
資料７
「算数の評価規準」 小学部 ６年
単元名 ね ら い 関心・意欲・態度 数学的な考え方 表現・処理 知識・理解

数や図形の見方 ・積や商の見積もりやおおよその面積の求め方、倍数、約 ・積や商を見積もることの良さが分かり、計算の場 ・数値を見積もって計算しても、実際の数値で計算 ・もとの数値を概数にして計算し、積や商を見 ・積や商を見積もるときは、もとの数を概数に

４ 数などの学習を通して、整数や図形の見方に関心をもち 面で活用しようとする意欲をもつ事ができる。 した積や商と大きな差がないことを見いだす。図形 積もる。図形の概形をとらえ面積を見積もるこ して計算すればよいことが分かる。

。それらを積極的に活用することができる。 ・公倍数・公約数など能率のよい見つけ方を考えよ の面積の見積もりを方眼を用いて見つけることがで とができる。 ・倍数・公倍数・最小公倍数等の意味が分かる

月 うとする事ができる。 きる。 ・ある整数の倍数・約数などを求めることがで

・約数を見つける場合、約数の対応関係などに着目 きる。

して落ちがないようにできる。

分数のたし算と ・異分母分数も加法減法が適用できることを知り、数理的 ・大きさの等しい分数のきまりを進んで見つける事 ・大きさの等しい分数のきまりを見つけだしたり、 ・大きさの等しい分数を計算から作ることがで ・約分・通分の意味と方法が分かる。

。５ ひき算 に処理しようとする意欲をもつ。 ができる。 異分母分数の大小比較の方法を説明することができ きる。 ・異分母分数の加減法の計算のしかたがわかる

・約分・通分の用語や意味が分かる。 ・異分母分数の大小比較の方法や加減法の計算方法 る。 ・分数の通分・約分ができ大小比較をすること

月 ・異分母分数の加法・減法の意味と計算方法を理解し活用 を考え出そうとする事ができる。 ・同じ単位のものは、その個数同士で加減ができる ができる。

できる。 ことを知り計算の仕方を説明することができる。 ・異分母分数の加減法の計算ができる。

直方体と立方体 ・立体図形を考察する方法を理解し、日常生活において図 ・直方体や立方体の性質や特徴を調べたり、展開図 ・直方体や立方体を考察したり、展開図や見取り図 ・立体の性質や特徴を調べることができる。 ・立体の性質・特徴がわかる。

６ 形を有効に活用しようとする意欲をもつことができる。 や見取り図を書いたりすることに興味をもつ事がで に表したりするとき、その構成要素や位置関係に着 ・見取り図や展開図をかいたり、図を読み取る ・直方体に関連して、面や辺の垂直・平行の関

・直方体や立方体の概念や構成要素及び、辺や面の位置関 きる。 目することができる。 ことができる。 係が分かる。

月 係について理解できる。 ・見取り図や展開図のかき方が分かる。

・見取り図や展開図を書いたり読んだり、展開図から直方

体や立方体を作ることができる。

平均 ・平均の学習に興味・関心をもち、これを用いて身近な問 ・平均のよさに気づき、進んで生活に生かそうとで ・平均の考え方を用いて問題を解決する。 ・平均を求めることができる。 ・平均の意味や求め方がわかる。

。題を解決しようとする意欲をもつことができる。 きる。 ・平均と個数から合計を求めることができる。 ・平均から全体の大きさを求めることがわかる

・ 平均」の意味を理解し、平均を求めることができる。 ・資料を平均の考え方を用いて比べることがで ・いろいろな場面で、平均の考え方を用いるこ「

・平均の考え方を いろいろな場面で用いることができる きる。 とがわかる。、 。

体積 ・体積の概念や求め方を理解し、日常生活において進んで ・面積の公式の良さを体積の場合にも活用しようと ・面積の求積方法から類推して体積の求め方を考え ・１立法ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ を立方体の体積として、立体 ・ 体積」の意味が分かる。「

７ 活用しようとする。 する事ができる。 る事ができる。 の体積を測定し、数値を用いて表すことができ ・体積は単位とする体積の何倍かの値で表すこ

・体積の用語・概念を理解する。 ・体積の単位の決め方、公式の導き方等を自ら考え ・単位の考え方に着目して、筋道を立てて体積の公 る。 とができる。

月 ・体積の単位や計算方法を知り、活用できる。 出そうとする事ができる。 式を導く事ができる。 ・立体の求積公式を用いて体積を求めることが ・体積の単位がわかる。

できる。 ・体積の公式の意味や用い方が分かる。

単位量あたりの ・単位量あたりの考え方を理解し、活用したりその大きさ ・日常生活の中で単位量あたりの大きさを比較でき ・異種の２つの量の割合としてとらえられる数量に ・単位量あたりの量を求め比較する事ができる ・単位量あたりの大きさの意味や表し方がわか

９ 大きさ を比較することができるようにする。 るような事柄を見つけたり、速さについて興味をも ついて、どちらか一方の数値を同じにしたときの他 ・人口密度を求めたり比較したりすることがで り、その考え方を用いての数量の比べ方がわか

・速さ・時間・道のりに関する意味理 解し用いることが ったりして積極的に活用する事ができる 方の量で比べればよいと考える事ができる。 きる。 る。

月 できるようにする。 ・速さは、時間と道のりの２つの量にかかわる量で ・速さの公式を使って速さを求めたり道のりや ・人口密度の意味と求め方がわかる。

。あることに気づき、比較するときなどには単位量あ 時間を求めることができる。 ・速さの意味や公式を使っての求め方がわかる

たりの大きさを求めると良いと考える事ができる。 ・秒速・分速・時速の意味がわかる。

分数と整数のか ・分数×整数、分数÷整数の意味と計算方法を理解し立式 ・既習の分数や除法、乗法の意味などをもとに、計 ・分数や乗法、除法の意味に基づいて計算の仕方を ・分数を整数でかける、整数でわる時の立式が ・分数に整数をかけたりわったりする意味や、

