活の質

の向上と社会の発展に主体的かつ協働的に取り組む

態度を身に付けている。

看

護

知識 口技術
看護について体索的・系統的に理解しているととも

に,関連する技術を身に付けている。

思考 E判断・表現

看護に関する課題を発見し,職業人に求められる倫

理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を身|こ

付けてヤ`る。         .

主体的に学習に取り組む態度

よりよい社会の構築を目指 して自ら学び,人たの催

康の保持増進に主体的から協働的に取り組む態度を

身に付けている。

情

幸限

知識 B技術
情報の各分野t=らぃて体系的・系統的に理解してい

るとともに,関連する技術を身に付けてぃる。

思考 日判断 日表現

情報産業に関する課題を発見し,職業人に求められ

る倫理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を

身に付けている。

主体的に学習に取り組む態度
よりよい社会の構築を目指して自ら学び,情報産業

の創造と発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を

身に付けている。

福

祉

知識 H技術
福祉の各分野にらぃて体系的 。系統的に理解してい

るとともに,関連する技術を身に付けている。

思考 田判断 口表現

福祉に関する課題を発見し,職業人に求められる倫

理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を身に

付けている。

主体的に学習に取り組む態度

よりよい社会の構築を目指して自ら学び, 福祉社会

の倉1造 と発く展に主体的かつ協働的に取り組む態度を

身に付けている。

理

数
知識 i枝能

数学及び理科における基本的な概念,原理・法則など

について系統的に理解しているとともに,探究する

ために必要な知識や技能を身に付けている。
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思考 日判断 E表現
多角的,複合的に事象を提え,数学的,科学的に考察

し表現する力などを身に付けている。

主体的に学習に取 り組む態度

数学や理科などに関する事象や課題に向き合い,課

題の解決や新たな価値の創造に向けて積極的に挑戦

しようとしている。

体

育

知識 日技能

運動の主体的,合理的,計画的な実践に関する具体的

な事項やスポエツの推進及び発展に寄与するための

事項について理角雫しているとともに,生涯を通した

スポエツの推進及び発展に必要な技能を身に付けて

いる。

思考・判断 "表現

スポーツの多様な実践と推進及び発展についての自

他や社会め課題を発見し,主体的,合理的,計画中な

解決に向けて思考し判断しているとともに,それら

を他者に伝えている。

主体的に学習に取り組む態度

生 を通 してスポーツと多様に関わるとともに不ポ

―ンの推淳及び発展に寄与することができるよう,

運動の主体的,合理的:計画的な実践に主体的に取り

組もうとしている」

垂
日

楽

知識 E枝能

音楽に関する専門的で幅広く多様な内容について理

解を深めているとともに,表現意図を音楽で表すた

めに必要な技能を身に付けている。

思考 ■判断 日表現

音楽に関する専門的な知識や技能を総合的に働 か

せ,音楽の表現内容を解釈したり音楽の文十ヒ的価値

などにういて考えたりしているとともに,表現意図

を明確にもったり,音楽や演奏の価値を見いだして

鑑賞したりしている9  i

主体的に学習に取 り組む態度
主体的に音楽に関する専門的な学習に取 り組もうと

している。

美

術

知識 “技能

美術に蘭する専P弓 的で幅広く多様な内容について理

解を深めているとともに,独創的1倉J造中に表してい

る。

患考 B判断 B表現
美術に関する専F目 的な知識や技能を総合的に働か

せ,創造的に思考,判断し,表現している。

主体的に学習に取 り組む態度
主体的に美術に蘭する専 F目 的な学習に取 り組もうと

している。
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英

　

語

知識 E旗能

・英語の音声や語彙,表現,文法,言語の働きなどに

ういて理解を深めているd

`英語についての音声や語彙,表現,文法,言語の働

きなどの知識を,聞 くこと,「読むこiと ,話すこと,

書くことによる実際のコミュニケーションにおい

て,目 的ゃ場面,状況などに応じて適切に活用でき

る技能を身に付けでいる。

患考 L判断 ‐表現

コミユ■ケーションを行う目的や場面,状況など

応じて,日 常的な話題や社会的な話題について,4英語

そ情報や考えなどの概要や要点,詳細,誓し手や書き

手の意図などを的確に理角平したり,これらを活用し

て適切に表現したり伝え合つたりしている。

1こ

主体白勺に学習に耳又り組む態度

英語の背景にある文化に対する理解を深め,聞き手,

読み手,話し手,書き手に配慮しながら,主体的,自

律的に英語を用いてコミュニケ■ションを図ろうと

している。
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特別支援学校 (視覚障害)高等部における各教科Ⅲ科目

