
(6) 県(都，道，府)の様子について，次のことを資料を活用したり白地図 

にまとめたりして調べ，県(都，道，府)の特色を考えるようにする。（再 

掲） 

ウ 県(都，道，府)内の特色ある地域の人々の生活 

 考え，表現すること。 

  (ｲ) 当時の世の中の課題や人々の願いなどに着目して，地域の発展に尽 

   くした先人の具体的事例を捉え，先人の働きを考え，表現すること。 

 

(5) 県内の特色ある地域の様子について，学習の問題を追究・解決する活動 

  を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 県内の特色ある地域では，人々が協力し，特色あるまちづくりや観 

    光などの産業の発展に努めていることを理解すること。 

  (ｲ) 地図帳や各種の資料で調べ，白地図などにまとめること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 特色ある地域の位置や自然環境，人々の活動や産業の歴史的背景， 

    人々の協力関係などに着目して，地域の様子を捉え，それらの特色を 

    考え，表現すること。 

３ 内容の取扱い 

(3) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア「飲料水，電気，ガス」については，それらの中から選択して取り  

上げ，節水や節電などの資源の有効な利用についても扱うこと。 

イ「廃棄物の処理」については，ごみ，下水のいずれかを選択して取  

り上げ，廃棄物を資源として活用していることについても扱うこと。 

(5) 内容の(3)及び(4)にかかわって，地域の社会生活を営む上で大切な法 

やきまりについて扱うものとする。（再掲） 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

 ア アの(ｱ)及び(ｲ)については，現在に至るまでに仕組みが計画的に改善 

   され公衆衛生が向上してきたことに触れること。 

 イ アの(ｱ)及びイの(ｱ)については，飲料水，電気，ガスの中から選択し   

   て取り上げること。 

 ウ アの(ｲ)及びイの(ｲ)については，ごみ，下水のいずれかを選択して取 

   り上げること。 

 エ イの(ｱ)については，節水や節電など自分たちにできることを考えたり 

   選択・判断したりできるよう配慮すること。 

 オ イの(ｲ)については，社会生活を営む上で大切な法やきまりについて扱 

   うとともに，ごみの減量や水を汚さない工夫など，自分たちにできる 

   ことを考えたり選択・判断したりできるよう配慮すること。 

 

(2) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。 
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(4) 内容の(4)の「災害」については，火災, 風水害，地震などの中から選 

択して取り上げ,「事故の防止」については，交通事故などの事故防止や 

防犯を取り上げるものとする。（再掲） 

(6) 内容の(5)のウの「具体的事例」については，開発，教育，文化，産業 

などの地域の発展に尽くした先人の中から選択して取り上げるものとす 

る。 

(7) 内容の(6)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア ウについては，自然環境，伝統や文化などの地域の資源を保護・活 

用している地域を取り上げること。その際，伝統的な工業などの地場 

産業の盛んな地域を含めること。 

イエについては，我が国や外国には国旗があることを理解させ，それ  

を尊重する態度を育てるよう配慮すること。 

  ア アの(ｱ)については，地震災害，津波災害，風水害，火山災害，雪   

    害などの中から，過去に県内で発生したものを選択して取り上げる 

    こと。 

 イ アの(ｱ)及びイの(ｱ)の「関係機関」については，県庁や市役所の働 

    きなどを中心に取り上げ，防災情報の発信，避難体制の確保などの 

    働き，自衛隊など国の機関との関わりを取り上げること。 

 ウ イの(ｱ)については，地域で起こり得る災害を想定し，日頃から必 

    要な備えをするなど，自分たちにできることなどを考えたり選択・ 

    判断したりできるよう配慮すること。 

 

（3）内容の(4)については，次のとおり取り扱うものとする。 

 ア アの(ｱ)については，県内の主な文化財や年中行事が大まかに分か 

   るようにするとともに，イの(ｱ)については，それらの中から具体 

   的事例を取り上げること。 

 イ アの(ｲ)及びイの(ｲ)については，開発，教育，医療，文化，産業な 

   どの地域の発展に尽くした先人の中から選択して取り上げること。 

 ウ イの(ｱ)については，地域の伝統や文化の保存や継承に関わって， 

   自分たちにできることなどを考えたり選択・判断したりできるよう 

   配慮すること。 

 

(4) 内容の(5)については，次のとおり取り扱うものとする。 

 ア 県内の特色ある地域が大まかに分かるようにするとともに，伝統的な 

   技術を生かした地場産業が盛んな地域，国際交流に取り組んでいる地 

   域及び地域の資源を保護・活用している地域を取り上げること。その 

   際，地域の資源を保護・活用している地域については，自然環境，伝 

   統的な文化のいずれかを選択して取り上げること。 

 イ 国際交流に取り組んでいる地域を取り上げる際には，我が国や外国に 

   は国旗があることを理解し，それを尊重する態度を養うよう配慮する 

   こと。 
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〔第５学年〕 

１ 目 標 

(1)我が国の国土の様子，国土の環境と国民生活との関連について理解で 

きるようにし，環境の保全や自然災害の防止の重要性について関心を深 

め，国土に対する愛情を育てるようにする。 

(2) 我が国の産業の様子，産業と国民生活との関連について理解できるよ 

うにし，我が国の産業の発展や社会の情報化の進展に関心をもつように 

する。 

(3)社会的事象を具体的に調査するとともに，地図や地球儀，統計などの 

各種の基礎的資料を効果的に活用し，社会的事象の意味について考える 

力，調べたことや考えたことを表現する力を育てるようにする。 

〔第５学年〕 

１ 目標 

社会的事象の見方・考え方を働かせ，学習の問題を追究・解決する活動を通し

て，次のとおり資質・能力を育成することを目指す。 

 (1) 我が国の国土の地理的環境の特色や産業の現状，社会の情報化と産業の 

   関わりについて，国民生活との関連を踏まえて理解するとともに，地図    

   帳や地球儀，統計などの各種の基礎的資料を通して，情報を適切に調べ 

   まとめる技能を身に付けるようにする。 

 (2) 社会的事象の特色や相互の関連，意味を多角的に考える力，社会に見ら 

   れる課題を把握して，その解決に向けて社会への関わり方を選択・判断 

   する力，考えたことや選択・判断したことを説明したり，それらを基に 

   議論したりする力を養う。 

 (3) 社会的事象について，主体的に学習の問題を解決しようとする態度や， 

   よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養 

   うとともに，多角的な思考や理解を通して，我が国の国土に対する愛情， 

   我が国の産業の発展を願い我が国の将来を担う国民としての自覚を養う。 

２ 内 容 

(1) 我が国の国土の自然などの様子について，次のことを地図や地球儀，  

資料などを活用して調べ，国土の環境が人々の生活や産業と密接な関連 

をもっていることを考えるようにする。 

ア 世界の主な大陸と海洋，主な国の名称と位置，我が国の位置と領土  

イ 国土の地形や気候の概要，自然条件から見て特色ある地域の人々の 

生活 

２ 内 容 

 (1) 我が国の国土の様子と国民生活について，学習の問題を追究・解決す 

   る活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

  ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

   (ｱ) 世界における我が国の国土の位置，国土の構成，領土の範囲など 

     を大まかに理解すること。 

   (ｲ) 我が国の国土の地形や気候の概要を理解するとともに，人々は自 

     然環境に適応して生活していることを理解すること。 

   (ｳ) 地図帳や地球儀，各種の資料で調べ，まとめること。 

  イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

   (ｱ) 世界の大陸と主な海洋，主な国の位置，海洋に囲まれ多数の島か 

     らなる国土の構成などに着目して，我が国の国土の様子を捉え， 

     その特色を考え，表現すること。 
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(2) 我が国の農業や水産業について，次のことを調査したり地図や地球儀，  

資料などを活用したりして調べ，それらは国民の食料を確保する重要な 

役割を果たしていることや自然環境と深いかかわりをもって営まれてい 

ることを考えるようにする。 

ア様々な食料生産が国民の食生活を支えていること，食料の中には外  

国から輸入しているものがあること。 

イ 我が国の主な食料生産物の分布や土地利用の特色など 

ウ食料生産に従事している人々の工夫や努力，生産地と消費地を結ぶ  

運輸などの働き 

(3) 我が国の工業生産について，次のことを調査したり地図や地球儀，資 

料などを活用したりして調べ，それらは国民生活を支える重要な役割を 

果たしていることを考えるようにする。 

ア 様々な工業製品が国民生活を支えていること。 

イ 我が国の各種の工業生産や工業地域の分布など 

  (ｲ) 地形や気候などに着目して，国土の自然などの様子や自然条件か  

      ら見て特色ある地域の人々の生活を捉え，国土の自然環境の特色や 

      それらと国民生活との関連を考え，表現すること。 

 

(2) 我が国の農業や水産業における食料生産について，学習の問題を追 

  究・解決する活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指 

  導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 我が国の食料生産は，自然条件を生かして営まれていることや， 

    国民の食料を確保する重要な役割を果たしていることを理解するこ 

    と。 

  (ｲ) 食料生産に関わる人々は，生産性や品質を高めるよう努力したり輸 

    送方法や販売方法を工夫したりして，良質な食料を消費地に届ける 

    など，食料生産を支えていることを理解すること。 

  (ｳ) 地図帳や地球儀，各種の資料で調べ，まとめること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 生産物の種類や分布，生産量の変化，輸入など外国との関わりなど 

    に着目して，食料生産の概要を捉え，食料生産が国民生活に果たす 

    役割を考え，表現すること。 

  (ｲ) 生産の工程，人々の協力関係，技術の向上，輸送，価格や費用など 

    に着目して，食料生産に関わる人々の工夫や努力を捉え，その働き 

    を考え，表現すること。 

 

(3) 我が国の工業生産について，学習の問題を追究・解決する活動を通し 

  て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 我が国では様々な工業生産が行われていることや，国土には工業の 

    盛んな地域が広がっていること及び工業製品は国民生活の向上に重 

    要な役割を果たしていることを理解すること。 

  (ｲ) 工業生産に関わる人々は，消費者の需要や社会の変化に対応し，優 

    れた製品を生産するよう様々な工夫や努力をして，工業生産を支え    

    ていることを理解すること。 

ウ 工業生産に従事している人々の工夫や努力，工業生産を支える貿易 
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や運輸などの働き 

(4) 我が国の情報産業や情報化した社会の様子について，次のことを調査 

したり資料を活用したりして調べ，情報化の進展は国民の生活に大きな 

影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切であることを考える 

ようにする。 

ア 放送，新聞などの産業と国民生活とのかかわり 

イ 情報化した社会の様子と国民生活とのかかわり 

   (ｳ) 貿易や運輸は，原材料の確保や製品の販売などにおいて，工業生産 

    を支える重要な役割を果たしていることを理解すること。 

  (ｴ) 地図帳や地球儀，各種の資料で調べ，まとめること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 工業の種類，工業の盛んな地域の分布，工業製品の改良などに着目 

    して,工業生産の概要を捉え，工業生産が国民生活に果たす役割を考 

    え，表現すること。 

  (ｲ) 製造の工程，工場相互の協力関係，優れた技術などに着目して，工 

    業生産に関わる人々の工夫や努力を捉え，その働きを考え，表現する 

    こと。 

  (ｳ) 交通網の広がり，外国との関わりなどに着目して，貿易や運輸の様 

    子を捉え，それらの役割を考え，表現すること。 

 

 

(4) 我が国の産業と情報との関わりについて，学習の問題を追究・解決する 

  活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 放送，新聞などの産業は，国民生活に大きな影響を及ぼしているこ 

    とを理解すること。 

  (ｲ) 大量の情報や情報通信技術の活用は，様々な産業を発展させ，国民 

    生活を向上させていることを理解すること。 

  (ｳ) 聞き取り調査をしたり映像や新聞などの各種資料で調べたりして， 

    まとめること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 情報を集め発信するまでの工夫や努力などに着目して，放送，新聞 

   などの産業の様子を捉え，それらの産業が国民生活に果たす役割を考 

   え，表現すること。 

  (ｲ) 情報の種類，情報の活用の仕方などに着目して，産業における情報 

   活用の現状を捉え，情報を生かして発展する産業が国民生活に果たす 

   役割を考え，表現すること。 
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(1) 我が国の国土の自然などの様子について，次のことを地図や地球儀，  

資料などを活用して調べ，国土の環境が人々の生活や産業と密接な関連 

をもっていることを考えるようにする。 

エ 国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止 

ウ 公害から国民の健康や生活環境を守ることの大切さ 

(5) 我が国の国土の自然環境と国民生活との関連について，学習の問題を追 

  究・解決する活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指 

  導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 自然災害は国土の自然条件などと関連して発生していることや，自 

    然災害から国土を保全し国民生活を守るために国や県などが様々な 

    対策や事業を進めていることを理解すること。 

  (ｲ) 森林は，その育成や保護に従事している人々の様々な工夫と努力に 

    より国土の保全など重要な役割を果たしていることを理解すること。 

  (ｳ) 関係機関や地域の人々の様々な努力により公害の防止や生活環境の 

    改善が図られてきたことを理解するとともに，公害から国土の環境 

    や国民の健康な生活を守ることの大切さを理解すること。 

  (ｴ) 地図帳や各種の資料で調べ，まとめること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 災害の種類や発生の位置や時期，防災対策などに着目して，国土の 

