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様式１

算数の目標等について

【教科の目標】

算数的活動を通して、数量や図形についての基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け、

日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考え、表現する能力を育てるとともに、算数

的活動の楽しさや数理的な処理のよさに気付き、進んで生活や学習に活用しようとする態度

を育てる。

【学年・領域等の目標など】

［第１学年］

(1) 具体物を用いた活動などを通して、数についての感覚を豊かにする。数の意味や表し方

について理解できるようにするとともに、加法及び減法の意味について理解し、それらの

計算の仕方を考え、用いることができるようにする。

(2) 具体物を用いた活動などを通して、量とその測定についての理解の基礎となる経験を重

ね、量の大きさについての感覚を豊かにする。

(3) 具体物を用いた活動などを通して、図形についての理解の基礎となる経験を重ね、図形

についての感覚を豊かにする。

(4) 具体物を用いた活動などを通して、数量やその関係を言葉、数、式、図などに表したり

読み取ったりすることができるようにする。

［第２学年］

(1) 具体物を用いた活動などを通して、数についての感覚を豊かにする。数の意味や表し方

についての理解を深めるとともに、加法及び減法についての理解を深め、用いることがで

きるようにする。また、乗法の意味について理解し、その計算の仕方を考え、用いること

ができるようにする。

(2) 具体物を用いた活動などを通して、長さや体積などの単位と測定について理解できるよ

うにし、量の大きさについての感覚を豊かにする。

(3) 具体物を用いた活動などを通して、三角形や四角形などの図形について理解できるよう

にし、図形についての感覚を豊かにする。

(4) 具体物を用いた活動などを通して、数量やその関係を言葉、数、式、図、表、グラフな

どに表したり読み取ったりすることができるようにする。

［第３学年］

(1) 加法及び減法を適切に用いることができるようにするとともに、乗法についての理解を

深め、適切に用いることができるようにする。また、除法の意味について理解し、その計

算の仕方を考え、用いることができるようにする。さらに、小数及び分数の意味や表し方

について理解できるようにする。

(2) 長さ、重さ及び時間の単位と測定について理解できるようにする。

(3) 図形を構成する要素に着目して、二等辺三角形や正三角形などの図形について理解でき

るようにする。

(4) 数量やその関係を言葉、数、式、図、表、グラフなどに表したり読み取ったりすること

ができるようにする。

［第４学年］

(1) 除法についての理解を深め、適切に用いることができるようにする。また、小数及び分

数の意味や表し方についての理解を深め、小数及び分数についての加法及び減法の意味を

理解し、それらの計算の仕方を考え、用いることができるようにする。さらに、概数につ

いて理解し、目的に応じて用いることができるようにする。

(2) 面積の単位と測定について理解し、図形の面積を求めることができるようにするととも

に、角の大きさの単位と測定について理解できるようにする。

(3) 図形を構成要素及びそれらの位置関係に着目して考察し、平行四辺形やひし形などの平

面図形及び直方体などの立体図形について理解できるようにする。

(4) 数量やその関係を言葉、数、式、図、表、グラフなどに表したり調べたりすることがで

きるようにする。
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［第５学年］

(1) 整数の性質についての理解を深める。また、小数の乗法及び除法や分数の加法及び減法

の意味についての理解を深め、それらの計算の仕方を考え、用いることができるようにす

る。

(2) 三角形や平行四辺形などの面積及び直方体などの体積を求めることができるようにする。

また、測定値の平均及び異種の二つの量の割合について理解できるようにする。

(3) 平面図形についての理解を深めるとともに、角柱などの立体図形について理解できるよ

うにする。

(4) 数量の関係を考察するとともに、百分率や円グラフなどを用いて資料の特徴を調べるこ

とができるようにする。

［第６学年］

(1) 分数の乗法及び除法の意味についての理解を深め、それらの計算の仕方を考え、用いる

ことができるようにする。

(2) 円の面積及び角柱などの体積を求めることができるようにするとともに、速さについて

理解し、求めることができるようにする。

(3) 縮図や拡大図、対称な図形について理解し、図形についての理解を深める。

(4) 比や比例について理解し、数量の関係の考察に関数の考えを用いることができるように

するとともに、文字を用いて式に表すことができるようにする。また、資料の散らばりを

調べ統計的に考察することができるようにする。

【参考】

○ 算数科、数学科については、その課題を踏まえ、小・中・高等学校を通じて、発達の段

階に応じ、算数的活動・数学的活動を一層充実させ、基礎的・基本的な知識・技能を確実

に身に付け、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を高めるようにする。

数量や図形に関する基礎的・基本的な知識・技能は、生活や学習の基盤となるものであ○

る。また、科学技術の進展などの中で、理数教育の国際的な通用性が一層問われている。こ

のため、数量や図形に関する基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図る観点から、算

数・数学の内容の系統性を重視しつつ、学年間や学校段階間で内容の一部を重複させて、発

達や学年の段階に応じた反復（スパイラル）による教育課程を編成できるようにする。

数学的な思考力・表現力は、合理的、論理的に考えを進めるとともに、互いの知的なコ○

ミュニケーションを図るために重要な役割を果たすものである このため 数学的な思考力・。 、

表現力を育成するための指導内容や活動を具体的に示すようにする。特に、根拠を明らかに

し筋道を立てて体系的に考えることや、言葉や数、式、図、表、グラフなどの相互の関連を

理解し、それらを適切に用いて問題を解決したり、自分の考えを分かりやすく説明したり、

互いに自分の考えを表現し伝え合ったりすることなどの指導を充実する。

○ 子どもたちが算数・数学を学ぶ意欲を高めたり、学ぶことの意義や有用性を実感したりで

きるようにすることが重要である。そのために ・数量や図形の意味を理解する上で基盤と、

なる素地的な学習活動を取り入れて、数量や図形の意味を実感的に理解できるようにするこ

と・発達や学年の段階に応じた反復（スパイラル）による教育課程により、理解の広がりや

深まりなど学習の進歩が感じられるようにすること・学習し身に付けたものを、日常生活や

他教科等の学習、より進んだ算数・数学の学習へ活用していくことを重視する。

○ 算数的活動・数学的活動は、基礎的・基本的な知識・技能を確実に身に付けるとともに、

数学的な思考力・表現力を高めたり、算数・数学を学ぶことの楽しさや意義を実感したりす

るために、重要な役割を果たすものである。算数的活動・数学的活動を生かした指導を一層

充実し、また、言語活動や体験活動を重視した指導が行われるようにするために、小・中学

、 、校では各学年の内容において 算数的活動・数学的活動を具体的に示すようにするとともに

高等学校では、必履修科目や多くの生徒の選択が見込まれる科目に「課題学習」を位置付け

る。

○ 標準授業時数

第１学年－１３６単位時間 第２学年－１７５単位時間

第３学年－１７５単位時間 第４学年－１７５単位時間

第５学年－１７５単位時間 第５学年－１７５単位時間
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様式２

番 使用学年 教 科 書 名発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
号

算数 １３１ 新編 あたらしい さんすう １上 さんすう だいすき！第１学年 、算数 ２０２
算数 １３２ 新編 あたらしい さんすう １下、算数 ２０２
算数 ２３１、算数 ２３２ 新編 新しい算数 ２上、新編 新しい算数 ２下第２学年
算数 ３３１、算数 ３３２ 新編 新しい算数 ３上、新編 新しい算数 ３下２・東書 第３学年
算数 ４３１、算数 ４３２ 新編 新しい算数 ４上、新編 新しい算数 ４下第４学年
算数 ５３１、算数 ５３２ 新編 新しい算数 ５上、新編 新しい算数 ５下観 第５学年
算数 ６３１ 新編 新しい算数 ６ 数学へジャンプ！点 第６学年

○ 数と計算については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。
第１学年～ 棚にしまうじょうろの合計の数を求めたり、水槽に残った金魚の数を求めた取

りする活動を通して、整数の加法や減法の意味、その計算の仕方を理解する。扱
第２学年～ 乗り物に乗っている人数を求めたり、式に合わせておはじきを並べたりする内

活動を通して、整数の乗法の意味、その計算の仕方を理解する。容
第３学年～ ゼリーを同じ数ずつ分けたり、全体の数を変えて除法の余りを考えたりする

活動を通して、整数の除法の意味、その計算の仕方を理解する。
第４学年～ ポットとやかんに入っている水の量を比べたり、木の周の長さを表したりす

、 、 。る活動を通して 小数や分数の加法や減法の意味 その計算の仕方を理解する
第５学年～ 買い物をしたときのリボンの代金を求めたり、リボンの１ｍの値段を求めた

りする活動を通して、小数の乗法や除法の意味、その計算の仕方を理解する。
第６学年～ ペンキで塗る板の面積を求めたり、ホースの１ｍ当たりの重さを求めたりす

る活動を通して、分数の乗法や除法の意味、その計算の仕方を理解する。

○ 量と測定については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。
第１学年～ 鉛筆やリボンの長さを比べたり、敷物の広さの比べ方を考えたりする活動を

通して、長さや面積、体積の比べ方を理解する。
第２学年～ おもちゃの魚の長さの測り方を考えたり、はがきの縦と横の長さを比べたり

する活動を通して、長さについて単位と測定の意味を理解する。
第３学年～ はさみ、乾電池、コンパスを重い順番に並べたり、筆箱や鉛筆削りの重さを

測ったりする活動を通して、重さについて単位と測定の意味を理解する。
第４学年～ 方眼紙上の図形の広さを比べたり、周りの長さが等しく形の異なる四角形の

、 。面積を比べたりする活動を通して 面積について単位と測定の意味を理解する
第５学年～ 図形を移動して面積を求めたり、図形の高さを考えたりする活動を通して、

三角形や平行四辺形などの面積の求め方を理解する。
第６学年～ 直方体と四角柱の体積の求め方を比べたり、円柱を変形して体積を求めたり

する活動を通して、角柱や円柱の体積の求め方を理解する。

○ 図形については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるようになっ
ている。
第１学年～ 似ている形のものを集めたり、４枚の三角形の色板を使って長方形を作った

りする活動を通して、ものの形を認めたり、形の特徴をとらえたりする。
第２学年～ パズルを切り取っていろいろな形を作ったり、教科書やノートの形を調べた

りする活動を通して、正方形や長方形、直角三角形について理解する。
第３学年～ 円周上の３点を結んでいろいろな三角形をかいたり、辺の長さに注目して仲

間分けしたりする活動を通して、二等辺三角形や正三角形について理解する。
第４学年～ 四角形を平行の組数で仲間分けしたり、身の回りの垂直や平行を探したりす

る活動を通して、平行四辺形やひし形、台形の性質について理解する。
第５学年～ 紙で作ったいろいろな三角形や四角形を重ねて調べたり、形も大きさも同じ

図形を見付けたりする活動を通して、図形の合同について理解する。
第６学年～ パソコンで大きさを変えた台形を比べたり、見えている部分から全体の形を

予想したりする活動を通して、縮図や拡大図、対称な図形について理解する。

○ 数量関係については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。
第１学年～ 縦に並んでいる人を○で表したり、一輪車と人を線で結んだりする活動を通

して、絵や図を用いたものの個数の表し方を理解する。
第２学年～ 生活科で育てたい野菜をグラフや表に表したり、グラフや表から数を求めた

りする活動を通して、簡単な表やグラフの読み方やかき方について理解する。
第３学年～ けがの種類と人数やけがをした場所と人数を表に表したり、棒グラフを読み

する活動を通して、棒グラフの読み方やかき方について理解する。取ったり
第４学年～ 東京とシドニーの気温の変化を表した棒グラフと折れ線グラフを比べたり、

読み取ったりする活動を通して、折れ線グラフの読み方やかき方を理解する。
第５学年～ 都道府県別のミカンの収穫量を比べたり、アンケート結果をグラフで表した

りする活動を通して、円グラフや帯グラフの読み方やかき方を理解する。
第６学年～ 卵の重さを比べたり、重いさつまいもがよく採れた班を調べたりする活動を

通して、資料の平均や柱状グラフについて理解する。

学
習
指
導
要
領
の
総
則
及
び
各
教
科
、
各
学
年
の
目
標
、
内
容
等



算数4

○ 知識・技能の習得、活用、探究への対応については、次のような学習活動が取り
上げられている。
第１学年～ 「おぼえているかな」のページにおいて、信号待ちで並んでいる車に

ついて、順序を表す数を扱うなどの補充的な学習
「 」 、 、第２学年～ おぼえているかな のページにおいて たくさんあるあめについて
十を単位とした数の見方を扱うなどの補充的な学習

第３学年～ 「どんな数か読めるかな？」のページにおいて、学校にある靴箱の数
について、４位数までの数の表し方を扱うなどの補充的な学習

第４学年～ 「おもしろ問題にチャレンジ」のページにおいて、除法の筆算について、
４位数の計算を扱うなどの発展的な学習

第５学年～ 「算数のおはなし」のページにおいて、円錐、三角錐、八角錐につい
て、先のとがった立体の名称を扱うなどの発展的な学習

第６学年～ 「おもしろ問題にチャレンジ」のページにおいて、除法の商について、
分数での表し方を扱うなどの発展的な学習

○ 内容の構成・排列については、次のような工夫がなされている。
、 、第１学年～ 順序を表す数の学習の後に １位数と１位数の加法の学習を取り扱い

系統的・発展的に学習できるような工夫
第２学年～ ２位数の加法や減法の筆算の学習の後に、分数の学習を取り扱い、系

統的・発展的に学習できるような工夫
第３学年～ ２位数や３位数に１位数をかける乗法の学習の後に、２位数を１位数でわ

る除法の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第４学年～ 小数第三位までの小数の加法や減法の学習の後に、同分母分数の加法

や減法の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第５学年～ 小数第二位までの小数の乗法の学習の後に、小数第二位までの小数の

除法の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第６学年～ 比と比の値の学習の後に、比例と反比例の学習を取り扱い、系統的・

発展的に学習できるような工夫

○ 内容の分量については、次のようになっている。
第１学年～ 数と計算は９５ページ、量と測定は１５ページ、図形は１０ページ、

数量関係は２２ページであり、総ページ数は１６３ページで、前回より
約４パーセント増となっている。

、 、 、第２学年～ 数と計算は１０９ページ 量と測定は３３ページ 図形は１８ページ
数量関係は２３ページであり、総ページ数は２３４ページで、前回より
約１５パーセント増となっている。

、 、 、第３学年～ 数と計算は１０２ページ 量と測定は２６ページ 図形は２３ページ
数量関係は４９ページであり、総ページ数は２７２ページで、前回より
約１２パーセント増となっている。

、 、 、第４学年～ 数と計算は１１１ページ 量と測定は３６ページ 図形は３７ページ
数量関係は２９ページであり、総ページ数は２９０ページで、前回より
約９パーセント増となっている。

第５学年～ 数と計算は８０ページ、量と測定は５２ページ、図形は４５ページ、
数量関係は２７ページであり、総ページ数は２８６ページで、前回より
約１１パーセント増となっている。

第６学年～ 数と計算は２６ページ、量と測定は４２ページ、図形は２６ページ、
数量関係は６７ページであり、総ページ数は２５９ページで、前回より
約１５パーセント増となっている。

○ 「考えよう伝えよう」のページで式や図を使って児童の考えを示したり（第２～
６学年 「算数卒業旅行」のページで興味・関心に応じて５つの復習コースを選択できるように）、
したり（第６学年）するなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。使

用
○ 巻末に「補充問題」と「解答」のページを掲載し、一人で練習や答え合わせができるように上
したり(第２～６学年 「算数マイノートをつくろう」のページでノートづくりの例を示したの ）、
り（全学年）するなど、児童が主体的に学習に取り組めるような工夫がなされている。配

慮
等 ○ 巻頭に教科書の使い方を示す「新しい算数を使って学習しよう」のページを示す

とともに（第２～６学年 、巻末に学習を深める「おもしろ問題にチャレンジ」の）
ページを掲載したり（第３～６学年 、単語の途中での改行を避けた文節改行を採）
用したりするなど、使用上の便宜が図られている。
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様式２

番 使用学年 教 科 書 名発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
号

新版たのしいさんすう１第１学年 算数 １３３
新版たのしい算数２第２学年 算数 ２３３
新版たのしい算数３

４・大日本
第３学年 算数 ３３３

新版たのしい算数４第４学年 算数 ４３３
新版たのしい算数５観 第５学年 算数 ５３３
新版たのしい算数６点 第６学年 算数 ６３３

○ 数と計算については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。

取 第１学年～ 水槽に入れる金魚の数を数えたり、絵を見てひき算のお話を作ったりする活
扱 動を通して、整数の加法や減法の意味、その計算の仕方を理解する。

、 、内 第２学年～ 乗り物に乗っている人数を求めたり 求める式を立てたりする活動を通して
容 整数の乗法の意味、その計算の仕方を理解する。

第３学年～ いちごを同じ数ずつ分けたり、クッキーを何人に分けられるかを考えたりす
る活動を通して、整数の除法の意味、その計算の仕方を理解する。

第４学年～ なしと箱の重さの合計を求めたり、合わせたお茶の量を求めたりする活動を通
して、小数や分数の加法、減法の意味、その計算の仕方を理解する。

第５学年～ リボンの値段を求めたり、鉄の棒の重さを求めたりする活動を通して、小数
の乗法や除法の意味、その計算の仕方を理解する。

第６学年～ ペンキで塗る板の面積を求めたり、車がガソリン１Ｌで走る距離を求めたり
する活動を通して、分数の乗法や除法の意味、その計算の仕方を理解する。

○ 量と測定については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。
第１学年～ ２本の鉛筆の長さを比べたり、ペットボトルの水の量を比べたりする活動を

