
知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力、人間性等

4

月

5

月

３　分数と整数のかけ算とわり

算

４　分数×分数

３、乗数や除数が整数の場合の分

数の乗法及び除法の意味と計算の

しかたを理解して，計算をするこ

とができる。

４、(分数)×(分数)の計算の意味

と計算のしかたを理解して計算が

でき，計算法則が成り立つことも

理解することができる。

３、乗数や除数が整数の場合の分

数の乗法及び除法の意味や計算の

しかたを，具体物や図，式を用い

て考える力を養う。

４、(分数)×(分数)の計算のしか

たを，既習事項をもとに，数直線

や図，表，式を用いて考える力を

養う。

３、乗数や除数が整数の場合の分

数の乗法及び除法の計算のしかた

を考え，それを活用しようとする

態度を養う。

４、(分数)×(分数)の計算のしか

たを，既習事項をもとに考えよう

とする態度を養う。

第６学年　算数　評価規準表

　　　　　　　　観点　

　単元等　

１　ならべ方と組み合わせ方

２　文字と式

１、起こり得る場合を順序よく整

理するための，落ちや重なりがな

いように図や表などを用いて調べ

ることができる。

２、問題場面の数量の関係をa，

xなどの文字を用いて式に表し

て，式の値や文字にあてはまる数

の求め方を理解して，求めること

ができる。

１、事象の特徴に注目し，順序よ

く整理する観点を決めて，落ちや

重なりなく調べる方法を考える力

を養う。

２、問題場面の数量関係に着目し

て，数量の関係を，文字を用いて

簡潔かつ一般的な式に表現した

り，式の意味を読み取ったりする

力を養う。

１、事象の特徴に注目して，起こ

り得る場合について，落ちや重な

りがないように工夫して考えよう

とする態度を養う。

２、問題場面の数量の関係を，文

字を用いて式に表すよさに気づ

き，関係を考察したり表現したり

しようとする態度を養う。



6

月

7

月

9

６　分数と分数の計算

６、小数，分数，整数の混じった

四則計算は，分数に直して計算す

るとよいことを理解し，既習事項

をもとに，小数と分数の問題を解

くことができる。

６、既習事項をもとに，小数と分

数の問題を考える力を養う。

６、小数と分数の計算に興味をも

ち，問題解決をしようとする態度

を養う。

７　対称

８　円の面積

７、線対称な図形，点対称な図形

の定義や性質を理解し，図形につ

いての豊かな感覚をもつことがで

きる。線対称な図形，点対称な図

形を作図することができる。

８、円の面積や身近な図形の面積

を求めるには，既習の図形にして

考えるとよいことを理解し，面積

の大きさについての豊かな感覚を

もつことができる。

円の面積や身の回りにある図形の

およその面積を，方眼を数えた

り，既習の図形にしたりして，求

めることができる

７、基本図形を線対称・点対称と

いう観点で考察し，分類整理する

ことで図形に対する見方を深める

力を養う。

８、円の面積や身の回りにある図

形のおよその面積の求め方を，既

習の図形をもとにして考える力を

養う

７、基本図形を線対称や点対称の

観点から着目し，その形を考察し

ようとし，線対称や点対称の図形

の美しさに気づき，生活場面で活

用しようとする態度を養う。

８、円の面積や身の回りにある図

形のおよその面積を，方眼を数え

たり，既習の図形にしたりして，

工夫して求めようとする態度を養

う。

５　分数÷分数

５、(分数)÷(分数)の計算の意味

と計算のしかたを理解し，分数の

除法でも，整数の場合と同じ関係

が成り立つことを理解して，(分

数)÷(分数)の計算をすることが

できる。

５、(分数)÷(分数)の計算のしか

たを，既習事項をもとに，数直線

や図，式を用いて考える力を養

う。

５、(分数)÷(分数)の計算のしか

たを，既習事項をもとに考えよう

とする態度を養う。



月

10

９　立体の体積

１０　比とその利用

９、角柱や円柱の体積は，(底面

積)×(高さ)で求められることを

理解して，体積を求めることがで

きる。

１０、比の意味，比が等しいとい

うことの意味を理解することがで

きる。比を用いて，2つの数量の

関係を表したり，等しい比を作っ

たりすることができる。

９、直方体の体積の求め方から，

角柱や円柱の体積の求積公式を考

える力を養う。

１０、比や等しい比の性質を活用

して，問題を解決する力を養う。

９、身の回りにあるものの体積を

調べたり，角柱・円柱の体積の公

式を導き出したりしようとする態

度を養う。

１０、比のよさに気づき，2つの

数量の関係を，比を用いて表した

り，問題の解決に比を活用したり

しようとする態度を養う。

７　対称

８　円の面積

７、線対称な図形，点対称な図形

の定義や性質を理解し，図形につ

いての豊かな感覚をもつことがで

きる。線対称な図形，点対称な図

形を作図することができる。

８、円の面積や身近な図形の面積

を求めるには，既習の図形にして

考えるとよいことを理解し，面積

の大きさについての豊かな感覚を

もつことができる。

円の面積や身の回りにある図形の

およその面積を，方眼を数えた

り，既習の図形にしたりして，求

めることができる

７、基本図形を線対称・点対称と

いう観点で考察し，分類整理する

ことで図形に対する見方を深める

力を養う。

８、円の面積や身の回りにある図

形のおよその面積の求め方を，既

習の図形をもとにして考える力を