    自然災害の状況を捉え，自然条件との関連を考え，表現すること。 

  (ｲ) 森林資源の分布や働きなどに着目して，国土の環境を捉え，森林資 

    源が果たす役割を考え，表現すること。 

  (ｳ) 公害の発生時期や経過，人々の協力や努力などに着目して，公害防 

    止の取組を捉え，その働きを考え，表現すること。 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

３ 内容の取扱い 

 (1) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

  ア アの(ｱ)の「領土の範囲」については，竹島や北方領土，尖閣諸島が 

    我が国の固有の領土であることに触れること。 

  イ アの(ｳ)については，地図帳や地球儀を用いて，方位，緯度や経度な 

    どによる位置の表し方について取り扱うこと。 
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ア アの「主な国」については，近隣の諸国を含めて取り上げるものと 

すること。その際，我が国や諸外国には国旗があることを理解すると 

ともに，それを尊重する態度を育てるよう配慮すること。 

イ イの「自然条件から見て特色ある地域」については，事例地を選択 

して取り上げ，自然環境に適応しながら生活している人々の工夫を具 

体的に扱うこと。 

(2) 内容(2)のウについては，農業や水産業の盛んな地域の具体的事例を通 

して調べることとし，稲作のほか，野菜，果物，畜産物，水産物などの 

生産の中から一つを取り上げるものとする。 

(3)内容の(3)のウについては，工業の盛んな地域の具体的事例を通して調 

べることとし，金属工業，機械工業，石油化学工業，食料品工業などの 

中から一つを取り上げるものとする。 

(4)内容の(2)のウ及び(3)のウにかかわって，価格や費用，交通網につい 

て取り扱うものとする。 

(5) 内容の(4)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，放送，新聞などの中から選択して取り上げること。 

イ イについては，情報ネットワークを有効に活用して公共サービスの 

向上に努めている教育，福祉，医療，防災などの中から選択して取り 

上げること。 

 ウ イの(ｱ)の「主な国」については，名称についても扱うようにし， 

  隣の諸国を含めて取り上げること。その際，我が国や諸外国には国旗が 

  あることを理解し，それを尊重する態度を養うよう配慮すること。 

 エ イの(ｲ)の「自然条件から見て特色ある地域」については，地形条件 

  や気候条件から見て特色ある地域を取り上げること。 

(2) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

 ア アの(ｲ)及びイの(ｲ)については，食料生産の盛んな地域の具体的事例 

   を通して調べることとし，稲作のほか，野菜，果物，畜産物，水産物 

   などの中から一つを取り上げること。 

 イ イの(ｱ)及び(ｲ)については，消費者や生産者の立場などから多角的に 

   考えて，これからの農業などの発展について，自分の考えをまとめる 

   ことができるよう配慮すること。 

(3) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。 

 ア アの(ｲ)及びイの(ｲ)については，工業の盛んな地域の具体的事例を通 

  して調べることとし，金属工業，機械工業，化学工業，食料品工業など 

  の中から一つを取り上げること。 

 イ イの(ｱ)及び(ｲ)については，消費者や生産者の立場などから多角的に 

  考えて，これからの工業の発展について，自分の考えをまとめることが 

  できるよう配慮すること。 

(4) 内容の(4)については，次のとおり取り扱うものとする。 

 ア アの(ｱ)の「放送，新聞などの産業」については，それらの中から選 

  択して取り上げること。その際，情報を有効に活用することについて， 

  情報の送り手と受け手の立場から多角的に考え，受け手として正しく判 

  断することや送り手として責任をもつことが大切であることに気付くよ 

  うにすること。 

 イ アの(ｲ)及びイの(ｲ)については，情報や情報技術を活用して発展して 

  いる販売，運輸，観光，医療，福祉などに関わる産業の中から選択して 

  取り上げること。その際，産業と国民の立場から多角的に考えて，情報 

  化の進展に伴う産業の発展や国民生活の向上について，自分の考えをま 

  とめることができるよう配慮すること。 
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(1) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

(5) 内容の(5)については，次のとおり取り扱うものとする。 

 ア アの(ｱ)については，地震災害，津波災害，風水害，火山災害，雪害 

  などを取り上げること。 

 イ アの(ｳ)及びイの(ｳ)については，大気の汚染，水質の汚濁などの中か 

  ら具体的事例を選択して取り上げること。 

 ウ イの(ｲ)及び(ｳ)については，国土の環境保全について，自分たちにで 

  きることなどを考えたり選択・判断したりできるよう配慮すること。 

ウ ウについては，大気の汚染，水質の汚濁などの中から具体的事例を 

選択して取り上げること。 

エ エについては，我が国の国土保全等の観点から扱うようにし，森林 

資源の育成や保護に従事している人々の工夫や努力及び環境保全のた 

めの国民一人一人の協力の必要性に気付くよう配慮すること。 

〔第６学年〕 

１ 目 標 

(1)国家・社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文化遺産に 

ついて興味・関心と理解を深めるようにするとともに，我が国の歴史や 

伝統を大切にし，国を愛する心情を育てるようにする。 

(2) 日常生活における政治の働きと我が国の政治の考え方及び我が国と関 

係の深い国の生活や国際社会における我が国の役割を理解できるように 

し，平和を願う日本人として世界の国々の人々と共に生きていくことが 

大切であることを自覚できるようにする。 

(3)社会的事象を具体的に調査するとともに，地図や地球儀，年表などの 

各種の基礎的資料を効果的に活用し，社会的事象の意味をより広い視野 

から考える力，調べたことや考えたことを表現する力を育てるようにす 

る。 

〔第６学年〕 

１ 目標 

 社会的事象の見方・考え方を働かせ，学習の問題を追究・解決する活動を通  

  して，次のとおり資質・能力を育成することを目指す。 

 (1) 我が国の政治の考え方と仕組みや働き，国家及び社会の発展に大きな働 

  きをした先人の業績や優れた文化遺産，我が国と関係の深い国の生活やグ 

  ローバル化する国際社会における我が国の役割について理解するととも 

  に，地図帳や地球儀，統計や年表などの各種の基礎的資料を通して，情報 

  を適切に調べまとめる技能を身に付けるようにする。 

 (2) 社会的事象の特色や相互の関連，意味を多角的に考える力，社会に見ら 

  れる課題を把握して，その解決に向けて社会への関わり方を選択・判断す 

  る力，考えたことや選択・判断したことを説明したり，それらを基に議論 

  したりする力を養う。 

 (3) 社会的事象について，主体的に学習の問題を解決しようとする態度や， 

  よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養う 

  とともに，多角的な思考や理解を通して，我が国の歴史や伝統を大切にし 

  て国を愛する心情，我が国の将来を担う国民としての自覚や平和を願う日 

  本人として世界の国々の人々と共に生きることの大切さについての自覚を 

  養う。 
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２ 内 容 

(2) 我が国の政治の働きについて，次のことを調査したり資料を活用した 

りして調べ，国民主権と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図る 

ために大切な働きをしていること，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考えるようにする。 

イ日本国憲法は，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。 

ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。 

(1) 我が国の歴史上の主な事象について，人物の働きや代表的な文化遺産 

を中心に遺跡や文化財，資料などを活用して調べ，歴史を学ぶ意味を考 

えるようにするとともに，自分たちの生活の歴史的背景，我が国の歴史 

や先人の働きについて理解と関心を深めるようにする。 

ア 狩猟・採集や農耕の生活，古墳について調べ，大和朝廷による国土 

の統一の様子が分かること。その際，神話・伝承を調べ，国の形成に 

関する考え方などに関心をもつこと。 

２ 内容 

(1) 我が国の政治の働きについて，学習の問題を追究・解決する活動を通   

  して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 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すると 

   ともに，立法，行政，司法の三権がそれぞれの役割を果たしているこ 

   とを理解すること。 

  (ｲ) 国や地方公共団体の政治は，国民主権の考え方の下，国民生活の安 

    定と向上を図る大切な働きをしていることを理解すること。 

  (ｳ) 見学・調査したり各種の資料で調べたりして，まとめること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 日本国憲法の基本的な考え方に着目して，我が国の民主政治を捉え， 

    日本国憲法が国民生活に果たす役割や，国会，内閣，裁判所と国民 

    との関わりを考え，表現すること。 

  (ｲ) 政策の内容や計画から実施までの過程，法令や予算との関わりなど 

    に着目して，国や地方公共団体の政治の取組を捉え，国民生活にお 

    ける政治の働きを考え，表現すること。 

 

(2) 我が国の歴史上の主な事象について，学習の問題を追究・解決する活動 

  を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。その際，我が国の歴史    

  上の主な事象を手掛かりに，大まかな歴史を理解するとともに，関連 

  する先人の業績，優れた文化遺産を理解すること。 

  (ｱ) 狩猟・採集や農耕の生活，古墳，大和政権（大和朝廷）の成立を    

    手掛かりに，むらからくにへと変化したことを理解すること。その 

    際，神話・伝承を手掛かりに，国の形成に関する考え方などに関心 

    をもつこと。 
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イ 大陸文化の摂取，大化の改新，大仏造営の様子，貴族の生活につい 

て調べ，天皇を中心とした政治が確立されたことや日本風の文化が起 

こったことが分かること。 

かまくら 

ウ 源平の戦い，鎌倉幕府の始まり，元との戦いについて調べ，武士に 

よる政治が始まったことが分かること。 

エ京都の室町に幕府が置かれたころの代表的な建造物や絵画について  

調べ，室町文化が生まれたことが分かること。 

(ｲ) 大陸文化の摂取，大化の改新，大仏造営の様子を手掛かりに，天     

  皇を中心とした政治が確立されたことを理解すること。 

(ｳ) 貴族の生活や文化を手掛かりに，日本風の文化が生まれたことを 

  理解すること。 

(ｴ) 源平の戦い，鎌倉幕府の始まり，元との戦いを手掛かりに，武士 

  による政治が始まったことを理解すること。 

(ｵ) 京都の室町に幕府が置かれた頃の代表的な建造物や絵画を手掛か 

  りに，今日の生活文化につながる室町文化が生まれたことを理解 

  すること。 
お  だ とよとみ お  だ とよとみ 

オキリスト教の伝来，織田・豊臣の天下統一，江戸幕府の始まり，参 

勤交代，鎖国について調べ，戦国の世が統一され，身分制度が確立し 

武士による政治が安定したことが分かること。 

(ｶ) キリスト教の伝来，織田・豊臣の天下統一を手掛かりに，戦国の 

  世が統一されたことを理解すること。 

(ｷ) 江戸幕府の始まり，参勤交代，幕府の対外政策，身分制を手掛か 

  りに，武士による政治が安定したことを理解すること。 
か  ぶ  き らんがく か  ぶ  き らんがく 

カ 歌舞伎や浮世絵，国学や蘭学について調べ，町人の文化が栄え新し 

い学問が起こったことが分かること。 

キ 黒船の来航，明治維新，文明開化などについて調べ，廃藩置県や四 

民平等などの諸改革を行い，欧米の文化を取り入れつつ近代化を進め 

たことが分かること。 
にっしん 

ク  大日本帝国憲法の発布，日清・日露の戦争，条約改正，科学の発展 

などについて調べ，我が国の国力が充実し国際的地位が向上したこと 

が分かること。 

ケ  日華事変，我が国にかかわる第二次世界大戦，日本国憲法の制定， 

オリンピックの開催などについて調べ，戦後我が国は民主的な国家と 

して出発し，国民生活が向上し国際社会の中で重要な役割を果たして 

きたことが分かること。 

  (ｸ) 歌舞伎や浮世絵，国学や蘭学を手掛かりに，町人文化が栄え新し 

   い学問がおこったことを理解すること。 

  (ｹ) 黒船の来航，廃藩置県や四民平等などの改革，文明開化などを 

   手掛かりに，我が国が明治維新を機に欧米の文化を取り入れつつ近 

   代化を進めたことを理解すること。 

  (ｺ) 大日本帝国憲法の発布，日清・日露の戦争，条約改正，科学の発 

   展などを手掛かりに，我が国の国力が充実し国際的地位が向上した 

   ことを理解すること。 

  (ｻ) 日中戦争や我が国に関わる第二次世界大戦，日本国憲法の制定， 

   オリンピック・パラリンピックの開催などを手掛かりに，戦後我が 

   国は民主的な国家として出発し，国民生活が向上し，国際社会の中 

   で重要な役割を果たしてきたことを理解すること。 

  (ｼ) 遺跡や文化財，地図や年表などの資料で調べ，まとめること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 世の中の様子，人物の働きや代表的な文化遺産などに着目して， 

        我が国の歴史上の主な事象を捉え，我が国の歴史の展開を考えると 

        ともに，歴史を学ぶ意味を考え，表現すること。 

- 58 - 



(3) 世界の中の日本の役割について，次のことを調査したり地図や地球儀，  

資料などを活用したりして調べ，外国の人々と共に生きていくためには 

異なる文化や習慣を理解し合うことが大切であること，世界平和の大切 

さと我が国が世界において重要な役割を果たしていることを考えるよう 

にする。 

ア我が国と経済や文化などの面でつながりが深い国の人々の生活の様  

子 

イ我が国の国際交流や国際協力の様子及び平和な国際社会の実現に努  

力している国際連合の働き 

(3) グローバル化する世界と日本の役割について，学習の問題を追究・解決 

  する活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 我が国と経済や文化などの面でつながりが深い国の人々の生活は， 