教科 観  `点

あん摩。マジサージ・指圧について体系的:・ 系統的に

理解してしⅢるとともに,閂導する茂術を身に付けて
いると                |

保
縫
理
療

知識・技術

思考 B判断ギ表現

あん摩・マうサーツ。指戸上に関する課態を警え|,騨
業人に求められる倫理観を踏まえ合理的かつ溶I造的

に解決する力を身に付けてぃる。

主体的に学習に凛り組む警度
よりよい社会の構築を目指して自ら学び,人 の々健

康の保持増進及び疾病の治療に主体的かつ協働的に

寄 する態度を身に付けているも



特別支援学校 (聴覚障害)高等部における各教科E科ロ

教科 観   点 趣  旨

Fロ

用1

知識 日技術
印刷の各工程について体系的・系極的に理解してVI

るとともに,関連する技術を身に付けている。

思考 口判断 日表現

印刷産業に関する課輝を発見し,職業人としての倫

理観をもつて合理的かつ創造的に解決する力を身に

付けている。

主体的に学習に取り組む態度

よりよい社会の構築を目指 して自ら学び,印刷産業

の創造と発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を

身に付けている。

理
容

美
容

知識 嵐技術
理容・美容について体系的・系統的に理解してvヽ

ると

とも,に,関連する技術を身に付けている。

思考 口判断 a表現

理容・美容に関する課題を発見し,職業人に求められ

る倫理感を踏まえ合理的かつ倉U造的に解決する力を

身に付けている。

主イ本的に学者に取り組む態度
よりよい社会の構築を目指 して自ら学び,人々の公

衆衛生の向上に主体的かつ協働的に取り組む態度を

身に付けている。

ク
!プ

I

ン

グ

知識 :技術
クリーニングについて体系的・系統的に理解してい

るとともに1関連する技術を身に付けている。

思考 工判断 日表現

クリーニングに関する課題を発見し,職業人に求め

られる倫連観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する

力を身に付けている。

主体的に学習に取り組む態度

よりよ↓`社会σ)構築を目指して自ら学び,人々の公

衆衛生の向上に主体的か?協仰的に取り組む普度
.を

身に付けている。
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特別支援学校 (知的障害)高等部における各学科に共通する各教科

教科 観  点 趣  旨

国

語

知識 B技能
社会生活に必要な国語について,その特質を理解し

適切に使っている。

思考 H判断 H表現

f聞 くこと・話すこと」,「書くこと」,「読むこと」の

各領域において,社会生活における人との関わりの

中で伝え合う力を高め,自 分の思いや考えを広げて

いる。    ‐

主体的に学習に取 り組む態度

言葉を通じて積極的に人と関わつたり,昼いや考え

を広げたりしながら,言葉がもつよさを認識しよう

としているとともに,言語感覚を養い,言葉をよりよ

く使おうとしている。

社

△
Д

知識 L技能

地域ゃ我が国の国上の地理的環境,現点社会θ)仕組

みや働き,地ナ或や我が国の歴史や伝統と文化及び外

国め様子について

'様

々な資料や具体的な活動を通

して理解しているとともに,情報を適切に調べまと

めている。           .

思考 口判断 色表現

社会的事象の特色や相互の関連,意味を多角的に考

えたり;自 分の生活と結び付けて考えたり,社会への

関わり方を選択・判断したり,考え■|と や選堺
・ヤU

断したことを適切に表現したりしている。

主体的に学習に取り組む態度

社会的事象にっいて,国家及び社会の担い手として,

よりよい社会を考え主体的に問題解決しようとして

いる。               ′

数

学

知識 “技能

・数量や図形などについての基礎的 . 基本的な概念

や性質などを理解している。

・日常の事象を数学的に解釈したり,数学的に表現・

処理したりする技能 身に付けている。

H常の事象 に提 見通しをもち筋道を立て

て考察する力,基礎的・基本的な数量や図形などの悼
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。白1確に表現したり目

