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お子様の学習状況の評価について

学校の教育活動は、学習指導要領に示された内容に沿って行います。今年度から、新しい学習

指導要領に沿った教育を全面的に実施します。

新しい学習指導要領では、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を子どもたちに育むた

めに、全ての教科等の目標と内容を、「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」の三つの柱で整理し直しています。

教育の目標や内容を３つの観点に整理したことを踏まえて、各教科の評価の観点も、４つの観

点から３つの観点に整理することになりました。

各教科の学習については、学習指導要領に示された目標に沿って、子どもたちが到達してほし

い目標としての「評価規準」を設定します。学校では、この評価規準にすべての子どもが到達す

るよう指導を行います。教員は、子どもたちの学習状況を、日常の授業での子どもたちの様子や、

ノート、ワークシート、ドリル、ワークテストの成果等を見て、「評価規準」に到達しているか、

到達していないかを把握（評価）します。個々の子どもの到達状況を把握（評価）し、到達して

いなければ、教員は指導の方法を改善したり、補う指導を行ったりして、子どもたちが、補習や

復習に取り組めるようにします。子どもたちの学習状況の評価は、子どもたちが目標に到達して

いるかどうかを把握して、その後の指導や学習に生かすために行っています。

関心・意欲・態度 知識・技能

思考・判断・表現
思考・判断・表現

技能

学びに向かう力（主体的な態度）知識・理解

どのように社会や世界と関わり、
よりよい人生を送るか

理解していること・できることを
どう使うか

何を理解しているか
何ができるか

学びに向かう力、人間性

思考力、判断力、表現力等知識・技能



把握した子どもたちの学習状況を保護者の皆様にお知らせするのが通知表です。通知表「あゆ

み」では、子どもたちが、到達目標である評価規準に照らして、「おおむね満足できる状態」に

ある場合は「よい」、「十分に満足できる状態」にある場合は「大変よい」、「努力を要する状態」

にある場合は「もう少し」として保護者の方にお伝えします。（１年生は、前期は２段階でお伝

えします。）「おおむね満足できる状態」「十分満足できる状態」「努力を要する状態」の基準とな

るのが、評価基準です。

子どもたちの学習状況について、到達目標である「評価規準」を設けるとともに、一人ひとり

の子どもがどのような学習状況にあるのかを判断する基準として「評価基準」を設けて、評価を

します。

例） ６学年国語 知識・技能

例） ４学年算数 思考・判断・表現

評価規準 評価基準

学習した漢字を常に使ってノートや作文を書いている。
小テスト、ワークテストの正答率が９５％を超えてい
る。

十分満足で
きる状態

これまでに学習した漢字を用
いて文や文章の中で使っている。

学習した漢字を使ってノートや作文を書いている。
小テスト、ワークテストの正答率が７０％を超えてい
る。

おおむね満
足できる状
態

学習した漢字を使わないでノートや作文を書いている。
小テスト、ワークテストの正答率が７０％未満である。

努力を要す
る状態

評価規準 評価基準

既習事項を生かして少数のかけ算の計算の仕方につ
いて考え、自分の考えを発表するとともに、友達の考
えを聞き、よりよい計算の仕方を導き出している。

十分満足で
きる状態

数の表し方の仕組みや数を構
成する単位に着目し、少数のかけ
算の計算の仕方を考えている。

既習事項を生かして少数のかけ算の計算の仕方につ
いて考え、自分の考えをノートに書いている。

おおむね満
足できる状
態

友達の考えを聞いたり、教師の助言を受けたりして、
少数のかけ算の計算の仕方について考えている。

努力を要す
る状態



第１学年 評価規準の例 ※評価規準の例です。すべての単元を示してはいません。
国語

算数

どうぞ よろしく 〈知識及び技能〉
・丁寧な言葉と普通の言葉との違いに気をつけて使っている。
〈思考・判断・表現〉
・「話すこと・聞くこと」において、身近なことや経験したことなどから話題を
決め、伝え合うために必要な事柄を選んでいる。
・「書くこと」において、経験したことから書くことを見つけ、伝えたい事柄を
明確にしている。
〈学びに向かう力〉
・これまでの経験をいかし、積極的に自分の名前を書いたり好きなものを考えた
りし、友達と交流しようとしている。

ねこと ねっこ 〈知識及び技能〉
・促音の表記、助詞の「は」の使い方、句読点の打ち方を理解し、文の中で使っ
ている。
〈思考・判断・表現〉
・「書くこと」において、語と語の続き方に注意している。
〈学びに向かう力〉
・進んで促音や半濁音のある言葉を見つけようとし、これまでの学習をいかして
文を書こうとしている。

おおきな かぶ 〈知識及び技能〉
・語のまとまりや言葉の響きなどに気をつけて音読している。
〈思考・判断・表現〉
・「読むこと」において、場面の様子や登場人物の行動など、内容の大体を捉え
ている。
〈学びに向かう力〉
・積極的に登場人物の行動を捉え、これまでの学習をいかして劇遊びをしようと
している。

なんばんめ 〈知識及び技能〉
・数を用いた順序や位置の表し方を理解し、数を用いて順序や位置を表すことが
できる。
〈思考・判断・表現〉
・数を順序や位置を表すものとしてみて、基点に着目して順序や位置を考え、数
を用いて順序や位置を表現している。
〈学びに向かう力〉
・数を用いて順序や位置を考えた過程や結果を振り返り、そのよさや楽しさを感
じながら学ぼうとしている。

どちらが ながい 〈知識及び技能〉
・長さについての基礎的な意味や、比較の方法、任意単位による測定の方法を理
解し、長さについての基礎的な感覚を身につけ、直接比較や間接比較、任意単
位による測定などによって、長さを比べることができる。
〈思考・判断・表現〉
・身の回りにあるものの長さに着目して、直接比較や間接比較、任意単位による
長さの比べ方を考えたり、任意単位により長さを数値で表したりしている。
〈学びに向かう力〉
・身の回りにあるものの長さに関心をもち、比較の方法を工夫した過程や結果を
振り返り、そのよさや楽しさを感じながら学ぼうとしている。



生活科

図画工作

体育

がっこう だいす
き

〈知識及び技能〉
・学校探検や通学路探検を通して、学校での生活はさまざまな人や施設と関わっ
ていることに気付くとともに、生活上必要な習慣や技能を身に付けている。
〈思考・判断・表現〉
・学校探検や通学路探検を通して、学校の施設の様子や学校生活を支えている
人々や友達、通学路の様子やその安全を守っている人々と、自分との関わりを
見付けている。
〈学びに向かう力〉
・学校探検や通学路探検を通して、楽しく安心して遊びや生活をしたり、安全な
登下校をしたりしようとしている。