    多様であることを理解するとともに，スポーツや文化などを通して 

    他国と交流し，異なる文化や習慣を尊重し合うことが大切であるこ 

    とを理解すること。 

  (ｲ) 我が国は，平和な世界の実現のために国際連合の一員として重要な 

    役割を果たしたり，諸外国の発展のために援助や協力を行ったりし 

    ていることを理解すること。 

  (ｳ) 地図帳や地球儀，各種の資料で調べ，まとめること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 外国の人々の生活の様子などに着目して，日本の文化や習慣との違 

    いを捉え，国際交流の果たす役割を考え，表現すること。 

  (ｲ) 地球規模で発生している課題の解決に向けた連携・協力などに着目 

    して,国際連合の働きや我が国の国際協力の様子を捉え，国際社会   

    において我が国が果たしている役割を考え，表現すること。 

３ 内容の取扱い 

(2) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

イ 国会などの議会政治や選挙の意味，国会と内閣と裁判所の三権相互 

の関連，国民の司法参加，租税の役割などについても扱うようにする 

こと。 

３ 内容の取扱い 

 (1) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

  ア アの(ｱ)については，国会などの議会政治や選挙の意味，国会と内閣 

   と裁判所の三権相互の関連，裁判員制度や租税の役割などについて扱 

   うこと。その際，イの(ｱ)に関わって，国民としての政治への関わり方 

   について多角的に考えて，自分の考えをまとめることができるよう配 

   慮すること。 

  イ アの(ｱ)の「天皇の地位」については，日本国憲法に定める天皇の国 

   事に関する行為など児童に理解しやすい事項を取り上げ，歴史に関す 

   る学習との関連も図りながら，天皇についての理解と敬愛の念を深め 

   るようにすること。また，「国民としての権利及び義務」については， 

   参政権，納税の義務などを取り上げること。 

エ イの「天皇の地位」については，日本国憲法に定める天皇の国事に 

関する行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ，歴史に 

関する学習との関連も図りながら，天皇についての理解と敬愛の念を 
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深めるようにすること。また，イの「国民としての権利及び義務」に 

ついては，参政権，納税の義務などを取り上げること。 

ウアの「地方公共団体や国の政治の働き」については，社会保障，災  

害復旧の取組，地域の開発などの中から選択して取り上げ，具体的に 

調べられるようにすること。 

ア政治の働きと国民生活との関係を具体的に指導する際には，各々の  

国民の祝日に関心をもち，その意義を考えさせるよう配慮すること。 

 ウ アの(ｲ)の「国や地方公共団体の政治」については，社会保障，自然 

  災害からの復旧や復興，地域の開発や活性化などの取組の中から選択  

  し取り上げること。 

 エ イの(ｱ)の「国会」について，国民との関わりを指導する際には，各 

  々の国民の祝日に関心をもち，我が国の社会や文化における意義を考 

  えることができるよう配慮すること。 

 

(2) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

 ア アの(ｱ)から(ｻ)までについては，児童の興味・関心を重視し，取り 

  上げる人物や文化遺産の重点の置き方に工夫を加えるなど，精選して 

  具体的に理解できるようにすること。その際，アの(ｻ)の指導に当たっ 

  ては，児童の発達の段階を考慮すること。 

 イ アの(ｱ)から(ｻ)までについては，例えば，国宝，重要文化財に指定 

  されているものや，世界文化遺産に登録されているものなどを取り上 

  げ，我が国の代表的な文化遺産を通して学習できるように配慮するこ 

  と。 

 ウ アの(ｱ)から(ｺ)までについては，例えば，次に掲げる人物を取り上げ， 

  人物の働きを通して学習できるよう指導すること。 

(1) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア 児童の興味・関心を重視し，取り上げる人物や文化遺産の重点の置 

き方に工夫を加えるなど，精選して具体的に理解できるようにするこ 

と。その際，ケの指導に当たっては，児童の発達の段階を考慮するこ 

と。 

オ アからケまでについては，例えば，国宝，重要文化財に指定されて 

いるものや，そのうち世界文化遺産に登録されているものなどを取り 

上げ，我が国の代表的な文化遺産を通して学習できるように配慮する 

こと。 

エ アからクまでについては，例えば，次に掲げる人物を取り上げ，人 

物の働きを通して学習できるように指導すること。 

ウアの「神話・伝承」については，古事記，日本書紀，風土記などの  

中から適切なものを取り上げること。 

エ アの(ｱ)の「神話・伝承」については，古事記，日本書紀，風土記な 

 どの中から適切なものを取り上げること。 

オ アの(ｲ)から(ｻ)までについては，当時の世界との関わりにも目を向け， 

 我が国の歴史を広い視野から捉えられるよう配慮すること。 
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卑弥呼，聖徳太子(厩戸王)，小野妹子，中大兄皇子，中臣鎌足，聖

武天皇，行基，鑑真，藤原道長， 紫式部，清少納言， 平清盛， 

源頼朝， 源義経，北条時宗，足利義満，足利義政，雪舟，ザビエ

ル，織田信長，豊臣秀吉，徳川家康， 徳川家光， 近松門左衛門， 

歌川広重， 本居宣長，杉田玄白，伊能忠敬，ペリー，勝海舟，西

郷隆盛，大久保利通，木戸孝允，明治天皇，福沢諭吉，大隈重信，

板垣退助，伊藤博文，陸奥宗光，東郷平八郎，小村寿太郎，野口英

世 

卑弥呼，聖徳太子，小野妹子，中大兄皇子，中臣鎌足，聖武天皇，

行基，鑑真，藤原道長，紫式部，清少納言，平清盛，源頼朝，源義

経，北条時宗，足利義満，足利義政，雪舟，ザビエル，織田信長，

豊臣秀吉，徳川家康，徳川家光，近松門左衛門，歌川（安藤）広重，

本居宣長，杉田玄白，伊能忠敬，ペリー，勝海舟，西郷隆盛，大久

保利通，木戸孝允，明治天皇，福沢諭吉，大隈重信，板垣退助，伊

藤博文，陸奥宗光，東郷平八郎，小村寿太郎，野口英世 



イ 歴史学習全体を通して，我が国は長い歴史をもち伝統や文化をはぐ 

くんできたこと，我が国の歴史は政治の中心地や世の中の様子などに 

よって幾つかの時期に分けられることに気付くようにすること。 

(3) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。 

エ ア及びイについては，我が国の国旗と国歌の意義を理解させ，これ 

を尊重する態度を育てるとともに，諸外国の国旗と国歌も同様に尊重 

する態度を育てるよう配慮すること。 

ア アについては，我が国とつながりが深い国から数か国を取り上げる 

こと。その際，それらの中から児童が一か国を選択して調べるよう配 

慮し，様々な外国の文化を具体的に理解できるようにするとともに，  

我が国や諸外国の伝統や文化を尊重しようとする態度を養うこと。 

 カ アの(ｼ)については，年表や絵画など資料の特性に留意した読み取り 

  方についても指導すること。 

 キ イの(ｱ)については，歴史学習全体を通して，我が国は長い歴史をも 

  ち伝統や文化を育んできたこと，我が国の歴史は政治の中心地や世の中 

  の様子などによって幾つかの時期に分けられることに気付くようにする 

  とともに，現在の自分たちの生活と過去の出来事との関わりを考えたり， 

  過去の出来事を基に現在及び将来の発展を考えたりするなど，歴史を学 

  ぶ意味を考えるようにすること。 

 

(3) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。 

 ア アについては，我が国の国旗と国歌の意義を理解し，これを尊重する 

  態度を養うとともに，諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を養う 

  よう配慮すること。 

 イ アの(ｱ)については，我が国とつながりが深い国から数か国を取り上 

  げること。その際，児童が１か国を選択して調べるよう配慮すること。 

 ウ アの(ｱ)については，我が国や諸外国の伝統や文化を尊重しようとす 

  る態度を養うよう配慮すること。 

 エ イについては，世界の人々と共に生きていくために大切なことや，今 

  後，我が国が国際社会において果たすべき役割などを多角的に考えたり 

  選択・判断したりできるよう配慮すること。 

 オ イの(ｲ)については，網羅的，抽象的な扱いを避けるため，「国際連合 

  の働き」については，ユニセフやユネスコの身近な活動を取り上げるこ 

  と。また，「我が国の国際協力の様子」については，教育，医療，農業 

  などの分野で世界に貢献している事例の中から選択して取り上げるこ 

  と。 

ウ イの「国際連合の働き」については，網羅的，抽象的な扱いになら 

ないよう，ユニセフやユネスコの身近な活動を取り上げて具体的に調 

べるようにすること。 

イイの「国際交流」についてはスポーツ，文化の中から，「国際協力」  

については教育，医学，農業などの分野で世界に貢献している事例の 

中から，それぞれ選択して取り上げ，国際社会における我が国の役割 

を具体的に考えるようにすること。 
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第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

（新設） 

（新設） 

(2) 各学年において，地図や統計資料などを効果的に活用し，我が国の都 

道府県の名称と位置を身に付けることができるように工夫して指導する 

こと。 

（新設） 

(4) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に 

基づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に 

示す内容について，社会科の特質に応じて適切な指導をすること。 

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(1) 各学校においては，地域の実態を生かし，児童が興味・関心をもって 

学習に取り組めるようにするとともに，観察や調査・見学などの体験的 

な活動やそれに基づく表現活動の一層の充実を図ること。 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

 (1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の 

  育成に向けて，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにする 

  こと。その際，問題解決への見通しをもつこと，社会的事象の見方・考え 

  方を働かせ，事象の特色や意味などを考え概念などに関する知識を獲得す 

  ること，学習の過程や成果を振り返り学んだことを活用することなど，学 

  習の問題を追究・解決する活動の充実を図ること。 

 (2) 各学年の目標や内容を踏まえて，事例の取り上げ方を工夫して，内容の 

  配列や授業時数の配分などに留意して効果的な年間指導計画を作成するこ 

  と。 

 (3) 我が国の47都道府県の名称と位置，世界の大陸と主な海洋の名称と位置 

  については，学習内容と関連付けながら，その都度，地図帳や地球儀など 

  を使って確認するなどして，小学校卒業までに身に付け活用できるように 

  工夫して指導すること。 

 (4) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに 

  応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

 (5) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科な 

  どとの関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容につ   

  いて，社会科の特質に応じて適切な指導をすること。 

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

 (1) 各学校においては，地域の実態を生かし，児童が興味・関心をもって学 

  習に取り組めるようにするとともに，観察や見学，聞き取りなどの調査活 

  動を含む具体的な体験を伴う学習やそれに基づく表現活動の一層の充実を 

  図ること。また，社会的事象の特色や意味，社会に見られる課題などにつ 

  いて，多角的に考えたことや選択・判断したことを論理的に説明したり， 

  立場や根拠を明確にして議論したりするなど言語活動に関わる学習を一層 

  重視すること。 

 (2) 学校図書館や公共図書館，コンピュータなどを活用して，情報の収集や 

  まとめなどを行うようにすること。また，全ての学年において，地図帳を 

  活用すること。 

(3) 学校図書館や公共図書館，コンピュータなどを活用して，資料の収集 
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・活用・整理などを行うようにすること。また，第４学年以降において 

は，教科用図書「地図」を活用すること。 

(2) 博物館や郷土資料館等の施設の活用を図るとともに，身近な地域及び 

国土の遺跡や文化財などの観察や調査を取り入れるようにすること。 

(1) 各学年の指導については，児童の発達の段階を考慮し社会的事象を公 

正に判断できるようにするとともに，個々の児童に社会的な見方や考え 

方が養われるようにすること。 

(3) 博物館や資料館などの施設の活用を図るとともに，身近な地域及び国土 

  の遺跡や文化財などについての調査活動を取り入れるようにすること。 

  また，内容に関わる専門家や関係者，関係の諸機関との連携を図るよう 

  にすること。 

(4) 児童の発達の段階を考慮し，社会的事象については，児童の考えが深ま 

  るよう様々な見解を提示するよう配慮し，多様な見解のある事柄，未確 

  定な事柄を取り上げる場合には，有益適切な教材に基づいて指導すると 

  ともに，特定の事柄を強調し過ぎたり，一面的な見解を十分な配慮なく 

  取り上げたりするなどの偏った取扱いにより，児童が多角的に考えたり， 

  事実を客観的に捉え，公正に判断したりすることを妨げることのないよ 

  う留意すること。 
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小学校学習指導要領新旧対照表【算数】 

改 訂 案 現 行（平成２０年告示・道徳改訂反映後） 

 

第 ３ 節 算 数 

 

 第１ 目標 

 数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・ 

 能力を次のとおり育成することを目指す。 

 (1) 数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを理解すると 

  ともに，日常の事象を数理的に処理する技能を身に付けるようにする。 

 (2) 日常の事象を数理的に捉え見通しをもち筋道を立てて考察する力，基礎的 

  ・基本的な数量や図形の性質などを見いだし統合的・発展的に考察する力， 

  数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表したり目的に応じて柔軟 

  に表したりする力を養う。 

 (3) 数学的活動の楽しさや数学のよさに気付き，学習を振り返ってよりよく問 

  題解決する態度，算数で学んだことを生活や学習に活用する態度を養う。 

 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年〕 

 １ 目標 

 (1) 数の概念とその表し方及び計算の意味を理解し，量，図形及び数量の関 

   係についての理解の基礎となる経験を重ね，数量や図形についての感覚を 

   豊かにするとともに，加法及び減法の計算をしたり，形を構成したり，身 

   の回りにある量の大きさを比べたり，簡単な絵や図などに表したりするこ 

   となどについての技能を身に付けるようにする。 

 (2) ものの数に着目し，具体物や図などを用いて数の数え方や計算の仕方を 

   考える力，ものの形に着目して特徴を捉えたり，具体的な操作を通して形 

   の構成について考えたりする力，身の回りにあるものの特徴を量に着目し 

   て捉え，量の大きさの比べ方を考える力，データの個数に着目して身の回 

   りの事象の特徴を捉える力などを養う。 

 