養う

７、基本図形を線対称や点対称の

観点から着目し，その形を考察し

ようとし，線対称や点対称の図形

の美しさに気づき，生活場面で活

用しようとする態度を養う。

８、円の面積や身の回りにある図

形のおよその面積を，方眼を数え

たり，既習の図形にしたりして，

工夫して求めようとする態度を養

う。



月

11

月

12

月

1

１２　比例と反比例

１２、表やグラフから数量を読ん

だり，比例や反比例の関係を表や

グラフに表したりすることができ

る。

１２、2つの数量の関係を比例や

反比例の定義や性質を使ってとら

えたり，表やグラフから2つの数

量の関係を考察したりする力を養

う。

１２、日常生活の中で，比例や反

比例の関係を用いて問題を解決し

ようとする態度を養う。

１３　資料の整理

１４　データの活用

１５　算数のまとめ

１３、資料の代表値や，度数分布

表，柱状グラフについて理解する

ことができる。資料を整理して，

度数分布表や柱状グラフをかいた

り読み取ったりすることができ

る。

１４、日常生活の中で見つけた問

題をデータとして集め，そのデー

タを表やグラフに表す方法を理解

することができる。

１５、数量や図形についての概念

や性質，技能などについて理解す

ることができる。基礎的・基本的

事項を活用して，問題を解くこと

ができる。

１３、代表値として平均値や中央

値，最頻値を用い，散らばりの違

いを数量的にまとめるなど，資料

の傾向をとらえる方法を考える力

を養う。

１４、目的に応じたデータから，

データの特徴や傾向を分析し，問

題の結論について考察する力を養

う。

１５、6年までに身につけた数学

的な考え方や処理のしかたのよ

さ，有用性を的確にとらえ，活用

する力を養う。

１３、資料の傾向をとらえるため

に，代表値としての平均値，最頻

値，中央値や散らばりの様子など

をとらえ，資料を整理しようとす

る態度を養う。

１４、日常生活の中で，身の回り

の問題を見つけ，データを表やグ

ラフに表し，解決しようとする態

度を養う。

１５、既習事項を活用して問題解

決に取り組み，自分の学習課題を

把握して，学習を進めようとする

態度を養う。

９　立体の体積

１０　比とその利用

９、角柱や円柱の体積は，(底面

積)×(高さ)で求められることを

理解して，体積を求めることがで

きる。

１０、比の意味，比が等しいとい

うことの意味を理解することがで

きる。比を用いて，2つの数量の

関係を表したり，等しい比を作っ

たりすることができる。

９、直方体の体積の求め方から，

角柱や円柱の体積の求積公式を考

える力を養う。

１０、比や等しい比の性質を活用

して，問題を解決する力を養う。

９、身の回りにあるものの体積を

調べたり，角柱・円柱の体積の公

式を導き出したりしようとする態

度を養う。

１０、比のよさに気づき，2つの

数量の関係を，比を用いて表した

り，問題の解決に比を活用したり

しようとする態度を養う。

１１　拡大図と縮図

１１、拡大図・縮図の意味や性質

を理解することができる。拡大

図・縮図を作図することができ

る。

１１、拡大図・縮図の作図のしか

たを考え，言葉や図を用いて表現

したり，実際には測定しにくい長

さを計算で求める方法を考えたり

する力を養う。

１１、身の回りから拡大図や縮図

を見つけたり，拡大図・縮図を日

常生活で活用しようとしたりする

態度を養う。



月

2

月

3

月

１６、算数で見つけた考え方

１６、既習事項を，9つの考え方

をもとに整理できる。既習事項

を，活用することができる。

１６、9つの考え方をもとに，既

習事項を整理して考える力を養

う。

１６、既習事項を，9つの考え方

をもとに整理しようとする態度を

養う。

１７、中学校へのかけ橋

１７、新しい内容を理解すること

ができる。既習事項を，活用する

ことができる。

１７、新しい内容に取り組むと

き，既習事項をもとに考える力を

養う。

１７、既習事項をもとに，新しい

内容に取り組もうとする態度を養

う。

１３　資料の整理

１４　データの活用

１５　算数のまとめ

１３、資料の代表値や，度数分布

表，柱状グラフについて理解する

ことができる。資料を整理して，

度数分布表や柱状グラフをかいた

り読み取ったりすることができ

る。

１４、日常生活の中で見つけた問

題をデータとして集め，そのデー

タを表やグラフに表す方法を理解

することができる。

１５、数量や図形についての概念

や性質，技能などについて理解す

ることができる。基礎的・基本的

事項を活用して，問題を解くこと

ができる。

１３、代表値として平均値や中央

値，最頻値を用い，散らばりの違

いを数量的にまとめるなど，資料

の傾向をとらえる方法を考える力

を養う。

１４、目的に応じたデータから，

データの特徴や傾向を分析し，問

題の結論について考察する力を養

う。

１５、6年までに身につけた数学

的な考え方や処理のしかたのよ

さ，有用性を的確にとらえ，活用

する力を養う。

１３、資料の傾向をとらえるため

に，代表値としての平均値，最頻

値，中央値や散らばりの様子など

をとらえ，資料を整理しようとす

る態度を養う。

１４、日常生活の中で，身の回り

の問題を見つけ，データを表やグ

ラフに表し，解決しようとする態

度を養う。

１５、既習事項を活用して問題解

決に取り組み，自分の学習課題を

把握して，学習を進めようとする

態度を養う。