クレヨンやパスと
なかよし

〈知識及び技能〉
・クレヨンやパスのいろいろな表し方を試すことを通して、そこから生まれる形
や色の面白さに気づいている。
・こすって写したり、塗り重ねたりするなど、いろいろな表し方を試しながら工
夫して表している。
〈思考・判断・表現〉
・いろいろな描き方をもとに表したいことを見つけ、どのように表すかを考えて
いる。
〈学びに向かう力〉
・クレヨンやパスのいろいろな表し方に関心をもち、たのしく取り組もうとして
いる。

マット遊び 〈知識及び技能〉
・マットを使った運動遊びの行い方がわかる。
・ゆりかご、前転がり、だるま転がり、丸太転がりなど。
・マットに背中や腹をつけて揺れたり、いろいろな方向に転がったりすることが
できる。
・うさぎ跳び、かえるの足打ち、壁登り逆立ち、支持での川跳びなど。
・手や背中で体を支えていろいろな姿勢で逆立ちしたり、移動したりすることが
できる。
〈思考・判断・表現〉
・複数のコースでいろいろな方向に転がることができるような場を選んだり、動
物に変身して行う運動遊びの中から動物の動きを選んだりしている。
・友達のよい動きを擬態語や擬音語で表現したり、学習カードに書いたりしてい
る。
〈学びに向かう力〉
・マット遊びに進んで取り組んでいる。
・順番やきまりを守り、誰とでも仲よくしている。
・器械・器具の準備や片付けを、友達と一緒にしている。
・転がったりするときなどに、危ないものが無いか、近くに人がいないか、器械・
器具が安全に置かれているかなどの場の安全に気を付けている。



第２学年 評価規準の例 ※評価規準の例です。すべての単元を示してはいません。
国語

算数

たんぽぽの ち
え

〈知識及び技能〉
・順序など情報と情報との関係について理解している。（(2) ア）
〈思考・判断・表現〉
・「読むこと」において、時間的な順序などを考えながら、内容の大体を捉えてい
る。（C(1)ア）
・「読むこと」において、文章の中の重要な語や文を考えて選び出している。（C(1)
ウ）
〈学びに向かう力〉
・粘り強く時間的な順序などを考えて内容を捉え、学習の見通しをもって、文章を
読んで思ったことを書こうとしている。

同じ ぶぶんを
もつ かん字

〈知識及び技能〉
・第２学年までに配当されている漢字を読んだり、文や文章の中で使ったりしてい
る。（(1)エ）
〈学びに向かう力〉
・積極的に第２学年までに配当されている漢字を使い、学習課題に沿って漢字の同
じ部分を意識して、読んだり書いたりしようとしている。

スイミー 〈知識及び技能〉
・身近なことを表す語句の量を増し、語彙を豊かにしている。
〈思考・判断・表現〉
・「読むこと」において、場面の様子に着目して、登場人物の行動を具体的に想像し
ている。
〈学びに向かう力〉
・粘り強く場面の様子に着目して登場人物の行動を想像し、学習課題に沿って物語
の紹介文を書こうとしている。

たし算のしかた
を考えよう
［たし算のひっ
算］

〈知識及び技能〉
・2位数の加法計算が、1位数などについての基本的な計算を基にしてできること
を理解し、その計算が確実にできるとともに、その筆算の仕方について理解して
いる。
〈思考・判断・表現〉
・数の仕組みに着目し、2位数の加法計算の仕方を、図や式などを用いて考え表現
している。
〈学びに向かう力〉
・2位数の加法の筆算の仕方について、図や式などを用いて考えた過程や結果を振
り返り、数理的な処理のよさに気付き今後の生活や学習に活用しようとしてい
る。

水のかさをはか
ってあらわそう
［水のかさのた
んい］

〈知識及び技能〉
・体積について単位と測定の意味や、単位の関係を理解し、およその見当を付け体
積の単位を適切に選択して身の回りにある入れ物に入る水の体積を測定するこ
とができる。
〈思考・判断・表現〉
・長さの学習を基に、普遍単位の必要性に気付き、身の回りにある入れ物の特徴を
その中に入る水の体積に着目して捉え、目的に応じた単位で体積を的確に表現し
たり、比べたりしている。
〈学びに向かう力〉
・身の回りにある入れ物に入る水の体積に関心をもち、量の感覚を身に付け、数学
的に表現・処理したことを振り返り、数理的な処理のよさに気付き今後の生活や
学習に活用しようとしている。



生活科

音楽

図画工作

体育

つくって ため
して

〈知識及び技能〉
・身近にあるものを使って動くおもちゃをつくる活動を通して、遊びやおもちゃを
つくる面白さや、自然の不思議さに気付くとともに、生活上必要な習慣や技能を
身に付ける。
〈思考・判断・表現〉
・身近にあるものを使って、動くおもちゃをつくる活動を通して、おもちゃがより
よく動くように改良したり、もっと楽しくなるように遊び方を変えたりするなど
して、工夫しておもちゃや遊びをつくっている。
〈学びに向かう力〉
・身近にあるものを使って、動くおもちゃをつくる活動を通して、みんなで楽しみ
ながら遊びを創り出そうとしている。

にっぽんのうた
みんなのうた

〈知識及び技能〉
・曲想と旋律や拍など音楽の構造との関わり、曲想と歌詞の表す情景や気持ちとの関わ
りに気付くとともに、自分の歌声及び発音に気を付けて歌う技能を身に付ける。
〈思考・判断・表現〉
・拍やその流れ、旋律を聴き取り、それらの働きが生み出すよさを感じ取りながら、
聴き取ったことと感じ取ったこととの関わりについて考え、曲想を感じ取って表
現を工夫し、どのように歌うかについて思いをもつ。
〈学びに向かう力〉
・情景や気持ちを歌で表すことに興味をもち、音楽活動を楽しみながら、主体的・
協働的に学習活動に取り組み、日本のうたに親しむ。

ぼかしあそびで 〈知識及び技能〉
・いろいろなこすり方を試すことを通して、そこから生まれる形や色の美しさや面
白さに気づいている。
・いろいろなこすり方を試したり組み合わせたりしながら工夫して表している。
〈思考・判断・表現〉
・クレヨンやパスをぼかした形や色などをもとに表したいことを見つけ、どのよう
に表すかを考えている。
〈学びに向かう力〉
・クレヨンやパスを用いたぼかし遊びに関心をもち、たのしく取り組もうとしている。