第 ３ 節 算 数 
 
 

第１ 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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年〕 

１ 目 標 

(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 
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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。 

(3) 数量や図形に親しみ，算数で学んだことのよさや楽しさを感じながら 

  学ぶ態度を養う。  

２ 内 容 

Ａ 数と計算 

(1) ものの個数を数えることなどの活動を通して，数の意味について理解し， 

数を用いることができるようにする。 

２ 内容 

Ａ 数と計算 

 (1) 数の構成と表し方に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付ける 

  ことができるよう指導する。 

  ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

   (ｱ) ものとものとを対応させることによって，ものの個数を比べること。 

   (ｲ) 個数や順番を正しく数えたり表したりすること。 

   (ｳ) 数の大小や順序を考えることによって，数の系列を作ったり，数直 

      線の上に表したりすること。 

   (ｴ) 一つの数をほかの数の和や差としてみるなど，ほかの数と関係付け 

      てみること。 

   (ｵ) ２位数の表し方について理解すること。 

   (ｶ) 簡単な場合について，３位数の表し方を知ること。 

   (ｷ) 数を，十を単位としてみること。 

   (ｸ) 具体物をまとめて数えたり等分したりして整理し，表すこと。 

ア ものとものとを対応させることによって，ものの個数を比べること。  

イ 個数や順番を正しく数えたり表したりすること。 

ウ 数の大小や順序を考えることによって，数の系列を作ったり，数直線 

の上に表したりすること。 

エ一つの数をほかの数の和や差としてみるなど，ほかの数と関係付けて  

みること。 

オ ２位数の表し方について理解すること。 

カ 簡単な場合について，3位数の表し方を知ること。 

キ 数を十を単位としてみること。 

【第１学年 〔算数的活動〕 (1) より移行】 

ア 具体物をまとめて数えたり等分したりし，それを整理して表す活動 

  イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

   (ｱ) 数のまとまりに着目し，数の比べ方や数え方を考え，それらを日常 

     生活に生かすこと。 

 

(2) 加法及び減法に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けるこ  

  とができるよう指導する。 

(2) 加法及び減法の意味について理解し，それらを用いることができるよう 

にする。 
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ア 加法及び減法が用いられる場合について知ること。 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

 (ｱ) 加法及び減法の意味について理解し，それらが用いられる場合につ 

   いて知ること。 

 (ｲ) 加法及び減法が用いられる場面を式に表したり，式を読み取ったり 

   すること。 

 (ｳ) １位数と１位数の加法及びその逆の減法の計算が確実にできるこ 

   と。 

 (ｴ) 簡単な場合について，２位数についても加法及び減法ができること 

   を知ること。 

 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 数量の関係に着目し，計算の意味や計算の仕方を考えたり，日常生 

   活に生かしたりすること。 

【第１学年 Ｄ 数量関係 より移行】 

(1) 加法及び減法が用いられる場面を式に表したり，式を読み取ったりする 

ことができるようにする。 

イ１位数と１位数との加法及びその逆の減法の計算の仕方を考え，それ  

らの計算が確実にできること。 

ウ簡単な場合について，２位数などの加法及び減法の計算の仕方を考え  

ること。 

Ｃ 図形 

(1) 身の回りにあるものの形についての観察や構成などの活動を通して，図 

形についての理解の基礎となる経験を豊かにする。 

Ｂ 図形 

 (1) 身の回りにあるものの形に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に 

   付けることができるよう指導する。 

  ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

   (ｱ) ものの形を認め，形の特徴を知ること。 

   (ｲ) 具体物を用いて形を作ったり分解したりすること。 

   (ｳ) 前後，左右，上下など方向や位置についての言葉を用いて，ものの 

     位置を表すこと。 

 

  イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

   (ｱ) ものの形に着目し，身の回りにあるものの特徴を捉えたり，具体的 

     な操作を通して形の構成について考えたりすること。 

ア ものの形を認めたり，形の特徴をとらえたりすること。 

【第１学年 〔算数的活動〕 (1) より移行 】 

エ （中略）具体物を用いて形を作ったり分解したりする活動 

イ前後，左右，上下など方向や位置に関する言葉を正しく用いて，もの  

の位置を言い表すこと。 
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Ｂ 量と測定 

(1) 大きさを比較するなどの活動を通して，量とその測定についての理解の 

基礎となる経験を豊かにする。 

Ｃ 測定 

(1) 身の回りのものの大きさに関わる数学的活動を通して，次の事項を身に 

   付けることができるよう指導する。 

  ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

   (ｱ) 長さ，広さ，かさなどの量を，具体的な操作によって直接比べたり， 

     他のものを用いて比べたりすること。 

   (ｲ) 身の回りにあるものの大きさを単位として，その幾つ分かで大きさ 

     を比べること。 

  イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

   (ｱ) 身の回りのものの特徴に着目し，量の大きさの比べ方を見いだすこ 

     と。 

(2) 時刻に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができる 

  よう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 日常生活の中で時刻を読むこと。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 時刻の読み方を用いて，時刻と日常生活を関連付けること。 

ア 長さ，面積，体積を直接比べること。 

【第１学年 〔算数的活動〕 (1) より移行】 

ウ身の回りにあるものの長さ，面積，体積を直接比べたり，他のものを  

用いて比べたりする活動 

イ身の回りにあるものの大きさを単位として，その幾つ分かで大きさを  

比べること。 

(2) 日常生活の中で時刻を読むことができるようにする。 

Ｄ 数量関係 Ｄ データの活用 

(1) 数量の整理に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることが 

できるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) ものの個数について，簡単な絵や図などに表したり，それらを読み 

   取ったりすること。 

(2) ものの個数を絵や図などを用いて表したり読み取ったりすることができ 

るようにする。 

- 67 - 



イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

(ｱ) データの個数に着目し，身の回りの事象の特徴を捉えること。 

〔数学的活動〕 

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「図形」，「測定」及び「Ｄデータの活用」に示す

学習については，次のような数学的活動に取り組むものとする。 

ア  身の回りの事象を観察したり，具体物を操作したりして，数量や図形  

を見いだす活動 

イ  日常生活の問題を具体物を用いるなどして解決したり結果を確かめた  

りする活動 

ウ 算数の問題を具体物を用いるなどして解決したり結果を確かめたりす 

る活動 

エ 問題解決の過程や結果を，具体物や図を用いるなどして表現する活動 

〔算数的活動〕 

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に 示

す事項については，例えば，次のような算数的活動を通して指導するも 

のとする。 

ア具体物をまとめて数えたり等分したりし，それを整理して表す活動（再  

掲） 

イ計算の意味や計算の仕方を，具体物を用いたり，言葉，数，式，図を  

用いたりして表す活動（再掲） 

ウ身の回りにあるものの長さ，面積，体積を直接比べたり，他のものを  

用いて比べたりする活動（再掲） 

エ身の回りから，いろいろな形を見付けたり，具体物を用いて形を作っ  

たり分解したりする活動（再掲） 

オ 数量についての具体的な場面を式に表したり，式を具体的な場面に結 

び付けたりする活動 

〔用語・記号〕 

一の位 十の位 ＋ － ＝ 

〔用語・記号〕 

一の位 十の位 ＋ － ＝ 

〔第２学年〕 

１ 目 標 

(1)数の概念や性質についての理解を深め，計算の意味と性質，基本的な図形 

の概念，量の概念，簡単な表とグラフなどについて理解し，数量や図形につ 

いての感覚を豊かにするとともに，加法，減法及び乗法の計算をしたり，図 

形を構成したり，長さやかさなどを測定したり，表やグラフに表したりする 

ことなどについての技能を身に付けるようにする。 

(2) 数とその表現や数量の関係に着目し，必要に応じて具体物や図などを用い 

〔第２学年〕 

１ 目 標 

(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。 
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(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。 

 いて数の表し方や計算の仕方などを考察する力，平面図形の特徴を図形を 

 構成する要素に着目して捉えたり，身の回りの事象を図形の性質から考察 

 したりする力，身の回りにあるものの特徴を量に着目して捉え，量の単位 

 を用いて的確に表現する力，身の回りの事象をデータの特徴に着目して捉 

 え，簡潔に表現したり考察したりする力などを養う。 

(3) 数量や図形に進んで関わり，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生活や学習に活用する態度を養う。 

２ 内 容 

Ａ 数と計算 

(1) 数の意味や表し方について理解し，数を用いる能力を伸ばす。 

ア 同じ大きさの集まりにまとめて数えたり，分類して数えたりすること。 

２ 内容 

Ａ 数と計算 

(1) 数の構成と表し方に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付ける 

 ことができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 同じ大きさの集まりにまとめて数えたり，分類して数えたりするこ 

    と。 

  (ｲ) ４位数までについて，十進位取り記数法による数の表し方及び数の 

    大小や順序について理解すること。 

  (ｳ) 数を十や百を単位としてみるなど，数の相対的な大きさについて理 

    解すること。 

  (ｴ) 一つの数をほかの数の積としてみるなど，ほかの数と関係付けてみ 

    ること。 

イ４位数までについて，十進位取り記数法による数の表し方及び数の大  

小や順序について理解すること。 

ウ数を十や百を単位としてみるなど，数の相対的な大きさについて理解  

すること。 

エ 一つの数をほかの数の積としてみるなど，ほかの数と関係付けてみる 

こと。 

【第２学年 〔算数的活動〕 (1) より移行】 

(ｵ) 簡単な事柄を分類整理し，それを数を用いて表すこと。 ア 身の回りから，整数が使われている場面を見付ける活動 

オ ， など簡単な分数について知ること。 
１ １ 

(ｶ)  ，  など簡単な分数について知ること。  
２  ３ 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

１ １ 
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(ｱ) 数のまとまりに着目し，大きな数の比べ方や数え方を考え，日常 

  生活に生かすこと。 

(2) 加法及び減法についての理解を深め，それらを用いる能力を伸ばす。 (2) 加法及び減法に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けるこ 

  とができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) ２位数の加法及びその逆の減法の計算が，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，それらの計算が確      

    実にできること。また，それらの筆算の仕方について理解するこ 

    と。 

(ｲ) 簡単な場合について，３位数などの加法及び減法の計算の仕方を 

  知ること。 

(ｳ) 加法及び減法に関して成り立つ性質について理解すること。 

ア ２位数の加法及びその逆の減法の計算の仕方を考え，それらの計算が 

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 

れらの計算が確実にできること。また，それらの筆算の仕方について理 

解すること。 

イ簡単な場合について，3位数などの加法及び減法の計算の仕方を考え  

ること。 

ウ加法及び減法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考え  

たり計算の確かめをしたりすることに生かすこと。 

(ｴ) 加法と減法との相互関係について理解すること。 

【第２学年 Ｄ 数量関係 より移行】 

(1) 加法と減法の相互関係について理解し，式を用いて説明できるようにす 

る。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 数量の関係に着目し，計算の仕方を考えたり計算に関して成り立  

   つ性質を見いだしたりするとともに，その性質などを活用して， 

   計算を工夫したり計算の確かめをしたりすること。 

(3) 乗法に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができ 

  るよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 乗法の意味について理解し，それが用いられる場合について知る 

    こと。 

(3) 乗法の意味について理解し，それを用いることができるようにする。 

ア 乗法が用いられる場合について知ること。 
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(ｲ) 乗法が用いられる場面を式に表したり，式を読み取ったりすること。 

【第２学年 Ｄ 数量関係 より移行】 

(2) 乗法が用いられる場面を式に表したり，式を読み取ったりすることがで 

きるようにする。 

(ｳ) 乗法に関して成り立つ簡単な性質について理解すること。 イ乗法に関して成り立つ簡単な性質を調べ，それを乗法九九を構成した  

り計算の確かめをしたりすることに生かすこと。 

ウ乗法九九について知り，１位数と１位数との乗法の計算が確実にでき  

ること。 

エ簡単な場合について，２位数と１位数との乗法の計算の仕方を考える  

こと。 

 (ｴ) 乗法九九について知り，１位数と１位数との乗法の計算が確実に 
   できること。 
 (ｵ) 簡単な場合について，２位数と１位数との乗法の計算の仕方を知 
   ること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 数量の関係に着目し，計算の意味や計算の仕方を考えたり計算 

    に関して成り立つ性質を見いだしたりするとともに，その性質 

    を活用して，計算を工夫したり計算の確かめをしたりすること。 

  (ｲ) 数量の関係に着目し，計算を日常生活に生かすこと。 

Ｃ 図形 

(1) ものの形についての観察や構成などの活動を通して，図形を構成する要 

素に着目し，図形について理解できるようにする。 

ア 三角形，四角形について知ること。 

イ 正方形，長方形，直角三角形について知ること。 

ウ 箱の形をしたものについて知ること。 

Ｂ 図形 

(1) 図形に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができる 

  よう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 三角形，四角形について知ること。 

  (ｲ) 正方形，長方形，直角三角形について知ること。 

  (ｳ) 正方形や長方形の面で構成される箱の形をしたものについて理解 

    し，それらを構成したり分解したりすること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 図形を構成する要素に着目し，構成の仕方を考えるとともに，身の 