通して、長さや面積、体積の比べ方を理解する。
第２学年～ 同じ長さのしおりを作ったり、はがきの横の長さを測ったりする活動を通し

て、長さについて単位と測定の意味を理解する。
第３学年～ のりとはさみの重さを比べたり、果物の重さを測ったりする活動を通して、

重さについて単位と測定の意味を理解する。
第４学年～ 周りの長さが等しい花壇の面積を比べたり、教室の面積の求め方を考えたり

する活動を通して、面積について単位と測定の意味を理解する。
第５学年～ 図形を移動して面積を求めたり、長方形と平行四辺形の面積を比べたりする

活動を通して、三角形や平行四辺形などの面積の求め方を理解する。
第６学年～ 直方体と角柱の体積の求め方を比べたり、底面に着目して体積を求めたりす

る活動を通して、角柱や円柱の体積の求め方を理解する。

○ 図形については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるようになっ
ている。
第１学年～ 似ている形のものを集めたり、４色の板を使っていろいろな形を作ったりす

る活動を通して、ものの形を認めたり、形の特徴をとらえたりする。
第２学年～ 四角い紙の辺の長さを比べたり、いろいろな直角三角形をかいたりする活動

を通して、正方形や長方形、直角三角形について理解する。
第３学年～ いくつかの三角形を仲間分けしたり、コンパスを使ってかいたりする活動を

通して、二等辺三角形や正三角形について理解する。
第４学年～ いくつかの四角形を仲間分けしたり、平行四辺形をかいたりする活動を通し

て、平行四辺形やひし形、台形の性質について理解する。
第５学年～ ぴったりと重なる四角形を選んだり、合同な三角形のかき方を説明したりす

る活動を通して、図形の合同について理解する。
第６学年～ 同じ形に見える図形を見付けたり、複数の図形を仲間分けしたりする活動を

通して、縮図や拡大図、対称な図形について理解する。

○ 数量関係については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。
第１学年～ 遊んでいる動物の絵を種類ごとに縦に並べたり、○で表したりする活動を通

して、絵や図を用いたものの個数の表し方を理解する。
第２学年～ 遊び場と遊んでいる人数を簡単な表で表したり、グラフに表したりする活動

を通して、簡単な表やグラフの読み方やかき方について理解する。
第３学年～ 遊びたい遊びの種類のアンケート結果を表で表したり、グラフに表したりす

る活動を通して、棒グラフの読み方やかき方について理解する。
第４学年～ 一日の気温の変化を調べたり、１年間の気温を折れ線グラフに表したりする

活動を通して、折れ線グラフの読み方やかき方を理解する。
第５学年～ リンゴの取れ高をグラフから読み取ったり、人口をグラフに表したりする活

動を通して、円グラフや帯グラフの読み方やかき方を理解する。
第６学年～ ソフトボール投げの記録を表にまとめたり、柱状グラフに表したりする活動

を通して、資料の平均や柱状グラフについて理解する。
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○ 知識・技能の習得、活用、探究への対応については、次のような学習活動が取り
上げられている。
第１学年～ 「ふくしゅう１」のページにおいて、アサガオの花の数について、１

位数同士の加法や減法を扱うなどの補充的な学習
第２学年～ 「ふくしゅう２」のページにおいて、お菓子や輪飾りの数について、

２位数と１位数の減法を扱うなどの補充的な学習
第３学年～ 「何本になるのかな」のページにおいて、遊園地に咲いている花の数

について、簡単な３位数の加法や減法を扱うなどの補充的な学習
第４学年～ 「もっと算数たまてばこ」のページにおいて、直角三角形について、

面積の求め方を扱うなどの発展的な学習
第５学年～ 「もっと算数たまてばこ」のページにおいて、整数の仲間分けについ

て、数の特徴や数と数の関係を扱うなどの発展的な学習
第６学年～ 「算数たまてばこ」のページにおいて、身の回りにある比について、

３つの比を活用することを扱うなどの発展的な学習

○ 内容の構成・排列については、次のような工夫がなされている。
第１学年～ 個数を数え順序を表す数の見方の学習の後に、１位数の加法や減法の

系統的・発展的に学習できるような工夫学習を取り扱い、
第２学年～ ２位数の加法や減法の学習の後に、乗法九九の意味や計算の仕方を理

系統的・発展的に学習できるような工夫解する学習を取り扱い、
第３学年～ ３位数の加法や減法、２位数の乗法の学習の後に、１位数の除法の学

系統的・発展的に学習できるような工夫習を取り扱い、
第４学年～ ３位数の乗法や２位数の除法の学習の後に、小数の乗法や除法の学習

系統的・発展的に学習できるような工夫を取り扱い、
第５学年～ 小数の乗法や除法の学習の後に、異分母の分数の加法や減法の学習を取り

系統的・発展的に学習できるような工夫扱い、
第６学年～ 分数の乗法の学習の後に、分数の除法の意味や計算の仕方を理解する学

系統的・発展的に学習できるような工夫習を取り扱い、

○ 内容の分量については、次のようになっている。
第１学年～ 数と計算は９２ページ、量と測定は１２ページ、図形は１０ページ、

数量関係は１０ページであり、総ページ数は１５１ページで、前回よ
り約４パーセント増となっている。

第２学年～ 数と計算は９６ページ、量と測定は３２ページ、図形は１９ページ、
数量関係は１４ページであり、総ページ数は２２１ページで、前回より
約２パーセント増となっている。

、 、 、第３学年～ 数と計算は１０３ページ 量と測定は２６ページ 図形は２４ページ
数量関係は２８ページであり、総ページ数は２２９ページで、前回とほ
ぼ同様となっている。

第４学年～ 数と計算は９９ページ、量と測定は２７ページ、図形は４０ページ、
数量関係は２９ページであり、総ページ数は２５３ページで、前回より
約５パーセント減となっている。

第５学年～ 数と計算は７６ページ、量と測定は４６ページ、図形は４０ページ、
数量関係は２９ページであり、総ページ数は２４７ページで、前回とほ
ぼ同様となっている。

第６学年～ 数と計算は２６ページ、量と測定は３４ページ、図形は２９ページ、
数量関係は５３ページであり、総ページ数は２３９ページで、前回より
約２パーセント減となっている。

○ 算数たまてばこ のページで興味・関心を高める教材や話題を取り上げたり 全「 」 （
）、「 」 （ ）学年 わくわく算数ミュージアム のページで数学史を取り上げたり 第６学年

使 するなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。
用
上 ○ 「算数の学び方」のページでノートの書き方の例を示したり（第２～６学年 、）
の 単元末に、次の単元につながる内容を示した「復習」のページを位置付けたり（全
配 学年）するなど、児童が主体的に学習に取り組めるような工夫がなされている。
慮
等 ○ 単元末に学習内容を振り返る「まとめの練習」を位置付けるとともに（全学年 、）

巻末に「教科書にでてきた大切なことがら」のページで算数科の用語や重要事項を
示したり（全学年 、単語の途中での改行を避けた文節改行を採用したりするなど、）
使用上の便宜が図られている。
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様式２

番 使用学年 教 科 書 名発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
号

みんなとまなぶ しょうがっこう さんすう ねん第１学年 算数 １３４ 1
みんなと学ぶ 小学校 算数 ２年上、みんなと学ぶ 小学校 算数 ２年下第２学年 算数 ２３４、算数 ２３５
みんなと学ぶ 小学校 算数 ３年上、みんなと学ぶ 小学校 算数 ３年下第３学年 算数 ３３４、算数 ３３５
みんなと学ぶ 小学校 算数 ４年上、みんなと学ぶ 小学校 算数 ４年下11・学図 第４学年 算数 ４３４、算数 ４３５
みんなと学ぶ 小学校 算数 ５年第５学年 算数 ５３４
みんなと学ぶ 小学校 算数 ６年、観 第６学年 算数 ６３４、
みんなと学ぶ 小学校 算数 ６年 中学校へのかけ橋点 算数 ６３５

○ 数と計算については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。

取 第１学年～ 花瓶に入れる花の数を数えたり、かごに残ったリンゴの数を考えたりする活
扱 動を通して、整数の加法や減法の意味、その計算の仕方を理解する。
内 第２学年～ 乗り物に乗っている人数を求めたり、一円玉を積み重ねて九九の表を作った
容 りする活動を通して、整数の乗法の意味、その計算の仕方を理解する。

第３学年～ 一人分のあめの個数を求めたり、お菓子を同じ数ずつ分けたりする活動を通
して、整数の除法の意味、その計算の仕方を理解する。

第４学年～ 水槽に入れた水の量を求めたり、飲み物の量を面積図で比べたりする活動を
通して、小数や分数の加法、減法の意味、その計算の仕方を理解する。

第５学年～ リボンの代金を求めたり、ジュースの値段と量を線分図に表したりする活動
を通して、小数の乗法や除法の意味、その計算の仕方について理解する。

第６学年～ 壁に塗るペンキの量を求めたり、牛乳を等しい量で分けた回数を求めたりす
る活動を通して、分数の乗法や除法の意味、その計算の仕方を理解する。

○ 量と測定については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。
第１学年～ ２本の鉛筆の長さを比べたり、ハンカチの大きさやジュースの量を比べたり

する活動を通して、長さや面積、体積の比べ方を理解する。
第２学年～ 工作用紙で長さを測る道具を作ったり、ものさしで線を引いたりする活動を

通して、長さについて単位と測定の意味を理解する。
第３学年～ 文房具を重い順番に並べたり、同じかさの食塩、重曹、米の重さを比べたり

する活動を通して、重さについて単位と測定の意味を理解する。
第４学年～ 周囲の長さが等しい花壇の広さを比べたり、正方形を敷き詰めて面積を測っ

たりする活動を通して、面積について単位と測定の意味を理解する。
第５学年～ 図形を分割して既習の図形に表したり、考え方の相違点を見付けたりする活

動を通して、三角形や平行四辺形などの面積の求め方を理解する。
第６学年～ 高さ１㎝の四角柱の体積と底面積を比べたり、紙の円を積み重ねて作った体

積を調べたりする活動を通して、角柱や円柱の体積の求め方を理解する。

○ 図形については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるようになっ
ている。
第１学年～ いろいろな形の物をころがしたり、ロボットや車を作ったりする活動を通し

て、ものの形を認めたり、形の特徴をとらえたりする。
、 、第２学年～ 動物を線で囲んだり 折り紙を折って辺の長さを比べたりする活動を通して

正方形や長方形、直角三角形について理解する。
第３学年～ いろいろな長さのストローで三角形を作ったり、いくつかの三角形を仲間

分けしたりする活動を通して、二等辺三角形や正三角形について理解する。
第４学年～ 地図記号から平行な直線を見付けたり、身の回りから台形を探したりする活

動を通して、平行四辺形やひし形、台形の性質について理解する。
第５学年～ ぴったりと重なる三角形や四角形を調べたり、対応する辺や角を調べたりす

る活動を通して、図形の合同について理解する。
第６学年～ 拡大図の辺の長さを測ったり、バランスのとれた形を見付けたりする活動を

通して、縮図や拡大図、対称な図形について理解する。

○ 数量関係については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。
第１学年～ 咲いた花の数を数えたり 「５＋３」になる問題を作ったりする活動を通し、

て、絵や図を用いたものの個数の表し方を理解する。
第２学年～ 育てたい野菜の数を表に表したり、３月の天気をグラフに表したりする活動

を通して、簡単な表やグラフの読み方やかき方について理解する。
第３学年～ 通った車の種類を表にまとめたり、保健室に来た人数と曜日をグラフに表し

たりする活動を通して、棒グラフの読み方やかき方を理解する。
第４学年～ 月別気温を表にまとめたり、一日の気温の変化を折れ線グラフに表したりす

る活動を通して、折れ線グラフの読み方やかき方を理解する。
第５学年～ 米の収穫量をグラフに表したり、交通事故の原因別人数を調べたりする活動

を通して、円グラフや帯グラフの読み方やかき方を理解する。
第６学年～ ソフトボール投げの記録の散らばりの様子を比べたり、表やグラフにまとめ

たりする活動を通して、資料の平均や柱状グラフについて理解する。
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○ 知識・技能の習得、活用、探究への対応については、次のような学習活動が取り
上げられている。
第１学年～ 「おさらい」のページにおいて、身の回りにある箱や道具について、

同じ特徴をもつ立体を扱うなどの補充的な学習
第２学年～ 「れんしゅう」のページにおいて、２桁のひき算の筆算について、位

ごとに手順を扱うなどの補充的な学習
第３学年～ 「ふくしゅう１」のページにおいて、グラウンドを走った周回数につ

いて、棒グラフの表し方を扱うなどの補充的な学習
第４学年～ 「いろいろな国のわり算」のページにおいて、除法の筆算について、

外国の除法の仕方を扱うなどの発展的な学習
第５学年～ 「５ねんのまとめ」のページにおいて、生活排水について、割合を活

用した数量の関係などの求め方を扱うなどの発展的な学習
第６学年～ 「いろいろな形の体積比べ」のページにおいて、底面積と高さが等し

い角柱と錐体について、体積の比較を扱うなどの発展的な学習

○ 内容の構成・排列については、次のような工夫がなされている。
第１学年～ １０までの数の学習の後に 「いくつといくつ」で数の合成や分解す、

る学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第２学年～ １００より大きい数の学習の後に、十進位取り記数法を理解する学習

を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第３学年～ 加法や減法、乗法、除法の学習の後に、長さや重さを求めるなどの学

習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
、 、第４学年～ １位数でわる除法の学習の後に ２位数でわる除法の学習を取り扱い

系統的・発展的に学習できるような工夫
第５学年～ 小数の乗法や除法の学習の後に、分数の加法や減法、乗法や除法の学

習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第６学年～ 分数の乗法の学習の後に、倍と割合の学習を取り扱い、系統的・発展

的に学習できるような工夫

○ 内容の分量については、次のようになっている。
第１学年～ 数と計算は９６ページ、量と測定は１５ページ、図形は９ページ、数

量関係は１５ページであり、総ページ数は１５２ページで、前回より約
４パーセント減となっている。

、 、 、第２学年～ 数と計算は１２０ページ 量と測定は３９ページ 図形は２３ページ
数量関係は１２ページであり、総ページ数は２３７ページで、前回より
約３パーセント減となっている。

、 、 、第３学年～ 数と計算は１２２ページ 量と測定は３８ページ 図形は３６ページ
数量関係は２７ページであり、総ページ数は２６８ページで、前回より
約６パーセント増となっている。

、 、 、第４学年～ 数と計算は１２５ページ 量と測定は３０ページ 図形は４１ページ
数量関係は３３ページであり、総ページ数は２７４ページで、前回より
約２パーセント増となっている。

、 、 、第５学年～ 数と計算は１０５ページ 量と測定は６５ページ 図形は５２ページ
数量関係は２９ページであり、総ページ数は２９０ページで、前回より
約５パーセント増となっている。

第６学年～ 数と計算は５０ページ、量と測定は５６ページ、図形は４３ページ、
数量関係は８２ページであり、総ページ数は２６２ページで、前回より
約３パーセント減となっている。

○ 「算数探検隊」のページで、身近な事象や教材を写真で紹介したり（第２～６学
年 「算数でよく使う考え方」のページで、帰納・演繹などの考え方の具体例を示）、

使 したり（第２～６学年）するなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。
用
上 ○ 巻頭に 教科書を効果的に使うための説明ページを設けたり 第２～６学年 ノ、 （ ）、「
の ート名人になろう」のページで、ノートのまとめ方を示したり（第２～６学年）す
配 るなど、児童が主体的に学習に取り組めるような工夫がなされている。
慮
等 ○ 「力だめし」のページで、問題の趣旨を確認して振り返る自己評価欄を設けると

ともに（第２～６学年 、巻末に「力をつける問題」のページで、学習内容を補完）
する複数の種類の問題を掲載したり（全学年 「サポート」のページで徐々に理解）、

、 。を深めるスモールステップ問題を設けたりするなど 使用上の便宜が図られている

そ
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様式２

番 使用学年 教 科 書 名発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
号

しょうがくさんすう １第１学年 算数 １３６
小学算数 ２上、小学算数 ２下第２学年 算数 ２３６、算数 ２３７
小学算数 ３上、小学算数 ３下

17・教出
第３学年 算数 ３３６、算数 ３３７

小学算数 ４上、小学算数 ４下第４学年 算数 ４３６、算数 ４３７
小学算数 ５観 第５学年 算数 ５３６
小学算数 ６点 第６学年 算数 ６３６

○ 数と計算については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。

取 第１学年～ 食べ物の個数を加える場面を考えたり、動物の数が減る場面を考えたりする
扱 活動を通して、整数の加法や減法の意味、その計算の仕方を理解する。
内 第２学年～ 乗り物に乗っている人数を求めたり、おはじきを使ってかけ算を表したり
容 する活動を通して、整数の乗法の意味、その計算の仕方を理解する。

第３学年～ クッキーを同じ数ずつ分けたり、一人分のイチゴの個数を考えたりする活動
を通して、整数の除法の意味、その計算の仕方を理解する。

第４学年～ 容器の中の水の量を考えたり、食べ物の残りの量を考えたりする活動を通し
て、小数や分数の加法、減法の意味、その計算の仕方を理解する。

第５学年～ リボンの代金を求めたり、棒の１ｍの重さを求めたりする活動を通して、小
数の乗法や除法の意味、その計算の仕方を理解する。

第６学年～ 板に塗るペンキの量を求めたり、棒の１ｍ当たりの重さを求めたりする活動
を通して、分数の乗法や除法の意味、その計算の仕方を理解する。

○ 量と測定については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。
第１学年～ ２本の色鉛筆の長さを比べたり、段ボール箱の大きさを比べたりする活動