マット遊び 〈知識及び技能〉
・マットを使った運動遊びの行い方がわかる。
○ゆりかご、前転がり、後ろ転がり、丸太転がりなど。
・マットに背中や腹をつけて揺れたり、いろいろな方向に転がったりすることができる。
○背支持倒立（首倒立）、うさぎ跳び、かえるの足打ち、かえるの逆立ち、壁登り逆
立ち、支持での川跳び、ブリッジなど。
・手や背中で体を支えていろいろな姿勢で逆立ちしたり、移動したり、体を反らし
てブリッジをしたり、友達がつくったブリッジをくぐったりすることができる。
〈思考・判断・表現〉
・複数のコースでいろいろな方向に転がることができるような場を選んだり、動物
に変身して行う運動遊びの中から動物の動きを選んだりしている。
・友達のよい動きを擬態語や擬音語で表現したり、学習カードに書いたりしている。
〈学びに向かう力〉
・マット遊びに進んで取り組んでいる。
・順番やきまりを守り、誰とでも仲よくしている。
・器械・器具の準備や片付けを、友達と一緒にしている。
・転がったりするときなどに、危ないものが無いか、近くに人がいないか、器械・
器具が安全に置かれているかなどの場の安全に気を付けている。



第３学年 評価規準の例 ※評価規準の例です。すべての単元を示してはいません。
国語

社会

算数

漢字の音と訓 〈知識及び技能〉
・第３学年までに配当されている漢字を読んでいる。
〈学びに向かう力〉
・今までの学習をいかして、進んで漢字の音と訓という考え方に関心をもち、より
よく漢字を学ぼうとしている。

段落とその中心
をとらえて読
み、かんそうを
つたえ合おう

〈知識及び技能〉
・段落の役割について理解している。
・全体と中心など情報と情報との関係について理解している。
〈思考・判断・表現〉
・「読むこと」において、段落相互の関係に着目しながら、考えとそれを支える理由
や事例との関係などについて、叙述を基に捉えている。
・「読むこと」において、目的を意識して、中心となる語や文を見つけている。
〈学びに向かう力〉
・進んで段落相互の関係に着目しながら内容を捉え、学習課題に沿って、読んで考
えたことを文章にまとめようとしている。

登場人物のへん
かに気をつけて
読み、感想を書
こう

〈知識及び技能〉様子や行動、気持ちや性格を表す語句の量を増し、語彙を豊かに
している。
〈思考・判断・表現〉
・「読むこと」において、登場人物の行動や気持ちなどについて、叙述を基に捉えて
いる。
・「読むこと」において、登場人物の気持ちの変化や性格、情景について、場面の移
り変わりと結び付けて具体的に想像している。
〈学びに向かう力〉
・積極的に登場人物の気持ちの変化を想像し、学習課題に沿って、物語の感想を書
こうとしている。

市の様子 〈知識及び技能〉
・都道府県内における市の位置、市の地形や土地利用、交通の広がり、主な公共施
設の場所と働き、古くから残る建造物の分布などについて観察・調査したり地図
などの資料で調べたりして、必要な情報を集め、読み取り、市の様子を理解して
いる。
・調べたことを白地図や文などにまとめ、市の様子を理解している。
〈思考・判断・表現〉
・都道府県内における市の位置、市の地形や土地利用、交通の広がり、主な公共施
設の場所と働き、古くから残る建造物の分布などに着目して、問いを見いだし、
市の様子について考え 表現している。
・場所ごとの様子を比較したり土地利用の様子や交通などを関連づけたりして考
え、適切に表現している。
〈学びに向かう力〉
・市の様子について、予想や学習計画を立てたり、見直したりして、主体的に学習
問題を追究し、解決しようとしている。

同じ数ずつ分け
るときの計算を
考えよう
［わり算］

〈知識及び技能〉
・除法が用いられる場合や除法と乗法などとの関係について知り、除法の意味につ
いて理解するとともに、除法計算をすることができる。
〈思考・判断・表現〉
・数量の関係に着目し、等分除と包含除を除法として統合して捉えるとともに、具
体物や図、式を用いて計算の仕方を考え表現している。
〈学びに向かう力〉



理科

音楽

・除法の意味や計算方法について、式や図などを用いて考えた過程や結果を振り返
り、数理的な処理のよさに気付き生活や今後の学習に活用しようとしている。

長い長さをはか
って表そう
［長いものの長
さのはかり方と
表し方］

〈知識及び技能〉
・長さの単位（キロメートル(㎞)）や測定の意味を理解し、長さについての豊かな
感覚をもつとともに、それらを活用して適切に長さを単位で表したりおよその見
当をつけ適切な単位や計器を選択して測定したりすることができる。
〈思考・判断・表現〉
・身の回りのものの特徴や任意の単位に着目し、測定の方法や単位の関係について
説明している。
〈学びに向かう力〉
・長さについての単位や測定を用いて身の回りのものの長さを測ったり、既習の単
位との関係について考えたりしたことを振り返り、数理的な処理のよさに気付き
今後の生活や学習に活用しようとしている。

こん虫の育ち方 〈知識及び技能〉
・昆虫の成長について、器具や機器を正しく扱いながら調べ、それらの過程や得ら
れた結果を分かりやすく記録している。
・昆虫の体のつくりについて、器具や機器を正しく扱いながら調べ、それらの過程
や得られた結果を分かりやすく記録している。
・成虫の体は頭、胸及び腹からできていることを理解している。
・昆虫の育ち方には一定の順序があることを理解している。
〈思考・判断・表現〉
・昆虫の成長について、差異点や共通点を基に、問題を見いだし、表現するなどし
て問題解決している。
・昆虫の体のつくりについて、差異点や共通点を基に、問題を見いだし、表現する
などして問題解決している。
・昆虫の体のつくりについて、観察、実験などを行い、得られた結果を基に考察し、
表現するなどして問題解決している。
・昆虫の成長について、観察、実験などを行い、得られた結果を基に考察し、表現
するなどして問題解決している。
〈学びに向かう力〉
・昆虫の成長や体のつくりについて学んだことを学習や生活に生かそうとしてい
る。

強さや はやさ
を かんじて

〈知識及び技能〉
・曲想と、強弱や速度、呼びかけとこたえなど音楽の構造との関わりや、曲想と歌
詞の表す情景や気持ちとの関わりに気付くとともに、互いの歌声や伴奏を聴い
て、声を合わせて歌う技能を身に付ける。
〈思考・判断・表現〉
・強弱や速度、呼びかけとこたえを聴き取り、それらの働きが生み出すよさや面白
さを感じ取りながら、聴き取ったことと感じ取ったこととの関わりについて考
え、歌詞や曲想に合った表現を工夫し、どのように歌うかについて思いをもった
り、曲の楽しさを見いだして聴いたりする。
〈学びに向かう力〉
・強弱の変化に興味をもち、音楽活動を楽しみながら、主体的・協働的に学習活動
に取り組み、交互唱に親しむ。



