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平成○○年度 第２学期 小学部 ６年 教科名 算数 担 当 者 ◇◇ ○○
名 前 関心・意欲・態度 数学的な考え方 表現・処理 知識・理解 総 合 所 見 評定評価 評価 評価 評価

●体積の単位・公式の導き方等 ●筋道を立てて体積の公式を導 ●立体の求積公式を用いて体積 ●体積の単位や公式の意味が分 ・授業でつまづいたところをはっきりして理
を考え出そうとできたか。 ○ く事ができたか。 ○ を求めることができたか。 ◎ かったか。 ○ 解できるように支援したり、ミニテスト問題
・おおむねできた。複合図形は ・おおむねできた。複合図形は ・十分できた。 ・おおむねできた。 を随時実施し、定着を図るようにすると、全
教師の促しだったが、様々な大 分割して考えるのみだった。 ・テスト９０％ 計算間違いを ・テスト７０％ 直方体の高さ 体的に表現処理・知識理解の面でおおむね定
きさの立方体の積み木を意欲的 ・テスト ８０％ した。 の変化と体積の変化の関係の関 着した
に操作し考えようとできた。 ●単位量あたりの考えを用いて ●単位量あたりの量を求め比較 係式が間違った。 ・新しい課題など、考える前に「難しい」と
●単位量あたりの大きさを比較 混み具合や速さの比べ方を考え △ することができたか。 ○ ●単位量あたりで比べる方法や 言ってやろうとしない面があるが、きっかけ
できる事柄や速さについて興味 △ る事ができたか。 ・おおむねできた。速さの公式 人口密度の意味や速さを求める がつかめるような助言やヒントをノートに書
をもち活用する事ができたか。 ・努力を要する。 や道のりを求める問題が不十分 公式、時速、分速、秒速の意味 ○ いたりすることで課題に向かえるようになっ
・努力を要する。 ・混み具合などの比べ方はおお であった。 がわかったか。 た。今後も、本児の状態に応じて適切な指導
・教師に促され課題に向かうこ むねできたが、速さや道のりを ・テスト８０％ ・おおむねできた。 をし自分から課題に取り組めるようにしてい
とが多い。異なる２つの量を比 求める公式の意味を考えること 計算間違いをした。 ・テスト ８０％ 速さを求め きたい。
較できることのよさがわかる が難しかった。テスト ７０％ る式が間違った 。 ・わかり始めると、積極的に考え発表するこ。
と、活用しようとできた。 ●分数や乗法、除法の意味に基 分数を整数でかける、わる ●分数に整数をかけたりわった とができた。友だちや教師の話を聞かないで●
●既習の分数や除法、乗法の意 づき計算方法が説明できたか。 ○ 時の立式ができたり、計算がで ○ りする意味や、計算の仕方がわ 自分が思いついたことを話そうとする面があ
味などをもとに、計算の仕方を ○ ・おおむねできた。 きたりすることができたか。 かったりすることができたか。 ◎ るので、まわりの様子に気づかせたり簡潔に

１ ○○ ○男 考え出そうとできたか。 ・整数や小数の計算を基にして ・おおむねできた。 ・十分できた。 課題を整理し助言すると聞くことができ、他
・おおむねできた。 分数の計算方法を考えることは ・テスト ７０％ わり算で分 ・テスト ９０％ 計算間違い の考え方にも気づけるようになった。
・教師に促され計算の仕方を考 難しい面があった。基本的な文 子はそのままで分母にその整数 をした。 ・自主学習してきた時に、みんなの前で賞賛
えるときもあったが、予習をし 章題を考え解くことはできた をかける計算をわり算にした したりすると、計算ドリルを積極的に自主学
計算しようとできた。 ・テスト ８０％ ○ 習してくるようになった。今後は、間違った
●角柱や円柱の特徴を既習の図 ●立体の特徴や構成要素に着目 ●角柱の面、辺、頂点の数を調 ●角柱・円柱の定義がわかり、 点を見直せるように言葉かけしていきたい。
形をもとにして調べようとする し説明をすることができたか。 △ べることができたか。 ○ 立体の構成要素や面の平行・垂 ・学習姿勢のよい面やできた面を十分認めた
事ができたか。 ○ ・努力を要する。 ・おおむねできた。 直などの関係がわかったか。 言葉かけをすることで自信がつくようにな
・おおむねできた。面の位置関 ・面の形や辺や面の数に基づい ・テスト ８０％ 立体の定義 ・十分できた。 り、文章題等に取り組むことができた。
係に関しては教師の促しが必要 て立体の違いをとらえたが面の を言葉で表現することができな ・テスト ７０％ 関係が一部 ・文章題等に自信がない面があるので、文だ
だった。 位置関係をとらえれなかった。 い面もあった。 理解できていなく、間違った。 ◎ けでなく、視覚情報（絵に表現する等）を積
・ドリルの自主学習ができた。 ●分数の乗法の計算を、既習の ●乗数が分数の場合の立式やそ ●分数をかける意味や計算方法 極的に活用して、問題の理解を図るようにす
●分数をかける乗法の計算の仕 事項をもとに考え出すことがで の計算ができたか。 がわかり、辺の長さが分数でも ると、解こうとできるようになってきた。
方を既習の乗法計算に関連づけ △ きたか。 △ ・十分できた。 ◎ 面積の公式が使えることがわか ・公式を覚えるだけでなく、公式や計算の導
て考えようとできたか。 ・努力を要する。公式を覚える ・テスト ９０％ 一部、約分 ったか。 き方を自分から積極的に考えられるような作
・努力を要する。公式を覚える が公式の導き方や約分すると簡 を忘れていた。 ・十分できた。 業的な活動を取り入れていきたい。
が、計算の仕方を考える時は教 単に計算できるよさを考えるこ ・テスト ９０％ 単位を忘れ
師の促しを必要とした。 とができなかった。 ていた。