10 け算・ わり算 したり計算したりすることができる。 算の仕方を考え出そうとすることができる。 説明することができる。 できたり、計算ができたりすることができる。 計算の仕方がわかったりすることができる。

月 角柱と円柱 ・基本的な立体図形について知る。 ・角柱や円柱の特徴を既習の図形をもとにして調べ ・立体の特徴や構成要素に着目し説明をすることが ・角柱の面、辺、頂点の数を調べることができ ・角柱・円柱の定義がわかる。立体の構成要素

・立体を構成する面や辺の関係に着目したりそれぞれの特 ようとする事ができる。 できる。 る。 の意味や面の平行・垂直などの関係がわかる。

徴をつかむことができる。 ・身の回りから積極的に角柱や円柱を見いだそうと

する事ができる。

分数のかけ算 ・分数×分数の乗法の意味と計算原理や方法について理解 ・乗数が分数の場合にまで乗法の意味を拡張してと ・数直線を用いて、分数をかける計算の意味を小数 ・乗数が分数の場合の乗法の場面で立式ができ ・分数をかける意味や分数をかける乗法の計算

11 し、立式したり計算したりすることができる。 らえることの良さに気づき、分数をかける乗法の計 の場合と統合的にとらえる。 る。 原理がわかる。

・辺の長さが分数で表されている場合の面積の求積ができ 算の仕方を既習事項を用いて考えようとする事がで ・立式の根拠を数直線を用いて説明することができ ・分数をかける乗法の計算ができる。 ・辺の長さが分数で表されているときも面積の

月 る。 きる。 る。 公式が使えることがわかる。

・分数の乗法の計算方法を、既習の分数の意味や計 ・分数の乗法で乗数の大きさによる被乗数と積

算のきまりをもとに考え出したり説明したりでき の大きさの関係がわかる。

る。 ・分数倍をもとにくらべる量を求める時に分数

の乗法が用いれられることがわかる。

分数のわり算 ・分数÷分数の乗法の意味と計算原理や方法について理解 ・乗法の意味の拡張にならって、分数の除法につい ・数直線を用いて、分数でわる計算の意味を小数の ・除数が分数の場合の除法の場面で立式ができ ・分数でわる意味や計算原理がわかる。

し、立式したり計算したりすることができる。 ても意味の拡張を図り整数の場合と同じ形式で立式 場合と統合的にとらえる事ができる。 る。 ・分数の除法で除数の大きさによる被除数と商

・分数の除去について、除数の大きさから、被除数と商の しようとする。 ・立式の根拠を数直線を用いて説明することができ ・分数でわる除法の計算ができる。 の大きさの関係がわかる。

大小関係を判断することができる。 ・分数でわる除法の計算の仕方を既習事項を用いて る。

考えようとする事ができる。 ・分数の除法の計算方法を、既習の分数の意味や計

算のきまりをもとに考え出したり説明したりでき

る。

比 ・比の意味を理解し それを用いて数量関係を考察したり ・２つの数量の割合を比で表すことの良さがわかり ・比が等しいことの意味に基づいて等しい比の求め ・２つの数量の割合を比の形で表すことができ ・比の意味とその表し方がわかる。比が等しい、 、 、

12 表現しようとすることができる。 進んで日常場面に活かそうとする事ができる。 方を説明する事ができる。 る。 ことの意味や等しい比のつくり方がわかる。

・比の相等関係や表し方について理解し、等しい比を作っ ・等しい比を等号で結び、比の性質をもとにして未 ・等しい比を見つけたり等号で結び、未知の量 ・比の性質を用いて比の一方の量を求める方法

月 たり、それを活用して問題を解決したりする。 知の量の求め方を説明する事ができる。 を求めることができる。 がわかる。

比例 ・数量の関係の考察や処理に比例の考えを有効に用いよう ・２つの数量の変わり方に興味をもち、その関係を ・２つの数量が比例しているかどうかを比例の定義 ・ともなって変わる２量の関係を表を用いて調 ・比例の意味がわかり、ともなって変わる２量

。１ とする。 表・式・グラフなどを用いて進んで調べようとする や性質をもとに説明したり、式の形やグラフの形に べることができる。 の関係が比例しているかの判断の仕方がわかる

・比例の用語や意味、比例する２つの数量の変化の割合に 事ができる。 着目して説明する事ができる。 ・比例する２量の関係を式やグラフに表すこと ・△が○に比例するとき、○の２つの値の割合

月 ついて理解することができる。 ・身の回りから比例の関係にあるものを見つけよう ・比例の式やグラフなどを用いて、未知の数量の値 ができる。 とそれに対応する△の２つの値の割合は等しく

・比例する２つの関係をグラフや表に表すことができる。 とする事ができる。 の求め方を説明する事ができる。 なることがわかる。

・○の値でそれに対応する△の値をわった商は

決まった数になることがわかる。

・比例のグラフの特徴がわかる。

２ ６年のまとめ ・小学校で学習した内容の数と計算、量と測定、図形、数 ・算数の学習で学んだ事柄が身に付いているかどう ・既習事項をもとに問題の解決方法を説明する事が ・既習の数の計算、量と測定、図形、数量の関 ・既習の数と計算、量と測定、図形、数量の関

・ 量の関係の４領域について、復習することができる。 か進んでチェックしようとする事ができる。 できる。 係に関する問題解決ができる。 係に関する基礎的事項がわかる。

３

月