図画工作

体育

にじんで広がる
色の世界

〈知識及び技能〉
・クレヨンやパスで描いた形の中に絵の具をたらしてにじみをつくりながら、形や
色などの感じがわかっている。
・にじみでできる形や色の水たまりをつくり、形や色の組み合わせを工夫して自分
の色の世界を表している。
〈思考・判断・表現〉
・にじみでできた形や色の感じから、自分の色の世界のイメージをもち、表したい
ことやお話を思いつき、表し方を考えている。
〈学びに向かう力〉
・にじみを生かして自分の色の世界を表すことをたのしもうとしている。

マット運動 〈知識及び技能〉
・マット運動のいろいろな技の行い方がわかる。
・自分の力に合った回転系（前転など）や巧技系（壁倒立など）の基本的な技がで
きる。
・基本的な技を繰り返したり組み合わせたりすることができる。
○前転 ○後転 ○開脚後転 ○補助倒立ブリッジ ○側方倒立回転
○壁倒立 ○壁登り倒立 ○頭倒立
〈思考・判断・表現〉
・学習カード、掲示物などを用いて、自分の課題を見付けている。
・技のできばえを振り返って、自分の課題を見付けている。
・自分の課題を解決するために、自分の力に合った練習の場を選んでいる。
・見付けたポイントや友達の技のできばえなど、課題解決のために考えたことを友
達に伝えている。
〈学びに向かう力〉
・マット運動の基本的な技に進んで取り組んでいる。
・マットなどの器械・器具の正しい使い方や試技をする前の待ち方、技を観察する
ときなどのきまりを守り、誰とでも仲よく励まし合っている。
・器械・器具の準備や片付けを、友達と一緒にしている。
・互いの動きを見合ったり補助をし合ったりして、技がうまくできたときの動き方
や気付いたことなどを伝え合う際に、友達の考えを認めている。
・場の危険物を取り除いたり、器械・器具の安全を確かめたりするとともに、試技
の開始前の安全を確かめている。

体のせいけつ 〈知識及び技能〉
・毎日を健康に過ごすには、体や衣服、ハンカチなどを清潔に保つことが必要であ
ることを理解している。
〈思考・判断・表現〉
・学習したことと自分の生活を関連づけて、体の清潔について考え、書いたり伝え
たりしている。
〈学びに向かう力〉
・体や衣服などの清潔に関心をもち、進んで学習活動に取り組もうとしている。



第４学年 評価規準の例 ※評価規準の例です。すべての単元を示してはいません。
国語

社会

漢字の広場① 〈知識及び技能〉
・第３学年までに配当されている漢字を書き、文や文章の中で使うことができる
〈思考・判断・表現〉
・間違いを正したり、相手や目的を意識した表現になっているかを確かめたりして、
文や文章を整えることができる。
〈学びに向かう力〉
・進んで第３学年までに配当されている漢字を書き、学習課題に沿って文を書こう
とすることができる。

一つの花 〈知識及び技能〉
・様子や行動、気持ちや性格を表す語句の量を増し、語彙を豊かにすることができ
る。
〈思考・判断・表現〉
・登場人物の気持ちの変化や性格、情景について、場面の移り変わりと結び付けて
具体的に想像することができる。
・登場人物の行動や気持ちなどについて、叙述を基に捉えることができる。
・文章を読んで理解したことに基づいて、感想や考えをもつことができる。
〈学びに向かう力〉
・進んで登場人物の気持ちの変化や性格、情景について、場面の移り変わりと結び
付けて具体的に想像し、学習課題に沿って、物語の感想を書こうとすることがで
きる。

要約するとき 〈知識及び技能〉
・考えとそれを支える理由や事例、全体と中心など情報と情報との関係について理
解することができる。
〈思考・判断・表現〉
・目的を意識して、中心となる語や文を見つけて要約することができる。
〈学びに向かう力〉
・積極的に目的を意識して、中心となる語や文を見つけ、学習課題に沿って、文章
を要約しようとすることができる。

水はどこから 〈知識及び技能〉
・供給の仕組みや経路、県内外の人々の協力などについて見学・調査したり地図な
どの資料で調べたりして、必要な情報を集め、読み取り、飲料水の供給のための
事業の様子を理解している。
・調べたことを白地図や図表、文などにまとめ、飲料水を供給する事業は、安全で
安定的に供給できるよう進められていることや、地域の人々の健康な生活の維持
と向上に役立っていることを理解している。
〈思考・判断・表現〉
・供給の仕組みや経路、県内外の人々の協力などに着目して、問いを見いだし、飲
料水の供給のための事業の様子について考え表現している。
・飲料水の供給のための事業に見られる仕組みや人々の協力関係と地域の人々の健
康や生活環境を関連付け、飲料水の供給のための事業の果たす役割を考えたり、
学習したことを基に、節水や水を汚さないために自分たちが協力できることを考
えたり選択・判断したりして表現している。
〈学びに向かう力〉
・飲料水を供給する事業について、予想や学習計画を立てたり、見直したりして、
主体的に学習問題を追究し、解決しようとしている。
・学習したことを基に、節水や水を汚さないために自分たちが協力できることを考
えようとしている。



算数

理科

音楽

わり算のしかた
を考えよう
［わり算の筆算
（１）ーわる数
が１けた］

〈知識及び技能〉
・既習の乗法九九を 1回用いて商を求める計算及び簡単な 2位数を 1位数で割る計
算の方法を活用し、2～3位数÷1位数の計算をすることができる。
〈思考・判断・表現〉
・数量の関係に着目し、計算の仕方を考えたり、除法に関して成り立つ性質を見出
したりしたことについて考え、説明している。
〈学びに向かう力〉
・2～3位数÷1位数の除法の計算方法を、既習の基本的な計算を基に考えたことを
振り返り、多面的に捉え検討してよりよいものを求めて粘り強く考えたり、数学
のよさに気付き学習したことを今後の生活や学習に活用しようとしたりしてい
る。

角の大きさの表
し方を調べよう
［角の大きさ］

〈知識及び技能〉
・角の大きさを回転の大きさとして捉えることを理解し、それらを活用して角の大
きさの単位（度（°））や分度器を用いて角の大きさを測定したり、必要な大きさ
の角を作ったりすることができる。
〈思考・判断・表現〉
・図形の角の大きさに着目し、角の大きさについての表現や三角形などの図形を考
察し、説明している。
〈学びに向かう力〉
・分度器を用いて角の大きさを測定するなどの数学的活動を振り返り、多面的に捉
え検討してよりよいものを求めて粘り強く考えたり、数学のよさに気付き学習し
たことを今後の生活や学習に活用しようとしたりしている。

