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１．「絶対評価」への歩み

（１）相対評価の問題点

　戦後長く，我が国の学校教育における評価については，相対評価が絶対的な存在で

あった。相対評価の弊害は，誰しもが認めるところである。例えば田中による「相対

評価の問題点」は，次のとおりである。（１）

　・必ずできない子がいるということを前提とする非教育的な評価論である。

　・排他的な競争を常態化させて，「勉強とは勝ち負け」とする学習観を生み出す。

　・学力の実態を反映しない（獲得した学力が教師がめざす教育目標に達していたか

どうかを証明してはいない）。

　・教育活動を評価できない（子どもたちの努力や能力のみが問題とされ，評価結果

に基づいて教師は自らの教育力量を点検し，かつ鍛えるという回路を持たない）。

　にもかかわらず，相対評価は長く，そして広く，我が国の学校現場において採用さ

れてきた。ある集団における個人の能力の位置づけを明らかにできる（学力等の個人

差を有効に弁別できる），それゆえ受験などにおいて選抜資料として用いやすいという

メリットが，強調されてきたからである。

（２）戦後評価観の変遷

　しかし今，我が国の学校教育における評価観は，相対評価から絶対評価へと，大き

くシフトしつつある。それを，指導要録の変遷を追いながら，把握してみよう。我が

国では，戦後，指導要録は６回の改訂を迎えているが，山根は，その歴史と現状を的

確に整理している。（２） 山根によれば，1948年の学籍簿（翌年に指導要録と改名）に

は，「学習の記録」及び「行動および性格の記録」欄の記述様式に，正規分布曲線を前

提とした５段階相対評価法が導入されていた。そして，1955年の改訂において指導要

録に対外証明機能が付加されたことにより，この相対評価重視の姿勢はさらに強めら

れ，５段階相対評価による教科別評定が登場した。

　相対評価の弊害に対する批判は，1971年の改訂において，相対評価と絶対評価の奇

妙な関係を生む。いわゆる「絶対評価を加味した相対評価」の試みである。相対評価

の実施に際して，あらかじめ定めた配分率に固執しないでもよいとする方針が当時の

文部省から打ち出されたのである。

　その後，1980年の改訂では，「観点別学習状況」欄が設けられ，そこにおいて絶対評

価の考え方が採用された。そして，1991年の改訂では，この観点別学習状況が評価の

基本であるという見解が示された。



　このような理解は，2001年の改訂ではさらに拡張され，評定欄にも絶対評価法が採

用されるに至った。現在，指導要録では，小学校３年以上において，学習指導要領の

目標に照らして，３段階の絶対評価（３：十分満足，２：おおむね満足，１：努力を

要する）が導入されている。

　指導要録の記載様式の軌跡を眺めてみると，我が国の学校教育における評価が相対

評価から絶対評価へと段階的に移行してきた事実を確認できよう。

（３）絶対評価台頭の背景

　2001年の改訂以前には，少なくとも指導要録の評定欄には，相対評価の考え方は残

され続けてきた。なぜ今になって，その壁を乗り越えることが可能になったのであろ

うか。絶対評価が急激に成長した背景を，筆者なりに整理してみよう。

　まず，学習指導要領の性格の再定義が絶対評価の徹底に影響を及ぼしている。最近

になって，文部科学省は，「学習指導要領は，最低基準を表すものである」という見解

を示した。（３）そして，「理解の進んでいる子どもは、発展的な学習で力をより伸ばす」

ことを認めた。

　同時に，「きめ細かな指導で、基礎・基本や自ら学び自ら考える力を身に付ける」こ

との重要性を説き，基礎・基本の徹底を教育関係者に強く働きかけた。すべての子ど

もが「わかる喜び」を味わう教育実践の実現の程度は，相対評価では明らかにしづら

い。それは，先に整理した相対評価の問題点からすれば，自明であろう。絶対評価の

拡充は，学習指導要領の性格の再定義を拠り所としているのだ。

　次いで，授業システムの整備が，絶対評価の浸透に影響を及ぼしている。学習指導

の条件整備を欠いては，すべての子どもが「わかる喜び」を味わうことを目指す学習

指導要領と絶対評価の絆は，か細いものになってしまう。幸い，そうした事態を回避

するための制度改革や整備事業の推進が，最近になって充実してきた。