・テスト ６０％
２学期の評価 △ △ ○ ○

●体積の単位・公式の導き方等 ●筋道を立てて体積の公式を導 ●立体の求積公式を用いて体積 ●体積の単位や公式の意味が分 ・授業でつまづいたところをはっきりして理
を考え出そうとできたか。 ○ く事ができたか。 ○ を求めることができたか。 ○ かったか。 ◎ 解できるように支援したり、ミニテスト問題
・おおむねできた。様々な大き ・おおむねできた。複合図形で ・おおむねできた。 ・十分できた。 を随時実施し、計算の意味理解と関連付けな
さの立方体の積み木を操作し考 欠損部分は自分から導き出すこ ・テスト８０％ 計算間違いを ・テスト９０％ がら定着を図るようにすると、基礎的な計算
えようとできた。 とができなかったが、分割して した。 が定着してきた
●単位量あたりの大きさを比較 は考えることができた。 ●単位量あたりの量を求め比較 ●単位量あたりで比べる方法や ・定義の意味をじっくり押さえ、正確な言葉
できる事柄や速さについて興味 ○ ・テスト８０％ することができたか。 ○ 人口密度の意味や速さを求める ◎ で図や公式を関連させながら説明できるよう
をもち活用する事ができたか。 ●単位量あたりの考えを用いて ・十分できた。 公式、時速、分速、秒速の意味 に発表する場を設けたことで学習の定着がは
・おおむねできた。 混み具合や速さの比べ方を考え ○ ・テスト ８０％ 計算間違い がわかったか。 かれた。今後も継続していきたい。
・文章題の文をじっくり考えな る事ができたか。 をした。 ・十分できた。 ・文章題で、意味が分からないで公式に当て
い面もあったが、異なる２つの ・おおむねできた。 ・テスト ９０％ はめて計算していることがあった。文章を図
量を数値化して比較できること ・混み具合や速さの比べ方は、 式して考えられるように提示すると、意味が
のよさがわかり、活用しようと 図式すると考えることができた ●分数に整数をかけたりわった わかり答える事ができた。今後は、自分で図

２ ◇◇ ◇子 できた。 ・速さ・道のり・時間を求める りする意味や、計算の仕方がわ ◎ 式し考えられるように助言していきたい。
問題を作る事ができた。 分数を整数でかける、わる かったりすることができたか。 ・毎時間はじめに前時の復習をすると、それ●

●既習の分数や除法、乗法の意 ○ ●分数や乗法、除法の意味に基 時の立式ができたり、計算がで ・十分できた。 を基にして課題を考えようとする事ができ
味などをもとに、計算の仕方を づき計算方法が説明できたか。 ○ きたりすることができたか。 ◎ ・テスト １００％ た。また、作業的な活動や既習事項をカード
考え出そうとできたか。 ・おおむねできた。 ・十分できた。 ●角柱・円柱の定義がわかり、 に書き蓄積し提示すると、それを基に次の計
・おおむねできた。 ・簡単な文章問題の場面を考え ・テスト ９０％ 計算間違い 立体の構成要素や面の平行・垂 ◎ 算方法等の導き方を考えることが積極的にで
●角柱や円柱の特徴を既習の図 て式をたてることができた。 をした。 直などの関係がわかったか。 きた。今後も継続していきたい。
形をもとにして調べようとする ○ ●立体の特徴や構成要素に着目 ●角柱の面、辺、頂点の数を調 ・十分できた。 ・ケアレスミスがあった。適当に答えてしま
事ができたか。 し説明をすることができたか。 △ べることができたか。 ○ ・テスト ９０％ 関係が一 い見直さないことがあるので、その点を気づ
・おおむねできた。模型をもと ・努力を要する。 ・おおむねできた。 部間違った。 けるように助言していきたい。
に調べようとできた。 ・面の形や辺や面の数に基づい ・テスト ７０％ 立体の定義 ●分数をかける意味や計算方法 ・自主学習も少しずつ進められるようになっ
●分数をかける乗法の計算の仕 て立体の違いをとらえたが面の を言葉で表現することができな がわかり、辺の長さが分数でも ○ てきた。今後は、間違った点を既習事項を調
方を既習の乗法計算に関連づけ △ 位置関係は難しかった。 い面があった。 面積の公式が使えることがわか べ見直せるように言葉かけしていきたい。
て考えようとできたか。 ●分数の乗法の計算を、既習事 ●乗数が分数の場合の立式やそ ったか。
・努力を要する。 項を基に導くことができたか。 ○ の計算ができたか。 ◎ ・十分できた。
・教師の促しで、関連づけて考 ・おおむねできた。公式を覚え ・十分できた。 ・テスト８０％ 乗数の大きさ
えようとした。 るが教師の促しで数直線を使っ ・テスト１００％ による被乗数と積の大小関係の

て計算方法を考えた。 一部間違いがあった。
２学期の評価 ○ ○ ○ ◎




