
平成 27年度 小学校教科書 （2014. 12） 

年間学習指導計画・評価計画（算数 ４学年） 

評価方法凡例 【行】行動観察 【発】発言・つぶやき 【ノ】ノート・作品 【テ】テスト   *「発展的な学習内容」を含む 

＜上巻＞ 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ ペントミノ／算数で使

いたい考え方 

 （２時間） 

 p.3～6 

○算数への興味・関心を高

めるとともに，学習の進め

方について理解する。 

・正方形を辺で５個つなげた形（ペ

ントミノ）を，筋道を立てていろい

ろ見つける。また，ペントミノのう

ち，ふたのない箱になる形を見つけ

る。 

・前学年の学習場面を想起し，問題

を解決するときに使ってきた「考え

方」を振り返ってまとめる。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・「ペントミノ」の問題に関心を

もち，解決のしかたを考えたり話

し合ったりしようとしている。 

【行】【発】 

・正方形を５個つなげた形のいろ

いろな場合について，筋道を立て

て考えたり表現したりしている。 

【発】【ノ】 

支援：問題の意味を具体例を示し

て捉えられるようにする。 

    

 
 

  目    標 評 価 規 準 

１ 大きな数 

 （９時間） 

○億や兆の単位について知り，十進位取り記数法による

表し方，よみ方，数の構成を理解し，十進位取り記数法

についてまとめる。A(1)ア 

○10倍，100倍，1/10の大きさの数の表し方を理解する。

A(1)ア 

○大きな数の計算のしかたを考えることができる。A(4) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・億や兆を用いる大きな数でも，

十進位取り記数法によって表すこ

とができるというよさに気づき，

大きな数を表そうとしている。 

【行】【発】 

・既習の十進位取り記数法のしく

みをもとに，億や兆を用いる整数

のしくみを考え，十進位取り記数

法のしくみについてまとめてい

る。 

【発】【ノ】 

支援:千万の位までの既習の数の

範囲の理解を確認し，数の範囲が

広がっても数の表し方のしくみは

同じであることに気づかせる。 

 

・桁数の多い整数の計算のしかた

を，既習の計算や数の相対的な大

きさをもとにして考えている。 

【発】【ノ】 

・億や兆を用いる大きな数を十進

位取り記数法によって表すことが

できる。 

【ノ】【テ】 

支援:位取り板や数直線のプリン

トを与え，それを用いて取り組ま

せる。 

 

・３位数の乗法の計算ができる。 

【ノ】【テ】 

・億や兆の単位について知り，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

深めている。 

・何億どうしの加法，減法や，末

位に０のある乗法の計算の工夫に

ついて理解している。 

【発】【ノ】【テ】 

時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

5 

7 

～  

13 

億と兆 ①②千億の位までの数のよ

み方，表し方，億の位の数

の構成と位取りのしくみを

理解する。 

・日本の人口のよみ方を調べること

をとおして，一億の位までの数のよ

み方，表し方を知る。 

・世界の人口のよみ方を調べること

をとおして，千億の位までの数のよ

み方，表し方，数の構成を知る。 

 

・十進位取り記数法の有用さに気

づき，１億より大きな数を表そう

としている。 

・十進位取り記数法のしくみをも

とに，千億の位までの数の表し方

を考えている。 

  ・億の位について知り，千億の位

までの数のよみ方，表し方，数の

構成と位取りのしくみを理解して

いる。 

③千兆の位までの数のよみ

方，表し方，兆の位の数の

構成と位取りのしくみを理

解する。 

・世界で消費された原油の量を調べ

ることをとおして，千兆の位までの

数のよみ方，表し方，数の構成を知

る。 

・整数は，右から４桁ごとに区切る

とよみやすくなることを知る。 

 

  ・十進位取り記数法のしくみをも

とに，千兆の位までの数の表し方

を考えている。 

  ・千兆の位までの数のよみ方，表

し方を理解している。 

④大きな数の構成，相対的

な大きさを理解する。 

何億どうしの加減計算がで

きる。また，「和」「差」の

用語を理解する。 

・数直線を見て，34 億の数の構成，

１億をもとにした相対的な大きさ

などを考える。 

・35億＋24億，35億－24億のよう

な，大きな数の計算のしかたを考え

る。 

・「和」「差」の用語を知る。 

  ・何億どうしの加減計算のしかた

を，数の相対的な大きさをもとに

して考えている。 

  ・大きな数の構成や相対的な大き

さを理解している。 

・何億どうしの加減計算は１億な

どをもとにしてできることを理解

している。また，「和」「差」の用

語を理解している。 



（整数のしくみ） ⑤10 倍，100 倍，1/10 にし

た大きさの数の表し方を理

解する。 

 

[数の表し方をくらべてみ

よう] 