    回りのものの形を図形として捉えること。 

Ｃ 測定 Ｂ 量と測定 
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(1)量の単位と測定に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付ける 

  ことができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 長さの単位（ミリメートル（mm），センチメートル（cm），メー 

    トル（m））及びかさの単位（ミリリットル（mL），デシリットル 

   （dL），リットル（L））について知り，測定の意味を理解すること。 

(1)長さについて単位と測定の意味を理解し，長さの測定ができるようにす 

る。 

ア長さの単位（ミリメートル（mm），センチメートル（cm），メートル（m 

）  について知ること。 

(2)体積について単位と測定の意味を理解し，体積の測定ができるようにす 

る。 

ア体積の単位（ミリリットル（ml），デシリットル（dl），リットル（l ）  

について知ること。 

【第２学年 〔算数的活動〕 (1) より移行】 

ウ 身の回りにあるものの長さや体積について，およその見当を付けたり， (ｲ) 長さ及びかさについて，およその見当を付け，単位を適切に選択 

  して測定すること。 単位を用いて測定したりする活動 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 身の回りのものの特徴に着目し，目的に応じた単位で量の大き 

    さを的確に表現したり，比べたりすること。 

(3) 時間について理解し，それを用いることができるようにする。 

ア 日，時，分について知り，それらの関係を理解すること。 

(2) 時刻と時間に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けること  

  ができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 日，時，分について知り，それらの関係を理解すること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 時間の単位に着目し，時刻や時間を日常生活に生かすこと。 

Ｄ 数量関係 Ｄ データの活用 

(1) データの分析に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けること 

  ができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 
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(3) 身の回りにある数量を分類整理し，簡単な表やグラフを用いて表したり 

読み取ったりすることができるようにする。 

  (ｱ) 身の回りにある数量を分類整理し，簡単な表やグラフを用いて表し 

    たり読み取ったりすること。 

 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) データを整理する観点に着目し，身の回りの事象について表やグラ 

   フを用いて考察すること。 

〔数学的活動〕 

(1)内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ図形」，「Ｃ測定」及び「Ｄデータの活用」

に示す学習については，次のような数学的活動に取り組むものとする。 

〔算数的活動〕 

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に 示

す事項については，例えば，次のような算数的活動を通して指導するも 

のとする。 

ア 身の回りから，整数が使われている場面を見付ける活動（再掲） 

イ乗法九九の表を構成したり観察したりして，計算の性質やきまりを見  

付ける活動 

ウ 身の回りにあるものの長さや体積について，およその見当を付けたり， 

ア 身の回りの事象を観察したり，具体物を操作したりして，数量や図 

 形に進んで関わる活動 

イ 日常の事象から見いだした算数の問題を，具体物，図，数，式を用 

 いるなどして解決し，結果を確かめる活動 

ウ 算数の学習場面から見いだした算数の問題を，具体物，図，数，式 

 を用いるなどして解決し，結果を確かめる活動 

エ 問題解決の過程や結果を，具体物，図，数，式などを用いて表現し 

 伝え合う活動 

単位を用いて測定したりする活動（再掲） 

エ正方形，長方形，直角三角形をかいたり，作ったり，それらで平面を  

敷き詰めたりする活動 

オ 加法と減法の相互関係を図や式に表し，説明する活動 

〔用語・記号〕 〔用語・記号〕 

直線 直角 頂点 辺 面 単位 × ＞ ＜ 単位 直線 直角 頂点 辺 面 × ＞ ＜ 

３ 内容の取扱い 

(1)内容の「Ａ数と計算」の(1)については，１万についても取り扱うもの 

とする。 

(2)内容の「Ａ数と計算」の(2)及び「Ｄ数量関係」の(1)については，必要 

な場合には，（ ）や□などを用いることができる。 

３ 内容の取扱い 

 (1) 内容の「Ａ数と計算」の(1)については，１万についても取り扱うもの 

   とする。 

 (2) 内容の「Ａ数と計算」の(2)については，必要な場合には，（ ）や□ 

   などを用いることができる。また，計算の結果の見積りについて配慮 

   するものとする。 

 (3) 内容の「Ａ数と計算」の(2)のアの(ｳ)については，交換法則や結合法 

   則を取り扱うものとする。 

(3) 内容の「Ａ数と計算」の(2)のウについては，交換法則や結合法則を取 
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 (4) 内容の「Ａ数と計算」の(3)のアの(ｳ)については，主に乗数が１ずつ 

  増えるときの積の増え方や交換法則を取り扱うものとする。 

り扱うものとする。 

(4) 内容の「Ａ数と計算」の(3)のイについては，乗数が１ずつ増えるとき 

の積の増え方や交換法則を取り扱うものとする。 

【第２学年 〔算数的活動〕 (1) より移行】 

エ正方形，長方形，直角三角形をかいたり，作ったり，それらで平面を  

敷き詰めたりする活動（再掲） 

(5) 内容の「Ｂ図形」の(1)のアの(ｲ)に関連して，正方形，長方形が身の 

  回りで多く使われていることが分かるようにするとともに，敷き詰め 

  るなどの操作的な活動を通して，平面の広がりについての基礎となる 

  経験を豊かにするよう配慮するものとする。 

〔第３学年〕 

１ 目 標 

(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３学年〕 

１ 目標 

 (1) 数の表し方，整数の計算の意味と性質，小数及び分数の意味と表し方， 

   基本的な図形の概念，量の概念，棒グラフなどについて理解し，数量    

   や図形についての感覚を豊かにするとともに，整数などの計算をした  

   り，図形を構成したり，長さや重さなどを測定したり，表やグラフに 

   表したりすることなどについての技能を身に付けるようにする。 

 (2) 数とその表現や数量の関係に着目し，必要に応じて具体物や図などを 

   用いて数の表し方や計算の仕方などを考察する力，平面図形の特徴を 

   図形を構成する要素に着目して捉えたり，身の回りの事象を図形の性 

   質から考察したりする力，身の回りにあるものの特徴を量に着目し 

   て捉え，量の単位を用いて的確に表現する力，身の回りの事象をデー 

   タの特徴に着目して捉え，簡潔に表現したり適切に判断したりする力 

   などを養う。 

 (3) 数量や図形に進んで関わり，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生活や学習に活用する態度を養う。 

２ 内 容 

Ａ 数と計算 

２ 内容 

Ａ 数と計算 

 (1) 整数の表し方に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けること (1) 整数の表し方についての理解を深め，数を用いる能力を伸ばす。 
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ウ 数の相対的な大きさについての理解を深めること。 

(2) 加法及び減法の計算が確実にできるようにし，それらを適切に用いる能 

力を伸ばす。 

(2) 加法及び減法に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けるこ 

     とができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) ３位数や４位数の加法及び減法の計算が，２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すること。また，それらの 

   筆算の仕方について理解すること。 

  (ｲ) 加法及び減法の計算が確実にでき，それらを適切に用いること。 

ア ３位数や４位数の加法及び減法の計算の仕方を考え，それらの計算が 

２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するこ 

と。また，それらの筆算の仕方について理解すること。 

イ 加法及び減法の計算が確実にでき，それらを適切に用いること。 

ウ加法及び減法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考え  

たり計算の確かめをしたりすることに生かすこと。 

イ次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 数量の関係に着目し，計算の仕方を考えたり計算に関して成り立つ 

   性質を見いだしたりするとともに，計算に関して成り立つ性質を活用 

   し，計算を工夫したり，計算の確かめをしたりすること。 

(3) 乗法についての理解を深め，その計算が確実にできるようにし，それを 

適切に用いる能力を伸ばす。 

(3) 乗法に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができ 

    るよう指導する。 

  ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

 ア次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 万の単位について知ること。 

  (ｲ) 10倍，100倍，1000倍，１／１０の大きさの数及びそれらの表し方 

    について知ること。 

  (ｳ) 数の相対的な大きさについての理解を深めること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

   (ｱ) 数のまとまりに着目し，大きな数の比べ方や表し方を考え，日 

    常生活に生かすこと。 

ア 万の単位について知ること。 

1 
イ 10倍，100倍， 10 の大きさの数及びその表し方について知ること。 
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(ｱ) ２位数や３位数に１位数や２位数をかける乗法の計算が，乗法九 

  九などの基本的な計算を基にしてできることを理解すること。ま 

  た，その筆算の仕方について理解すること。 

(ｲ) 乗法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。 

(ｳ) 乗法に関して成り立つ性質について理解すること。 

ア ２位数や３位数に１位数や２位数をかける乗法の計算の仕方を考え，  

それらの計算が乗法九九などの基本的な計算を基にしてできることを理 

解すること。また，その筆算の仕方について理解すること。 

イ 乗法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。 

ウ 乗法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考えたり計算 

の確かめをしたりすることに生かすこと。 

イ次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 数量の関係に着目し，計算の仕方を考えたり計算に関して成り立 

   つ性質を見いだしたりするとともに，計算に関して成り立つ性質 

   を活用し，計算を工夫したり，計算の確かめをしたりすること。 

(4) 除法の意味について理解し，それを用いることができるようにする。 (4) 除法に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができ 

  るよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 除法の意味について理解し，それが用いられる場合について知る 

   こと。また，余りについて知ること。 

ア除法が用いられる場合について知ること。また，余りについて知るこ  

と。 

(ｲ) 除法が用いられる場面を式に表したり，式を読み取ったりすること。 

【第３学年 Ｄ 数量関係 より移行 】 

(1) 除法が用いられる場面を式に表したり，式を読み取ったりすることがで 

きるようにする。 

イ 除法と乗法や減法との関係について理解すること。 

ウ 除数と商が共に１位数である除法の計算が確実にできること。 

エ 簡単な場合について，除数が1位数で商が2位数の除法の計算の仕方を 

考えること。 

  (ｳ) 除法と乗法や減法との関係について理解すること。 

  (ｴ) 除数と商が共に１位数である除法の計算が確実にできること。 

  (ｵ) 簡単な場合について，除数が１位数で商が２位数の除法の計算の 

    仕方を知ること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 数量の関係に着目し，計算の意味や計算の仕方を考えたり，計算 

    に関して成り立つ性質を見いだしたりするとともに，その性質を 

    活用して，計算を工夫したり計算の確かめをしたりすること。 
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(5) 小数とその表し方に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付け    

   ることができるよう指導する。 

  ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

    (ｱ) 端数部分の大きさを表すのに小数を用いることを知ること。また， 

1 
小数の表し方及び 10 の位について知ること。 

1 
(ｲ) 10 の位までの小数の加法及び減法の意味について理解し，それら 

 

   の計算ができることを知ること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 数のまとまりに着目し，小数でも数を比べたり計算したりできる 

    かどうかを考えるとともに，小数を日常生活に生かすこと。 

(ｲ) 数量の関係に着目し，計算を日常生活に生かすこと。 

(5) 小数の意味や表し方について理解できるようにする。 

方を考え，それらの計算ができること。 

(6) 分数の意味や表し方について理解できるようにする。 

ア等分してできる部分の大きさや端数部分の大きさを表すのに分数を用  

いること。また，分数の表し方について知ること。 

イ 分数は，単位分数の幾つ分かで表せることを知ること。 

ウ簡単な場合について，分数の加法及び減法の意味について理解し，計  

算の仕方を考えること。 

(6) 分数とその表し方に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付け 

  ることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 等分してできる部分の大きさや端数部分の大きさを表すのに分数 

   を用いることを知ること。また，分数の表し方について知ること。 

  (ｲ) 分数が単位分数の幾つ分かで表すことができることを知ること。 

  (ｳ) 簡単な場合について，分数の加法及び減法の意味について理解し， 

    それらの計算ができることを知ること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 数のまとまりに着目し，分数でも数を比べたり計算したりできる 

    かどうかを考えるとともに，分数を日常生活に生かすこと。 

イ 10 の位までの小数の加法及び減法の意味について理解し，計算の仕 
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ア 端数部分の大きさを表すのに小数を用いること。また，小数の表し方 

1 
及び 10 の位について知ること。 

1 



【第４学年 Ｄ 数量関係 より移行】 

(2) 数量の関係を表す式について理解し，式を用いることができるようにす 

る。 

ア 数量の関係を式に表したり，式と図を関連付けたりすること。 

イ数量を□などを用いて表し，その関係を式に表したり，□などに数を  

当てはめて調べたりすること。 

(7) 数量の関係を表す式に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付 

  けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 数量の関係を表す式について理解するとともに，数量を□などを 

    用いて表し，その関係を式に表したり，□などに数を当てはめて 

    調べたりすること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

(ｱ) 数量の関係に着目し，数量の関係を図や式を用いて簡潔に表したり， 

  式と図を関連付けて式を読んだりすること。 

(7) そろばんによる数の表し方について知り，そろばんを用いて簡単な加法 

及び減法の計算ができるようにする。 

ア そろばんによる数の表し方について知ること。 

イ 加法及び減法の計算の仕方について知ること。 

(8) そろばんを用いた数の表し方と計算に関わる数学的活動を通して，次 

  の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) そろばんによる数の表し方について知ること。 

  (ｲ) 簡単な加法及び減法の計算の仕方について知り，計算すること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) そろばんの仕組みに着目し，大きな数や小数の計算の仕方を考え 

