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まえがき

　これからの「知識基盤社会」を生きる子どもたちには「生きる力」
が求められる。その「生きる力」を知的な面で支えるのは、「確か
な学力」の育成であり、徳育的な面で支えるのは規範意識・生活習
慣など「豊かな心」の育成である。そして、それと同時に体力の向
上も図っていく必要がある。
　これからの学校教育では、この知育（Head）・徳育（Heart）・体
育（Health）三者（３H）のバランスよい育成が求められているの
である。
　その実現のために教師は、子どもたちへの指導目標と実際の子ど
もの姿とを照らし合わせて、どの程度の実現過程であるのか、「学び」
と「育ち」の成果を冷静に見取っていかなければならない。それと
同時に、その見取りを次の指導に向けて形成的に活かしつつ、指導
の改善にも取り組んでいく必要がある。
　通知表とは、そうした子どもの学びと育ちにおける成果と、今後
の指導課題とを子どもと保護者に通知するための記録・文書となる
のである。
　一定期ごとに出される通知表は、子どもを叱責するための道具で
はない。子ども自身が、学びと育ちに対する結果（評価）への自信
と満足とを得られ、自己反省や目標設定などの「振り返りの能力」
を養える機会とするものである。また、保護者に対しては、我が子
の成長・発達や今後の課題などを十分に把握してもらい、担任の指
導方針などを理解してもらうための役割として、保護者と教師をつ
なぐコミュニケーション機能を担うものでもある。
　特に、通知表の所見文を作成する場合には、教師の「ねらい」や
「ねがい」を文章に込めて子どもに寄り添う目線に立ち、学びと育
ちの成果を認め、課題をあたたかく指し示すことが重要となる。
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　本書は、第１部の解説編をご覧いただければわかるように、通知
表作成のマニュアル的所見文例集ではなく、現在の子どもたちや保
護者の実態を踏まえ、各先生方が通知表の所見文を作成するにあた
って活用できるように、配慮すべき点を具体的な記述例とともに示
している。
　また、第２部の文例編では、豊富な文例数を例示するとともに、「子
どもの姿」別の文例索引を設けることにより、活用の幅をひろげら
れる工夫がしてある。
　本書は、通知表における評価が、子どもたちの「学び」と「育ち」
を支援するためのものである、という教育観に立ち、子どもの成長
を見取る視点、保護者とのコミュニケーション機能としての視点を
養うための本として、現場の先生方の一助となればというねがいを
もって著したものである。
　本書が多くの先生方に有効活用していただけたら幸いである。
　本書刊行にあたり、学陽書房の後藤優幸様には長期にわたり始終
ご支援とご配慮をいただきました。心より御礼申し上げます。

　　2013年６月
編　者
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１．関心・意欲・態度

○いろいろなことに興味・関心をもって活動しています。それ
だけ新しい発見をすることも多く、発見したときは、とても
喜んで発表したり、報告したりしています。
○学習中は脇目も振らず、一生懸命に話を聞いています。算数
の計算問題が得意ですが、他の教科にも意欲をもち、わかろ
う・知ろうという姿勢で臨んでいます。
○与えられた課題を早く仕上げることができたとき、次の課題
を聞いたり、進んで学習に取り組んだり、学習時間を無駄に
することなく努力する姿が見られました。

○学習中は集中してしっかり話を聞き、確実に理解しています。
給食の調理場を見学したときは、同じところと違うところを
細かく調べ、自分の家の様子と比べ、発表会の場で発表する
ことができました。
○校内の図工展の鑑賞では、自分の作品やクラスの友達の作品
を一つずつていねいに見ていました。また、他の学年の作品
も進んで見学するなど、作品への関心も高いです。
○「学校たんけん」で虫調べをし、様々な虫の様子を観察し、
お気に入りの虫を絵に描き紹介し合いました。みんなから細
かいところまで描けていることをほめられ、学習が終わって
からも観察を続けていました。

○生活科の学習で、「なぜだろう。」「どうしてだろう。」と常に
疑問がわき、その都度図書館で調べるなど、すぐに解決して
いくことを積み重ね、一日で「見つけたよカード」が20枚
にもなりました。
○アサガオの種播きでは、深さや手順をしっかり覚え、活動し
ていることをほめたところ、級友からも認められ、「アサガ

学習意欲が旺盛
で、いろいろな
ことに興味・関
心をもつ子

関心をもったこ
とについて進ん
で調べて学習す
る子

好奇心・探究心
が旺盛で積極的
に活動する子

学びの姿（学力面）第１章

所見文例（優れていた姿）子どもの姿
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オ博士」と呼ばれるようになりました。そのため、さらに育
て方を図鑑などで調べるなど、自信をもって学習することが
できました。

○植物や昆虫に興味をもち、どこに行けば見られるのか、どの
ような時間帯がよいのか、どのようなものを好んで食べるの
かなどに詳しく、友達を誘って観察している場面をよく見か
けました。

○池に自分で作った船を浮かべて遊んでいた○○さん。口でフ
ーフー吹いて風を作ったり、もっと動かすために船に帆を付
けて、筒から息を吹いて風を送ったりしながら、風の力の不
思議に着目して遊んでいました。

○新しく学習することに対し、いつも関心を示し、目を輝かせ
て見たり聞いたりしています。ハテナがたくさん頭に浮かぶ
ようで、積極的に質問をするなどして、意欲的に学習に取り
組んでいます。

○学習中にわからないことがあるとそのままにするのではな
く、すぐに質問し、疑問を解決しようとしました。また、授
業終了後でも自分がわかるまで質問し、学習内容を理解しよ
うと努力しました。

