
3

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。

　　2014年６月
編　者
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１．関心・意欲・態度

○どの教科も、授業中にしっかりと先生や友達の話を聞き、学
習内容がよく理解できていました。また、分からないことが
あると、進んで挙手して質問したり、自分で調べたりして解
決することができます。
○算数の時間には、とても学習意欲が高く、自分が問題を解い
た後もそこで終わるのではなく、もっと良い方法はないか、
友達はどう考えたのかなどと考え、より良い解き方を自ら発
見することができました。
○どんなことも興味を持って、進んで取り組むことができまし
た。発想が豊かで、クラスの遊びやルールについてなど、新
しい考えを思いついてはみんなに発表していました。

○学習してきたことをもっと知りたいと、図書館へ行って調べ
ることができました。調べたことをクラスのみんなにも紹介
し、クラス全体で学びを深めることができました。
○理科の学習で学んだ春の植物を校庭や通学路でも見つけるこ
とができました。教科書には載っていない植物を学校へ持っ
て来て、名前を調べていた姿には感心しました。
○運動会のリレーの練習では、同じグループの友達と一緒に、
どうやったらより速く走れるのかということをインターネッ
トを使って調べ、休み時間に練習を重ねていました。リレー
本番ではすばらしい走りを見せてくれましたね。

○授業で学習したことを図書室の本で調べたり、実際に観察し
たりして、より詳しく知ろうと意欲的に取り組んでいました。
また、授業中に分からないことがあると、自分で調べたり質
問したりして、解決することができました。
○いろいろなことに関心を持ち、進んで調べるなど、好奇心も

学習意欲が旺盛
で、いろいろな
ことに興味・関
心を持つ子 

関心を持ったこ
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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旺盛です。商店街を見学した際には、疑問に思ったことをお
店の人に質問するなど、積極的に活動することができました。

○科学クラブで行った実験がきっかけで、物質の性質に大変興
味を持つようになりました。図書室の図鑑やインターネット
で調べて分かったことを、学級活動の時間にクラスのみんな
に紹介するなど、積極的に活動していました。

○何にでも興味関心を持ち、特に新しく学習することには意欲
的に取り組んでいます。分からないことや不思議に思ったこ
とは進んで質問し、納得すると「へえ、そうだったのか。」
と満足そうな表情を浮かべていました。

○学習で分からないことや疑問に思ったことがあると手を挙げ
て質問をし、問題を解決しようとしていました。また、休み
時間でも進んで質問にくるなど、学習内容を理解しようとす
る姿勢はとても立派です。

○公民館見学の際には、行く前から知りたいことをメモに書き
出していました。当日は公民館の役割や利用状況などについ
て積極的に質問することができ、他の児童にとっても良い学
習となりました。

○地域の方から田植え体験をさせていただいた際には、できた
お米を使って、どんな料理ができるだろうと調べていました。
さらに、外国にはお米を使った料理はあるのだろうかという
新たな興味がわき、早速図書館で調べていた行動力には感心
しました。

○体育の鉄棒運動の学習では、逆上がりができるようになろう
と一生懸命に努力していました。まずは「持久ぶら下がり」
を行い、次に台を使って「補助逆上がり」を行うなど、段階
を踏まえて練習することができていました。

○１日の生活の成果と課題を、毎日の自主学習で振り返ってい
ます。できなかったことがあれば、それを明日の課題として
捉え、解決するための方法を考えて、翌日を過ごしています。
その繰り返しが、良い生活習慣をつくっています。

分からないこと
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



47第２部　文例編　通知表所見の文例

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力

２．思考力・判断力・表現力

○学校で学習したことだけで満足するのではなく、素朴な疑問
を持つと必ず自分から聞きにきたり、調べたりして解決しよ
うとする態度はとても立派です。これからも続けてほしいと
思います。

○算数の割り算の学習をしたとき、割り算の意味が二つあるこ
とに気付き、自分で何がどう違うのかを調べてくることがあ
りました。その考えを発表したことで、みんながよく理解す
ることができました。

○自分の考えを発表するときには、いつも「○○さんと同じで
…」や「○○さんとは違うけれど…」と友達の意見を活かし
て伝えられていましたね。自分の考えと比べながらよく聞け
ている証拠だと思います。これからも続けましょう。

○算数の課題について、クラス全体で考え、発表し合っている
ときには、自分の考えとどこが同じで、どこが違うのかを考
えながら聞くことができました。友達の考えを自分と比べな
がら理解しようと努めている姿は立派です。

○クラブの活動目標を決めるときには、５・６年生が出す意見
をよく聞いていました。そして、自分と同じ考えに対して、
緊張しながらも賛成の意見を言うことができました。

○グループや学級全体での話し合いの際、自分の考えをしっか
りと持って、友達の考えとの違いをきちんと自分の言葉で説
明することができました。

○国語の時間、物語文を読んだ際、他の人とは異なる視点で登
場人物の気持ちを考えることができました。自分なりの考え
方で登場人物の気持ちを捉え、しっかりと発表することがで
きました。

○道徳の時間に、相手の気持ちを考えて行動するために必要な
ことは何かを考えた際、友達の意見に左右されず自分の意見
をしっかりと持ち、それを堂々とみんなに伝えることができ
ました。

疑問や課題を持
つことができる
子

自分と友達の意
見の共通点、相
違点に気付ける
子

感想や意見をし
っかり持つこと
ができる子

所見文例（優れていた姿）子どもの姿
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○どの教科でも自分の考えと比べながら最後までよく話を聞い
ています。友達の考えの良いところは積極的に取り入れ、自
分の考えを深めていくことができるので、理解が確実なもの
になっています。
○友達の発表をよく聞いています。学習中、「自分はこう思っ
ていたが、○○さんの意見を聞いてこのように考えが変わっ
た。」など、具体的に自分の考えの変化を述べることも多く
あり、意欲的に学習していることが分かります。
○話し合い活動では友達の意見や説明をうなずきながら聞いて
います。その上で自分の考えと比べ、同じところや違うとこ
ろを整理し、さらに話し合いをまとめる意見を述べることが
できます。