電池のはたらき 〈知識及び技能〉
・乾電池つなぎ方を変えると、電流の向きが変わり、モーターの回り方が変わるこ
とを理解している。
・電流の働きについて、器具や機器を正しく扱いながら調べ、それらの過程や得ら
れた結果を分かりやすく記録している。
・乾電池の数やつなぎ方を変えると、電流の大きさが変わり、豆電球の明るさやモ
ーターの回り方が変わることを理解している。
〈思考・判断・表現〉
・電気の働きについて、差異点や共通点を基に、問題を見いだし、表現するなどし
て問題解決している。
・電流の働きについて見いだした問題について、既習の内容や生活経験を基に、根
拠のある予想や仮説を発想し、表現するなどして問題解決している。
・電流の働きについて、観察、実験などを行い、得られた結果を基に考察し、表現
するなどして問題解決している。
〈学びに向かう力〉
・電流の働きについての事物・現象に進んで関わり、他者と関わりながら問題解決
しようとしている。【態度②】
・電流の働きについて学んだことを学習や生活に生かそうとしている。

にっぽんのうた
みんなのうた

〈知識及び技能〉
・曲想と旋律など音楽の構造との関わりや、曲想と歌詞の内容との関わりに気付く
とともに、呼吸及び発音に気を付けて、自然で無理のない歌い方で歌う技能を身
に付ける。
〈思考・判断・表現〉
・旋律の反復や変化、もととなる音階、楽器の音色を聴き取り、それらの働きが生
み出すよさを感じ取りながら、聴き取ったことと感じ取ったこととの関わりにつ
いて考え、曲の特徴を捉えた表現を工夫し、どのように歌うかについて思いや意
図をもったり、箏の音楽のよさを見いだして聴いたりする。



図画工作

体育

〈学びに向かう力〉
・歌詞や曲想を生かした表現に興味をもち、音楽活動を楽しみながら、主体的・協
働的に学習活動に取り組み、日本のうたに親しむ。

木々を見つめて 〈知識及び技能〉
・身近にある木々を見たり、触れたりすることから木々の形や色、それらの組み合
わせによる感じがわかっている。
・絵の具を使って、色づくりや混色、筆使いなど、さまざまに試しながら、自分の
思いや表したいことに合わせて表し方を工夫している。
〈思考・判断・表現〉
・身近にある木々の形や色、触れた感じなどをもとに、自分のイメージをもちなが
ら、表したいことを考えている。
〈学びに向かう力〉
・身近にある木々に興味をもち、自分なりの木を描くことをたのしもうとしている。

マット運動 〈知識及び技能〉
・マット運動のいろいろな技の行い方がわかる。
・自分の力に合った回転系（前転など）や巧技系（壁倒立など）の基本的な技がで
きる。
・基本的な技を繰り返したり組み合わせたりすることができる。
○前転（発展技：開脚前転） ○易しい場での開脚前転
○開脚後転（発展技：伸膝後転） ○補助倒立ブリッジ（発展技：倒立ブリッジ）
○側方倒立回転（発展技：ロンダート） ○首はね起き（発展技：頭はね起き）
○頭倒立
〈思考・判断・表現〉
・学習カード、掲示物などを用いて、自分の課題を見付けている。
・技のできばえを振り返って、自分の課題を見付けている。
・自分の課題を解決するために、自分の力に合った練習の場を選んでいる。
・見付けたポイントや友達の技のできばえなど、課題解決のために考えたことを友
達に伝えている。
〈学びに向かう力〉
・マット運動の基本的な技に進んで取り組んでいる。
・マットなどの器械・器具の正しい使い方や試技をする前の待ち方、技を観察する
ときなどのきまりを守り、誰とでも仲よく励まし合っている。
・器械・器具の準備や片付けを、友達と一緒にしている。
・互いの動きを見合ったり補助をし合ったりして、技がうまくできたときの動き方
や気付いたことなどを伝え合う際に、友達の考えを認めている。
・場の危険物を取り除いたり、器械・器具の安全を確かめたりするとともに、試技
の開始前の安全を確かめている。

変化していく
体

〈知識及び技能〉
・体は年令とともに発育し変化すること、発育には個人差があることを理解してい
る。
〈思考・判断・表現〉
・体の発育のしかたには個人差があることを、グラフなどの資料から読み取り、説
明している。
〈学びに向かう力〉
・これまでとこれからの、自分たちの体の変化のしかたについて関心をもち、個人
差があることも含めて肯定的に捉えようとしている。



第５学年 評価規準の例 ※評価規準の例です。すべての単元を示してはいません。
国語

社会

算数

漢字の広場① 〈知識及び技能〉
・第４学年までに配当されている漢字を書き、文や文章の中で使うことができる。
〈思考・判断・表現〉
・文章全体の構成や書き表し方などに着目して、文や文章を整えることができる
〈学びに向かう力〉
・進んで第４学年までに配当されている漢字を書き、学習課題に沿って、文を書こ
うとすることができる。

文章の要旨をと
らえ、自分の考
えを発表しよう

〈知識及び技能〉
・原因と結果など情報と情報との関係について理解することができる。
・思考に関わる語句の量を増し、話や文章の中で使い、語彙を豊かにすることがで
きる。
〈思考・判断・表現〉
・事実と感想、意見などとの関係を叙述をもとに押さえ、文章全体の構成を捉えて
要旨を把握することができる。
・文章を読んで理解したことにもとづいて、自分の考えをまとめることができる。
・文章を読んでまとめた意見や感想を共有し、自分の考えを広げることができる。
〈学びに向かう力〉
・粘り強く文章全体の構成を捉えて要約し、学習課題に沿って、筆者の考えに対す
る自分の考えを発表しようとすることができる。

たずねびと 〈知識及び技能〉
・語感や言葉の使い方に対する感覚を意識して、語や語句を使うことができる。
〈思考・判断・表現〉
・人物像や物語などの全体像を具体的に想像したり、表現の効果を考えたりするこ
とができる。
・文章を読んでまとめた意見や感想を共有し、自分の考えを広げることができる。
・文章を読んで理解したことにもとづいて、自分の考えをまとめることができる。
〈学びに向かう力〉
・粘り強く物語の全体像を具体的に想像し、学習の見通しをもって、物語に対する
思いや考えを伝え合おうとすることができる。