　例えば，学級編成や教職員配置の弾力化を糸した教育制度の改革が進行中である。

「教職員配置の在り方等に関する調査研究協力者会議」報告では，「基礎学力の向上を

図り，学校でのきめ細かな指導を実現する観点からの学級の在り方の見直しとこれに

対応する学級編制及び教職員配置」の必要性と可能性が唱えられた。（４）そして，その

ための具体的方策として，「都道府県が地域や学校の実態等に応じ，必要があると判断

する場合には，義務標準法で定める学級編制の標準を下回る人数の学級編制基準を定

めることができるようにする」という考え方が示された。今，これに従って，全国各

地で，例えば小学校低学年における35人学級の運用などが試みられている。

　また，教職員の学校間の兼任，非常勤講師の配置と高齢者再任用制度(いわゆる「新

再任用制度」)による短時間勤務教員の活用などが認められるようになり，それらが，

確かな学力の形成を目指した少人数指導や習熟度別指導の実施可能性を高めている。

　学習環境の整備も，急ピッチで進んでいる。特に，IT活用に向けたインフラ構築や

コンテンツ開発は，その勢いを増すばかりである。それらは，情報教育という新しい

課題に応えるためのものであると同時に，各教科の目標達成にも資する。すべての子



どもたちに学力を保障するという理念の実現を支えるものとなる。コンピュータやイ

ンターネットというメディアは，大量の情報を学習者が主体的に扱うことを可能にし

てくれるので，子どもたちの習熟の程度や興味関心の違いに対応しやすいからである。

　既に，2002年３月末の時点で，１学校当たりの教育用コンピュータ平均設置台数は，

32.4台にのぼっている（小・中・高等学校・中等教育学校及び特殊教育諸学校の平均）。
（５）また，それらの学校のインターネット接続率は，97.9％に達している。

　加えて，「ミレニアム・プロジェクト」以降，教育用コンテンツ提供の動きに拍車が

かかった。各地域の教育委員会・教育センター等が所有する教育素材のデジタル化等

（ネットワーク提供型コンテンツ開発事業），博物館や図書館などの学習資源のデジタ

ル・アーカイブのあり方の検討（学習資源デジタル化・ネットワーク化の推進），学校

体育や健康教育用のコンテンツ制作（学校スポーツ・健康情報システム事業），舞台芸

術や伝統芸能のデータベース化とデジタル化（文化デジタルライブラリーの構築）と

いう学校教育用コンテンツの開発が現在進行中である。

２．絶対評価成立の要件

　１で述べたように，絶対評価の今日的展開には，それと同時並行で推進されている

教育制度改革や授業システム整備を活かす方向性が欠かせない。それは，学力のとら

え直し，授業スタイルの改造を意味しよう（図１）。絶対評価の新展開を促し，支えて

いる，学力観の再構築と授業スタイルの刷新について，その詳細を解説してみよう。
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図１　絶対評価と学力観の刷新，指導法の刷新の関係

（１）学力観の再構築

　絶対評価によって明らかにしようとするのは，学習指導要領で示された目標・内容

の達成状況とそれに向けた授業づくりの課題である。それでは，新しい学習指導要領



の目標・内容には，どのようなものが含まれているのであろうか。それは，従前のも

のとどう違っているのであろうか。教育現場で絶対評価を教師たちが推進する際に，

彼らが準拠する教育目標，そのの特徴を確認してみよう。

　１）総合学力

　新学習指導要領で育成を図ろうとする学力を図示したものが，図２である。この枠

組みの第一の特徴は，「知識・理解」という伝統的学力と前回の指導要録の改訂におい

て強調された「関心・意欲・態度」の間に，相互作用的関係を見いだそうとすること

である。この２つの学力はよく，対立関係で説明される。どちらが重要であるかと論

争が起こる。ところが現実には，知識・理解がある程度準備されないと，子どもの関

心・意欲・態度は育たない。他方，子どもの関心・意欲・態度を呼び覚まそうとして

教師が設ける「学習の文脈」は，知識・理解の形成を目指す学習にありがちな単調さ

を払拭することになるし，なにより，知識・理解の重要性を子どもたちが実感できる

というメリットを持っている。
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図２　新しい学習指導要領の学力の枠組み