○「自分たちの地域をもっときれいにしたい」と、まち探検で
予想以上にゴミが多かったことに課題を感じ、強い思いを持
って解決策を考えていました。地域の方々にも協力していた
だき、「まちをきれいに大作戦！」が行われました。
○体育の体力を高める運動の学習で、自分に足りない調整力を
高める運動を調べ、短縄跳びの練習に取り組んでいました。
その結果、たくさんの技ができるようになりました。
○「敬老の集いで、私たちの歌を聴いて喜んでもらいたい」と
いう願いを持って、「ふるさと」の歌を、強弱や抑揚に気を
付けて練習を重ねました。心がこもった歌声に、お年寄りの
方々が大変感動しておられたことが印象に残っています。

○地域の歴史調べの学習で、地域にある古いものを調べました。
調べたことをもとに、当時の人々の暮らしぶり、さらに古く
から行われている行事やそれに託された願いについて、考え
を広げていくことができました。
○お店調べの学習で、商店街の見学や聞き取りをしました。お
店は品物を売るだけでなく、品物を作っている人、運搬する
人、商品を売る人、それを買って使う人など、様々な人たち
の思いがあることに気付くことができました。

自分の考えを友
達の意見と比べ
て深めることが
できる子

自分なりの思い
や願いを持って
取り組める子 

考える範囲を広
げていくことが
できる子

所見文例（優れていた姿）子どもの姿
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３．知識・理解

○日々の漢字練習に欠かさず取り組み、漢字テストでも常に満
点を取っています。福祉の学習で、学校への招待状を作成す
るときも、正しく漢字を活用することができています。知識
として定着している証です。

○チョウの成虫の体のつくりは、頭、胸、腹の三つの部分から
できていて、胸にはあしが３対６本あることを、他の虫と比
べながら説明することができました。昆虫の定義をしっかり
と理解していました。

○社会科で○○駅の様子や特色をしっかりと理解した□□さ
ん。縦割り班活動のオリエンテーリングで、上級生や下級生
の先頭に立って道案内をし、正確にポイントにたどりつくこ
とができました。

○自分の考えや感じたことをまとめるに当たり、それまでの学
習内容や学習の進め方を思い起こし、それを参考にしながら
課題解決に努めていました。また、困ったときは、以前の教
科書のページやノートを開いて再確認して進める姿勢が見受
けられました。

○社会科の町探検で公共施設の果たす役割や仕事内容について
調べる際、以前に見学した施設の役割などを関連づけながら
考えたり、新聞にまとめたりすることができました。

○学級で話し合ったことを実行に移すに当たり、以前にも同じ
ようなことを行って失敗したことを思い出し、同じ失敗をし
ないためにも、どこに問題があったのかを振り返ることの大
切さを提案していました。

○４月は理科が苦手だと言っていました。しかし、４年生にな
って友達と一緒に予想を立て、興味を持って学習しているう
ちに楽しいと思えるようになったと話していました。その言
葉に大きな成長を感じました。

○漢字を覚えることが苦手で、なかなか点数を取ることができ
ませんでした。しかし、毎回の小テスト前の家庭学習を確実

正確な知識を身
に付けている子 

学習したことや
知識を活用でき
る子

苦手だったこと
を克服して知識
が定着した子

所見文例（優れていた姿）子どもの姿
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に行うことで、知識が定着していき、まとめのテストで成果
を出すことができました。

○読書が大好きで、休み時間にもたくさんの本を読んでいまし
た。読書を通して、たくさんの言葉を、単なる辞書的な意味
だけでなく、物語の状況から考えられる意味も覚え、適切に
使えるようになりました。
○国語で学習した「盲導犬の訓練」という説明文の教材に関連
する本を並行読書する中で、働く犬に関する様々な知識を得
ることができました。読書と辞書を引く習慣が身に付いてお
り、多くの言葉を正しく使うことができます。
○朝の１分間スピーチでは、読書から得た言葉の知識を存分に
発揮し、状況や気持ちを表す適切な言葉を使って伝えてくれ
ました。友達からは、もっと詳しく教えてなどと尋ねられる
こともしばしばありました。

○学習したことの中で特に自分が興味を持ったことは、図書室
の本やインターネットを使ってさらに詳しく調べ、楽しみな
がら幅広い知識を身に付けていくことができました。
○昆虫好きで、クラスの誰よりも虫のことに関してよく知って
います。理科の昆虫の学習では、すみかや餌、成長の仕方な
どその豊かな知識を披露し、みんなが感心していました。
○語彙が豊かで、ことわざの意味などもよく知っています。学
級新聞でことわざを使った短文作りを紹介する記事では、場
に応じた上手な文を作ることができ、みんなのお手本となり
ました。

○「○○交流会」の地域の方への案内状づくりで、はさみやカ
ッターナイフなどを使うときには、周りの友達に気を付け安
全に心掛けて使用していました。また、渡すときには刃の部
分を自分の方に向け、相手に危険がないように配慮していま
した。
○体育の跳び箱運動の学習で、自分が跳んだ後に跳び箱やマッ

読書を通して言
葉の知識が豊か
な子

学習内容に関連
した知識が豊か
な子 

安全に配慮する
知識が身に付い
ている子 

所見文例（優れていた姿）子どもの姿