   ること。 

Ｃ 図形 

(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，図形を構成する要素に 

着目し，図形について理解できるようにする。 

ア 二等辺三角形，正三角形について知ること。 

イ 角について知ること。 

ウ 円，球について知ること。また，それらの中心，半径，直径について 

知ること。 

Ｂ 図形 

(1) 図形に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができる 

  よう指導する。 

 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 二等辺三角形，正三角形などについて知り，作図などを通してそれ 

    らの関係に次第に着目すること。 

  (ｲ) 基本的な図形と関連して角について知ること。 

  (ｳ) 円について，中心，半径，直径を知ること。また，円に関連して， 

    球についても直径などを知ること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 
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(ｱ) 図形を構成する要素に着目し，構成の仕方を考えるとともに，図 

  形の性質を見いだし，身の回りのものの形を図形として捉えるこ 

  と。 

Ｂ 量と測定 

(1) 長さについての理解を深めるとともに，重さについて単位と測定の意味 

を理解し，重さの測定ができるようにする。 

Ｃ 測定 

(1) 量の単位と測定に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けるこ 

  とができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 長さの単位（キロメートル（km））及び重さの単位（グラム（g）， 

    キログラム（kg））について知り，測定の意味を理解すること。 

  (ｲ) 長さや重さについて，適切な単位で表したり，およその見当を付け 

    計器を適切に選んで測定したりすること。 

ア 長さの単位（キロメートル（km） について知ること。 

イ 重さの単位（グラム（g），キログラム（kg） について知ること。 

(2) 長さや重さについて，およその見当を付けたり，目的に応じて単位や計 

器を適切に選んで測定したりできるようにする。 

【第６学年 Ｂ 量と測定 より移行】 

(5) メートル法の単位の仕組みについて理解できるようにする。 

イ次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 身の回りのものの特徴に着目し，単位の関係を統合的に考察するこ 

   と。 

(3) 時間について理解できるようにする。 

ア 秒について知ること。 

イ 日常生活の中で必要となる時刻や時間を求めること。 

(2) 時刻と時間に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けること 

  ができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 秒について知ること。 

  (ｲ) 日常生活に必要な時刻や時間を求めること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 時間の単位に着目し，時刻や時間の求め方について考察し，日常 

    生活に生かすこと。 

Ｄ データの活用 

(1) データの分析に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けること 

  ができるよう指導する。 

Ｄ 数量関係 

(3) 資料を分類整理し，表やグラフを用いて分かりやすく表したり読み取っ 

たりすることができるようにする。 
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【第３学年 〔算数的活動〕 (1) より移行】 

オ 日時や場所などの観点から資料を分類整理し，表を用いて表す活動 

ア 棒グラフの読み方やかき方について知ること。 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

 (ｱ) 日時の観点や場所の観点などからデータを分類整理し，表に表した 

   り読んだりすること。 

 (ｲ) 棒グラフの特徴やその用い方を理解すること。 

 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) データを整理する観点に着目し，身の回りの事象について表やグラ 

  フを用いて考察して，見いだしたことを表現すること。 

〔数学的活動〕 
(1)内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ図形」，「Ｃ測定」及び「Ｄデータの活 
 用」に示す学習については，次のような数学的活動に取り組むものとする。 

〔算数的活動〕 

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に 示

す事項については，例えば，次のような算数的活動を通して指導するも 

のとする。 

ア整数，小数及び分数についての計算の意味や計算の仕方を，具体物を  

用いたり，言葉，数，式，図を用いたりして考え，説明する活動 

イ 小数や分数を具体物，図，数直線を用いて表し，大きさを比べる活動  

ウ 長さ，体積，重さのそれぞれについて単位の関係を調べる活動 

エ 二等辺三角形や正三角形を定規とコンパスを用いて作図する活動 

オ 日時や場所などの観点から資料を分類整理し，表を用いて表す活動（
再 掲） 

ア 身の回りの事象を観察したり，具体物を操作したりして，数量や図 

  形に進んで関わる活動 

イ 日常の事象から見いだした算数の問題を，具体物，図，数，式を用 

  いるなどして解決し，結果を確かめる活動 

ウ 算数の学習場面から見いだした算数の問題を，具体物，図，数，式 

  を用いるなどして解決し，結果を確かめる活動 

エ 問題解決の過程や結果を，具体物，図，数，式などを用いて表現し 

  伝え合う活動 

〔用語・記号〕 〔用語・記号〕 

等号 不等号 等号 不等号 小数点 

３ 内容の取扱い 

 (1) 内容の「Ａ数と計算」の(1)については，１億についても取り扱うも 

   のとする。 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の「Ａ数と計算」の(1)については，１億についても取り扱うもの 

とする。 

1 
小数点 10 の位 数直線 分母 分子 ÷ 

1 
10 の位 数直線 分母 分子 ÷ 
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【第３学年 〔算数的活動〕 (1) より移行】 

エ二等辺三角形や正三角形を定規とコンパスを用いて作図する活動（再  

掲） 

(6) 内容の「Ｂ図形」の(1)の基本的な図形については，定規，コンパスな 

   どを用いて，図形をかいたり確かめたりする活動を重視するとともに， 

   三角形や円などを基にして模様をかくなどの具体的な活動を通して，図 

   形のもつ美しさに関心をもたせるよう配慮するものとする。 

(7) 内容の「Ｃ測定」の(1)については，重さの単位のトン(t)について触 

   れるとともに，接頭語（キロ（k）やミリ（m））の意味についても触れ 

  るものとする。 

(7) 内容の「Ｂ量と測定」の(1)のイについては，トン（t）の単位について 

も触れるものとする。 

【第３学年 〔算数的活動〕 (1) より移行】 

ウ 長さ，体積，重さのそれぞれについて単位の関係を調べる活動 

（新設） (8) 内容の「Ｄデータの活用」の(1)のアの(ｲ)については，最小目盛りが２， 

  ５又は20，50などの棒グラフや，複数の棒グラフを組み合わせたグラフ 

  などにも触れるものとする。 

〔第４学年〕 

１ 目標 

 (1) 小数及び分数の意味と表し方，四則の関係，平面図形と立体図形，面積， 

〔第４学年〕 

１ 目 標 

(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， 

(2) 内容の「Ａ数と計算」の(2)及び(3)については，簡単な計算は暗算でで 

  きるよう配慮するものとする。また，計算の結果の見積りについても触 

  れるものとする。 

(3) 内容の「Ａ数と計算」の(3)については，乗数又は被乗数が０の場合の 

  計算についても取り扱うものとする。 

(4) 内容の「Ａ数と計算」の(3)のアの(ｳ)については，交換法則，結合法則， 

  分配法則を取り扱うものとする。 

(5) 内容の「Ａ数と計算」の(5)及び(6)については，小数の0.1と分数の 

   1/10などを数直線を用いて関連付けて取り扱うものとする。 

(2) 内容の「Ａ数と計算」の(2)及び(3)については，簡単な計算は暗算でで 

きるよう配慮するものとする。 

(新設：後段部分） 

(4)内容の「Ａ数と計算」の(3)については，乗数又は被乗数が0の場合の計 

算についても取り扱うものとする。 

(5)内容の「Ａ数と計算」の(3)のウについては，交換法則，結合法則や分 

配法則を取り扱うものとする。 

(6) 内容の「Ａ数と計算」の(5)及び(6)については，小数の0.1と分数の 

1 
10 などを数直線を用いて関連付けて取り扱うものとする。 
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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。 

 角の大きさ，折れ線グラフなどについて理解するとともに，整数，小数 

 及び分数の計算をしたり，図形を構成したり，図形の面積や角の大きさ  

 を求めたり，表やグラフに表したりすることなどについての技能を身に 

 付けるようにする。 

(2) 数とその表現や数量の関係に着目し，目的に合った表現方法を用いて 

 計算の仕方などを考察する力，図形の構成要素及びそれらの位置関係に 

 着目し，図形の性質や図形の計量について考察する力，伴って変わる二 

 つの数量やそれらの関係に着目し，変化や対応の特徴を見いだして，二 

 つの数量の関係を表や式を用いて考察する力，目的に応じてデータを収 

 集し，表やグラフに的確に表現し，それらを用いて問題解決したり，解 

 決の過程や結果を多面的に捉え考察したりする力などを養う。 

(3) 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る態度，数学のよさに気付き学習したこ 

 とを生活や学習に活用する態度を養う。 

２ 内 容 

Ａ 数と計算 

(1) 整数が十進位取り記数法によって表されていることについての理解を深 

める。 

ア 億，兆の単位について知り，十進位取り記数法についてまとめること。 

２ 内容 

Ａ 数と計算 

 (1) 整数の表し方に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けるこ 

   とができるよう指導する。 

  ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 億，兆の単位について知り，十進位取り記数法についての理解を深 

    めること。 

  イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 数のまとまりに着目し，大きな数の比べ方や表し方を統合的に捉え 

    るとともに，それらを日常生活に生かすこと。 

(2) 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) 概数に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができ 

  るよう指導する。 

 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 
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ア 概数が用いられる場合について知ること。 

イ 四捨五入について知ること。 

ウ 目的に応じて四則計算の結果の見積りをすること。 

 (ｱ) 概数が用いられる場合について知ること。 

 (ｲ) 四捨五入について知ること。 

 (ｳ) 目的に応じて四則計算の結果の見積りをすること。 

イ次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 日常の事象における場面に着目し，目的に合った数の処理の仕方 

   を考えるとともに，それを日常生活に生かすこと。 

(3) 整数の除法についての理解を深め，その計算が確実にできるようにし，  

それを適切に用いる能力を伸ばす。 

(3) 整数の除法に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けること 

   ができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 除数が１位数や２位数で被除数が２位数や３位数の場合の計算が， 

    基本的な計算を基にしてできることを理解すること。また，その 

    筆算の仕方について理解すること。 

  (ｲ) 除法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。 

  (ｳ) 除法について，次の関係を理解すること。 

     （被除数）＝（除数）×（商）＋（余り） 

(ｴ) 除法に関して成り立つ性質について理解すること。 

ア 除数が１位数や２位数で被除数が２位数や３位数の場合の計算の仕方 

を考え，それらの計算が基本的な計算を基にしてできることを理解する 

こと。また，その筆算の仕方について理解すること。 

イ 除法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。 

ウ 除法について，被除数，除数，商及び余りの間の関係を調べ，次の式 

にまとめること。 

（被除数）＝（除数）×（商）＋（余り） 

エ 除法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考えたり計算 

の確かめをしたりすることに生かすこと。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 数量の関係に着目し，計算の仕方を考えたり計算に関して成り立 

   つ性質などを見いだしたりするとともに，計算に関して成り立つ 

   性質などを活用し，計算を工夫したり，計算の確かめをしたりす 

   ること。 

(5) 小数とその加法及び減法についての理解を深めるとともに，小数の乗法 

及び除法の意味について理解し，それらを用いることができるようにする。 

(4) 小数とその計算に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付ける 

   ことができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) ある量の何倍かを表すのに小数を用いることを知ること。 

  (ｲ) 小数が整数と同じ仕組みで表されていることを知るとともに，数の ア 小数が整数と同じ仕組みで表されていることを知るとともに，数の相 
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対的な大きさについての理解を深めること。 

イ 小数の加法及び減法の計算の仕方を考え，それらの計算ができること。 
ウ乗数や除数が整数である場合の小数の乗法及び除法の計算の仕方を考  

え，それらの計算ができること。 

  相対的な大きさについての理解を深めること。 

 (ｳ) 小数の加法及び減法の計算ができること。 

 (ｴ) 乗数や除数が整数である場合の小数の乗法及び除法の計算ができ 

   ること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 数の表し方の仕組みや数を構成する単位に着目し，計算の仕方を 

   考えるとともに，それを日常生活に生かすこと。 

(6) 分数についての理解を深めるとともに，同分母の分数の加法及び減法の 

意味について理解し，それらを用いることができるようにする。 

ア 簡単な場合について，大きさの等しい分数があることに着目すること。 
イ同分母の分数の加法及び減法の計算の仕方を考え，それらの計算がで  

きること。 

(5) 分数とその加法及び減法に関わる数学的活動を通して，次の事項を身   

  に付けることができるよう指導する。 

 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 簡単な場合について，大きさの等しい分数があることを知ること。 

  (ｲ) 同分母の分数の加法及び減法の計算ができること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 数を構成する単位に着目し，大きさの等しい分数を探したり，計 

   算の仕方を考えたりするとともに，それを日常生活に生かすこと。 

【第４学年 Ｄ 数量関係 より移行】 

(2) 数量の関係を表す式について理解し，式を用いることができるように 

する。 

ア四則の混合した式や（ ）を用いた式について理解し，正しく計算す 

ること。 

イ 公式についての考え方を理解し，公式を用いること。 

ウ数量を□，△などを用いて表し，その関係を式に表したり，□，△な  

どに数を当てはめて調べたりすること。 

(6) 数量の関係を表す式に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付 

  けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 四則の混合した式や（ ）を用いた式について理解し，正しく計算 