　「思考・判断」や「技能・表現」を知識・理解と関心・意欲・態度を媒介するものと

して性格づけるのが，この枠組みの第二の特徴である。この２つの学力は，その育成

が進められると，知識・理解の獲得にも関心・意欲・態度の醸成にも，好影響を及ぼ

す。例えば，情報の収集・処理加工・発信創造といった情報を活用する技能を子ども

が有していると，彼らは，知識を吸収するルートを豊富に手にすることになるし，そ

の不足を補う術を獲得することにもなる。

　指導要録における評価の観点，すなわち関心・意欲・態度，思考・判断，技能・表

現，知識・理解を学力の要素として考えると，それら４要素は，相互作用的，相互補

完的関係を形成していると言えよう。絶対評価の実施は，そうした学力の複合性，関

連性に呼応して展開されるべきである。知識・理解だけをテストで測定したり，関心・

意欲・態度を観察したりすればそれでよしとする偏ったものになってはいけない。



　２）基礎基本もリニューアル

　先にも述べた情報活用能力は，小学校では，各教科及び総合的な学習において育成

を図るものとされている。（６）例えば，学習指導要領において示される小学校５年生社

会科の目標は，３つの柱から成っている。そのうちのひとつは，「社会的事象を具体的

に調査し，地図，統計などの各種の基礎的資料を効果的に活用し，（後略）」という情

報活用に関係するものである。また，同「指導計画の作成と各学年にわたる内容の取

扱い」においては，「学校図書館や公共図書館，コンピュータなどを活用して，資料の

収集・活用・整理などを行うようにすること。（後略）」という指針が示されている。

　社会科においては旧来から，教師たちは，「技能・表現」の範疇に入る「資料活用能

力」の育成を目指してきた。それは，子どもが地図や統計資料などから情報を読み取

る活動に，また年表やパンフレットに情報を表現するといった活動に体現されてきた。

しかし今日，それらは，インターネットによる情報検索や討論，マルチメディアレポー

トの作成などにも広がりをみせることが望まれているのである。

　このようなケースに代表されるが，基礎基本にも，不易と流行がある。したがって，

同じ観点に基づく評価であっても，教師は，基礎基本の新しい姿を意識して，評価の

場面や方法を策定しなければならない。

（２）授業スタイルの刷新－授業の複線化－

　絶対評価の展開では，評価規準と子どもたちの学習実態とのズレの把握，その解消

のためのアプローチへの着手に，教師が，そして学習者自身が取り組むことになる。と

ころがそれは，極めて個別的な営みである。一度の学習ですべての子どもが評価規準

を満たすことはほとんどあるまい。ある子どもは，すぐに「おおむね満足できる」と

する段階に達するが，隣の子どもは，「努力を要する」という段階にとどまっていると

いう状況が当然視されよう。

　さらに目標達成に至る過程も多様化する。例えば，理科の実験・観察の題材（興味・

関心や生活経験の違い），社会科の資料（メディアに対する好みや慣れの違い），算数

の学習形態（一人学びとグループ学習ではどちらが取り組みやすいか）など，同じ目

標に迫る場合でも，そのための最適な手段は，子どもによって異なるからである。

　いずれにしても，絶対評価の実施は，教師たちに，個別化・個性化教育への注目，こ

とに授業の複線化への挑戦を要請するであろう。彼らは，一斉授業，talk & chalkに

よる教授の超克に努力を傾注することになろう。

３．絶対評価の手続き－その実践課題をさぐる－

　さて，それでは絶対評価の実施に際して，教師は，具体的にはいかなる点に留意す

べきであろうか。絶対評価の手続きに即して，これを成功させる秘訣を提案しておこ

う。



（１）評価規準の作成と具体化

　絶対評価の実施において最も重要なのは，評価規準の作成である。学習指導要領の

目標・内容を参考にして，教師たちは，内容のまとまりごとに，目標が実現した場合

の子どもたちの姿を，観察可能な形で記述することになる。また，理想的には，評価

規準を達成状況ごとにレベル分けする営みが，それに続く。そうして具体化されたも

のを，評価基準と呼ぶ。

　「内容のまとまり」というのは，多くの場合は，単元や題材を意味しよう。だから，

本時の桁で評価規準を詳細に用意する必要はない。平成14年度，絶対評価が導入され

た当初，１単位時間＝45（50）分に用いる評価規準として，指導要録における評価の

４つの観点，すなわち関心・意欲・態度，思考・判断，技能・表現，知識・理解に関

わるものをすべて設定するような実践が多かった。残念ながら，それは多くの場合，失

敗に終わった。