を通して、長さや面積、体積の比べ方を理解する。
第２学年～ しおりの長さを比べたり、めもりテープではがきの縦と横の長さを調べたり

する活動を通して、長さについて単位と測定の意味を理解する。
第３学年～ 文房具の重さを比べたり、はかりを使って筆箱やランドセルの重さを測った

りする活動を通して、重さについて単位と測定の意味を理解する。
第４学年～ ２つの花壇の面積の大きさを比較したり、方眼紙を使って面積を求めたりす

る活動を通して、面積について単位と測定の意味を理解する。
第５学年～ 図形を移動して既習の図形にしたり、２つの図形を合わせて面積を考えたり

する活動を通して、三角形や平行四辺形などの面積の求め方を理解する。
第６学年～ 厚みのあるいくつかのメモ帳を比較したり、四角柱の体積の求め方を考えた

りする活動を通して、角柱や円柱の体積の求め方を理解する。

○ 図形については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるようになっ
ている。
第１学年～ 箱や缶を組み合わせたり、折り紙を切って三角形を作ったりする活動を通し

て、ものの形を認めたり、形の特徴をとらえたりする。
第２学年～ 動物を線で囲んだり、紙を切って三角形や四角形を作ったりする活動を通し

て、正方形や長方形、直角三角形について理解する。
第３学年～ ストローで作った三角形を分類したり、コンパスで三角形をかいたりする活

動を通して、二等辺三角形や正三角形について理解する。
第４学年～ 平行四辺形の特徴を調べたり、コンパスを使ってひし形をかいたりする活動

を通して、平行四辺形やひし形、台形の性質について理解する。
第５学年～ 合同な四角形を探したり、合同な三角形をかいたりする活動を通して、図形

の合同について理解する。
第６学年～ 学級の旗の大きさを考えたり、合同な色板２枚で図形を作ったりする活動を

通して、縮図や拡大図、対称な図形について理解する。

○ 数量関係については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。
第１学年～ 縦に並んでいる人を○で表したり、木の実の個数を○で表したりする活動を

通して、絵や図を用いたものの個数の表し方を理解する。
第２学年～ 遊具で遊んでいる子どもの人数を表に表したり、グラフに表したりする活動

を通して、簡単な表やグラフの読み方やかき方について理解する。
第３学年～ 通った車の種類をグラフに表したり、けがの種類と人数を表にまとめたりす

る活動を通して、棒グラフの読み方やかき方について理解する。
第４学年～ １日の気温の変化をグラフに表したり、２つの都市の１年間の気温の変化を

比べたりする活動を通して、折れ線グラフの読み方やかき方を理解する。
第５学年～ リンゴの出荷量をグラフに表したり、学校の数の割合を調べたりする活動を

通して、円グラフや帯グラフの読み方やかき方を理解する。
第６学年～ ソフトボール投げの記録を比べたり、握力測定の記録を柱状グラフに表した

りする活動を通して、資料の平均や柱状グラフについて理解する。

学
習
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○ 知識・技能の習得、活用、探究への対応については、次のような学習活動が取り
上げられている。
第１学年～ 「たしかめもんだい①」のページにおいて、リンゴや車、紙飛行機や

折り鶴について、個数の数え方を扱うなどの補充的な学習
第２学年～ 「学習をふりかえろう２」のページにおいて、花壇のチューリップの

数について、簡単な表やグラフを扱うなどの補充的な学習
第３学年～ 「学習をふり返ろう①」のページにおいて、たし算の筆算について、

間違いを説明し正しく計算することを扱うなどの補充的な学習
第４学年～ 「算数メモ」のページにおいて、時計の長針について、針が２回転し

たときの角度を扱うなどの発展的な学習
第５学年～ 「算数ワールド」のページにおいて、正方形、長方形、ひし形、平行

四辺形、台形について、関係を表すベン図を扱うなどの発展的な学習
第６学年～ 「反比例のグラフ」のページにおいて、反比例について、なめらかな

曲線になるなどのグラフの特徴を扱うなどの発展的な学習

○ 内容の構成・排列については、次のような工夫がなされている。
第１学年～ 数の合成や分解の学習の後に 「ぜんぶでいくつ」で加法につながる、

学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第２学年～ ２位数の加法や減法の学習の後に、乗法九九の意味や計算の仕方を理

解する学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第３学年～ １位数の除法の学習の後に、２位数の乗法の意味や計算の仕方を理解

する学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第４学年～ ２位数の除法の学習の後に、小数の加法や減法の意味や計算の仕方を

理解する学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第５学年～ 小数の乗法や除法の学習の後に、分数の加法や減法の意味や計算の仕

方を理解する学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第６学年～ 分数の乗法や除法の学習の後に、小数や分数の計算の定着を図る学習

を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫

○ 内容の分量については、次のようになっている。
、 、 、第１学年～ 数と計算は１０２ページ 量と測定は１３ページ 図形は１１ページ

数量関係は７ページであり、総ページ数は１６８ページで、前回より約
１１パーセント増となっている。

、 、 、第２学年～ 数と計算は１１２ページ 量と測定は３３ページ 図形は２２ページ
数量関係は１７ページであり、総ページ数は２４１ページで、前回より
約１８パーセント増となっている。

、 、 、第３学年～ 数と計算は１２１ページ 量と測定は２６ページ 図形は２８ページ
数量関係は２７ページであり、総ページ数は２５７ページで、前回より
約２４パーセント増となっている。

、 、 、第４学年～ 数と計算は１１６ページ 量と測定は２６ページ 図形は４０ページ
数量関係は４３ページであり、総ページ数は２８７ページで、前回より
約３パーセント減となっている。

第５学年～ 数と計算は７６ページ、量と測定は５３ページ、図形は４６ページ、
数量関係は３１ページであり、総ページ数は２７４ページで、前回より
約１パーセント増となっている。

第６学年～ 数と計算は３０ページ、量と測定は４１ページ、図形は２９ページ、
数量関係は５９ページであり、総ページ数は２３９ページで、前回より
約１パーセント減となっている。

○ キャラクターにより既習事項を生かした考えや発展的な見方を示したり（全学
年 「広がる算数」のページで、発展的・統合的な見方を育てるコラムを掲載した）、

使 り（第５、６学年）するなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。
用
上 ○ 「ステップアップ算数」のページで、２種類のレベルの問題を設定したり（第２
の ～６学年 「学びのマップ」のページで、前学年までのまとめを示したり（第５、）、
配 ６学年）するなど、児童が主体的に学習に取り組めるような工夫がなされている。
慮
等 ○ 表紙の裏に当該学年の学習内容に関連のある建造物や風景などを掲載するととも

に（第２～６学年 、目次に既習の学習内容との関連を示したり（第２～６学年 、） ）
単語の途中での改行を避けた文節改行を採用したりするなど、使用上の便宜が図ら
れている。
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様式２

番 使用学年 教 科 書 名発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
号

わくわく さんすう１第１学年 算数 １３８
わくわく 算数２上、わくわく 算数２下第２学年 算数 ２３８、算数 ２３９
わくわく 算数３上、わくわく 算数３下

61・啓林館
第３学年 算数 ３３８、算数 ３３９

わくわく 算数４上、わくわく 算数４下第４学年 算数 ４３８、算数 ４３９
わくわく 算数５観 第５学年 算数 ５３８
わくわく 算数６点 第６学年 算数 ６３８

○ 数と計算については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。

取 第１学年～ 絵を見てたし算になる話を作ったり、色の違う花の本数の差を考えたりする
扱 活動を通して、整数の加法や減法の意味、その計算の仕方を理解する。
内 第２学年～ 座っている子どもの人数を求めたり、かけ算となる問題カードを作成したり
容 する活動を通して、整数の乗法の意味、その計算の仕方を理解する。

第３学年～ あめを等分する方法を考えたり、わり算になる問題カードを作成したりする
活動を通して、整数の除法の意味、その計算の仕方を理解する。

第４学年～ サイクリングの道のりを求めたり、テープの長さを求めたりする活動を通し
て、小数や分数の加法、減法の意味、その計算の仕方を理解する。

第５学年～ 鉄の棒の重さを求めたり、ひもの１ｍの重さを求める方法を考えたりする活
動を通して、小数の乗法や除法の意味、その計算の仕方を理解する。

第６学年～ ペンキで塗る壁の面積を求めたり、等分してできたひもの本数を求めたりす
る活動を通して、分数の乗法や除法の意味、その計算の仕方を理解する。

○ 量と測定については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。

、 、第１学年～ ２本の色鉛筆の長さを比べたり 場所とりゲームをしたりする活動を通して
長さや面積、体積の比べ方を理解する。

第２学年～ クリップを使ってものの長さを測ったり、はがきの横の長さを測ったりする
活動を通して、長さについて単位と測定の意味を理解する。

第３学年～ 定規と鉛筆の重さを比べたり、はかりを使ってランドセルや植木鉢の重さを
測ったりする活動を通して、重さについて単位と測定の意味を理解する。

第４学年～ 花壇の広さを写し取った紙の広さで比べたり、１㎡の広さのものを探したり
する活動を通して、面積について単位と測定の意味を理解する。

第５学年～ 図形を写し取って比べたり、図形を分割して面積の求め方を考えたりする活
動を通して、三角形や平行四辺形などの面積の求め方を理解する。

第６学年～ 直方体の体積を利用して角柱の体積を求めたり、体積の求め方の公式を考え
たりする活動を通して、角柱や円柱の体積の求め方を理解する。

○ 図形については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるようになっ
ている。

、 、第１学年～ 形を写し取ったり 多くの色板を使ってある形を作ったりする活動を通して
ものの形を認めたり、形の特徴をとらえたりする。

第２学年～ 紙を切って正方形を作ったり、直角三角形を敷き詰めて模様を作ったりする
活動を通して、正方形や長方形、直角三角形について理解する。

第３学年～ いくつかの三角形を仲間分けしたり、コンパスを使ってかいたりする活動
を通して、二等辺三角形や正三角形について理解する。

第４学年～ 点をつないで四角形を作ったり、コンパスを使ってかいたりする活動を通し
て、平行四辺形やひし形、台形の性質について理解する。

第５学年～ 図形を切り取って重ね合わせたり、合同な三角形をかいたりする活動を通し
て、図形の合同について理解する。

第６学年～ 方眼を使って拡大図や縮図をかいたり、対称な図形をかいたりする活動を通
して、縮図や拡大図、対称な図形について理解する。

○ 数量関係については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。

、 、第１学年～ 牧場にいる動物の数を絵で表したり 多い動物を探したりする活動を通して
絵や図を用いたものの個数の表し方を理解する。

、 、第２学年～ 友達の好きな給食を表やグラフに表したり 読み取ったりする活動を通して
簡単な表やグラフの読み方やかき方について理解する。

第３学年～ 友達の好きなスポーツをグラフに表したり、グラフの特徴を読み取ったりす
る活動を通して、棒グラフの読み方やかき方について理解する。

第４学年～ １日の気温の変化をグラフに表したり、グラフの変わり方を読み取ったりす
る活動を通して、折れ線グラフの読み方やかき方を理解する。

第５学年～ 農産物の収穫量をグラフに表したり、空き缶の個数の割合を調べたりする活
動を通して、円グラフや帯グラフの読み方やかき方を理解する。

第６学年～ ソフトボール投げの結果をグラフに表したり、男女別人口の割合を読み取っ
たりする活動を通して、資料の平均や柱状グラフについて理解する。
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○ 知識・技能の習得、活用、探究への対応については、次のような学習活動が取り
上げられている。
第１学年～ 「ふくしゅう」のページにおいて、一列に並んでいる児童について、

前や後ろからの順番を扱うなどの補充的な学習
第２学年～ 「ふくしゅう」のページにおいて、何枚かの皿の上にのせられたミカ

ンの数について、乗法の立式を扱うなどの補充的な学習
第３学年～ 「準備運動」のページにおいて、クリをいくつかの皿に分ける場合に

ついて、除法を使う場面を扱うなどの補充的な学習
第４学年～ 「学びをいかそう」のページにおいて、時計の長針について、回転す

る角度の求め方を扱うなどの発展的な学習
第５学年～ 「素数」のページにおいて、３位数について、約数があるかを判断す

る場面を扱うなどの発展的な学習
第６学年～ 「学びをいかそう」のページにおいて、長崎の出島の形について、縮

図を基にしたおよその面積の求め方を扱うなどの発展的な学習

○ 内容の構成・排列については、次のような工夫がなされている。
第１学年～ 数の合成や分解の学習の後に 「ふえたりへったり」で加法や減法につな、

がる学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第２学年～ ２位数の加法や減法の学習の後に、加法や減法の筆算や３位数の筆算

の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
、 、第３学年～ １位数の簡単な除法の学習の後に 余りのある除法の学習を取り扱い

系統的・発展的に学習できるような工夫
、 、第４学年～ １位数で割る除法の学習の後に ２位数で割る除法の学習を取り扱い

系統的・発展的に学習できるような工夫
第５学年～ 小数の乗法や除法の学習の後に、異分母分数の加法や減法、整数と分

数の乗法や除法の学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第６学年～ 分数同士の乗法や除法の学習の後に、小数や分数の四則計算の定着、

活用を図る学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫

○ 内容の分量については、次のようになっている。
、 、 、第１学年～ 数と計算は１０３ページ 量と測定は１６ページ 図形は１７ページ

数量関係は１１ページであり、総ページ数は１７２ページで、前回より
約８パーセント増となっている。

、 、 、第２学年～ 数と計算は１２２ページ 量と測定は３２ページ 図形は２１ページ
数量関係１３ページであり、総ページ数は２７８ページで、前回より約
５パーセント増となっている。

、 、 、第３学年～ 数と計算は１１５ページ 量と測定は２６ページ 図形は２４ページ
数量関係は２５ページであり、総ページ数は２８８ページで、前回より
約８パーセント増となっている。

、 、 、第４学年～ 数と計算は１０１ページ 量と測定は３１ページ 図形は３２ページ
数量関係４３ページであり、総ページ数は２８７ページで、前回より約
６パーセント増となっている。

第５学年～ 数と計算は８１ページ、量と測定は４３ページ、図形は３６ページ、
数量関係は２７ページであり、総ページ数は２７７ページで、前回より
約４パーセント増となっている。

第６学年～ 数と計算は２６ページ、量と測定は３６ページ、図形は３７ページ、
数量関係は６１ページであり、総ページ数は２８９ページで、前回より
約２パーセント増となっている。

○ 各単元末の「たしかめましょう」のページで、学習内容を確認したり（全学年 、）
「発見算数島」のページで、児童が興味・関心に応じて問題に取り組めるようにし

使 たり（第２～６学年）するなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。
用
上 ○ 新しい単元の学習に取り組みやすいよう単元の前に「準備」のページを掲載した
の り（全学年 、キャラクターによる複数の考え方を取り上げたり（全学年）するな）
配 ど、児童が主体的に学習に取り組めるような工夫がなされている。
慮
等 ○ 巻頭の「算数のとびら」のページで、教科書の使い方や学習の進め方を掲載する

とともに（第２～６学年 、巻末の「○年上のまとめ」のページで、学習内容のポ）
イントをまとめたり（第２～６学年 、単語の途中での改行を避けた文節改行を採）
用したりするなど、使用上の便宜が図られている。

そ
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他

内
容
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排
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、
分
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等
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様式２

番 使用学年 教 科 書 名発行者の番号・略称 教科書の記号・番号
号

しょうがく さんすう １ねん第１学年 算数 １４０
小学算数 ２上、小学算数 ２下第２学年 算数 ２４０、算数 ２４１
小学算数 ３上、小学算数 ３下

116・日文
第３学年 算数 ３４０、算数 ３４１

小学算数 ４上、小学算数 ４下第４学年 算数 ４４０、算数 ４４１
小学算数 ５上、小学算数 ５下観 第５学年 算数 ５４０、算数 ５４１
小学算数 ６上、小学算数 ６下点 第６学年 算数 ６４０、算数 ６４１

○ 数と計算については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。

取 第１学年～ 水槽に入れる金魚の数を求めたり、残った果物の数を数えたりする活動を
扱 通して、整数の加法や減法の意味、その計算の仕方を理解する。
内 第２学年～ 乗り物に乗っている人数を調べたり、鉛筆を同じ本数ずつ配る場面を考えた
容 りする活動を通して、整数の乗法の意味、その計算の仕方を理解する。

第３学年～ お菓子をみんなに分ける場面を考えたり、除法の式になる問題を図で表した
りする活動を通して、整数の除法の意味、その計算の仕方を理解する。

第４学年～ ジュースのかさをＬで表したり、立ち幅跳びの長さをｍで表したりする活動
を通して、小数や分数の加法、減法の意味、その計算の仕方を理解する。

第５学年～ リボンの１ｍの代金を求めたり、パイプの１ｍの重さを求めたりする活動
を通して、小数の乗法や除法の意味、その計算の仕方を理解する。

第６学年～ ペンキで塗る屋根の面積を考えたり、図を使って除法の計算の仕方を考えた
りする活動を通して、分数の乗法や除法の意味、その計算の仕方を理解する。

○ 量と測定については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。
第１学年～ 鉛筆や指を使ってものの長さを比べたり、水のかさを比べたりする活動を通