的に応じて柔軟に表したりする力を身に付けてい

る。

思考 口判断 H表現

主体的に学習に取 り組む態度

数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し,数学的

に表現・処理したことを振り返り,多面的に捉え検討

してよりよいものを求めて粘り強く考えたり,数学

を生活や学習に活用レようとしたりしている。
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理

科

知識 B技能

自然の事物 。現象についての基本的な性質や規則性

などについて理解 しているとともに,器具や機器な

どを目的に応 じて扱いながら観察,実験などを行い,

それ らの過程や得 られた結果を記録 してしヽる。

思考 日判断 日表現

自然の事物 ,現象について観察,実験などを行い, 角写

決の方法を考えるとともに,ょ り妥当な考えをっく

りだし,それらを表現するなどして問題解決してい

る。

主体的に学習に取 り組む態度
自然の事物・現象に進んで関わり,学んだことを学習

や生活に生かそうとしている。

土
日

楽

知識 B技能

・曲想と音楽の構造などとの関わりや音楽の多唇性

について理解していると

・創意工夫を生かした音楽表現をするために必要な

技能を身に付け,歌唱,器楽,宥ll作 ,身体表現で表

している。

思考 B判断 B表現

音楽を形づくつている要素や要素同士の関連を知覚

し,それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受し

ながら,知覚したことと感受したこととの関わりに

ついて考え, どのように表すかについて思いや意図

をもつたり,音楽を自分なりに評価しながらよさや

美 しさを味わつて聴いたりしている。

主体的に学習に取 り組む態度

音や音楽,音楽文化に親ゥむことができるよう,音楽

活葺力を楽しみながら主体的・協働的に表現及び鑑賞

の学習活動に取り組もうとしている。

美

術

去日言哉・ i支含ヒ
・造形的な視点について理解している。

・表現方法を創意正未し,創造的に表している。

思考 E判断 。表現

造形的なよさや美しさ,表現の意図と工大などにつ

いて考えるとともに,主題を生み出し豊かに発想し

構想を練つたり,美術や美術文イヒなどに対する見方

や感 じ方を深めた りしている。

主体的に学習に取り組む審度
美術の創造活動の喜びを味わい主体的に表現及び鑑

賞の幅広い学習活動に取り組もうとしている。

保
健
体
育

知識 B技能

各種の運勃の特性に応じた技能等について理解を深

めているとともに, 目的に応じた技能を身に付けて

いる。また,個人生活及び社会生活における健康・安

全にっいて理解を深めているとともに,基本的な技

能を身に付けていると
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思考 口判断 E表現

各種の運動についての自他や社会の課題を発見し,

その解決に向けて仲間と思考し判断しているととも

に,それらを目的や状況に応じて他者に伝えている。

また,健康・安全についての自他や社会の課題を発見

し,その解決に向けて仲間と思考し判断 していると

ともに,それらを目的や状況に応 じて他者に伝えて

いる。

主体的に学習に取 り組む態度

運動の楽しさや喜びを味わうことができるよう,仲

間と協力 したり,安全を確保 したりして運動に自主

的に取り組もうとしている。また,仲間と協力した

り,健康 i安全に留意したりし,健康の保持増進と回

復とこ自主的イこ取 り組もうとしているd

職

業

知識 B枝能
職業に関する事柄について速解を深め,将来の職業
生活に係る技能を身に付けている。

思考・判断・表現

将来の職業生活を見据え,必要な事柄を早ぃだし
iて

課題を設定し,解決策を考え,実践を評価・改善し,

表現する力を身に付けている。

主体的に学習に取 り組む態度
よりよい将来の職業生活の実現や地域社会入の貢献

に向けて,生活を改善し,実践しようとしている。

家

庭

知識 a技能

家族・家庭の基礎的な機能について理解を深め,生活

の自立に必要な家族 。家庭,衣食住,消費や環境等に

ついて理解 しているとともに,それらに係る技能を

身に付けている。

思考 口判断 n表現

家庭や地域における生活の中から問題を見いだして

課題を設定し,解決策を考え,実践を評価・改善し,

考えたことを表現するなどして,課題を角早決するカ

を身に付けている。

主体的に学習に取り組む態度

家族の一員として,よ りよい生活の実現に向けて,課

題の解決に主体的に取り組んだり,振 り返って改善

したり,生活を工夫し考えようとしたりして,実践し

ようとしていると               i

外

国

語

知識 B技能

。外国語の音声や文字,語彙,表現,言語の働きなど

について, 日本語と外国語との違いに気付いてい

る。

・読むこと,書 くことに慣れ親しんでいる。

・外国語の音声や文字,語彙,表現,言語の働きなど

の知識を,聞 くこと,読むこと,話すこと,書くこ

とによる実際のコミユニケーションにおいて活用

できる基礎的な技能を身に付けている。   ′
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思考 B判断・表現