    すること。 

  (ｲ) 公式についての考え方を理解し，公式を用いること。 

  (ｳ) 数量を□，△などを用いて表し，その関係を式に表したり，□， 

    △などに数を当てはめて調べたりすること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 問題場面の数量の関係に着目し，数量の関係を簡潔に，また一般   

    的に表現したり，式の意味を読み取ったりすること。 
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(7) 計算に関して成り立つ性質に関わる数学的活動を通して，次の事項を 

  身に付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 四則に関して成り立つ性質についての理解を深めること。 
【第４学年 Ｄ 数量関係 より移行】 

(3) 四則に関して成り立つ性質についての理解を深める。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 数量の関係に着目し，計算に関して成り立つ性質を用いて計算の 

   仕方を考えること。 

(7) そろばんを用いて，加法及び減法の計算ができるようにする。 (8) そろばんを用いた数の表し方と計算に関わる数学的活動を通して，次 

  の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 加法及び減法の計算をすること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) そろばんの仕組みに着目し，大きな数や小数の計算の仕方を考え 

    ること。 

Ｃ 図形 

(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，図形の構成要素及びそ 

れらの位置関係に着目し，図形についての理解を深める。 

ア 直線の平行や垂直の関係について理解すること。 

イ 平行四辺形，ひし形，台形について知ること。 

Ｂ 図形 

(1) 平面図形に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることがで 

  きるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 直線の平行や垂直の関係について理解すること。 

  (ｲ) 平行四辺形，ひし形，台形について知ること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 図形を構成する要素及びそれらの位置関係に着目し，構成の仕方を 

    考察し図形の性質を見いだすとともに，その性質を基に既習の図形 

    を捉え直すこと。 
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(2) 図形についての観察や構成などの活動を通して，立体図形について理解 

できるようにする。 

(2) 立体図形に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることが 

  できるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 立方体，直方体について知ること。 

  (ｲ) 直方体に関連して，直線や平面の平行や垂直の関係について理解 

    すること。 

ア 立方体，直方体について知ること。 

イ直方体に関連して，直線や平面の平行や垂直の関係について理解する  

こと。 

(ｳ) 見取図，展開図について知ること。 

【第４学年 ３ 内容の取扱い より移行】 

(6) 内容の「Ｃ図形」の(2)のアについては，見取図や展開図をかくことを 

取り扱うものとする。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 図形を構成する要素及びそれらの位置関係に着目し，立体図形の   

   平面上での表現や構成の仕方を考察し図形の性質を見いだすとと 

   もに，日常の事象を図形の性質から捉え直すこと。 

(3) ものの位置の表し方について理解できるようにする。 (3) ものの位置に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けること 

  ができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) ものの位置の表し方について理解すること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 平面や空間における位置を決める要素に着目し，その位置を数を    

   用いて表現する方法を考察すること。 

【第４学年 Ｂ 量と測定 より移行】 

(1) 面積について単位と測定の意味を理解し，面積を計算によって求めるこ 

とができるようにする。 

(4) 平面図形の面積に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付ける 

  ことができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 面積の単位（平方センチメートル（cm
2
），平方メートル（m

2
） ，平 

    方キロメートル（km
2
）について知ること。 

ア面積の単位（平方センチメートル（cm
2
），平方メートル（m

2
），平方キ  

ロメートル（km
2
） について知ること。 
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イ 正方形及び長方形の面積の求め方を考えること。 

【第６学年 Ｂ 量と測定 より移行】 

(5) メートル法の単位の仕組みについて理解できるようにする。 

 (ｲ) 正方形及び長方形の面積の計算による求め方について理解するこ 

   と。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 面積の単位や図形を構成する要素に着目し，図形の面積の求め 

   方を考えるとともに，面積の単位とこれまでに学習した単位との 

   関係を考察すること。 

【第４学年 Ｂ 量と測定 より移行】 

(2) 角の大きさについて単位と測定の意味を理解し，角の大きさの測定がで 

きるようにする。 

ア 角の大きさを回転の大きさとしてとらえること。 

イ 角の大きさの単位（度（ °） について知ること。 

(5) 角の大きさに関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けること   

  ができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 角の大きさを回転の大きさとして捉えること。 

  (ｲ) 角の大きさの単位（度（ °））について知り，角の大きさを測定 

    すること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 図形の角の大きさに着目し，角の大きさを柔軟に表現したり，図   

    形の考察に生かしたりすること。 

Ｄ 数量関係 

(1) 伴って変わる二つの数量の関係を表したり調べたりすることができるよ 

うにする。 

ア変化の様子を折れ線グラフを用いて表したり，変化の特徴を読み取っ  

たりすること。 

Ｃ 変化と関係 

(1)伴って変わる二つの数量に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に 

 付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 変化の様子を表や式，折れ線グラフを用いて表したり，変化の特徴 

   を読み取ったりすること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 伴って変わる二つの数量を見いだして，それらの関係に着目し，表 

    や式を用いて変化や対応の特徴を考察すること。 

（新設） (2) 二つの数量の関係に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付け 

  ることができるよう指導する。 
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ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

 (ｱ) 簡単な場合について，ある二つの数量の関係と別の二つの数量の 

   関係とを比べる場合に割合を用いる場合があることを知ること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 日常の事象における数量の関係に着目し，図や式などを用いて， 

   ある二つの数量の関係と別の二つの数量の関係との比べ方を考察 

   すること。 

(4) 目的に応じて資料を集めて分類整理し，表やグラフを用いて分かりやす 

く表したり，特徴を調べたりすることができるようにする。 

ア 資料を二つの観点から分類整理して特徴を調べること。 

イ 折れ線グラフの読み方やかき方について知ること。 

〔Ｄ データの活用 

(1) データの収集とその分析に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に 

  付けることができるよう指導する。 

 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) データを二つの観点から分類整理する方法を知ること。 

  (ｲ) 折れ線グラフの特徴とその用い方を理解すること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 目的に応じてデータを集めて分類整理し，データの特徴や傾向に着 

   目し，問題を解決するために適切なグラフを選択して判断し，その結 

   論について考察すること。 

 

 

〔数学的活動〕 

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ図形」，「Ｃ変化と関係」及び「Ｄデータの 

  活用」に示す学習については，次のような数学的活動に取り組むものとす 

  る。 
ア 日常の事象から算数の問題を見いだして解決し，結果を確かめたり， 

  日常生活等に生かしたりする活動 

イ 算数の学習場面から算数の問題を見いだして解決し，結果を確かめ 

  たり，発展的に考察したりする活動 

ウ 問題解決の過程や結果を，図や式などを用いて数学的に表現し伝え 

  合う活動 

〔算数的活動〕 

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に 

示す事項については，例えば，次のような算数的活動を通して指導するも 

のとする。 

ア目的に応じて計算の結果の見積りをし，計算の仕方や結果について適  

切に判断する活動 

イ 長方形を組み合わせた図形の面積の求め方を，具体物を用いたり，言 

葉，数，式，図を用いたりして考え，説明する活動 

ウ 身の回りにあるものの面積を実際に測定する活動 

エ 平行四辺形，ひし形，台形で平面を敷き詰めて，図形の性質を調べる 
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活動 

オ身の回りから，伴って変わる二つの数量を見付け，数量の関係を表や  

グラフを用いて表し，調べる活動 

〔用語・記号〕 〔用語・記号〕 

和 差 積 商 以上 以下 未満 真分数 仮分数 帯分数 平行 和 差 積 商 以上 以下 未満 真分数 仮分数 帯分数 平行 

垂直 対角線 平面 垂直 対角線 平面 

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い 
け

た 

(1)内容の「Ａ数と計算」の(1) については，大きな数を表す際に，３桁 

  ごとに区切りを用いる場合があることに触れるものとする。 

(2) 内容の「Ａ数と計算」の(2)のアの(ｳ)及び(3)については，簡単な計算 

  は暗算でできるよう配慮するものとする。また，暗算を筆算や見積り 

  に生かすよう配慮するものとする。 

(1)内容の「Ａ数と計算」の(1) については，大きな数を表す際に，３桁ご 

とに区切りを用いる場合があることに触れるものとする。 

(2)内容の「Ａ数と計算」の(2)のウ，(3)，(4)については，簡単な計算は 

暗算でできるよう配慮するものとする。また，暗算を筆算や見積りに生か 

すよう配慮するものとする。 

【第４学年 Ａ 数と計算 より移行】 

(4) 整数の計算の能力を定着させ，それを用いる能力を伸ばす。 
(3) 内容の「Ａ数と計算」の(3)については，第１学年から第４学年までに 

  示す整数の計算の能力を定着させ，それを用いる能力を伸ばすことに 

  配慮するものとする。 

(4) 内容の「Ａ数と計算」の(3)のアの(ｴ)については，除数及び被除数に 

  同じ数をかけても，同じ数で割っても商は変わらないという性質など 

  を取り扱うものとする。 

(5) 内容の「Ａ数と計算」の(4)のアの(ｴ)については，整数を整数で割っ 

  て商が小数になる場合も含めるものとする。 

(3)内容の「Ａ数と計算」の(3)のエについては，除数及び被除数に同じ数 

をかけても，同じ数で割っても商は変わらないという性質を取り扱うもの 

とする。 

(4)内容の「Ａ数と計算」の(5)のウについては，整数を整数で割って商が 

小数になる場合も含めるものとする。 

【第４学年 Ａ 数と計算 (3) より移行】 

ア 交換法則，結合法則，分配法則についてまとめること。 
(6) 内容の「Ａ数と計算」の(7)のアの(ｱ)については，交換法則，結合法則， 

  分配法則を扱うものとする。 

【第４学年 〔算数的活動〕 (1) より移行】 
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(7) 内容の「Ｂ図形」の(1)については，平行四辺形，ひし形，台形で平 

  面を敷き詰めるなどの操作的な活動を重視するよう配慮するものとす 

  る。 

エ平行四辺形、ひし形、台形で平面を敷き詰めて、図形の性質を調べる  

活動（再掲） 

(5) 内容の「Ｂ量と測定」の(1)のアについては，アール（a），ヘクタール 

（ha）の単位についても触れるものとする。 

(7) 内容の「Ｄ数量関係」の(4)のアについては，資料を調べるときに，落 

ちや重なりがないようにすることを取り扱うものとする。 

（新設） 

(8) 内容の「Ｂ図形」の(4)のアの(ｱ)については，アール（a），ヘクター 

  ル（ha）の単位についても触れるものとする。 

 

(9) 内容の「Ｄデータの活用」の(1)のアの(ｱ)については，資料を調べる 

  ときに，落ちや重なりがないようにすることを取り扱うものとする。 

(10) 内容の「Ｄデータの活用」の(1)のアの(ｲ)については，複数系列のグ 

  ラフや組み合わせたグラフにも触れるものとする。 

〔第５学年〕 

１ 目 標 

(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５学年〕 

１ 目標 

 (1) 整数の性質，分数の意味，小数と分数の計算の意味，面積の公式，図 

  形の意味と性質，図形の体積，速さ，割合，帯グラフなどについて理解 

  するとともに，小数や分数の計算をしたり，図形の性質を調べたり，図 

  形の面積や体積を求めたり，表やグラフに表したりすることなどについ    

  ての技能を身に付けるようにする。 

 (2) 数とその表現や計算の意味に着目し，目的に合った表現方法を用いて 

  数の性質や計算の仕方などを考察する力，図形を構成する要素や図形間 

  の関係などに着目し，図形の性質や図形の計量について考察する力， 

  伴って変わる二つの数量やそれらの関係に着目し，変化や対応の特徴を 

  見いだして，二つの数量の関係を表や式を用いて考察する力，目的に応 

  じてデータを収集し，表やグラフに的確に表現し，それらを用いて問題 

  解決したり，解決の過程や結果を多面的に捉え考察したりする力などを 

  養う。 

 (3) 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る態度，数学のよさに気付き学習した 

   ことを生活や学習に活用する態度を養う。 

２ 内 容 ２ 内 容 
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Ａ 数と計算 

(1) 整数の性質についての理解を深める。 

ア 整数は，観点を決めると偶数，奇数に類別されることを知ること。  

イ 約数，倍数について知ること。 

Ａ 数と計算 

(1) 整数の性質及び整数の構成に関わる数学的活動を通して，次の事項を身 

  に付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 整数は，観点を決めると偶数と奇数に類別されることを知ること。 

  (ｲ) 約数，倍数について知ること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 乗法及び除法に着目し，観点を決めて整数を類別する仕方を考えた 

    り，数の構成について考察したりするとともに，日常生活に生かす 

    こと。 

(2) 記数法の考えを通して整数及び小数についての理解を深め，それを計算 

などに有効に用いることができるようにする。 

(2) 整数及び小数の表し方に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に 

  付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

(3) 小数の乗法及び除法の意味についての理解を深め，それらを用いること 

ができるようにする。 

ア乗数や除数が整数である場合の計算の考え方を基にして，乗数や除数  

が小数である場合の乗法及び除法の意味について理解すること。 

イ 小数の乗法及び除法の計算の仕方を考え，それらの計算ができること。 

(3) 小数の乗法及び除法に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付 

  けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 乗数や除数が小数である場合の小数の乗法及び除法の意味につい 