して、長さや面積、体積の比べ方を理解する。
第２学年～ はがきの縦と横の長さを測定したり、ものさしを使って直線を引いたりする

活動を通して、長さについて単位と測定の意味を理解する。
第３学年～ 文房具の重さを比べたり、はかりを使って教科書やランドセルの重さを測

ったりする活動を通して、重さについて単位と測定の意味を理解する。
第４学年～ 花壇の広さを比べたり、方眼紙を使って面積を求めたりする活動を通して、

面積について単位と測定の意味を理解する。
第５学年～ 平行四辺形を切り貼りしたり、三角形を等積変形するようにかいたりする活

動を通して、三角形や平行四辺形などの面積の求め方を理解する。
第６学年～ 体積が一番大きい立体を見付けたり、身の回りにあるもののおよその体積を

考えたりする活動を通して、角柱や円柱の体積の求め方を理解する。

○ 図形については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるようになっ
ている。
第１学年～ 同じ形のものを集めたり、いろいろな形を作ったりする活動を通して、もの

の形を認めたり、形の特徴をとらえたりする。
第２学年～ 紙を折って長方形を作ったり、紙を切って直角三角形を作ったりする活動を

通して、正方形や長方形、直角三角形について理解する。
第３学年～ いろいろな長さのストローを用いて三角形を作ったり、三角形を仲間分けし

たりする活動を通して、二等辺三角形や正三角形について理解する。
第４学年～ いろいろな形の四角形を作ったり、身の回りの四角形を探したりする活動を

通して、平行四辺形やひし形、台形の性質について理解する。
第５学年～ 身の回りにある合同な図形を探したり、合同な図形をかいたりする活動を通

して、図形の合同について理解する。
第６学年～ 形が同じで大きさが異なる図形について調べたり、拡大図をかいたりする活

動を通して、縮図や拡大図、対称な図形について理解する。

○ 数量関係については、次のような学習活動を取り上げ、目標を達成できるように
なっている。
第１学年～ 動物の数を数えたり、並んでいる時の順番を数えたりする活動を通して、絵

や図を用いたものの個数の表し方を理解する。
第２学年～ 好きな給食のメニューを調べたり、表に表したりする活動を通して、簡単な

表やグラフの読み方やかき方について理解する。
第３学年～ 動物の種類を表に表したり、曜日ごとの読書時間をグラフに表したりする活

動を通して、棒グラフの読み方やかき方について理解する。
第４学年～ 気温の変わり方を表で表したり、２つの都市の気温を折れ線グラフに表した

りする活動を通して、折れ線グラフの読み方やかき方を理解する。
第５学年～ 都道府県別の果物の生産量の割合を調べたり、日本の地方別面積を調べたり

する活動を通して、円グラフや帯グラフの読み方やかき方を理解する。
第６学年～ ソフトボール投げの記録を比べたり、５０ｍ走の記録をグラフに表したりす

る活動を通して、資料の平均や柱状グラフについて理解する。
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○ 知識・技能の習得、活用、探究への対応については、次のような学習活動が取り
上げられている。
第１学年～ 単元末の「たしかめ ぽいんと」のページにおいて、単元で学習した

内容について、確実な定着を図る問題を扱うなどの補充的な学習
第２学年～ 「ふくしゅう」のページにおいて、これまでに学習した数と計算領域

について、知識や技能の定着を図る問題を扱うなどの補充的な学習
「 」 、 、第３学年～ 単元末の 次の学習のために のぺージにおいて 次の単元について

学習に必要な知識や技能の定着を図る問題を扱うなどの補充的な学習
第４学年～ 単元末の「なるほど 算数」のページにおいて、単元で学習した内容

について、活用する問題を扱うなどの発展的な学習
第５学年～ 巻末の「選んで学ぼうぐっとチャレンジ」のページにおいて、これま

でに学習した内容について、活用する問題を扱うなどの発展的な学習
第６学年～ 単元末の「いち・に・算活」のページにおいて、日常生活との関連に

ついて、既習事項を活用して解決する問題を扱うなどの発展的な学習

○ 内容の構成・排列については、次のような工夫がなされている。
第１学年～ 順序を表す数の学習の後に、１位数の加法や減法の意味、計算の仕方

を理解する学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第２学年～ ２位数の加法や減法の学習の後に、乗法九九の意味や計算の仕方を理

解する学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第３学年～ ２位数の乗法の学習の後に、１位数の除法の意味や計算の仕方を理解

する学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第４学年～ ２位数の除法の学習の後に、小数の加法や減法の意味や計算の仕方を

理解する学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第５学年～ 小数の乗法や除法の学習の後に、分数の加法や減法の意味や計算の仕

方を理解する学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫
第６学年～ 分数の乗法や除法の学習の後に、円の面積や立体の体積の求め方を理

解する学習を取り扱い、系統的・発展的に学習できるような工夫

○ 内容の分量については、次のようになっている。
、 、 、第１学年～ 数と計算は１０３ページ 量と測定は１５ページ 図形は１２ページ

数量関係１９ページであり、総ページ数は１６５ページで、前回より約
２パーセント増となっている。

、 、 、第２学年～ 数と計算は１０２ページ 量と測定は３５ページ 図形は２２ページ
数量関係は２１ページであり、総ページ数は２７７ページで、前回より
約２８パーセント増となっている。

、 、 、第３学年～ 数と計算は１１６ページ 量と測定は２８ページ 図形は２６ページ
数量関係は２２ページであり、総ページ数は３０２ページで、前回より
約１５パーセント増となっている。

、 、 、第４学年～ 数と計算は１０７ページ 量と測定は２８ページ 図形は３６ページ
数量関係は４０ページであり、総ページ数は３１２ページで、前回より
約１１パーセント増となっている。

第５学年～ 数と計算は８０ページ、量と測定は５２ページ、図形は３９ページ、
数量関係は３０ページであり、総ページ数は３０４ページで、前回より
約１７パーセント増となっている。

第６学年～ 数と計算は３１ページ、量と測定は３５ページ、図形は２６ページ、
数量関係は５１ページであり、総ページ数は２６４ページで、前回より
約８パーセント増となっている。

○ 次の単元の学習に取り組みやすくするため「次の学習のために」のページで、既
習の内容を復習したり（全学年 「いち・に・算活」のページで、活動の手順を示）、

使 したり（全学年）するなど、児童の学習意欲を高める工夫がなされている。
用
上 ○ 学習に関係のある話題を示すコラムを設けたり（全学年 、ゲーム的要素のある）
の 練習問題を取り上げたり（全学年）するなど、児童が主体的に学習に取り組めるよ
配 うな工夫がなされている。
慮
等 ○ 上巻末の「学び方ガイド」で、算数の学習の流れを示すとともに（第２～６年 、）

「算数で使いたいことば・考え方」で、発表の手順や方法の例を示したり（第２～
６学年 、単語の途中での改行を避けた文節改行を採用したりするなど、使用上の）
便宜が図られている。

そ
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様式３

◎調査項目

① ４領域「数と計算 「量と測定 「図形 「数量関係」ごとのページ数及び総ページ数」、 」、 」、

② 補充的な学習に関する問題や発展的な学習に関する問題のページ数

・補充的な学習に関する問題を取り扱っているページ数

・補充的な学習に関する問題のうち、生活との関連を図ったページ数

・発展的な学習に関する問題を取り扱っているページ数

③ 興味・関心を高めることができるようなコラムや北海道の素材を活用している課題、資料

等の箇所数

④ 自ら進んで考えることができるような ヒント 吹き出しなど や 異なる考え方 表「 」（ ） 「 」、「

現の仕方」を取り上げている箇所数

⑤ 子どもの誤答を取り上げている箇所数

◎調査項目にした理由

① 学習指導要領に示された各教科の目標・内容等を適切に反映した教科書の作成が求められ

ていることから、領域ごとや全体の分量を把握する必要があるため。

② 内容の系統性を大切にしながら学年間の指導内容を円滑に接続させることが求められてい

ることから、補充的な問題や発展的な問題について把握する必要があるため。

また、知識・技能を、生活等の場面で目的に応じて活用できる力を身に付けることが求め

られていることから、補充的な問題にかかわり、生活との関連を図った問題について把握す

る必要があるため。

③ 算数的活動の充実により主体的に学ぶ態度を育てることが求められていることから、興味・

関心をもって、意欲的に学習に取り組むことができるような工夫について把握する必要があ

るため。

④ 見通しをもち道筋を立てて考えたり表現したりすることが求められていることから、自ら

課題解決に取り組み、主体的に学習に取り組むことができるような工夫について把握する必

要があるため。

⑤ 基礎的・基本的な知識・技能を確実に身に付けることが求められていることから、誤答を

取り上げ、児童のつまずきにきめ細かに対応できるような工夫について把握する必要がある

ため。
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様式４

※調査項目が網掛けになっている項目は、別記にデータを掲載していることを示す。

発行者 東書 大日本

調査項目 １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６

① ４領域ごと 数と計算 ページ数 95 109 102 111 80 26 92 96 103 99 76 26

の 量と測定 ページ数 15 33 26 36 52 42 12 32 26 27 46 34

ページ数 図形 ページ数 10 18 23 37 45 26 10 19 24 40 40 29

数量関係 ページ数 22 23 49 29 27 67 10 14 28 29 29 53

総ページ数 ページ数 163 234 272 290 286 259 151 221 229 253 247 239

前回の総ページ数 ページ数 157 204 242 266 258 226 145 216 228 267 246 243

増減 割合 4％ 15％ 12％ 9％ 11％ 15％ 4％ 2％ 0％ -5％ 0％ -2％

② 補充的な学 ページ数 10 20 24 20 20 35 ７ 16 15 10 14 19補充的な問

題（※１）習に関する

問題や発展 ページ数 7 12 10 4 8 13 4 9 9 8 6 10補充的な問題のう

ち、生活との関連的な学習に

（※２）関する問題

ページ数 0 0 2 4 3 12 0 0 2 2 1 8発展的な問

題（※３）

③ 「コラム」 箇所数 0 1 4 4 2 4 0 0 0 3 1 3コラム ※４（ ）

北海道 箇所数 0 0 1 6 3 6 0 0 0 2 2 1「 」北海道の素材

（※５）

④ 数と計算 箇所数 37 130 167 165 128 41 56 66 83 104 74 19「 」「ヒント 異

量と測定 箇所数 14 49 30 58 91 59 9 21 20 24 46 27なる考え方」

図形 箇所数 7 20 26 43 55 15 3 7 18 27 27 19「 」表現の仕方

数量関係 箇所数 21 25 54 50 32 115 5 12 14 21 36 33（※６）

⑤ 箇所数 0 8 17 36 9 5 0 10 10 26 9 5子どもの「誤答」（※７）

発行者 学図 教出

調査項目 １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６

① ４領域ごと 数と計算 ページ数 96 120 122 125 105 50 102 112 121 116 76 30

のページ数 量と測定 ページ数 15 39 38 30 65 56 13 33 26 26 53 41

図形 ページ数 9 23 36 41 52 43 11 22 28 40 46 29

数量関係 ページ数 15 12 27 33 29 82 7 17 27 43 31 59

総ページ数 ページ数 152 237 268 274 290 262 168 241 257 287 274 239

前回の総ページ数 ページ数 158 244 253 268 277 271 152 204 208 296 272 242

増減 割合 -4% -3% 6% 2% 5% -3% 11% 18% 24% -3% 1% -1%

② 補充的な学 ページ数 8 12 16 13 18 17 5 20 19 20 27 26補充的な問

題（※１）習に関する

問題や発展 ページ数 7 5 8 6 9 7 4 6 7 6 9 13補充的な問題のう

ち、生活との関連的な学習に

（※２）関する問題

ページ数 0 2 3 3 0 7 5 7 5 6 10 14発展的な問

題（※３）

③ 「コラム」 箇所数 0 0 2 3 2 3 0 1 1 3 3 4コラム ※４（ ）

北海道 箇所数 0 2 3 2 3 2 3 1 1 4 5 0「 」北海道の素材

（※５）

④ 数と計算 箇所数 50 69 149 132 93 28 115 115 148 174 132 46「 」「ヒント 異

量と測定 箇所数 7 31 25 28 49 32 28 30 35 41 79 66なる考え方」

図形 箇所数 1 15 28 22 52 19 15 33 27 51 80 38「 」表現の仕方

数量関係 箇所数 2 18 8 38 25 53 25 17 20 75 65 100（※６）

⑤ 箇所数 0 14 8 7 6 3 0 12 18 13 10 7子どもの「誤答」（※７）
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発行者 啓林館 日文

調査項目 １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６

① ４領域ごと 数と計算 ページ数 103 122 115 101 81 26 103 102 116 107 80 31

のページ数 量と測定 ページ数 16 32 26 31 43 36 15 35 28 28 52 35

図形 ページ数 17 21 24 32 36 37 12 22 26 36 39 26

数量関係 ページ数 11 13 25 43 27 61 19 21 22 40 30 51

総ページ数 ページ数 172 278 288 287 277 289 165 277 302 312 304 264

前回の総ページ数 ページ数 160 264 266 272 267 284 162 216 262 280 259 244

増減 割合 8% 5% 8% 6% 4% 2% 2% 28% 15% 11% 17% 8%

② 補充的な学 ページ数 24 43 39 39 42 51 14 31 34 39 37 41補充的な問

題（※１）習に関する

問題や発展 ページ数 13 10 6 7 10 18 9 6 8 7 7 9補充的な問題のう

ち、生活との関連的な学習に

（※２）関する問題

ページ数 3 3 2 2 2 9 0 4 7 5 2 14発展的な問

題（※３）

③ 「コラム」 箇所数 0 1 4 2 3 3 0 1 2 3 3 3コラム ※４（ ）

北海道 箇所数 0 2 2 5 2 3 1 0 1 3 3 0「 」北海道の素材

（※５）

④ 数と計算 箇所数 57 159 228 168 88 46 86 214 321 309 253 89「 」「ヒント 異

量と測定 箇所数 23 42 51 61 54 49 30 50 44 63 146 86なる考え方」

図形 箇所数 3 23 29 27 57 38 7 42 47 86 122 64「 」表現の仕方

数量関係 箇所数 6 12 27 51 34 68 16 36 54 108 92 136（※６）

⑤ 箇所数 0 14 26 16 6 1 0 25 21 23 14 4子どもの「誤答」（※７）

※ 次に示す発行者及び学年は、合本（合冊）になっている。

東書…第６学年 大日本…第１～６学年 学図…第１学年、第５学年、第６学年

教出…第１学年、第５学年、第６学年 啓林館…第１学年、第５学年、第６学年

日文…第１学年

※ 次に示す発行者及び学年は別冊がある。 学図…第６学年（ 中学生へのかけ橋 ）「 」

（※１）東書「おぼえているかな？ 「○年のふくしゅう 「単元の導入場面 、大日本「復習 「○年の復」 」 」 」

習 「単元の導入場面 、学図「思い出してみよう 「復習 「○年のまとめ 、教出「学習をふりか」 」 」 」 」

えろう 「○年のまとめ 「どんな学習がはじまるかな？（双葉マーク 、啓林館「算数アスレチッ」 」 ）」

ク（ふくしゅう、じゅんび 「もうすぐ○年生 「単元の導入場面（葉っぱマーク 、日文「これ）」 」 ）」

までに学習したこと 「ふくしゅう 「つぎの学習のために 「○年のまとめ 「単元の導入場面」を」 」 」 」

対象とする。

（※２）東書「おぼえているかな？ 「○年のふくしゅう 、大日本「復習 「○年の復習 、学図「復習」」 」 」 」

「○年のまとめ 、教出「学習をふりかえろう 「○年のまとめ 、啓林館「算数アスレチック 「も」 」 」 」

うすぐ○年生 、日文「ふくしゅう 「○年のまとめ」を対象とする。特に、単元末・学年末におい」 」

て、当該の単元以前の問題を扱っている内容を調査

（ ） 「 」、 「 」、 「 」、 「 」、 「 」、※３ 東書 はってん 大日本 はってん 学図 はってん 教出 はってん 啓林館 ☆マーク

日文「はってん」を対象とする。

（※４）東書「算数のおはなし 、大日本「算数たまてばこ 「もっと算数たまてばこ 、学図「画鋲でと」 」 」

められた用紙 「点線の囲み 「円周率の数字の囲み 、教出「木の囲み 「算数ワールド 「広がる」 」 」 」 」

算数 、啓林館「青い実線での囲み 、日文「なるほど算数」を対象とする。」 」

補足、発展的内容を除いた、答えを求めない読み物教材を対象とする。

（※５）北海道に関する文字、数値、写真、図、地図を対象とする。

（※６）東書「キャラクターの吹き出し 、大日本「キャラクターの吹き出し 、学図「キャラクターの吹」 」

き出し 、教出「キャラクターの吹き出し 、啓林館「キャラクターの吹き出し 「おたすけのマー」 」 」

ク」日文「キャラクターの吹き出し 「右欄の注釈 「どんな問題かな 「考えよう 「学び合おう」」 」 」 」

「まとめよう」を対象とする。

（※７）誤答の記載を対象とする。
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別記

様式４の調査項目②［補充的な学習に関する内容のうち、生活との関連を図ったページ数]の具体的な内容

者 学年 領域 内容 ページ
東 １ 数と計算 車の色をぬりながら、数を数えていく問題 上７６
書 数と計算 犬の頭数を数えながら合計や差を求める問題 上８２

量と測定 ２時半の時刻を答える問題 上９０
数と計算 リンゴや鳥の数を数える問題 下３２
数と計算 色紙の数を数えながら合計を求める問題 下５１
量と測定 何時、何時半を求める問題
量と測定 野菜の長さを比べる問題 下７１
数と計算 ○に色をぬって花の数を求める問題 下７２
量と測定 何時何分を求める問題