○わからないときは友達に尋ねたり、教師に質問したりするこ
とができます。また、図書館をよく利用し、知りたいことを
はっきりと説明し、図書館の司書の先生の手助けも借りなが
ら解決しようとしていました。

○一つの課題に取り組んでいる途中でも、「なぜなんだろう。」
「どうしてそうなるのかな。」と次々に新しい学習課題を見つ
けることができます。この姿勢をもち続けてください。

○毎授業後に記入する「振り返りカード」に、その授業で新し
く学習した内容や気付いたことを細やかに書いています。そ
れだけでなく、もっとやりたいことや知りたいことについて
も書くことができます。

○生活科の「お店たんけん」では、家から持ってきた商店街の

わからないこと
をそのままにせ
ず、積極的に質
問ができる子

新しい学習課題
を自ら見つける
ことができる子

所見文例（優れていた姿）子どもの姿
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◆学びの姿（学力面）

１．関心・意欲・態度
〈優れていた姿〉
○	学習意欲が旺盛で、いろいろなことに興味・関心をもつ子  ...............................................  34
○	 関心をもったことについて進んで調べて学習する子  ..............................................................  34
○	 好奇心・探究心が旺盛で積極的に活動する子  .............................................................................  34
○	 わからないことをそのままにせず、積極的に質問ができる子  ...........................................  35
○	 新しい学習課題を自ら見つけることができる子  ........................................................................  35
○	 進んで読書をする子  ..................................................................................................................................  36
○	 粘り強く課題を解決しようとしている子 .......................................................................................  36
○	 こつこつと進んで努力することができる子  ..................................................................................  36
○	 失敗してもあきらめず、最後まで根気よく取り組む子  .........................................................  37
○	 苦手なことや不得意なことにも前向きに挑戦する子  ..............................................................  37
○	 自分なりのやり方で工夫している子  ................................................................................................  38
○	 学習したことを自分の生活に活かそうとしている子  ..............................................................  38
○	 授業をリードするような発言をする子  ...........................................................................................  39
○	 楽しく学習ができる子 ..............................................................................................................................  39
○	 宿題をきちんとやってくる子  ...............................................................................................................  39
○	 進んで自主学習に取り組む子  ...............................................................................................................  40
○	 忘れ物をしない子  .......................................................................................................................................  40
○	 学習の準備をすばやく整えられる子  ................................................................................................  40
○	 自らの力で問題を解決しようとできる子 .......................................................................................  41
○	 自分の意見をはっきりと言える子  .....................................................................................................  41
○	 友達の意見を共感的に聴くことができる子  ..................................................................................  41
○	 人の話を最後までしっかり聞いている子 .......................................................................................  42
○	 友達と協力して活動できる子  ...............................................................................................................  42
○	 親しみをもって課題に取り組む子  .....................................................................................................  43

〈努力してほしい姿〉
●	得意なことだけ取り組む子  ....................................................................................................................  43

子どもの姿 別索引
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●	苦手なことに向きあえず、途中であきらめてしまう子  .........................................................  43
●	 学習の取りかかりはよいが、長続きしない子  .............................................................................  43
●	 ほとんど本を読まない子  .........................................................................................................................  44
●	 授業中、落ち着きがなく集中力に欠ける子  ..................................................................................  44
●	 じっくり考えて取り組むことが苦手な子 .......................................................................................  44
●	 繰り返しの学習が苦手な子  ....................................................................................................................  45
●	 計算・漢字などの学習を雑にしてしまう子  ..................................................................................  45
●	 友達の意見をつぶすような発言をする子 .......................................................................................  45
●	 最後まで話を聞かず、指示と違うことをする子  ........................................................................  45

２．思考力・判断力・表現力
〈優れていた姿〉
○	疑問や課題をもつことができる子  .....................................................................................................  46
○	 学習したことを自分の生活と結びつけて考えられる子  .........................................................  46
○	 自分との関わりから考えることができる子  ..................................................................................  47
○	 考える範囲を広げていくことができる子 .......................................................................................  47
○	 学習して学んだことに関連付けて考えることができる子  ....................................................  48
○	 学習したことを応用して新しい考えを生み出す子  ...................................................................  48
○	 物事を多面的に考えることができる子  ...........................................................................................  49
○	 発想豊かに学習することができる子  ................................................................................................  49
○	 自分の意見との共通点、相違点に気付ける子  .............................................................................  49
○	 感想や意見をしっかりもつことができる子  ..................................................................................  50
○	 アイデアが豊富な子  ..................................................................................................................................  50
○	 予想を立てて解決の方法を考えることができる子  ...................................................................  50
○	 じっくりと考える力が身についている子 .......................................................................................  51
○	 クラスを結論へと導くことができる子  ...........................................................................................  51
○	 友達の意見と比べて自分の考えを深めることができる子  ....................................................  51
○	 よりよい方法を模索する力がある子  ................................................................................................  52
○	 見通しをもって課題に取り組める子  ................................................................................................  52
○	 場面に応じた話し方ができる子  ..........................................................................................................  52
○	 相手を意識して発表する力が身についている子  ........................................................................  53
○	 表現力豊かに発表することができる子  ...........................................................................................  53
○	 調べたことをうまくまとめることができる子  .............................................................................  54
○	 自分なりの思いやねがいをもって取り組める子  ........................................................................  54
○	 学習したことをわかりやすくノートに整理できる子  ..............................................................  54
○	 図や表を使ってわかりやすい発表ができる子  .............................................................................  55