　それから１年を経た現在，目標・内容の厳選と評価の観点の絞り込みを意識した実

践が増えているように思う。多くのねらいをひとつの授業に盛り込むこと自体に無理

がある，たとえそれができたとしてもそんなにたくさんの観点に応じた評価記録を残

すことはできないと，教師たちが気づいたからである。

　なお，この評価規準作成の営みは，今日，新しい歩みを示している。それは，評価

基準設定範囲の拡張である。前述したように，「学習指導要領は最低基準である」とい

う理解が進んでいる。この理解は，「十分満足できる」という基準を満たした子どもた

ちは，学習指導要領の目標・内容にはない事項を学習してもよいし，むしろそれは推

奨されるべきだという考えをもたらす。例えば，香川大学教育学部附属坂出小学校で

は，ひとつのクラスを分割して少人数指導を実施する際に，Ｓ基準なるものを用意し

ている。（７）これは，Ｂ基準（おおむね満足できる），Ａ基準（十分満足できる）を満

たし，さらに発展的な学習に従事する子どもたちが目指すレベルを意味している。第

５学年理科の単元「見つけよう　植物の発芽や成長に必要な条件」の場合であれば，同

校の教師たちは，思考に関する目標を重視している。そして，Ｂ基準として「植物の

発芽と水，空気，温度との関係を調べる実験方法を，条件制御に着目して考えること

ができる」を，またＡ基準として「Ｂに加え，条件制御する理由を考えることができ

る」を教師たちは用意している。さらには，彼らは，Ｓ基準として「Ａに加え，水，空

気，温度以外の条件についても，調べる実験方法を計画したり，その理由を考えたり

することができる」を設定し，日光，肥料，土について調べるための発展的な実験の

計画と遂行に子どもたちを従事させている。

（２）評価計画の策定

　用意した評価規準をどのように運用すべきかという評価計画の策定も，絶対評価が

導入されたコンセプトを踏まえて，慎重に進められるべきである。

　評価計画を策定する際に教師たちが陥りやすい過ちは，教師による評価を実施する

タイミングを間違えてしまうことである。ある事例から，その問題点を考察してみよ



う。この事例は，第４学年算数の「複合図形の求積」に関する授業であった。本時の

ねらいは「複合図形の面積を既習の面積の公式を利用して工夫して求めることができ

る」というものであった。また評価規準には，「複合図形の面積が長方形や正方形の和

や差で求められると考えることができる（数学的な考え方）」が設定されていた。

　授業ではまず，教師が，Ｌ字型の複合図形を提示し，「この図形の面積の求め方を考

えよう」と子どもたちに課題を示す（課題提示）。次いで，ワークシートを配布して，

求積方法を子どもたちに個別に考えさせる（課題解決）。その際に，教師は，ヒント

カードを配るなどして，解決の見通しが立たない児童を支援する。

　一定の時間が過ぎると，教師は，子どもたちに求積方法とその結果を発表させ，補

助線を入れると既習事項たる長方形・正方形の求積公式を問題に適用できること，図

形の分割・合成は補助線の入れ方によって変わることを全員に確認していった（課題

解決成果の共有）

　なお，指導計画では，課題解決成果の共有後，Ｌ字とは異なるタイプの複合図形の

求積も類題として準備されていたが，授業時間が不足し，子どもたちのそれへの挑戦

は割愛された。

　授業者は，この授業における教師評価を，課題解決場面で，すなわち子どもたちが

個別に求積課題に取り組んでいる際に，机間巡視によっておこなうと指導計画に記し

ていた。そして，本時においても，それを実行し，子どもたちの自力解決の状況を確

認していた。

　ところが，この授業は，補助線活用の意義やその方法を子どもたちが集団で「発見」

するようにデザインされている。だから，友人と議論している途中で，補助線の活用

とその利点に初めて気づく子どもも少なくない。にもかかわらず，机間巡視での学習

状況の確認しか本時における教師評価場面が準備されていないので，それらの子ども

は「努力を要する」段階にあると教師が判断したまま，本時は終結を迎えた。

　この事例では，教師による評価はいつ実施されるべきだったのか。それは，指導計

画においては課題解決成果の共有後に用意された「類題への挑戦」時だったはずだ。こ

の場面ならば，子どもたちの議論が数学的な考え方に結実しているか否かを確かに確

認できたであろう。

（３）評価規準の共有

　評価規準を教師と子どもが共有できることも，絶対評価実施の重要ポイントである。

ところが，子どもが評価規準を自分のものにするのは，そう簡単なことではない。目

標が満たされた状況に関する教師と子どもの理解を一致させるために，教師たちはど