低い土地のくら
し

〈知識及び技能〉
・国土の地形などについて地図帳や地球儀、各種の資料で調べて、必要な情報を集
め、読み取り、国土の自然などの様子や低い土地の人々の生活を理解している。
・調べたことを図表や文などにまとめ、低い土地の人々が自然環境に適応して生活
していることを理解している。
〈思考・判断・表現〉
・国土の地形などに着目して、問いを見いだし、国土の自然などの様子や低い土地
の人々の生活について考え表現している。
・我が国の位置や地形の側面から、我が国の国土の自然環境の特色を考えたり、低
い土地の自然条件と人々の生活や産業を関連付けて考えたりし、適切に表現して
いる。
〈学びに向かう力〉
・低い土地のくらしについて、予想や学習計画を立てたり、見直したりして、主体
的に学習問題を追究し、解決しようとしている。

直方体や立方体
のかさの表し方
を
考えよう
［直方体や立方
体の体積］

〈知識及び技能〉
・体積の単位を知り、立方体及び直方体の体積の計算による求め方について理解す
るとともに、体積を求めることができる。
〈思考・判断・表現〉
・体積の単位や立体を構成する要素に着目し、立体の体積の求め方を考えるとともに、
体積の単位とこれまでに学習した単位との関係を統合的に捉え、説明している。



理科

音楽

８時間 〈学びに向かう力〉
・立体の体積の単位や体積の求め方について、数学的に表現・処理したことを振り
返り、多面的に捉え検討してよりよいものを求めて粘り強く考えたり、数学のよ
さに気付き学習したことを今後の生活や学習に活用しようとしたりしている。

わり算の世界を
広げよう
［小数のわり
算］

〈知識及び技能〉
・除数が小数の場合の除法の意味について理解するとともに、除数が小数の場合の
除法の計算ができる。
〈思考・判断・表現〉
・除法の意味に着目し、除法の性質を活用して、除数が小数の場合の除法の計算の
仕方を図や式などを用いて考え表現している。
〈学びに向かう力〉
・除数が小数の場合の除法の意味を捉え直したり、その計算方法について図や式な
どを用いて考えた過程や結果を振り返り、多面的に捉え検討してよりよいものを
求めて粘り強く考えたり、数学のよさに気付き学習したことを今後の生活や学習
に活用しようとしたりしている。

生命のつながり
［１］植物の発
芽と成長

〈知識及び技能〉
・植物の発芽には、水、空気及び温度が関係していることを理解している。
・植物の発芽について、観察、実験などの目的に応じて、器具や機器などを選択し
て、正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果を適切に記録している。
・植物は、種子の中の養分を基にして発芽することを理解している。
・植物の成長について、観察、実験などの目的に応じて、器具や機器などを選択し
て、正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果を適切に記録している。
・植物の成長には、日光や肥料などが関係していることを理解している。
〈思考・判断・表現〉
・植物の発芽について、差異点や共通点を基に、問題を見いだし、表現するなどし
て問題解決している。
・植物の発芽について見いだした問題について、予想や仮説を基に、解決の方法を
発想し、表現するなどして問題解決している。
・植物の発芽について、観察、実験などを行い、得られた結果を基に考察し、表現
するなどして問題解決している。
・植物の成長について見いだした問題について、予想や仮説を基に、解決の方法を
発想し、表現するなどして問題解決している。
・植物の成長について、観察、実験などを行い、得られた結果を基に考察し、表現
するなどして問題解決している。
〈学びに向かう力〉
・植物の発芽についての事物・現象に進んで関わり、粘り強く、他者と関わりなが
ら問題解決しようとしている。
・植物の成長についての事物・現象に進んで関わり、粘り強く、他者と関わりなが
ら問題解決しようとしている。
・植物の発芽と成長について学んだことを学習や生活に生かそうとしている。

にっぽんのうた
みんなのうた

〈知識及び技能〉
・曲想と旋律など音楽の構造との関わりや、曲想と歌詞の内容との関わりについて
理解するとともに、呼吸や発音の仕方に気を付けて、自然で無理のない、響きの
ある歌い方で歌う技能を身に付ける。
〈思考・判断・表現〉
・旋律のもつリズム、旋律の流れやまとまりを聴き取り、それらの生み出すよさや面白
さを感じ取りながら、聴き取ったことと感じ取ったこととの関わりについて考え、曲
の特徴にふさわしい表現を工夫し、どのように歌うかについて思いや意図をもつ。
〈学びに向かう力〉
・歌詞や曲の特徴を生かした表現に興味をもち、音楽活動を楽しみながら、主体的・
協働的に学習活動に取り組み、日本のうたに親しむ。



図画工作

家庭

体育

糸のこの寄り道
散歩

〈知識及び技能〉
・板を自由に切ることを通して生まれた形やその組み合わせの動きや奥行き、バラ
ンスを理解している。
・電動糸のこぎりの特性を生かし、板の切り方や組み合わせ方を工夫している。
〈思考・判断・表現〉
・切った板の形や組み合わせから表したいものを発想し、どのように表すか考えて
いる。
〈学びに向かう力〉
・電動糸のこぎりで板を自由に切ることのたのしさを味わい、いろいろな組み合わ
せを試しながら主体的に表そうとしている。

ソーイングはじ
めの一歩

〈知識及び技能〉
・製作に必要な材料や手順について理解している。
・手縫いによる目的に応じた縫い方及び用具の安全な取り扱いを理解しているとと
もに、適切にできる。
・製作計画について理解している。
・手縫いによる目的に応じた縫い方及び用具の安全な取り扱いを理解しているとと
もに、適切にできる。
〈思考・判断・表現〉
・生活を豊かにするために布を用いた物の製作について問題を見いだして課題を設
定している。
・生活を豊かにするために布を用いた物の製作計画を考え、製作を工夫している。
・生活を豊かにするために布を用いた物の製作について、実践を評価したり、改善
したりしている。
・生活を豊かにするための布を用いた製作についての課題解決に向けた一連の活動
について、考えたことをわかりやすく表現している。
〈学びに向かう力〉
・生活を豊かにするために布を用いた物の製作について、課題の解決に向けて主体
的に取り組もうとしている。
・生活を豊かにするために布を用いた物の製作について、課題解決に向けた一連の
活動をふり返って改善しようとしている。
・生活をよりよくしようと、生活を豊かにするために布を用いた製作について工夫
し、実践しようとしている。