・コミュニケーションを行う目的や場面,状況など

に応じて,身近で簡単な事柄IIついて,聞いたり話

したりして自分′)考えや気持ちなどを伝え合つて

いる。

・コミュニケーシヨンを行う目的や場面,状況など

に応じて,音声で十分に慣れ親しんだ外国語の詰

彙などが表す事柄を想イ象しながら読
～

だり書VI■

りして,自 分の考えや気持ちなどを伝え合つてい

る。

主体的に学習に取り組む態度

外国語の背景にある文イヒに対する速解を深め,他者

に配慮 しなが ら,主体的に外国語を用いてコミュニ

ケーションを図ろ うとしている。

情

報

知識 "技能

問題を知り;問題を解決することに活用するための

身近にある情報と情報技術の知識について理解し,｀

基礎的な技能を身に付けているとともに,情報化の

連展する社会の特質及びそのような社会と本酉との

関わりについて理解 していると

思考 g判断 日表現

身近な事象を情報とその結び付きの視点から捉え,

問題を知り,問題の解決に向けて情報と情報技術を

適切かつ効果的に用いている。 i

主体的に学習に取 り組む態度

情報社会との関わりについて考えながら,問題を知

り,問題の解決に向けて主体的に情報と情報技術を

活用し, 自ら評価し改善しようとしている。
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特別支援学校 (知的障害)高等部における主として

専門学科において開設される各教科

教科 観  点 趣  旨

家

政

知識 i技術
生活産業に関することについて理解しているととも

に,関連する技術を身に付けている。

思考 H判断 ‐表現

生活産業に関する課題を発見し,職業人に求められ

る倫理観を踏まえ課題を解決する力を身に付けてい

る。

主体的に学習に取り組む態度

よりよい社会の構築を目指して自ら学び,社会貢献

に主体的かつ協働的に取り組む態度を身に付けてい

る。                          ・

農:

業

知識 口技術
農業に関することにっいて理解しているとともに,

関連する技術を身に付けている。

思考・判断 日表現
農業に関する課題を発見し,職業人に求められるイ命

理観を踏まえ課題を解決する力を身に付けている。

主体的に学習に取り組む態度

よりよい社会の構築を目指して自ら学び,社会貢献

に主体的から協働的に取り組む態度を身に付けてい

る。         :

エ

業

知識 B技術
工業に関することについて理解しているとともに,

関連する技術を身に付けてし`る。

思考 "判断 B表現
工業に蘭する課題を発見し,職業人に求められる倫

理観をF沓まえ課題を解決する力を身に付けている。

主体的に学習に取り組む態度

よりよい社会の構築を目指して自ら学び,社会貢献

に主体的かっ協1動的に取り組む態度を身に付1)てい

る。
・

流
通

サ
|

ビ
ス

知識 l技術
流通やサービスに関することにういて理解している

とともに,関連する技術を身に付けている。

思考 i判断Ⅲ表現

流通業やサービス業に関する課題を発見し,職業人
に求められる倫理観を踏まえ課題を解決する力を身
に付けているも

主体的に学習に取 り組む態度

よりよとヽ社会の構築を目指して自ら学び,社会貢献

に主体的かつ協働的に取り組む態度を身に付けてい

る。 ′

-141-



一福

　

祉

知識 甲技術
福祉に関することについて理解しているとともに,

関連する技術を身に付けている。 |

思考 Ⅲ判断 田表現

主体
―
的に学誓に取り組む態度 |

福祉に関する課題を発見し,職業人に求められる倫

理観を踏まえ課題を解決する力を身に付けている。

よりよい社会の構祭を目指して自ら学び●社会貢献

に主体的かつ協働的に取り組む態度を身に付けてい

る。



総合的な探究の時間

観
・

点 趣 旨

総
合
的
な
探
究
の
時
間

知識守枚能

探姓の過程において;課題の発見
=解

決に必要な知

識及び技能を身に付け:課題に関
―
わる概念を形成し,

探究の意義や価値を理解していると     : i

墨考,B判断i表現
実社会や実年管と自己との関わりから聞いを見いだ
｀
し,自分で課題を享て1情報を集め,黎理!分析|て ,´

まとめ・表現 している。

主体的に学習に取り組―む態度
探究に主体的・協働的に取ケ組もうとしているとと
'も

に,1互いのよ・さ―を生かしながら,新たな価値を宿u造

し,よ りま|ヽ社会を実現しようとしていると
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特別活動

観  点 趣 営

特
別
活
動

知識 口枝能

多様な他煮と協働する様 な々集団看動の言義や、活

動を行う上で必要となることについて理解してい

る。   !
自己の生活の充実・向上や自己実現に必要となる情

報及び方法を理解している。

よりよい生活や社会を構築するためめ話合い活動の

進め方、合意形成の図り方などの技能を身に付けて

予ヽる。         i

思考 B判断 H表現

所属する様々な集団や自己の生活の充実・向4のた

め、問題を発見しヽ 解決方法を話し合い、合意形成を

菌つたり、意思決定をしたりして実践してぃる。
.

主体的に学習に取り組む態度

生活や社会、人間関係をよりよく構築するために、自

主的に自己の役割や責任を果たし,多様な他者と協

働して実践しよう'と している。

主体的に人間としての在り方生き方について考えを

深め、自己実現を図ろうとしているo