２ 量と測定 何時、何時何分を求める問題 上７
数と計算 あめのかずを数えながら数を求める問題 上４７
量と測定 何時何分を求める問題 上７３
数と計算 買い物の代金や代金の違いを答える問題 上７８
量と測定 バケツや缶に入った液体の量の単位を考える問題 上８３
量と測定 ある道のりにかかる時間を求める問題
数と計算 何番目から全部の人数を求める問題 上１１０
数量関係 お菓子の数を調べて表やグラフに表す問題 下５０
数と計算 イチゴを食べたときののこりの数を求める問題 下７１
量と測定 身のまわりの物の長さにあう単位を考える問題 下８２
量と測定 ３０分前、１時間後の時刻を求める問題 下９７
量と測定 入れ物にあった水のかさを表す単位を考える問題 下９８
数量関係 文房具の数を表やグラフに表す問題
数と計算 みかんをくばった数と残りの数からはじめにあった数を考える問題 下９９

３ 数と計算 箱に入ったチョコレートの数を求める問題 上３７
量と測定 歩いた時間と目的地についた時刻からかかった時間を求める問題 上５１
量と測定 きょりと道のりを求める問題
量と測定 身のまわりの長さにあう単位を考える問題 上９３
量と測定 家を出た時刻と目的地に着いた時刻からかかった時間を求める問題
数と計算 あめを分ける場面から最初にあったあめの数を求める問題
数と計算 なしを箱に入れていく場面から箱の数を求める問題
量と測定 コップやペットボトルなどに入った液体の量にあう単位を考える問題 上１１６
数と計算 クッキーを袋に等分していく場面から袋の数を求める問題 下３３
数と計算 あめを食べる場面から食べた数を求める問題 下５９
量と測定 秤の目盛りを読み取る問題
数量関係 お菓子の数を表やグラフに表す問題 下９３
数と計算 リンゴを全部入れるために必要な箱の数を考える問題 下１１２
量と測定 駅に着く時刻を求める問題 下１１４
量と測定 はかりのめもりを求める問題
量と測定 地図を見てきょりと道のりを読み取る問題 下１１５
量と測定 テニスボールとかごの重さから全体の重さを求める問題

４ 数量関係 水のかさを表したグラフの特徴を求める問題 上１９
数量関係 グラフを見て風呂の水のわき方を考える問題 上５９
数と計算 色紙の数を比べ、何倍かを求める問題 下１１
数量関係 折れ線グラフから地面の温度と気温の変わり方を読み取る問題 下１１０

５ 数と計算 白、赤、青のテープがそれぞれの何倍かを求める問題 上１３
数と計算 小数で表された重さをもとに針金の重さを求める問題 上１２０
数と計算 スクーターが１Lのガソリンで走れる距離を求める問題 下１９
数と計算 値段のちがうノートの代金について考える問題 下５３
数と計算 小数をもとにひもの長さを求める問題
数と計算 バスが同時に発車する時刻について考える問題 下９２
量と測定 野球チームの平均得点を求める問題
数量関係 円グラフを見て、図書館の本の内わけについて考える問題 下９３
数と計算 わり算を用いて油の重さを求める問題
数と計算 小数を用いて食塩の代金やさとうの重さを求める問題 下１１５
量と測定 にわとり小屋の混み具合を比べる問題 下１１６

６ 数量関係 好きなスポーツの割合を求め、円グラフに表す問題 ２１
数量関係 ぬれるペンキの面積から比例しているかを求める問題 ４３
数量関係 本のページ数やジュースの量を文字を使った式で表す問題 ９５
数量関係 何倍や割合を求める問題
数と計算 ぼう１あたりの量を求める問題 １０７
量と測定 １Lのガソリンで車が走る距離を求める問題
量と測定 自動車の時速と分速を求める問題 １５３
量と測定 試合の得点の平均を求める問題 １６５
数量関係 鉛筆と消しゴムの代金の合計を文字を使った式で表す問題 １７７
数と計算 具体的な問題場面から立式し、答えを求める問題 １９３
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東 ６ 量と測定 平均、単位量、速さを求める問題 １９６
書 数量関係 比、文字式を使って考える問題 １９７

量と測定 大きさにあった単位を考える問題 ２０３
数量関係 色々なグラフを読み取る問題 ２０５
数と計算 必要な情報を読み取り、答えを求める問題 ２０６
数量関係 お菓子のならび方や組み合わせ方を求める問題

大 １ 数と計算 絵と文から式を立てて合計を求める問題 ６２
日 数と計算 鉛筆の数を数える問題 ７８
本 数と計算 イチゴに色をぬりながら数を数える問題 ７９

量と測定 何時、何時半を求める問題
量と測定 つなげた列車の長さを比べる問題 １０８
量と測定 コップに入った水の量を比べる問題
量と測定 何時、何時半を求める問題

２ 数と計算 お菓子やかざりの数の違いを求める問題 ３１
量と測定 体操するのにかかった時間を求める問題 ７８
量と測定 鉛筆の長さをはかって求める問題
数量関係 虫の数を数えて表やグラフに表す問題 ７９
量と測定 コップに入った水の量を表す問題 １１３
数と計算 かざりの数の合計や差を求める問題
数と計算 文に合う式を立てて合計や倍を求める問題 １５１
数と計算 金魚の数の合計や差を求める問題 １９４
数と計算 かけ算を用いて考える問題 １９５
数と計算 つないだテープの長さを求める問題 １９６
量と測定 水のかさを求める問題
数と計算 図を見て立式して考える問題 １９７

３ 量と測定 遊び終わった時刻を求める問題 １８
数と計算 本の代金をかけ算で求める問題 ７６
量と測定 家を出てから帰ってくるまでの時間を求める問題
数量関係 入れ物に入る水のかさのグラフを読み取る問題 ７７
数と計算 問題文に合う式を立てる問題 １１２
量と測定 ものさしのめもりを読み取る問題
量と測定 およそ1kgのものはどれか考える問題 １６２
量と測定 重さの合計から差を求める問題
量と測定 巻き尺のめもりを読み取る問題 １６３
量と測定 道のりときょりの違いを求める問題
数と計算 具体的問題場面から立式し考える問題 ２０４
量と測定 大きさにあった単位を選ぶ問題 ２０５
量と測定 巻き尺のめもりを読み取る問題
図形 ボール３この長さから半径を求める問題 ２０６
数量関係 家からの道のりをグラフや表に表す問題
数と計算 お菓子１個分の重さを求める問題

４ 量と測定 はかりのめもりを読み取る問題 ３７
数量関係 折れ線グラフから教室の気温の変わり方を読み取る問題
数と計算 花束が何束できるのかを求める問題 ８１
数量関係 ２人の読んだ本のページ数の割合を表す問題 １５１
数量関係 表から兄弟のいる、いないを読み取る問題 １７２
数と計算 小数を用いて残りのさとうの重さを求める問題 ２２０
数と計算 ロープの重さを求める問題 ２２１
数と計算 １つの式に表してから答えを求める問題 ２２２
数量関係 式に合う場面を選ぶ問題 ２２３
数量関係 折れ線グラフを読み取ったり、表に表したりする問題
数量関係 図書館の人数調べの表を完成させる問題

５ 数量関係 針金の長さと重さから比例などの関係を求める問題 ６２
数と計算 あめとチョコレートをあまらないように配った個数を求める問題 １２３
量と測定 みかんの平均の重さを求める問題
数と計算 紙の横の長さが縦の長さの何倍かを求める問題
数と計算 花だんにまく肥料の重さを求める問題 ２１４
数と計算 ジャムをびんに分けたときにいくつに分けられるかを求める問題
量と測定 気温の平均を求める問題 ２１５
量と測定 人口密度をがい数で求める問題
数量関係 割合を用いて去年の児童数を求める問題 ２１６
量と測定 歩く時間と道のりの関係について考える問題 ２１７
数量関係 海の面積の割合を円グラフに表す問題

６ 数と計算 パイプの重さを求める問題 ６９
数と計算 リボンの長さを求める問題
数量関係 さつまいもの取れ具合を比べる問題
量と測定 自動車が走る距離と時間を求める問題 １０３
数量関係 船が進んだ時間と道のりから比例かどうかを求める問題
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大 ６ 数量関係 比から花だんの縦の長さを求める問題 １４２
日 図形 かげの長さから実際の木の高さを求める問題
本 数量関係 ２つの量について文字を用いて式に表す問題

数と計算 フィギアスケートの得点の差を求める問題 １６８
数と計算 小数や分数を用いて解決する問題 １６９
量と測定 イチゴの重さの平均を求める問題 １７０
量と測定 速さについて当てはまる数や言葉を答える問題 １７１
数量関係 割合や変わり方を用いて解決する問題 １７６
数量関係 文字を用いて問題場面を式で表す問題 １７７
数量関係 比や割合を用いて考える問題 １７８

学 １ 数と計算 動物の絵を見て、どちらが多いかくらべる問題 ６０
図 数と計算 花の数の合計を求める問題 ６１

数と計算 本の冊数の差を求める問題
図形 絵を見て似ている形を選ぶ問題 １０３
量と測定 時計をよむ問題
数と計算 人数やみかんの合計や差を求める問題 １０４
数と計算 何番目かについて考える問題
数と計算 イチゴの数を数える問題 １３３
量と測定 時刻を読み取る問題 １３５
数と計算 クッキーの数の合計やバスに乗っていた人数の差を求める問題 １３６

２ 数と計算 みかんとなしの合計を求める問題 上８８
数と計算 本のページ数の残りを求める問題 上８９
量と測定 時計の絵を見て時間や時刻を読み取る問題
量と測定 コップの絵を見て水のかさを読み取る問題 下５４
数と計算 リンゴの数をかけ算で求める問題 下５５
数と計算 さらとあめという言葉を使ってかけ算の問題を作る問題
量と測定 やかんやボールに入っている水のかさを表す問題 下９０

３ 数と計算 カードを分けたときの数を求める問題 上８８
数と計算 班をつくったときの班の数を求める問題
数と計算 のこった木の数からから全体の木の数を求める問題 上８９
数量関係 走った周数を棒グラフにあらわす問題
量と測定 時間や時刻を求める問題
数と計算 雑誌代の合計を求める問題 下６２
数と計算 のこったひもの長さからもとのひもの長さを求める問題 下６３
数量関係 □を使って子どもの人数を求める問題 下９９
数と計算 折り紙やリンゴの数をわり算を用いて考える問題 下１０９
量と測定 時間や時刻を求める問題 下１１０
量と測定 合わせた重さを求める問題
数量関係 保健室にきた人の数を表やグラフに表す問題 下１１２

４ 数量関係 折れ線グラフからかぜの長さの変化を読み取る問題 上８４
数と計算 買い物場面を１つの式に表す問題 下７４
数量関係 ハンカチとティッシュを持ってきた人数を表に表す問題 下７５
数量関係 アルミ缶の生産量と再利用の量をグラフに表す問題 下１１５
数と計算 トラックやロープウェイで運ぶ数を求める問題 下１１７
数量関係 気温の変わり方を表したグラフを読み取る問題 下１２０

５ 数と計算 ゴムホースのねだんを求める問題 ９７
量と測定 プールの混み具合を求める問題
数と計算 鉄管の重さを求める問題 ９８
数と計算 小数を用いて米を食べられる日数を求める問題
数と計算 子どもをグループにしたときの人数などから全体の人数を求める問題 ２０８
数量関係 テープの長さと代金の関係を文字式で表す問題 ２０９
数量関係 表を用いて米のとぎ汁をきれいにする水の量を求める問題 ２５４
数量関係 よごれた水をきれいにする水の量を求める問題 ２５５
数と計算 小数を用いて針金の重さを求める問題 ２５７
数量関係 水がたまるのにかかる時間を求める問題 ２５８
量と測定 子どもの遊び場のこみ具合を求める問題
数量関係 円グラフから本の種類別の冊数を求める問題 ２６０

６ 数と計算 米１Lの重さから全体の重さを求める問題 ８４
数と計算 テープを何本切り取れるか求める問題
数量関係 ６チームの総当たり、トーナメントの試合数を求める問題 １６６
量と測定 ジェット機と音の速さを比べる問題
数量関係 比を用いて運動場の縦の長さと面積を求める問題 １６７
数量関係 水槽に水を入れる時間と水の深さの関係を文字式で表す問題
量と測定 大きさにあった単位を用いる問題 １９３
量と測定 歩いた距離や面積、水のかさを具体的な問題場面から求める問題
量と測定 速さについて具体的場面から考える問題 １９４
数量関係 数量の関係の表し方を考える問題 １９７
数量関係 きなことさとうの量の割合を考える問題 １９８
数量関係 ひもを分ける人数と長さの関係を文字を使って表す問題
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教 １ 数と計算 たけのこの数を数える問題 １６０
出 数と計算 クッキー、くじゃくの数を加法によって求める問題 １６２

数と計算 順番から列の人数を求める問題
量と測定 飴の長さ比べの問題
量と測定 直接比較によるかさ比べの問題 １６３
量と測定 間接比較によるかさ比べの問題 １６４
量と測定 時刻を読む問題

２ 数量関係 チューリップの数調べの問題 上４４
量と測定 時間（何分間）を求める問題
数と計算 おにぎりの数を求める問題 下５０
量と測定 雪の深さを求める問題 下８０
数と計算 おつりを求める問題 下９０
数と計算 石けんの数を求める問題 下９１
量と測定 午前、午後をつけて時刻を求める問題
数量関係 デザートの数を表やグラフに表す問題 下９３
数と計算 テープ図に表してジュースの数を求める問題

３ 数と計算 加法による代金を求める問題 上２２
数と計算 学校の人数比べの問題
数と計算 はじめにあったあめの数を求める減法問題
量と測定 何時間何分前、何分後の時刻を求める問題 上９３
量と測定 道のりを求める問題
数量関係 道のり調べの棒グラフを読み取る問題
量と測定 重さを読み取る問題 下６０
量と測定 残りのジュースの量を求める問題 下７６
数と計算 代金を求める乗法の問題
数と計算 池の周りを走った長さを求める乗法の問題
数と計算 小学生の数の違いを求める問題 下１０４
数と計算 花壇を作るために必要なれんがの数を求める乗法の問題
数と計算 ノートの代金を求める乗法の問題
量と測定 かかった時間や時刻を求める問題 下１０５
量と測定 かごの重さを差し引いたリンゴの重さを求める問題
数量関係 好きなお菓子調べを棒グラフに表す問題 下１０６

４ 数と計算 ひもを切り取り何本できるかを求める除法の問題 上１９
数と計算 ケーキを箱に詰める除法の問題
数と計算 買ったキャラメルの数を求める乗法の問題
数量関係 アヒルの体重調べの折れ線グラフを読み取る問題 上９１
数量関係 乗り物調べの２次元表を読み取る問題 下２９
数量関係 立方体を積んだときの段と高さの関係を式に表す問題 下１０２
数と計算 鉄の棒の重さを求める乗法の問題
数と計算 切り取ったロープの本数と余りを求める除法の問題
数と計算 ソフトボール投げの記録を比較して何倍かを求める問題
数と計算 具体的な問題場面をかけ算やわり算を用いて解決する問題 下１２５
数量関係 クリップの数と代金との関係を表して解く問題 下１２７
数量関係 図書館や体育館の利用調べの表を完成させる問題

５ 数と計算 リボン１本分の長さを求める除法の問題 ３１
数と計算 玄関の縦横の長さ比べをして何倍かを求める問題
数と計算 箱の重さを求める乗法の問題
量と測定 花壇の面積を求める問題
量と測定 たんすの体積を求める問題 ８６
数量関係 立式から考えられる問題場面を選ぶ問題 ８７
量と測定 花壇掃除に参加した人数の平均を求める問題 １２２
量と測定 リンゴの重さの平均を求める問題
数量関係 １Ｌ当たりの水の量を求めて比較する問題 １４９
数と計算 札幌市の人口密度を概数で求める問題
数量関係 具体物の２つの量が比例している関係を選ぶ問題 １８１
数量関係 学級文庫の冊数の割合を求めて帯グラフに表す問題
数量関係 本の値段を比較して割合を求める問題 ２１８
数と計算 鉄の棒やテープの長さを求める乗除の問題 ２３３
量と測定 走り幅跳びの長さの平均を求める問題
量と測定 人口密度を概数で求める問題
数量関係 水槽に水を入れたときの時間と深さの関係を調べる問題 ２３５
数量関係 ある割合で増加した美術館の入場者数を求める問題
数量関係 土地利用の帯グラフを読み取る問題 ２３５

６ 数と計算 ひもや棒などの重さやジュースのかさを乗除で求める問題 ３３
数量関係 買い物場面で、買った金額と残りの金額の関係を調べる問題 １１８
量と測定 トラックの進む距離や速さを求める問題
数量関係 折り紙を比で分ける問題 １５７
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教 ６ 数と計算 ロープの値段を求める乗法の問題 １８１
出 数と計算 割合からテープの長さを求める問題