マット運動 〈知識及び技能〉
・マット運動のいろいろな技の行い方がわかる。
・自分の力に合った回転系や巧技系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技
に取り組んだりすることができる。
・選んだ技を自己やグループで繰り返すことができる。
・技を選んでそれらにバランスやジャンプなどを加えて組み合わせたり、ペアやグ
ループで動きを組み合わせて演技をつくったりできる。
○開脚前転 ○補助倒立前転（更なる発展技：倒立前転） ○伸膝後転
○倒立ブリッジ ○ロンダート ○頭はね起き ○補助倒立
〈思考・判断・表現〉
・マット運動のポイントを理解し、自分や友達の動きを照らし合わせて課題を見付
けている。
・見付けた課題を解決するために、複数の場の中から自分の課題に適した練習の場
を選んでいる。
・グループの中で観察し合ったり、学習カードやＩＣＴ機器を活用したりして見付
けた、演技のこつやわかったことを、文字や図で書いたり映像を活用して発表し
たりするなどして伝えている。



外国語

〈学びに向かう力〉
・マット運動の基本的な技や発展技、それらの技を組み合わせることに積極的に取
り組んでいる。
・互いの役割を決めて観察し合うなど、学習の仕方や約束を守り、仲間と助け合っ
ている。
・器械・器具の準備や片付けなどで、分担された役割を果たしている。
・技や演技を行うなかでわかったことを伝えたり、課題の解決方法を工夫したりす
る際に、仲間の考えや取組を認めている。
・けがのないように、互いの服装や髪形に気を付けたり、場の危険物を取り除いた
りするとともに、試技の前後などに器械・器具の安全に気を配っている。

心の発達 〈知識及び技能〉
・心は、様々な生活経験や学習を通して、年令とともに発達することを理解してい
る。
〈思考・判断・表現〉
・よりよく心を発達させる適切な方法を考えたり、表現したりしている。
〈学びに向かう力〉
・心の発達について関心をもち、学習活動に意欲的に取り組もうとしている。

Unit 2
When is your
birthday?

〈知識及び技能〉（聞くこと・読むこと）
・誕生日やほしいものを伝える語句や表現を身に付けている。活字体の小文字につ
いて理解している。
〈思考・判断・表現〉（聞くこと・話すこと（やりとり））
・誕生日やほしいものを伝える目的や場面、状況などに応じて、学習した語句や表
現を選択したり付け加えたりして、伝え合っている。
〈学びに向かう力〉（聞くこと・話すこと（やりとり）・読むこと）
・他者に配慮しながら、誕生日やほしいものを主体的に伝え合おうとしている。世
界や日本についての理解を深めようとしている。



第６学年 評価規準の例 ※評価規準の例です。すべての単元を示してはいません。
国語

社会

漢字の広場① 〈知識及び技能〉
・第５学年までに配当されている漢字を書き、文や文章の中で使っている。
〈思考・判断・表現〉
・「書くこと」において、書き表し方などに着目して、文や文章を整えている。
〈学びに向かう力〉
・第５学年までに配当されている漢字を積極的に使い、学習課題に沿って出来事を
説明する文を書こうとしている。

筆者の主張や意
図をとらえ、自
分の考えを発表
しよう

〈知識及び技能〉
・原因と結果など情報と情報との関係について理解している。
〈思考・判断・表現〉
・「読むこと」において、事実と感想、意見などとの関係を叙述を基に押さえ、文章
全体の構成を捉えて要旨を把握している。
・「読むこと」において、目的に応じて、文章と図表などを結び付けるなどして必要
な情報を見つけたり、論の進め方について考えたりしている。
・「読むこと」において、文章を読んで理解したことに基づいて、自分の考えをまと
めている。
〈学びに向かう力〉
・進んで主張と事例の関係を捉えて読み、学習課題に沿って自分の考えをまとめて
発表しようとしている。

私たちにできる
こと

〈知識及び技能〉
・文章の構成や展開、文章の種類とその特徴について理解している。
〈思考・判断・表現〉
・「書くこと」において、目的や意図に応じて、感じたことや考えたことなどから書
くことを選び、集めた材料を分類したり関係付けたりして、伝えたいことを明確
にしている。
・「書くこと」において、筋道の通った文章となるように、文章全体の構成や展開を
考えている。
・「書くこと」において、目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書いたりする
とともに、事実と感想、意見とを区別して書いたりするなど、自分の考えが伝わ
るように書き表し方を工夫している。
〈学びに向かう力〉
・筋道の通った文章となるように、粘り強く文章全体の構成を考え、学習の見通し
をもって提案する文章を書こうとしている。

わたしたちのく
らしと日本国憲
法

〈知識及び技能〉
・日本国憲法の基本的な考え方について、見学・調査したり各種の資料で調べたり
して、必要な情報を集め、読み取り、我が国の民主政治を理解している。
・調べたことを図表や文などにまとめ、日本国憲法は国家の理想、天皇の地位、国
民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていることや、現在の
我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを理解し
ている。
〈思考・判断・表現〉
・日本国憲法の基本的な考え方に着目して、問いを見いだし、我が国の民主政治つ
いて考え表現している。
・日本国憲法の基本的な考え方と国民生活を関連付けて、日本国憲法が国民生活に
果たす役割を考え、表現している。
〈学びに向かう力〉
・日本国憲法の基本的な考え方について、予想や学習計画を立てたり、見直したり
して、主体的に学習問題を追究し、解決しようとしている。



算数

理科

音楽

分数のかけ算を
考えよう
（分数のかけ
算）

〈知識及び技能〉
・分数の乗法の意味や、分数の乗法についても整数の場合と同じ関係や法則が成り
立つことを理解するとともに、分数の乗法の計算ができる。
〈思考・判断・表現〉
・乗数が分数の場合の乗法計算の仕方について、乗法の性質や比例の考えを基に考
え、数直線や式などを用いて表現している。
〈学びに向かう力〉
・乗数が分数の場合の乗法の意味を捉え直したことや、その計算方法について乗法
の性質や図や式などを用いて考えた過程や結果を振り返り、多面的に捉え検討し
てよりよいものを求めて粘り強く考えたり、数学のよさに気付き学習したことを
今後の生活や学習に活用しようしたりとしている。

形が同じで大き
さがちがう図形
を
調べよう
（拡大図と縮
図）

〈知識及び技能〉
・拡大図、縮図の意味や性質を理解し、対応する辺の長さや角の大きさを求めたり、
拡大図、縮図をかいたりすることができる。
〈思考・判断・表現〉
・図形を構成する要素及び図形間の関係に着目し、合同の意味や比の考えを基に、
拡大図、縮図の意味や性質、作図の仕方について考え説明し、図形に対する見方
を深めている。
〈学びに向かう力〉
・既習の図形を捉え直したことや数学的に表現・処理したことを振り返り、多面的
に捉え検討してよりよいものを求めて粘り強く考えたり、数学のよさに気付き学
習したことを今後の生活や学習に活用しようとしたりしている。