のような手だてを採用すればよいのであろうか。いくつかの学校の取り組みに学んで

みよう。

　ある学校では，評価規準の原型を教師が作成し，子どもに提示しているが，教師は

子どもたちにそれを自分の言葉に翻訳させている。例えば「受け手の状況を踏まえて

追究の成果を発表できる」という評価規準を教師から子どもに投げかけ，それを，彼



らに，「伝える相手が分かりやすい言葉を使って発表する」とか「相手が集中して聞け

るように，短い時間で伝達内容をまとめる」といったより具体的な状況として宣言さ

せ，評価規準が示す内容を自覚させている。

　また別の学校では，教師たちは，子どもに評価規準のレベル化に着手させている。先

の例で考えるならば，「伝える相手が分かりやすい言葉を使って発表する」という規準

を満たすためのステップを子ども自身に考案させるのである。すると，例えばある子

どもは，１）短い時間で，２）分かりやすい言葉で，３）多様なメディアを駆使しな

がら，４）相手の反応に応じて発表内容を変えながらという４つの段階を用意し，少

なくとも第３レベルには達したいと意識することになる。

　子どもたちが評価規準を選択したり，重みづけしたりするという取り組みを実施し

ている教師もいる。例えば富山県砺波市立出町小学校４年生の総合的な学習では，感

じる力，かかわる力，表す力，そして創り出す力を評価の観点とし，各観点に２～３

の評価規準を準備している。（８）そして子どもたちは，自己の追究課題に関係の深い規

準を選択するよう指示される。この選択行為は，子どもたちに自らの取り組みと評価

規準の関係をしっかり考察させるためのよき契機となっている。

（４）形成的評価と学習改善

　絶対評価が「分かる授業」の成立に寄与するためには，形成的評価の適切な実施が

不可欠である。それは，学び直し，再チャレンジの機会を保障することに他ならない。

　前出の富山県砺波市立出町小学校の第１学年国語科の「だれだか　わかるかな」で，

その秘訣を確認しよう。この題材の学習では，子どもたちは，教師から，バッタ，カ

ミキリムシ，そしてセミの写真を与えられ，どれかひとつの虫の特徴を文章に表現す

ることを要請される。最初に子どもたちが書く文章は，「目が光っている」といった具

合に，自分が選んだ虫の説明としては拙い。子どもたちは自己の叙述を発表して他者

から評価を受け，修飾語を書き足す必要があることに気づく。また，修飾語を書き足

す視座を友人の発表から得る。

　教師は，子どもたちに新たな修飾語を付箋紙に書かせ，それをもとの文章に添付さ

せていった。３回の書き足しを終えると，子どもたちの表現はそれぞれ，虫の特徴を

他者に伝えるのに十分なものとなった。絶対評価が学び直しを伴うと，どの子も「わ

かる喜び」を味わえる学習が実現することを再認識できる実践であった。

（５）評価記録の集約

　単元や学期を単位として，教師たちは，評価記録を集約しなければならない。観点

別評価の結果を総合するのは，教師たちにとって実に悩ましい作業である。単元を単

位とする場合には，４つの評価の観点を平等に扱うのか，それとも重みづけを試みる

のかを検討したり，重みづけの根拠を意思決定したりする作業に，彼らは追われよう。

　学期を単位として評価記録を総括する場合には，今度は単元間で異なる評価結果と

なった時の扱いについて，教師たちは，そらに対応するためのルールを構築する必要



もあろう。

４．今後の課題

　2001年の指導要録の改訂によって，絶対評価はその地歩を固めることとなった。し

かしながら，３で述べてきたように，その手続きの煩雑さは，学校現場の教師たちを

悩ませている。

　ことに，評価規準を定めた後に，それを具体化する判定の基準＝評価基準を設ける

ことについては，指導要録において絶対評価が徹底されるようになって１年以上が

たった今でも，必ずしも教育現場には浸透していないようだ。既に，欧米のポートフォ

リオ評価におけるルーブリック作成の手順が紹介されたり，評価基準作成のための

ツール開発が試みられたりしている。（9）（10）今後，それらのアイデアが学校現場に普及

することが期待される。

　また，高校入試選抜などの方針と絶対評価の考え方に断層があることも大きな問題

となっている。学校現場でていねいにまた確かに絶対評価を実施しても，高校入試等

の選抜資料は依然として相対評価に基づいて別途作成されている地域も多いようだ。

この二重帳簿問題の解決は，絶対評価の意義を子どもや保護者に納得してもらうため

には，避けては通れない。絶対評価の考え方を活かす高校入試システムの提案と実行

が切望される。
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