数と計算 ジャムの重さを求める分数の除法問題
量と測定 電車と自動車の速さ比べの問題 １８２
数量関係 正方形の周りの長さやノートの冊数などを文字を使った式に表す問題 １８３
数量関係 自動車が走る時間と道のりをｘとｙの関係で表す問題 １８４
数量関係 国旗の縦と横の長さの比から実際の国旗の長さを求める問題
数量関係 的当てゲームの結果から以上未満の人数を調べる問題
数と計算 ロープや針金の長さを求める除法の問題 １８７
量と測定 土地の面積から縦の長さを求める問題 １９０
量と測定 水槽に入る水のかさを求める問題
量と測定 計算テストでとった平均から３回目の点数を求める問題
量と測定 人口密度を概数で求める問題
量と測定 自転車の分速や進む道のりを求める問題
図形 公園の敷地の縮図から実際の面積を求める問題 １９４
数量関係 問題場面を文字を使った式に表し、未知数を求める問題 １９６
数量関係 リボンの長さを指定された比で分けたときの長さを求める問題 １９７
数量関係 昼休みに校庭で遊んでいた人調べの２次元表を完成させる問題 １９８

１か月に借りた本の冊数と人数調べの表から当てはまる数を求める問題数量関係
数量関係 １日の生活時間を調べた円グラフを読み取る問題
数量関係 ５種類のペンキから２種類を選ぶときの場合の数を求める問題

啓 １ 数と計算 うしろから何番目を求める問題 ３７
林 数と計算 ちょうやセミの数を答える問題 ４６
館 数と計算 標識の数を答える問題 ５６

数と計算 前や後ろから何番目を答える問題 ５７
数と計算 おにぎりの数を数える問題 ７２
量と測定 ペンや鉛筆の長さを比べる問題 ８３
数と計算 みかんやはがきの数を答える問題 １０１
数と計算 鉛筆の残りの本数を求める問題 １２３
数と計算 みかんの残りの数を求める問題 １４３
量と測定 時刻をよむ問題 １４９
数と計算 鉛筆や葉、ノートを１０ずつにして数える問題 １５８
量と測定 すいとうの水のかさを比べる問題 １６０
数と計算 具体的な問題場面から減法によって答えを求める問題 １６２

２ 量と測定 クリップの長さ比べの問題 上１８
量と測定 ３０分前、３０分後の時刻を求める問題 上４２
量と測定 ３０分前、３０分後の時刻を求める問題 上６４
数と計算 読んだ本の残りのページ数を求める問題
数と計算 あめの数を１０ずつ数える問題 上６５
量と測定 ３０分前、３０分後の時刻を求める問題 上９２
量と測定 指定された長さに合う具体物の長さを問う問題
数と計算 あめの数全体を減法によって求める問題
量と測定 ポットとコップに入っているお茶の量の合計と違いを求める問題
量と測定 ポットやペットボトルのかさを求める問題 下２３
数と計算 みかんの数やテープの長さをかけ算の式に書いて求める問題 下３７
数と計算 ３口の計算であめの数を求める問題
数と計算 配るあめの数を求める乗法の問題 下１０５
数と計算 千代紙とのりを買って代金を求める問題
数と計算 当てはまる言葉を入れて作るかけ算の問題づくり
量と測定 いろいろな入れ物に入るかさを求める問題 下１０６
量と測定 本を読んだ時間を求める問題
数と計算 問題場面から立式して答えを求める問題 下１０８

３ 数と計算 上５２花びんに入れる花の数を求め、残りの花びんの数から花びんの数を求める問題
量と測定 時刻を求めたり、時間を求める問題 上８９
数と計算 上１０１栗の数を求める３つの問題でわり算が適用されるのはどれかを問う問題
量と測定 具体物に適する重さの単位を求める問題 下８４
量と測定 ４５分前後の時刻を求める問題 下１１２
量と測定 はかりの目盛りを読む問題
数量関係 好きな果物調べを棒グラフにする問題
数量関係 □を使った式にして、未知数を求める問題 下１１４

４ 図形 時計の長針と短針による角度を求める問題 上８０
数量関係 借りた学校の遊び道具の種類と数を表に表す問題 下５８
数と計算 除法によって竹ひごの長さを求める問題 下６７
数と計算 水のかさを分数で表す問題
数量関係 下７８新潟市と那覇市の気温の変化を折れ線グラフに表したり特徴を読み取る問題
量と測定 具体物に適する面積の単位を問う問題 下１０７
図形 下１０９垂直に交わった道路や平行になっている道路の地図上で、位置を表したり、店に行くのに近い通り方を求める問題



算数23

啓 ４ 数量関係 影の長さを折れ線グラフに表し、特徴を読み取る問題 下１１０
複数のケーキとはこに入れたとき支払った金額からケーキ１個の値段を求める問題林 数量関係

館 数量関係 大人と子どもがジュースを買う場面を表に表し、読み取る問題
カステラとクッキー、キャラメルの値段の関係からキャラメルの値段を求める問題数量関係

５ 数と計算 壁を塗るのに必要なペンキの量を乗法によって求める問題 ３５
ろうそくを燃やした時間と残りの長さを表した折れ線グラフを読み取る問題数量関係

数と計算 ジュースを等分して一人分の量を求める問題 ４９
数量関係 兄弟の身長の関係から弟の身長を求める問題 ９０
数量関係 大小２種類のジュースの関係からそれぞれの値段を求める問題
数と計算 はちみつの重さを求める問題 １３６
数と計算 袋入りのあめの個数を求める問題 １３７
量と測定 ソフトボール投げの記録データから平均を求める問題 １８６
数量関係 岡山市と金沢市の降水日数から降水日数の平均を求める問題
数量関係 アイスクリームに含まれる水分の割合から水分の量を求める問題 １８７
数と計算 切ったリボンの本数を求めるときの立式の問題 ２１９

単位量当たりの重さの値段が分かっている塩の一袋の値段を求める問題数と計算
数と計算 缶詰複数分の重さを求める問題
数と計算 布１ｍの値段を求める問題
量と測定 釣った魚の長さの平均を求める問題 ２２１
数量関係 金と銀の１当たりの重さを比べる問題
数量関係 一輪車に乗れる人調べで割合の大きい方を問う問題
数量関係 ２０％引きで買ったグローブの値段を求める問題
数量関係 ２２２ジュースとケーキの数と値段の関係からケーキ１個の値段を求める問題

２人で行ったカード取りゲームの結果の関係から、一人のカードの枚数を求める問題数量関係
６ 数量関係 姉妹の年齢の関係から妹の年齢を求める問題 ３０

量と測定 ４０分前、５０分後の時刻を求める問題 ３１
数量関係 花壇の周りの長さや直径を歩幅から求める問題

同じ値段のお菓子と７０円のかごに入れたときの代金を未知数を用いた式に表して代金を求める問題数量関係
数量関係 お金や人数の割合から金額や人数を求める問題 ３９

１時間当たりに舗装する面積が決まっている機械で舗装した面積を求める問題数と計算
数と計算 １時間当たりに刈った芝の面積を求める問題 ５３
数量関係 鉛筆とおつりの金額を未知数にして立式し、金額を求める問題 ７６
数と計算 長さのちがう２本のテープを比較して分数で表す問題
数量関係 重さや水のかさを割合から求める問題 ７７
数量関係 具体的なものの２つの数量をｘ、ｙとして関係を式で表す問題 １１７
数量関係 ３つの店の腐葉土の値段から一番安い腐葉土を求める問題
図形 縮図を描いて木の高さを求める問題 １５２
量と測定 台風の進む道のりを求める問題
量と測定 ２チームの個人記録の平均を求める問題 １６３
数量関係 身体に関する数や量を求める問題 １９３
量と測定 具体物に適する面積や体積の単位を問う問題
数と計算 単位と具体物の整合性を問う問題 ２０４
数量関係 具体的な場面の２つの数ををｘとｙとして関係を式で表す問題 ２１１
数量関係 具体的な場面で、割合や比から量を求める問題 ２１２
量と測定 具体的な場面から１あたりの量を求める問題 ２１３
量と測定 具体的な場面から速さや距離、時間を求める問題
数量関係 ２１４具体的な場面から伴って変わる２つの量について関係を式に表したり、量を求めたり、グラフに表す問題
数量関係 具体的な数量を表すのに適したグラフを問う問題 ２１５

２１６、２１７数量関係 具体的な問題場面から様々に考える問題
日 １ 数と計算 蜂の数を数える問題 ６０
文 数と計算 並んでいる果物の順番を求める問題

数量関係 文房具の数を整理して読み取る問題 ６１
数と計算 絵を見て立式しで答えを求める問題 ７９
数と計算 積み木の合計の数を加法によって求める問題 ８９
量と測定 時刻を読む問題 １１８
図形 身の回りにあるものの形を答える問題
量と測定 列車の長さを求める問題 １１９
量と測定 水のかさを比べる問題
数と計算 あめの数の違いを求める減法の問題 １５９
量と測定 時刻を読む問題
量と測定 身の回りにあるものの長さを比べる問題 １６０
量と測定 水筒に入っている水のかさを比べる問題
数量関係 １６１１列の人数が分かっていて、自分の前に並んでいる人数から後ろの人数を求める問題
数と計算 リンゴの数を減法によって求める問題

２ 数量関係 好きな果物調べをしたグラフを読み取る問題 上３２
量と測定 ５０分後などの時刻を読み取る問題
量と測定 身の回りにあるものの長さの見当をつける問題 上６０
量と測定 水筒やコップに入るかさに適する単位を答える問題 上１１６
数と計算 おはじきの数をかけ算を使って求める問題 下４４
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日 ２ 量と測定 時刻を求めたり、時間を求める問題 下８９
文 量と測定 水のかさを求める問題

数量関係 １か月の天気調べの表を完成させる問題 下９０
数と計算 花の数を減法によって求める問題

３ 量と測定 時刻を読んだり、時間を求めたりする問題 上５４
数と計算 本とレターセットの合計代金を求める問題 上８０
数量関係 図書室から貸し出された本の数調べの表から棒グラフに表す問題
数と計算 上１０８６人乗りのボートに３２人の子どもが乗るときのボートの数を求める問題
量と測定 道のりを比べる問題 下３０
量と測定 当てはまる単位を求める問題
量と測定 バケツの周りの長さを求める問題
数と計算 かけ算やわり算で答えられる問題を選ぶ問題 下６２
量と測定 はかりの針の指している重さを読み取る問題 下９０
量と測定 水のかさを求める問題
量と測定 適切な単位を答える問題
量と測定 時刻や時間を求める問題 下１１７
数量関係 読んだ本の数調べの表を棒グラフに表す問題 下１１８
数量関係 切手の数を□として立式して、□を求める問題

４ 数と計算 みかんを袋詰めしてできる袋の数をわり算で求める問題 上６０
数と計算 リボンを等分してできる長さを求める問題
数と計算 わり算の問題場面から筆算で計算したときの筆算の意味を求める問題
数量関係 体温の変わり方を表した折れ線グラフを読み取る問題 上９４
数量関係 姉妹の読んだ本の割合から妹の読み終えたページ数を求める問題 上１１８
図形 家の形で垂直や平行になっている要素を見つける問題
数と計算 荷物全部を運び終わるのにかかる回数を求める問題 下３４
数と計算 合計の代金を求める問題場面から合う式を求める問題
数量関係 学級の花壇のパンジーを調べて表を完成させる問題 下６８
数と計算 お金を出し合って買うものの一人分の代金をがい数で求める問題
数量関係 鉛筆の本数と代金を式に表す問題 下９０
数量関係 地面の温度と気温の変わり方を調べた折れ線グラフを読み取る問題 下１２６

５ 数量関係 ２つの量が比例しているものを答える問題 上５１
数と計算 大小の箱の重さの関係から小さい箱の重さを求める問題 上８６
数と計算 ２つのテープを合わせた長さや違いを求める問題 上１１６
数量関係 バスに乗った人調べの表から１日に乗った平均人数を求める問題 下３４
数と計算 チョコレートの１こあたりの値段を求める問題 下５６
数量関係 千葉県と兵庫県の人口密度を求める問題
数量関係 貸し出された本の種類の割合を表した円グラフを読み取る問題 下９４
数量関係 ２つの畑の面積を比べて割合を求める問題
数量関係 肉の重さと代金を未知数にして式に表す問題 下１１８
数量関係 本の種類別発行点数を帯グラフに表す問題

６ 数量関係 ４×ｘ＝ｙが表す具体的な場面を答える問題 上３０
数量関係 買い物場面を文字を使って表す問題
数と計算 赤と青のリボンの長さの関係から青のリボンの長さを求める問題 上６４
数と計算 パイプの重さを求める問題
量と測定 速さや道のりを考える問題 上８４
数量関係 小麦粉と砂糖の重さの比から砂糖の重さを求める問題 上１０６
数量関係 酢と油の比からドレッシングを作る問題
数量関係 水槽に水を入れたときの時間と水の深さの関係を読み取る問題 下３４
数量関係 ５０ｍ走の記録の表から散らばりなどの特徴を読み取る問題 下５６
量と測定 具体物に適する単位を求める問題 下８９
数量関係 いろいろな１あたりの量を求める問題
量と測定 速さや道のり、時間を求める問題
数量関係 いろいろな具体的な場面の割合を求める問題 下９４
数量関係 決められた比で兄弟でカードを分ける問題 下９５
数量関係 ケーキ用のクリームと砂糖の分量を比を用いて求める問題
数量関係 ４人が並ぶときの並び方の数を求める問題



算数25

別記

様式４の調査項目③［コラムの箇所数]の具体的な内容

者 学年 領域 内容 ページ

東 ２ 数と計算 「九九」の由来 下３８

書 ３ 量と測定 時刻の別の表し方 上２５

量と測定 昔の長さの単位 上３４

量と測定 ｍ（ミリ）やｋ（キロ）の意味 下３１

数と計算 そろばんの歴史 下１０８

４ 数と計算 世界のわり算 上５６

図形 漢字の成り立ち「平 「行」 上６７」

数と計算 ３桁で区切る数の読み方 上９３

数と計算 小数の歴史 下３８

５ 数量関係 割合で捉える失われた森林 下７４

図形 円周率の歴史 下８７

６ 数量関係 ３つの数の比を使った古代建築 ９３

量と測定 メートルなどの単位を表す漢字 １８１

量と測定 長さの単位の歴史とメートル法の誕生 １８２

量と測定 単位の前に付く、大きさを表すことば １８５

大 ４ 数と計算 ３桁ごとの大きな数の区切り方 １７

日 数と計算 外国のわり算の筆算 ４７

本 数と計算 そろばんの歴史と便利さ １６９

５ 図形 円周率の歴史 １３７

６ 数量関係 ３つの数の比の古代建築への利用 １０２

数と計算 点字で数を表そう １３８

量と測定 日本や外国のいろいろな単位 １６４

学 ３ 量と測定 昔の大きな重さのはかり方の工夫 下１１０

図 図形 昔のエジプト人の直角の作り方 下１１１

４ 数と計算 3桁ごとの大きな数の区切り方 上１３

数と計算 点字の数の表し方 下１０５

図形 １回転の角が360°になる理由 下１１８

５ 数と計算 エラトステネスのふるい １１３

図形 円周率の歴史 ２２２

６ 量と測定 外国で使われる単位「センチリットル」 １８８

量と測定 メートル法の単位 １８９

量と測定 身の回りにある大きな単位や小さな単位の関係 １９０

教 ２ 量と測定 時刻の別の表し方 上１４

出 ３ 量と測定 昔の長さの単位 上６４
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教 ４ 数と計算 数の表し方をくらべてみよう 上１３

出 数と計算 ３桁ごとに区切った数の読み方 上１６

数量関係 つるかめ算 下６２

５ 数と計算 セミの発生と素数 ８１

数と計算 エラトステネスのふるい ８２

図形 アルキメデスと円周率 ２１７

６ 図形 対称な形をした建物 ３１

数量関係 円筒分水の仕組み １４４

量と測定 いろいろな単位 １７３

量と測定 １ｍの誕生、１kgの誕生、大きな単位、小さな単位を表す言葉 １７５

啓 ２ 量と測定 体の部分を単位にした長さ 下７７

林 ３ 数と計算 10万を身の回りの物に置き換えた表現 上７７

館 数と計算 昔の分数の表し方 下５７

数と計算 小数の表し方の始まり 下８４

数と計算 そろばんの歴史 下１１０

４ 数と計算 外国のわり算の筆算のしかた 上３３

数と計算 3桁ごとの数字の区切り方 上６１

５ 数と計算 エラトステネスのふるい １０３

数と計算 おせち料理と奇数の関係 １６６

図形 アルキメデスと円周率 １９５

６ 数と計算 井田の田の分け方 ５３

数量関係 昔から利用されている比 ８０

量と測定 日本の昔の単位 １９７

日 ２ 量と測定 時刻の別の表し方 上１８

文 ３ 数と計算 昔からあった九九 上２２

量と測定 日本の昔の長さの単位 下１２

４ 数と計算 数の区切り方の違い 上１６

数と計算 ５をひとまとめにする数の表し方 上９３

量と測定 昔の時刻のかぞえ方 下８２

５ 数と計算 エラトステネスのふるい 上１００

図形 円周率の歴史 下９２

図形 神社や寺に飾られた算学 下１０４

６ 図形 昔の長さの単位 上７２

量と測定 いろいろな速さの表し方 上８２

量と測定 メートル法の単位につく文字 下６４
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別記

様式４の調査項目③［北海道の素材を活用している課題、資料等の箇所数]の具体的な内容

者 学年 領域 素材 取扱方法 ページ
東 ３ 数と計算 文字…「北海道札幌市」 小数のしくみを調べる問題 下８
書 写真…「札幌テレビ塔」

数値…「147.2ｍ （テレビ塔の高さ）」
４ 数と計算 文字…「北海道」 大きい数の例 上８８

地図…「北海道」
数値…「5474216人 （人口）」

数と計算 文字…「北海道」 3桁で区切る大きな数の例 上９３
数値…「5474216人 （人口）」

数と計算 文字…「札幌市 「旭川市」 概数の問題 上１２４」
写真…「札幌時計台」

「旭川市旭山動物園」
数値…「130㎞ （札幌市から旭川市ま」

での道のり）
図形 写真… 北海道100カマンベールチーズ いろいろな箱の形を調べる 下９０「 」

問題
図形 写真…「北海道3.7牛乳」 いろいろな箱の形を調べる 下９１

問題
図形 写真…「北海道3.7牛乳」 いろいろな箱の形を調べる 下９２

問題
５ 数量関係 文字…「札幌市 「函館市」 資料を読みとる問題 上１１８」

「 」グラフ… 路面電車の１年間の乗客数
数量関係 文字…「函館市」 資料を読みとる問題 上１１９

写真…「路面電車」
量と測定 文字…「北海道」 都道府県ごとの人口密度を 下１４

地図…「北海道」 調べる問題
数値…「83457ｋ㎡ （面積）」

「547万人 （人口）」
６ 図形 文字…「北海道上士幌町」 対称な図形の導入 ６

写真…「北海道上士幌町 （アーチ橋）」
図形 文字…「北海道」 対称な図形を探す問題 １８

記号…「北海道のマーク」
量と測定 文字…「北海道えりも町 「豊似湖」 およその面積を求める問題 ８２」

写真…「豊似湖」
量と測定 写真…「函館牛乳 （牛乳パック） 容積を求める問題 ８３」
量と測定 文字…「北海道の面積」 単位を記入する問題 ２０３

数値…「約８万」
数と計算 文字…「札幌」 ０より小さい数を探す問題 ２１０

地図…「北海道」
数値…「－３ /－８ （気温）」

大 ４ 数量関係 文字…「北海道札幌市」 折れ線グラフに表す問題 ２５
日 数と計算 文字…「北海道」 概数の使い方の問題 ６３
本 数値…「31400ｔ （メロンの収穫量）」