・古代エジプトの数の表し

方と比べることによって，

十進位取り記数法の特徴や

よさに気づく。 

・１億 2345万を 10倍，100倍，1/10

にした大きさの数を調べることを

とおして，数を 10 倍すると位が１

桁上がり，1/10 にすると位が１桁

下がることを知る。 

・どんな整数も，０から９までの

10 個の数字を使って表せることを

知る。 

  ・10倍，100倍，1/10にした大き

さの数を考えたり，０から９まで

の 10 個の数字でいろいろな整数

を表したりすることを考え，十進

位取り記数法のしくみをまとめて

いる。 

  ・数を 10 倍すると位が１桁上が

り，1/10 にすると位が１桁下がる

ことを理解している。 

・０から９までの 10個の数字で，

どのような大きさの整数でも表せ

ることを理解している。 

2 

14 

～  

15 

大きな数のかけ算 ⑥３位数×３位数の乗法計

算ができる。また「積」の

用語を理解する。 

・285×127 のような，３位数×３

位数の乗法計算や，542×307 のよ

うな，十の位に空位のある乗法計算

のしかたを考える。 

・「積」の用語を知る。 

  ・３位数×３位数の乗法計算のし

かたを，既習の計算をもとにして

考えている。 

・３位数×３位数の乗法計算がで

きる。 

・「積」の用語を理解している。 

⑦末位に０のある乗法計算

ができる。 

・2700×30，24 億×20 のような，

末位に０のある乗法計算を，数の相

対的な大きさをもとにして考える。 

 

  ・末位に０のある乗法計算を，数

の相対的な大きさをもとにして考

えている。 

  ・末位に０のある乗法の計算の工

夫を理解している。 

1 16 

学んだことを使おう ⑧大きな数についての感覚

をもち，整数のしくみにつ

いて理解を深める。 

 

[数の区切り] 

・数を３桁ごとにカンマで

区切って表すことがあるこ

とを知る。 

・10 年は何秒かを求める式を考え

る。また，８桁の電卓で計算して桁

数が足りなくなる場合に，整数のし

くみを使って工夫して答えを求め

る。 

  ・電卓で桁数が足りなくなるよう

な場合に，十進位取り記数法のき

まりを活用して考えている。 

  ・大きな数の大きさや構成につい

ての豊かな感覚をもっている。 

1 

17 

～  

18 

まとめ ⑨基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[千兆の位より大きい位］* 

・千兆よりも大きい位の命

数法についてのコラムを読

み，千兆の位よりも上の位

があることに興味をもつ。 

・単元のまとめをする。   ・「大きな数」の学習のよさや考え

方を振り返っている。 

・億や兆を用いる大きな数を十進

位取り記数法によって表すことが

できる。 

・大きな数の加減計算や，３位数

×３位数などの乗法計算ができ

る。 

・千兆の位までの数の構成と位取

りのしくみを理解している。 

・数を 10 倍すると位が１桁上が

り，1/10 にすると位が１桁下がる

ことを理解している。 

 
 

   

□ 学習をふり返ろう① 

 p.19 

○３学年で学習した「わり算」「あまりのあるわり算」「□を使った式と図」の復習をする。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

２ わり算の筆算(１) 

 （10時間） 

○２・３位数÷１位数の除法計算のしかたを，基本的な

計算をもとに理解し，除法の筆算のしかたについて知る。

A(3)ア 

○２・３位数÷１位数の除法計算が確実にできる。A(3)

イ 

○被除数＝除数×商＋あまりの関係を理解し，計算の確

かめなどに用いることができる。A(3)ウ 

○何倍かを求めるのに除法を用いることを理解する。

A(3) 

○簡単な除法の暗算ができる。A(3) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・２位数や３位数を１位数でわる

除法計算について，既習の基本的

な計算をもとにしてできるという

よさに気づいている。 

【行】【発】 

・２位数や３位数を１位数でわる

除法計算のしかたを，既習の計算

をもとに図や式などを用いて考え

ている。 

【発】【ノ】 

支援:１,10,100 の数カードなど

を用いて位ごとの計算の意味を考

えられるようにする。 

・２位数や３位数を１位数でわる

除法計算が確実にできる。 

【ノ】【テ】 

・簡単な除法について，暗算で答

えを求めることができる。 

【行】【発】 

・２位数や３位数を１位数でわる

除法の筆算のしかたや，倍の計算

について理解している。 

・整数の除法において，被除数，

除数，商，あまりの間の関係につ

いて理解している。 

【発】【ノ】【テ】 



時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

9 

20 

～  

35 

（２けた÷１けたの計

算） 

①②２位数÷１位数の除法

計算を理解し，筆算ができ

る。 

・60÷３の計算を振り返り，式の根

拠や計算のしかたを説明する。 

・72÷３のような，２位数÷１位数

の除法計算のしかたを考える。 

・除法の筆算形式を知る。 

 