    て理解すること。 

  (ｲ) 小数の乗法及び除法の計算ができること。また，余りの大きさに 

    ついて理解すること。 また，余りの大きさについて理解すること。 

1 1 

(ｱ) ある数の10倍，100倍，1000倍， 
10 

， 
100 

などの大きさの数を， 

小数点の位置を移してつくること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

(ｱ) 数の表し方の仕組みに着目し，数の相対的な大きさを考察し，計算 

などに有効に生かすこと。 

1 1 

ア 10倍，100倍， 
10 

， 
100 

などの大きさの数をつくり，それらの関

係 

を調べること。 
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ウ小数の乗法及び除法についても，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こと。 

 (ｳ) 小数の乗法及び除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こと。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 乗法及び除法の意味に着目し，乗数や除数が小数である場合まで 

  数の範囲を広げて乗法及び除法の意味を捉え直すとともに，それら 

  の計算の仕方を考えたり，それらを日常生活に生かしたりすること。 

(4) 分数についての理解を深めるとともに，異分母の分数の加法及び減法の 

意味について理解し，それらを用いることができるようにする。 

ア 整数及び小数を分数の形に直したり，分数を小数で表したりすること。 

イ整数の除法の結果は，分数を用いると常に一つの数として表すことが  

できることを理解すること。 

ウ一つの分数の分子及び分母に同じ数を乗除してできる分数は，元の分  

数と同じ大きさを表すことを理解すること。 

エ 分数の相等及び大小について考え，大小の比べ方をまとめること。 

(4) 分数に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができ 

  るよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 整数及び小数を分数の形に直したり，分数を小数で表したりする 

    こと。 

  (ｲ) 整数の除法の結果は，分数を用いると常に一つの数として表すこ 

    とができることを理解すること。 

  (ｳ) 一つの分数の分子及び分母に同じ数を乗除してできる分数は，元 

    の分数と同じ大きさを表すことを理解すること。 

  (ｴ) 分数の相等及び大小について知り，大小を比べること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 数を構成する単位に着目し，数の相等及び大小関係について考察 

    すること。 

  (ｲ) 分数の表現に着目し，除法の結果の表し方を振り返り，分数の意 

    味をまとめること。 

オ異分母の分数の加法及び減法の計算の仕方を考え，それらの計算がで  

きること。 

(5) 分数の加法及び減法に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付   

  けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 異分母の分数の加法及び減法の計算ができること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 分数の意味や表現に着目し，計算の仕方を考えること。 
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【第５学年 Ｄ 数量関係 より移行】 

(2) 数量の関係を表す式についての理解を深め，簡単な式で表されている関 

係について，二つの数量の対応や変わり方に着目できるようにする。 

(6) 数量の関係を表す式に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付 

  けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 数量の関係を表す式についての理解を深めること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｲ) 二つの数量の対応や変わり方に着目し，簡単な式で表されている 

   関係について考察すること。 

Ｃ 図形 

(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，平面図形についての理 

解を深める。 

ア 多角形や正多角形について知ること。 

イ 図形の合同について理解すること。 

ウ 図形の性質を見いだし，それを用いて図形を調べたり構成したりする 

こと。 

エ 円周率について理解すること。 

Ｂ 図形 

(1) 平面図形に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることがで 

  きるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 図形の形や大きさが決まる要素について理解するとともに，図形の 

    合同について理解すること。 

  (ｲ) 三角形や四角形など多角形についての簡単な性質を理解すること。 

  (ｳ) 円と関連させて正多角形の基本的な性質を知ること。 

  (ｴ) 円周率の意味について理解し，それを用いること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 図形を構成する要素及び図形間の関係に着目し，構成の仕方を考察 

    したり，図形の性質を見いだし，その性質を筋道を立てて考え説明 

    したりすること。 

(2) 図形についての観察や構成などの活動を通して，立体図形について理解 

できるようにする。 

ア 角柱や円柱について知ること。 

(2) 立体図形に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることが 

  できるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 基本的な角柱や円柱について知ること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 
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(ｱ) 図形を構成する要素に着目し，図形の性質を見いだすとともに， 

  その性質を基に既習の図形を捉え直すこと。 

【第５学年 Ｂ 量と測定 より移行】 

(1) 図形の面積を計算によって求めることができるようにする。 

ア 三角形，平行四辺形，ひし形及び台形の面積の求め方を考えること。 

(3) 基本的な平面図形の面積に関わる数学的活動を通して，次の事項を身 

  に付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 三角形，平行四辺形，ひし形，台形の面積の計算による求め方に 

    ついて理解すること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 図形を構成する要素などに着目して，基本図形の面積の求め方を 

    見いだすとともに，その表現を振り返り，簡潔かつ的確な表現に 

    高め，公式として導くこと。 

【第５学年 Ｂ 量と測定 より移行】 

(2) 体積について単位と測定の意味を理解し，体積を計算によって求めるこ 

とができるようにする。 

ア体積の単位（立方センチメートル（cm
3
），立方メートル（m

3
） につい  

て知ること。 

イ 立方体及び直方体の体積の求め方を考えること。 

【第６学年 Ｂ 量と測定 より移行】 

(5) メートル法の単位の仕組みについて理解できるようにする。 

(4) 基本的な立体図形の体積に関わる数学的活動を通して，次の事項を身 

  に付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 体積の単位（立方センチメートル（cm
3
），立方メートル（m

3
）につ 

    いて知ること。 

  (ｲ) 直方体及び立方体の体積の計算による求め方について理解するこ 

    と。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 体積の単位や図形を構成する要素に着目し，図形の体積の求め方   

    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 

    係を考察すること。 

Ｄ 数量関係 

(1) 表を用いて，伴って変わる二つの数量の関係を考察できるようにする。 

Ｃ 変化と関係 

(1) 伴って変わる二つの数量に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に 

  付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 
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ア 簡単な場合について，比例の関係があることを知ること。  (ｱ) 簡単な場合について，比例の関係があることを知ること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 伴って変わる二つの数量を見いだして，それらの関係に着目し， 

   表や式を用いて変化や対応の特徴を考察すること。 

(2) 異種の二つの量の割合として捉えられる数量に関わる数学的活動を通 

  して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 速さなど単位量当たりの大きさの意味及び表し方について理解し， 

    それを求めること。 

【第５学年 Ｂ 量と測定 より移行】 

(4) 異種の二つの量の割合としてとらえられる数量について，その比べ方や 

表し方を理解できるようにする。 

ア 単位量当たりの大きさについて知ること。 

【第６学年 Ｂ 量と測定 より移行】 

(4) 速さについて理解し，求めることができるようにする。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

 (ｱ) 異種の二つの量の割合として捉えられる数量の関係に着目し，目 

   的に応じて大きさを比べたり表現したりする方法を考察し，それ 

   らを日常生活に生かすこと。 

【第５学年 Ｄ 数量関係 より移行】 

(3) 百分率について理解できるようにする。 

(3) 二つの数量の関係に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付け 

  ることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) ある二つの数量の関係と別の二つの数量の関係とを比べる場合に 

    割合を用いる場合があることを理解すること。 

  (ｲ) 百分率を用いた表し方を理解し，割合などを求めること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 日常の事象における数量の関係に着目し，図や式などを用いて， 

    ある二つの数量の関係と別の二つの数量の関係との比べ方を考察 

    し，それを日常生活に生かすこと。 

- 95 - 



【第５学年 Ｄ 数量関係 より移行】 

(4) 目的に応じて資料を集めて分類整理し，円グラフや帯グラフを用いて表 

したり，特徴を調べたりすることができるようにする。 

Ｄ データの活用 

(1) データの収集とその分析に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に 

  付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 円グラフや帯グラフの特徴とそれらの用い方を理解すること。 

  (ｲ) データの収集や適切な手法の選択など統計的な問題解決の方法を知 

    ること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 目的に応じてデータを集めて分類整理し，データの特徴や傾向に着 

    目し，問題を解決するために適切なグラフを選択して判断し，その 

    結論について多面的に捉え考察すること。 

【第５学年 Ｂ 量と測定 より移行】 

(3) 量の大きさの測定値について理解できるようにする 

ア 測定値の平均について知ること。 

(2) 測定した結果を平均する方法に関わる数学的活動を通して，次の事項 

  を身に付けることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 平均の意味について理解すること。 

 イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

  (ｱ) 概括的に捉えることに着目し，測定した結果を平均する方法につ 

   いて考察し，それを学習や日常生活に生かすこと。 

〔数学的活動〕 

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ図形」，「Ｃ変化と関係」及び「Ｄデータの 

  活用」に示す学習については，次のような数学的活動に取り組むものとす 

  る。 

 ア 日常の事象から算数の問題を見いだして解決し，結果を確かめたり， 

   日常生活等に生かしたりする活動 

 イ 算数の学習場面から算数の問題を見いだして解決し，結果を確かめた 

   り，発展的に考察したりする活動 

 ウ 問題解決の過程や結果を，図や式などを用いて数学的に表現し伝え合 

   う活動 

〔算数的活動〕 

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に 

示す事項については，例えば，次のような算数的活動を通して指導するも 

のとする。 

ア小数についての計算の意味や計算の仕方を，言葉，数，式，図，数直  

線を用いて考え，説明する活動 

イ三角形，平行四辺形，ひし形及び台形の面積の求め方を，具体物を用  

いたり，言葉，数，式，図を用いたりして考え，説明する活動 

ウ 合同な図形をかいたり，作ったりする活動 
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エ 三角形の三つの角の大きさの和が180度になることを帰納的に考え，  

説明する活動。四角形の四つの角の大きさの和が360度になることを演 

繹的に考え，説明する活動 

オ 目的に応じて表やグラフを選び，活用する活動 

〔用語・記号〕 

最大公約数 最小公倍数 通分 約分 底面 側面 比例 ％ 

〔用語・記号〕 

最大公約数 最小公倍数 通分 約分 底面 側面 比例 ％ 

３ 内容の取扱い 

 (1) 内容の「Ａ数と計算」の(1)のアの(ｲ)については，最大公約数や最小 

   公倍数を形式的に求めることに偏ることなく，具体的な場面に即して 

   取り扱うものとする。 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の「Ａ数と計算」の(1)のイについては，最大公約数や最小公倍数 

を形式的に求めることに偏ることなく，具体的な場面に即して取り扱うも 

のとする。また，約数を調べる過程で素数について触れるものとする。 

【第５学年 〔算数的活動〕 (1) より移行】 

ウ 合同な図形をかいたり，作ったりする活動（再掲） 

(2) 内容の「Ｃ図形」の(1)のエについては，円周率は3.14を用いるものと 

する。 

(4) 内容の「Ｄ数量関係」の(3)については，歩合の表し方について触れる 

ものとする。 

（新設） 

(2) 内容の「Ｂ図形」の(1)については，平面を合同な図形で敷き詰めるな 

  どの操作的な活動を重視するよう配慮するものとする。 

(3) 内容の「Ｂ図形」の(1)のアの(ｴ)については，円周率は3.14を用いる 

  ものとする。 

(4) 内容の「Ｃ変化と関係」の(3)のアの(ｲ)については，歩合の表し方に 

  ついて触れるものとする。 

(5) 内容の「Ｄデータの活用」の(1)については，複数の帯グラフを比べる 

  ことにも触れるものとする。 

〔第６学年〕 

１ 目標 

 (1) 分数の計算の意味，文字を用いた式，図形の意味，図形の体積，比例， 

   度数分布を表す表などについて理解するとともに，分数の計算をした 

   り，図形を構成したり，図形の面積や体積を求めたり，表やグラフに 

   表したりすることなどについての技能を身に付けるようにする。 

〔第６学年〕 

１ 目 標 

(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。 
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(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。 

(2) 数とその表現や計算の意味に着目し，発展的に考察して問題を見いだす 

  とともに，目的に応じて多様な表現方法を用いながら数の表し方や計算の 

  仕方などを考察する力，図形を構成する要素や図形間の関係などに着目し， 

  図形の性質や図形の計量について考察する力，伴って変わる二つの数量や 

  それらの関係に着目し，変化や対応の特徴を見いだして，二つの数量の関 

  係を表や式，グラフを用いて考察する力，身の回りの事象から設定した問 

  題について，適切にデータを収集し，目的に応じて適切な手法を選択して 

  分析を行い，それらを用いて問題解決したり，解決の過程や結果を批判的 

  に考察したりする力などを養う。 

(3) 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る態度，数学のよさに気付き学習したことを 

  生活や学習に活用する態度を養う。 

２ 内 容 

Ａ 数と計算 

２ 内容 

Ａ 数と計算 

(1) 分数の乗法及び除法に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付け 

  ることができるよう指導する。 

 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

  (ｱ) 乗数や除数が整数や分数である場合も含めて，分数の乗法及び除法 

    の意味について理解すること。 

  (ｲ) 分数の乗法及び除法の計算ができること。 

【第５学年 Ａ 数と計算 より移行】 

(4) 分数についての理解を深めるとともに，異分母の分数の加法及び減法の 

意味について理解し，それらを用いることができるようにする。 

カ乗数や除数が整数である場合の分数の乗法及び除法の意味について理  

解し，計算の仕方を考え，それらの計算ができること。 

(1) 分数の乗法及び除法の意味についての理解を深め，それらを用いること 

ができるようにする。 

ア乗数や除数が整数や小数である場合の計算の考え方を基にして，乗数  

や除数が分数である場合の乗法及び除法の意味について理解すること。 

イ 分数の乗法及び除法の計算の仕方を考え，それらの計算ができること。 
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