５ 量と測定 文字…「北海道地方」 都道府県ごとの人口密度を １１９
地図…「北海道」 調べる問題
数値…「547万人 （人口）」

「83500ｋ㎡ （面積）」
数量関係 写真…「北海道十勝スライスチーズ」 百分率を表す問題 １４２

６ 数と計算 文字…「北海道上川郡」 分数の問題に関連させた資 ５１
写真…「北海道上川郡 （農場） 料」

学 ２ 量と測定 文字…「札幌市時計台」 時刻と時間の資料 上表紙裏
図 「北海道札幌市」

写真…「札幌市時計台」
図形 文字…「モエレ沼公園」 三角形と四角形の資料 上１

「北海道札幌市」
写真…「モエレ沼公園 （公園施設）」

３ 量と測定 文字…「北海道札幌市 「札幌市」 時刻の計算を考える問題 上３２」
量と測定 文字…「北海道札幌市 「札幌市」 時刻の計算を考える問題 上３３」

「 」（ ）数値… 午前4時36分 日の出の時刻
写真…「北海道札幌市 （札幌市街）」
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学 ３ 量と測定 文字…「北海道札幌市 「ＪＲタワー」 長さの学習と関連させた資 下４」
図 数値…「173ｍ （ＪＲタワーの高さ） 料」

写真…「ＪＲタワー」
４ 量と測定 文字…「北海道札幌市」 角度の学習と関連させた資 上表紙裏

「大倉山ジャンプ競技場」 料 上１
写真…「大倉山ジャンプ競技場」

数量関係 文字…「北海道札幌市」 「資料の整理」の学習と関 下１
「札幌市時計台」 連させた資料

写真…「札幌市街 「札幌市時計台」」
５ 量と測定 文字…「北海道」 都道府県ごとの人口密度を ４０

地図…「北海道」 調べる問題
数値…「83457ｋ㎡ （面積）」

「5506419人 （人口）」
数と計算 飛行機の発着時刻表 偶数や奇数が使われている １１５

(「札幌 「中標津 「稚内」) 例」 」
数量関係 地図…「北海道」 割合をグラフに表す問題の ２３６

文字…「ななつぼし」 資料
※明確でないのでカウントしない

６ 図形 文字…「北海道」 対称な図形を探す問題 １９
記号…「北海道のマーク」

数と計算 文字…「じゃがいも畑（北海道富良野 じゃがいもに含まれる水分 ３７
市 」 を求める問題の資料）

写真…「じゃがいも畑」
教 １ 量と測定 文字…「札幌市時計台/北海道札幌市」 「何時何分」の学習と関連 裏表紙
出 写真…「札幌市時計台」 した資料

図形 文字…「江別市ガラス工芸館/北海道江 「かたちあそび」の学習と 裏表紙
別市」 関連した資料
写真…「江別市ガラス工芸館」

図形 文字…「旭川冬まつり/北海道旭川市」 「かたちあそび」の学習と 裏表紙
写真…「旭川冬まつり」 関連した資料

２ 量と測定 文字…「花時計/北海道釧路市」 「時こくと時間」の学習と 上１
写真…「花時計」 関連した資料

３ 図形 文字… ツインハープ橋/北海道旭川市 「三角形」の学習と関連し 下１「 」
写真…「ツインハープ橋」 た資料

４ 量と測定 文字…「ラベンダー畑/北海道空知郡」 「面積」の学習と関連した 上１
写真…「ラベンダー畑」 資料

数と計算 文字…「北海道」 大きな数の読み方の問題 上７
数値…「5506419人 （人口）」

量と測定 文字…「130万本のひまわりがさく北海 概数が使われているものを 上５３
道北竜町ひまわりまつり」 選ぶ問題
「 」図… ひまわりまつりのパンフレット

数値…「130万本 （花畑の花の数）」
図形 文字…「大通公園/北海道札幌市」 垂直、平行と四角形の学習 下３０

写真…「大通公園」 の導入
５ 量と測定 文字…「北海道」 人口密度を求める問題 １１６

地図…「北海道」
数値…「5506419人 （人口）」

「8345㎢ （面積）」
量と測定 文字…「札幌で製造」 いろいろな単位量を探す資 １１６

写真…「牛乳パック」 料
量と測定 文字…「北海道札幌市の人口」 人口密度を求める問題 １４９

「札幌市」
数値…「1913545人 （人口）」

「1121㎢ （面積）」
数量関係 文字…「北海道産メロン」 広告を使って割合の問題を １６０

「北海道産ボイルタコ」 つくる資料
写真…「スーパーの広告」

量と測定 文字…「札幌 「釧路」 百分率の使用例 １６３」
地図…「北海道」

啓 ２ 量と測定 文字…「特急スーパー北斗９号」 身の回りから時計を探す資 上１４０
林 写真…「駅のホームにある時計」 料
館 量と測定 文字… 札幌市時計台 北海道札幌市 身の回りから時計を探す資 上１４０「 （ ）」

写真…「札幌市時計台」 料
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啓 ３ 数と計算 文字…「札幌市の人口」 身の回りから１憶までの数 上１４２
林 図…「時計台とテレビ等周辺」 を探す資料
館 数値…「1913545人 （人口）」

数と計算 文字…「札幌」 身の回りから１憶までの数 上１４３
地図…「北海道」 を探す資料

４ 数と計算 文字…「北海道の面積」 概数の問題 下２０
数値…「83457㎢ （面積）」

数と計算 文字…「北海道の人口」 概数の問題 下２１
数値…「5506419人 （人口）」

数と計算 文字…「北海道札幌市」 概数の問題 下２５
写真…「北海道札幌市」(札幌ドーム)

量と測定 文字…「北海道」 身の回りから面積を探す資 下１２９
地図…「北海道」 料
数値…「83457㎢ （面積）」

量と測定 文字…「サロマ湖（北海道 」 身の回りから面積を探す資 下１２９）
図…「サロマ湖」 料
数値…「152㎢ （湖の面積）」

５ 量と測定 文字… 北海道 岩見沢市 旭川市 単位量あたりの大きさの問 １５１「 」「 」「 」
地図…「北海道」 題

「 」（ ）数値… 7720ha 岩見沢市の作付面積
「43900t （岩見沢市の米の収穫」

量）
「6430ha」(旭川市の作付面積)
「38800t （旭川市の収穫量）」

図形 文字…「絵馬（北海道札幌市 」 身の回りの正多角形を探す ２６２）
写真…「絵馬 （西野神社） 資料」

６ 数量関係 文字…「北海道 「旭川市」 割合や時刻についての問題 ２５４」
「旭山動物園 「札幌駅 「旭川駅」」 」
「 」（ ）写真… 旭山動物園 ホッキョクグマ

数値…54万人（2000年の入園者数）
145万人（2004年の入園者数）
304万人（2006年の入園者数）
307万人（2007年の入園者数）

数量関係 文字…「札幌駅 「旭川駅」 割合や時刻についての問題 ２５５」
図形 文字…「北海道」 対称な形さがしを行う資料 ２７６

地図…「北海道」
図…「北海道のマーク」

日 １ 数と計算 文字…「北海道産ばれいしょ」 身の回りの数を探す資料 １３２
文 「北海道産たまねぎ」

写真…「スーパーの売り場」
３ 数と計算 文字…「北海道産ばれいしょ」 大きい数の導入 上８２

「北海道産たまねぎ」
写真…「スーパーの売り場」

４ 数と計算 文字…「北海道」 概数の導入 上５１
地図…「北海道」

「 」（ ）数値… 45879人 小学4年生の児童数
数と計算 文字…「北海道」 概数の問題 上５５

「 」（ ）数値… 45879人 小学4年生の児童数
数と計算 文字…「北海道」 概数の問題 上１４０

数値…「5506000人 （人口）」
５ 数量関係 文字…「北海道」 帯グラフ、円グラフの問題 下７２

数値…「83457㎢ （面積）」
数量関係 文字…「北海道」 帯グラフ、円グラフの問題 下７３

「 」（ ）数値… 297百ｔ はくさいの生産量
数量関係 文字…「札幌（北海道 」 割合を活用する問題 下１１４）

数値…「76㎝ （最深積雪 、」 ）
「101％ （５年間の平均に対す」

る割合）
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別記

様式４の調査項目⑤［子どもの誤答を取り上げている箇所数]の具体的な内容

者 学年 領域 内容 ページ
東 ２ 数と計算 （筆算）５４＋３８ 上１９
書 数と計算 （筆算）４５－２７ 上３１

数と計算 （筆算）９１－４９＝５８ 上１１３
数と計算 （筆算）７６－４８＝３８ 上１１３
数と計算 （筆算）６２－２３＝４５ 上１１３
数と計算 ７×６＝４４ 下４９
数と計算 ７×８＝５４ 下４９
数と計算 ７×３＝２４ 下４９

３ 数と計算 （筆算）３０９－６４＝２３５ 上６１
数と計算 １７÷４＝３あまり５の説明 上７８
数と計算 （筆算）８２×６＝４８１２ 上１１０
数と計算 （筆算）７０３×２＝１４６ 上１１０
数と計算 （筆算）３０４－２５＝３７９ 上１１９
数と計算 （筆算）６０２－７＝６０５ 上１１９
数と計算 （筆算）８００－５＝３００ 上１１９
数と計算 （筆算）３２×２１＝６２ 下７３
数と計算 （筆算）４８×３２＝２４０ 下８０
数と計算 （筆算）７０５×４０＝２８２０ 下８０
数と計算 ６３×４２の筆算の説明 下８１
数量関係 グラフのめもりの読み方 下１０３
数量関係 グラフの１めもりの大きさ 下１０３
数量関係 グラフの読み間違い 下１０５
数と計算 （筆算）２．４＋５．７＝８．１ 下１１９
数と計算 （筆算）３＋４．８＝５．１ 下１１９
数と計算 （筆算）４７－１．５＝３．２ 下１１９

４ 量と測定 分度器の使い方 上２５
数と計算 （筆算）７４÷３＝２３あまり５ 上４５
数と計算 （筆算）９４÷４＝１９あまり１８ 上４５
数と計算 （筆算）８１÷２＝４あまり１ 上４６
数と計算 （筆算）７９÷６＝１２あまり７ 上５８
数と計算 （筆算）６２７÷３＝２９０ 上５８
数と計算 （筆算）３２４÷４＝８０１ 上５８
数と計算 （筆算）４８１×７０３＝３５１１３ 上９８
数と計算 （筆算）７６÷２３ 上１０５
数と計算 （筆算）７６÷１８＝３あまり２２ 上１０７
数と計算 （筆算）２７００÷４００＝６あまり３ 上１１４
数と計算 （筆算）９７÷２４＝４０あまり１７ 上１１６
数と計算 （筆算）５８３÷１９＝２９あまり３２ 上１１６
数と計算 （筆算）８２９÷２７＝３あまり１９ 上１１６
数と計算 （筆算）５６÷５＝１０あまり６ 上１３３
数と計算 （筆算）６２÷２＝３あまり２ 上１３３
数と計算 （筆算）９１÷１８＝４あまり１９ 上１３６
数と計算 （筆算）８６÷２７＝４あまり２２ 上１３６
数と計算 （筆算）７７４÷１９＝４あまり１４ 上１３７
数と計算 （筆算）７４０÷３７＝２００あまり０ 上１３７
数と計算 １６＋４×８＝２０×８＝１６０ 下１０
数と計算 １２÷４＋９－２＝３＋９＝１２－２＝１０ 下１０
数と計算 （筆算）０．６＋０．７＝０．１３ 下４５
数と計算 （筆算）２．６５＋１１．９＝３．８４ 下４５
数と計算 （筆算）７．２－１．８９＝５．４９ 下４５
数と計算 （筆算）１．２５×１８＝２．２５ 下７４
数と計算 （筆算）０．０４２×１７＝７．１４ 下７４
数と計算 （筆算）６÷５＝１２ 下７４
数と計算 （筆算）４．５÷６＝７．５ 下７４
数と計算 ４／５＋２／５＝６／１０ 下８９
数と計算 ２と１／７－５／７＝２と４／７ 下８９
図形 立方体の展開図 下１０２
数と計算 （筆算）０．３９６＋２．４６４＝０．２８６ 下１１７
数と計算 （筆算）２３．８＋１６．２＝４ 下１１７
数と計算 （筆算）５４．８２－２０．６＝５２．７６ 下１１８
数と計算 （筆算）１２６．２－９６．２＝３ 下１１８

５ 数と計算 （筆算）５．２６×３．４＝１７８．８４ 上４６
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東 ５ 数と計算 （筆算）２．５×８．４＝０．２１００ 上４６
書 数と計算 （筆算）２．１÷２．８＝７．５ 上６２

数と計算 （筆算）７５２÷１．６＝４７ 上６２
数と計算 小数のわり算を使った問題の答え 上６３
数と計算 ２ｍを３等分の捉え（１／３） 上９５
数と計算 （筆算）２．１×３．４＝７１．４ 上１２４
数と計算 ２／５×３＝２／５×３＝２／１５ 下１０１
数と計算 ２／１３÷４＝２×４／１３＝８／１３ 下１０１

６ 数と計算 ４／７×３／７＝４×３／７＝１２／７ ５６
数と計算 ３／４×５／８＝１５／２（分母同士での約分） ５６
数と計算 ５／８÷２／３＝５／８×２／３＝５／１２ ７２
数と計算 ７／６÷１／５×７／９＝７／６×５／１×９／７＝１５／２ ７２
数量関係 ２：３＝４：９ ８８

大 ２ 数と計算 （筆算）２６＋６４＝８１０ ３０
日 数と計算 （筆算）４２＋３９＝７１ ３０
本 数と計算 （筆算）６３－５９＝１６ ４０

数と計算 （筆算）７０－４９＝３１ ４０
数と計算 （筆算）８５＋６７＝１４２ ８４
数と計算 （筆算）５８＋７４＝１２２ ８７
数と計算 （筆算）７６＋２９＝９５ ８７
数と計算 （筆算）１３５－７８＝６７ ９２
数と計算 （筆算）１４４－６６＝８８ ９６
数と計算 （筆算）１０３－６７＝４６ ９６

３ 数と計算 （筆算）３９４＋２０８＝５９２ １７
数と計算 （筆算）９７３＋８８０＝１９３ １７
数と計算 （筆算）７８×５＝３５４０ ４９
数と計算 （筆算）２５９×４＝１３６ ４９
数と計算 （筆算）８０３×２＝１６６ ４９
数と計算 ２９÷４＝６あまり５ １０９
数と計算 ６２÷７＝９あまり１ １０９
数と計算 （筆算）５１×２８＝５１０ １７５
数と計算 （筆算）２０８×２４＝４８１９２ １７５
数と計算 （筆算）２５×８０＝１６４０ １７５

４ 数と計算 （筆算）２０３×３２４＝８１７２ １７
数と計算 （筆算）１５８×２０６＝４１０８ １７
数と計算 （筆算）２６０×５００＝１３０００ １７
量と測定 ４０°を１４０°と、めもりの読み方 ３５
数と計算 （筆算）７３÷４＝１７あまり５ ５０
数と計算 （筆算）４２１÷３＝１４あまり１ ５０
数と計算 （筆算）３２７÷６＝５０４あまり３ ５０
数と計算 （筆算）６．５＋１．３２＝１．９７ ７７
数と計算 （筆算）７．８４－５．３＝７．３１ ７９
数と計算 （筆算）４．６－０．１３＝４．５３ ７９
数と計算 （筆算）５．２３＋１．６４＝６８７ ８０
数と計算 （筆算）３．７２＋４．６＝４．１８ ８０
数と計算 （筆算）４．６２－３．８１＝８１ ８０
数と計算 （筆算）３．１－２．３４＝０．８４ ８０
数と計算 （筆算）８６÷２６＝２あまり３４ １２３
数と計算 （筆算）８８２÷４２＝２１０ １２３
数と計算 （筆算）６８４８÷６４＝１７０ １２３
数と計算 （筆算）０．０３４×１８＝６．１２ １８０
数と計算 （筆算）１．７５×２８＝０．４９ １８０
数と計算 （筆算）１２．６×４０＝５０．４ １８０
数と計算 （筆算）２１．４÷４の正しい筆算方法の確かめ １８５
数と計算 （筆算）８．３２÷８＝１．４ １９２
数と計算 （筆算）５．７÷６＝９５ １９２
数と計算 （筆算）９÷５＝１８ １９２
数と計算 ４／５＋３／５＝７／１０ ２０４
数と計算 １と１／９－３／９＝１１／９－３／９＝８／９ ２０４