ものの燃え方 〈知識及び技能〉
・植物体を空気中で燃やすと、空気の入れ替わるところでは燃えるが、入れ替わら
ないところでは燃えなくなってしまうことを理解している。
・空気には、主に、窒素、酸素、二酸化炭素が含まれていること、また、酸素には
物を燃やす働きがあることを理解している。
・燃えた後の植物体の様子は変化していることを理解している。
・燃焼の仕組みについて、観察、実験などの目的に応じて、器具や機器などを選択して、
正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果を適切に記録している。
・植物体が燃えるときに、空気中の酸素が使われて二酸化炭素ができることを理解
している。
〈思考・判断・表現〉
・燃焼の仕組みについて、差異点や共通点を基に、問題を見いだし、表現するなど
して問題解決している。
・燃焼の仕組みについて見いだした問題について、予想や仮説を基に、解決の方法
を発想し、表現するなどして問題解決している。
・燃焼の仕組みについて、観察、実験などを行い、得られた結果を基に考察する中
で、物が燃えたときの空気の変化について、より妥当な考えをつくりだし、表現
するなどして問題解決している。
〈学びに向かう力〉
・燃焼の仕組みについての事物・現象に進んで関わり、粘り強く、他者と関わりな
がら問題解決しようとしている。
・燃焼の仕組みについて学んだことを学習や生活に生かそうとしている。

にっぽんのうた
みんなのうた

〈知識及び技能〉
・曲想と旋律など音楽の構造との関わりや、曲想と歌詞の内容との関わりについて
理解するとともに、呼吸及び発音の仕方に気を付けて、自然で無理のない、響き
のある歌い方で歌う技能を身に付ける。



図画工作

家庭

体育

〈思考・判断・表現〉
・旋律や旋律のもつリズムを聴き取り、それらの働きが生み出すよさを感じ取りな
がら、聴き取ったことと感じ取ったこととの関わりについて考え、曲の特徴にふ
さわしい表現を工夫し、どのように歌うかについて思いや意図をもつ。
〈学びに向かう力〉
・歌詞や旋律の特徴を生かした表現に興味をもち、音楽活動を楽しみながら、主体
的・協働的に学習活動に取り組み、日本のうたに親しむ。

ゆらゆら、どき
どき

〈知識及び技能〉
・針金を曲げたり揺れを指先で感じたりすることから、動きやバランスを理解して
いる。
・針金の特性を生かし、揺れる仕組みをもとに表し方を工夫している。
〈思考・判断・表現〉
・針金を曲げたり組み合わせたりすることから生まれる動きから発想し、つくりた
い形や仕組みを考えている。
〈学びに向かう力〉
・いろいろな動き方を味わい、主体的におもちゃづくりに取り組もうとしている。

クリーン大作戦 〈知識及び技能〉
・住まいのそうじの仕方を理解しているとともに、適切にできる。
〈思考・判断・表現〉
・そうじの仕方について問題を見いだして課題を設定している。
・そうじの仕方について実践に向けた計画を考え、工夫している。
・そうじの仕方について、実践を評価したり、改善したりしている。
・生活を豊かにするためのそうじの仕方についての課題解決に向けた一連の活動に
ついて、考えたことをわかりやすく表現している。
〈学びに向かう力〉
・そうじの仕方について、課題の解決に向けて主体的に取り組もうとしている。
・そうじの仕方について、課題解決に向けた一連の活動をふり返って改善しようと
している。
・生活をよりよくしようとそうじの仕方について工夫し、実践しようとしている。

マット運動 〈知識及び技能〉
・マット運動のいろいろな技の行い方がわかる。
・自分の力に合った回転系や巧技系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技
に取り組んだりすることができる。
・選んだ技を自己やグループで繰り返すことができる。
・技を選んでそれらにバランスやジャンプなどを加えて組み合わせたり、ペアやグ
ループで動きを組み合わせて演技をつくったりできる。
○開脚前転（更なる発展技：易しい場での伸膝前転）
○補助倒立前転（更なる発展技：倒立前転、跳び前転）
○伸膝後転（更なる発展技：後転倒立）
○倒立ブリッジ（更なる発展技：前方倒立回転） ○ロンダート
○補助倒立（更なる発展技：倒立）
〈思考・判断・表現〉
・マット運動のポイントを理解し、自分や友達の動きを照らし合わせて課題を見付
けている。
・見付けた課題を解決するために、複数の場の中から自分の課題に適した練習の場
を選んでいる。
・グループの中で観察し合ったり、学習カードやＩＣＴ機器を活用したりして見付
けた、演技のこつやわかったことを、文字や図で書いたり映像を活用して発表し
たりするなどして伝えている。



外国語

〈学びに向かう力〉
・マット運動の基本的な技や発展技、それらの技を組み合わせることに積極的に取
り組んでいる。
・互いの役割を決めて観察し合うなど、学習の仕方や約束を守り、仲間と助け合っ
ている。
・器械・器具の準備や片付けなどで、分担された役割を果たしている。
・技や演技を行うなかでわかったことを伝えたり、課題の解決方法を工夫したりす
る際に、仲間の考えや取組を認めている。
・けがのないように、互いの服装や髪形に気を付けたり、場の危険物を取り除いた
りするとともに、試技の前後などに器械・器具の安全に気を配っている。

感染症の予防 〈知識及び技能〉
・感染症の予防には、病原体が体に入るのを防ぐことや病原体に対する体の抵抗力
を高めておくことが必要であることを理解している。
〈思考・判断・表現〉
・感染症の予防のために考えたり選んだりした方法がなぜ適切であるか、理由を挙
げて説明している。
〈学びに向かう力〉
・感染症の予防について、課題の解決に向けての話し合いや発表などの学習活動に、
進んで取り組もうとしている。

Unit 1
This is me!

［知識・技能］
・名前や好きなもの・こと、誕生日を発表する語句や表現を身に付けている。活字
体の大文字・小文字を理解し、例を参考に発表したい文を書き写している。
〈思考・判断・表現〉
・名前や好きなもの・こと、誕生日を発表する目的や場面、状況などに応じて、学
習した語句や表現を選択したり付け加えたりして、発表している。
〈学びに向かう力〉
・他者に配慮しながら、名前や好きなもの・こと、誕生日を主体的に発表しようと
している。英語の音に慣れ親しみ、世界や日本についての理解を深めようとして
いる。