５ 数と計算 （筆算）２．３×４．８＝１１０．４ ２２
数と計算 （筆算）１０．４×０．３＝０．３１２ ２２
数と計算 （筆算）８．６４×７．５＝０．６４８ ２２
数と計算 （筆算）３１．２÷２．４＝１．３ ５１
数と計算 （筆算）１．９２÷２．４＝８ ５１
数と計算 （筆算）６．３÷１．５＝４あまり３ ５４
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大 ５ 量と測定 平均の求め方 １１１
日 数と計算 ４／５×３＝１２／１５ １９７
本 数と計算 ５／８÷２＝５／４ １９７

６ 数と計算 ３×１／４＝３／１２ ３７
数と計算 ３／７×２／７＝６／７ ３７
数と計算 ２／９×１／３＝２／３ ３７
数と計算 ８÷３／４＝２／３ ５１
数と計算 ２と１／３÷２と２／５＝５／６ ５１

学 ２ 数と計算 ２＋４１の筆算のかき方 上３７
図 数と計算 （筆算）２７＋５３＝７０ 上４１

数と計算 （筆算）３５＋６＝９５ 上４１
数と計算 （筆算）７＋２３＝２０ 上４１
数と計算 （筆算）３２７＋４＝７２７ 上４６
数と計算 （筆算）６４９＋１３＝６５２ 上４６
数と計算 （筆算）２７＋４３＝６０ 上５０
数と計算 （筆算）８１＋５８＝１４９ 上５０
数と計算 （筆算）６＋３５＝９５ 上５０
数と計算 （筆算）６０８－３＝３０８ 上６１
数と計算 （筆算）５２４－１７＝５１７ 上６１
数と計算 （筆算）７２－４７＝３５ 上６５
数と計算 （筆算）６５－４３＝１２ 上６５
数と計算 （筆算）１６８－９７＝１３１ 上６５

３ 数と計算 ３７÷５＝８あまり３ 上５７
数と計算 （筆算）２８７＋１４９＝５２６ 上７５
数と計算 （筆算）４０３－１４６＝１６７ 上７５
数と計算 （筆算）８５×３＝２４１５ 上１０１
数と計算 （筆算）２７６×４＝８０４ 上１０１
数と計算 （筆算）５０８×４０＝２３２０ 下７２
数と計算 （筆算）５４×９４＝４７６６ 下７５
数と計算 （筆算）４０８×６５＝３１２０ 下７５

４ 数と計算 （筆算）４４６÷２２＝２あまり６ 上１０５
数と計算 （筆算）６４５÷３１＝２１あまり６ 上１０５
数と計算 （筆算）７０４÷５７＝１０あまり３４ 上１０５
数量関係 １０－３×２＝１４ 下１１７
数量関係 ２１＋８０×（１３－７）＝６０６ 下１１７
図形 展開図 下１２５
図形 展開図 下１２５

５ 数と計算 ４ ３６ ×１００ ×７ ５ ×１０ ＝３２７００ ×１/１００ ５６． （ ） ． （ ） （ ）
図形 五角形のしきつめ ７３
数と計算 ２．５÷０．８＝３あまり１ ８８
数と計算 １/３＋２/５＝３/８ １３５
数と計算 ２/５×１０＝１/２５ １７７
数と計算 ７/８÷４＝７/２ １７７

６ 数と計算 ２／５＋３／８＝５／１３ ６１
数と計算 ２／５＋３／８＝５／４０ ６１
図形 ２倍の拡大図 １４０

教 ２ 数と計算 （筆算）５＋２４＝７４ 上２０
出 数と計算 「よくあるまちがい」 上２２

数と計算 「よくあるまちがい」 上２８
数と計算 （筆算）３９＋３６＝６５ 上３０
数と計算 （筆算）３８＋４＝７８ 上３０
数と計算 （筆算）４７－３＝１７ 上３６
数と計算 （筆算）６０－３８＝３２ 上４３
数と計算 （筆算）５１－４３＝１２ 上４３
数と計算 （筆算）８５＋１９＝９４ 上８７
数と計算 （筆算）１０２－２８＝１７４ 上８７
数と計算 「よくあるまちがい」 下１６
数と計算 「よくあるまちがい」 下１８

３ 数と計算 （筆算）５９＋４３＝９２ 上２２
数と計算 （筆算）１０２－６６＝４６ 上２２
数と計算 （筆算）７５１＋３７４＝１０２５ 上２６
数と計算 （筆算）５１３４＋８９７＝５０３１ 上２６
数と計算 （筆算）２７６＋４２８＝６９４ 上３７
数と計算 （筆算）４８５－３９７＝１８８ 上３７
数と計算 （筆算）１３÷２＝５あまり３ 上９０
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教 ３ 数と計算 （筆算）４１÷６＝７あまり１ 上９０
出 数と計算 （筆算）３５７×４＝１２２８ 下１５

数と計算 （筆算）８０２×４＝３２８ 下１５
数と計算 「よくあるまちがい」 下３４
数と計算 （筆算）３５＋４．８＝８．３ 下７０
数と計算 （筆算）３５＋４．８＝８３ 下７０
数と計算 「よくあるまちがい」 下７０
数と計算 （筆算）２８×４３＝１９６ 下８１
数と計算 （筆算）６０４×２３＝３０９２ 下８４
数と計算 （筆算）２４×７３＝２４０ 下８７
数と計算 （筆算）２０５×６０＝１２３０ 下８７

４ 数と計算 （筆算）９８÷４＝２２ 上３７
数と計算 （筆算）６１５÷３＝２５ 上３７
数量関係 グラフの読み取り 上４８
数と計算 千の位までの四捨五入（１８４９２→２００００） 上５６
数と計算 （筆算）８２÷２６＝２あまり３０ 上７８
数と計算 （筆算）８０６÷７１＝１１０あまり２５ 上７８
量と測定 「よくあるまちがい」 下５
数と計算 （筆算）３．７２＋１．４＝３．８６ 下２３
数と計算 「よくあるまちがい」 下２５
図形 「よくあるまちがい」 下３２
図形 「よくあるまちがい」 下３４
数と計算 「よくあるまちがい」 下７２
数量関係 グラフの説明 下１１９

５ 数と計算 （筆算）８．５×３．４＝２．８９０ ３８
数と計算 「広がる算数」 ４３
数と計算 （筆算）２．５１１÷２．７９＝９ ６２
数と計算 「よくあるまちがい」 ９４
量と測定 平均の求め方 ９４
数量関係 ゴムののび方のきまり １５０
数量関係 グラフの読み取り １７１
数と計算 「よくあるまちがい」 １７９
量と測定 「よくあるまちがい」 １９５
図形 「よくあるまちがい」 ２２１

６ 図形 「よくあるまちがい」 ２５
数と計算 「よくあるまちがい」 ４２
数と計算 ２/１５÷１/４＝２/１５ ５３
数と計算 ５／６＋４／３＝７／３ １８７
数と計算 ４／５－１／３＝３／２ １８７
数と計算 ３／２×５／３＝１５ １８７
数と計算 ５／７÷９／１０＝２／６３ １８７

啓 ２ 数と計算 （筆算）３６＋２７＝５３ 上４９
林 数と計算 （筆算）４３＋２８＝６１ 上４９
館 数と計算 （筆算）７２－２８＝５４ 上５３

数と計算 （筆算）６３－４４＝２９ 上５３
数と計算 （筆算）２４＋３９＝５３ 上５６
数と計算 （筆算）７６－４８＝３８ 上５６
量と測定 異なる水とうによる水のかさ比べ 上８９
数と計算 （筆算）４８＋６５＝１０３ 上９８
数と計算 （筆算）７２＋８８＝１５０ 上９８
数と計算 （筆算）１５４－９８＝６６ 上１０６
数と計算 （筆算）１３２－４７＝９５ 上１０６
数と計算 （筆算）２８＋７６＝９４ 上１０７
数と計算 （筆算）１０５－８６＝２９ 上１０７
図形 四角形の定義を満たさない図形 下５４

３ 数と計算 （筆算）６０８＋９７＝６０５ 上５９
数と計算 （筆算）６４＋５３９＝５０３ 上５９
数と計算 （筆算）８００－６５４＝２４６ 上６４
数と計算 （筆算）６００－２４３＝４５７ 上６４
数と計算 （筆算）７００－４５６＝２５４ 上６６
数と計算 （筆算）６００－３２１＝２８９ 上６６
数と計算 １９÷４＝３あまり７ 上１０４
数と計算 ３５÷９＝４あまり１ 上１０６
数と計算 ４０÷７＝６あまり２ 上１０５
数と計算 ２９÷４＝６あまり５ 上１０５
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啓 ３ 数と計算 ２５÷７＝４あまり３ 上１０７
林 数と計算 ２７÷３＝８あまり３ 上１０７
館 数と計算 （筆算）２４×３＝６１２ 下２６

数と計算 （筆算）４８×２＝８１６ 下２６
数と計算 （筆算）３２６×３＝９６８ 下３０
数と計算 （筆算）５２３×４＝２０８２ 下３０
数と計算 （筆算）５４×９＝４５３６ 下３２
数と計算 （筆算）６８×４＝２４３２ 下３２
数と計算 分数の大きさの大小比較 下５６
数と計算 （筆算）６．２＋７＝６．９ 下８３
数と計算 （筆算）６．８－３＝６．５ 下８３
数と計算 （筆算）３６０×４２＝２１６０ 下９１
数と計算 （筆算）７５０×３８＝８２５０ 下９１
数と計算 （筆算）６２×４３＝４３４ 下９２
数と計算 （筆算）６３×７２＝５６７ 下９２
数と計算 正方形の面積 下９７

４ 量と測定 分度器のめもりの読み方 上１６
数と計算 （筆算）７９÷３＝２５あまり４ 上２６
数と計算 （筆算）９７÷４＝２３あまり５ 上２６
数と計算 （筆算）８７７÷６＝１４５あまり７ 上３０
数と計算 （筆算）３１６÷３＝１０４あまり４ 上３０
数量関係 ６０＋４０÷５＝２０ 上９７
数量関係 ８×４－１０÷２＝１１ 上９７
数量関係 ８０＋２０÷５＝２０ 上１０４
数と計算 １３０÷４０＝３あまり１ 上１０９
数と計算 （筆算）８３６÷３２＝２６あまり４ 上１１６
数と計算 （筆算）４７３÷１５＝３１あまり８ 上１１６
数と計算 （筆算）１３．６÷３＝４あまり１６ 下５０
数量関係 ゴミの処理費用の計算 下５７
数と計算 ２と３／５＋４／５＝１２／５ 下７６
数と計算 １と１／５＋３／５＝８／５ 下７６
数量関係 水の使用量の計算 下１２１

５ 数と計算 （筆算）４．２×３．４＝１４２．８ ４１
数と計算 （筆算）５．１×４．２＝２．１４２ ４１
数と計算 （筆算）４．６５÷１．５＝３１ ５５
数と計算 （筆算）２１．３２÷５．２＝４１ ５５
数と計算 ２/３＋１/４＝３/７ １１６
数量関係 自動車の検査箇所の合計の求め方 ２３５

６ 数量関係 交通費の計算 ２５５
日 ２ 数と計算 上２４「下のようにかくとまちがいかな （６３＋４の筆算で４を十の位に書いている）」
文 数と計算 （筆算）３１＋２７＝６８ 上２８

数と計算 （筆算）４７＋２８＝６１５ 上２８
数と計算 （筆算）３６＋４５＝７１ 上２８
数と計算 上３８「下のようにかくとまちがいかな （９６－５の筆算で５を十の位に書いている）」
数と計算 （筆算）５２＋６９＝１１１ 上７９
数と計算 （筆算）８９＋１４＝９３ 上８０
数と計算 （筆算）６７＋４８＝１０５ 上８０
数と計算 （筆算）９６＋６＝１１２ 上８０
数と計算 （筆算）６５７＋７＝７６４ 上８５
数と計算 （筆算）４７９－６１＝３１８ 上８６
数と計算 （筆算）５８３－４４＝５４９ 上８６
数と計算 （筆算）３６４－５＝３５１ 上８６
数と計算 （筆算）６７＋２０＝６９ 上１４１
数と計算 （筆算）５０＋４０＝９ 上１４１
数と計算 （筆算）３０＋６０＝３６ 上１４１
数と計算 （筆算）７４＋２＝９６ 上１４１
数と計算 （筆算）９０－５０＝４ 上１４２
数と計算 （筆算）８６－２＝６６ 上１４２
数と計算 （筆算）３７－３５＝１２ 上１４２
数と計算 （筆算）５６－２４＝２１ 上１４２
数と計算 （筆算）７×８＝４９ 下９２
数と計算 （筆算）５×８＝４５ 下９２
数と計算 （筆算）７×６＝４８ 下９２
数と計算 （筆算）８×６＝４２ 下９２

３ 数と計算 （筆算）５６＋３７＝８３ 上５５
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日 ３ 数と計算 （筆算）１５３－７４＝８９ 上５５
文 数と計算 （筆算）１２６－８４＝３２ 上５５

数と計算 （筆算）３５８＋２９４＝５４２ 上５９
数と計算 （筆算）３６３＋６３９＝９０６ 上８０
数と計算 （筆算）７０２－２０９＝５９３ 上８０
数と計算 ２３÷３＝７あまり１ 上１０１
数と計算 １９÷４＝５あまり１ 上１０１
数と計算 ５１÷７＝６あまり 上１０５
数と計算 ８０÷９＝９あまり１ 上１０５
数と計算 ハンバーグが２番目ではない 上１０７
数と計算 ４９÷８＝１あまり６ 上１２４
数と計算 ５４÷７＝８あまり２ 上１２４
数と計算 ２５÷４＝５あまり５ 上１２４
数と計算 ３０÷６＝４あまり６ 上１２４
数と計算 （筆算）２８×３＝６２４ 下１７
数と計算 （筆算）７６×４＝２０４ 下２０
数と計算 （筆算）５７×３２＝２８５ 下９７
数と計算 （筆算）４２×７３＝４２０ 下１０１
数と計算 （筆算）８０×５２＝５６０ 下１０１
数と計算 （筆算）３７×２４＝７５４８ 下１０１

４ 数と計算 最初の位の数字での比較 上１７
数と計算 ５１÷７＝６あまり９ 上３１
数と計算 ８０÷９＝９あまり１ 上３１
数と計算 （筆算）５３÷５の商 上３７
数と計算 （筆算）４５÷４＝１０あまり５のあまり 上３７
数と計算 （筆算）６０８÷２＝３４ 上４７
数と計算 上から２桁目を四捨五入 上５９
数と計算 ４．１７＋５．２ 上８６
数と計算 （筆算）４７６÷３４＝１１０あまり２ 下１７
数と計算 （筆算）３１４÷３８＝８ 下１７
数と計算 （筆算）６６６÷１１＝６あまり６ 下１７
数量関係 ３８－１６×２＝４４ 下２４
数量関係 ８×（３＋２）＝２６ 下２９
数量関係 ６４－４０÷４＝６ 下２９
数量関係 ７×７－３×３＝１３８ 下２９
数量関係 １０＋２５÷５＋２＝９ 下２９
数量関係 （９＋１２÷３）×２＝１４ 下２９
数量関係 ３×（２１－１４）÷７＝７ 下２９
数と計算 ５／６＋３／６＝８／１２ 下８１
数と計算 １と２／６－５／６＝１２／６－５／６＝７／６ 下８１
数と計算 ０．２×４＝８ 下９５
数と計算 （筆算）４．４÷８＝５．５ 下１０５
図形 見取図（向かいあう面が合同になっていない） 下１１２

５ 数と計算 （筆算）３．６×５＝１８０ 上５３
数と計算 （筆算）１４．５×３＝４３５ 上５３
数と計算 （筆算）９．８×６＝５．８８ 上５３
数と計算 （筆算）１．２×６．５＝７８０ 上６２
数と計算 （筆算）３．４×０．２９＝９８６ 上６２
数と計算 （筆算）２．５×６．４＝１６００ 上６２
数と計算 （筆算）４．３×２．７＝１１６１ 上６７
数と計算 （筆算）２．５×１．２＝３００ 上６７
数と計算 （筆算）０．７３×０．５＝３６５ 上６７
数と計算 １／４＋１／５＝２／９ 上１１３
数と計算 １と３／４×３＝３と１／４ 下９９
数と計算 １と２／５÷３＝１と２／１５ 下１０２
数と計算 １／３×７＝２／３×７＝２／２１ 下１０３
数と計算 ２／９÷３＝２／９÷３＝２／３ 下１０３

６ 数と計算 ３／４×５／７＝１と１／２０ 上４０
数と計算 ２／３×４／５×３／４の計算 上４５
数と計算 ５／６÷１と２／５＝１と１／６ 上５６
数量関係 柱状グラフの特徴 下５２