・２位数を１位数でわる除法計算

について，既習の基本的な計算を

もとにしてできるというよさに気

づいている。 

・２位数÷１位数＝２位数であま

りがない場合の除法計算のしかた

を，既習の計算をもとに図や式な

どを用いて考えている。 

  ・２位数÷１位数＝２位数であま

りがない場合の除法計算のしかた

や除法の筆算形式を理解してい

る。 

③２位数÷１位数であまり

のある除法計算ができ，被

除数＝除数×商＋あまりの

関係を理解して，答えの確

かめに用いることができ

る。また，「商」の用語を知

る。 

・85÷３のような，あまりのある除

法計算のしかたを考える。 

・あまりのある除法の答えの確かめ

のしかたを考える。 

・「商」の用語を知る。 

  ・２位数÷１位数＝２位数であま

りのある場合の除法計算のしかた

を考えている。 

・除数×商＋あまり＝被除数の関

係を用いて，除法計算の確かめを

することができる。 

・２位数÷１位数＝２位数であま

りのある場合の除法計算のしかた

を理解している。 

・「商」の用語を知り，被除数，除

数，商，あまりの間の関係につい

て理解している。 

④２位数÷１位数で十の位

が整除される場合，十の位

に商が立たない場合，商の

一の位が０になる場合の除

法計算ができる。 

・69÷３のような，十の位が整除さ

れる場合や，47÷９のような，十の

位に商が立たない場合の除法計算

のしかたを考える。 

・83÷４のような，商の一の位が０

になる場合の除法計算のしかたを

考える。 

 

  ・商の一の位が０になる場合の除

法計算で，筆算の工夫のしかたを

考えている。 

  ・２位数÷１位数で十の位が整除

される場合，十の位に商が立たな

い場合の除法計算のしかたを理解

している。 

・商の一の位が０になる場合の除

法計算のしかたを理解している。 

（３けた÷１けたの計

算） 

⑤⑥３位数÷１位数＝３位

数の除法計算を理解し，筆

算ができる。 

・600÷３の計算のしかたを 100 を

もとにして考える。 

・736÷３のような，３位数÷１位

数＝３位数の除法計算のしかたを

考え，筆算のしかたをまとめる。  

・812÷３や 758÷７のような，商

の一の位や十の位に０が立つ除法

計算は，筆算の途中を省略できるこ

とを知る。  

 

・３位数を１位数でわる除法計算

について，既習の基本的な計算を

もとにしてできるというよさに気

づいている。 

・３位数÷１位数＝３位数の除法

計算のしかたを考えている。 

・商の一の位や十の位に０が立つ

場合の除法計算で，筆算の工夫の

しかたを考えている。 

  ・３位数÷１位数＝３位数の除法

計算のしかたを理解している。 

⑦３位数÷１位数＝２位数

の除法計算を理解し，筆算

ができる。 

・214÷６のような，百の位に商が

立たない３位数÷１位数＝２位数

の除法計算のしかたを考え，筆算の

しかたをまとめる。 

 

  ・百の位に商がたたない３位数÷

１位数＝２位数の除法計算のしか

たを考えている。 

  ・百の位に商がたたない３位数÷

１位数＝２位数の除法計算のしか

たを理解している。 

（倍の計算） ⑧何倍かを求めるのに除法

を用いることができる。（第

一用法） 

比較量と倍がわかっている

ときの，基準量の求め方を

理解する。（第三用法） 

 

・12ｍが４ｍの何倍かを，除法を適

用して求めることができる。 

・もとにする重さの３倍が 15ｔの

場面で，基準量を□ｔとした式に表

し，基準量を求めるしかたを考え

る。 

  ・倍の問題場面の数量関係につい

て，図や式を用いて考えている。 

  ・倍の意味や何倍かを求める計算

について理解を深めている。 

・比較量と倍がわかっているとき

の，基準量の求め方を理解してい

る。 

（わり算の暗算） ⑨除法の暗算ができる。 

 

[友だちのノートを見てみ

よう] 

・ノートには計算や答えだ

けではなく，気がついたこ

とや大切な考え方なども書

いておくとよいことに気づ

く。 

                                                                                                                                                                                                                      

・96÷３，92÷４のような，２位数

÷１位数の暗算のしかたを考える。 

  ・簡単な除法の暗算のしかたを，

除法の計算のしくみをもとに考え

ている。 

・２位数÷１位数の除法の暗算が

できる。 

  

1 

36 

～  

37 

まとめ ⑩基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

・単元のまとめをする。   ・「わり算の筆算（１）」の学習の

よさや考え方を振り返っている。 

・２位数や３位数を１位数でわる

除法計算が確実にできる。 

・１位数でわる除法の筆算のしか

たや，除法の答えの確かめの式を

理解している。 

 
 



  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ どちらが大きいかな 

 （１時間） 

 p.38 

○数と計算についての感覚

を豊かにする。 

・４を 12 個たした答えと，８を８

個たした答えのどちらが大きいか

を工夫して考える。また，「＋」を

「×」に変えて，乗法にした場合は

どうなるかを考える。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

  ・４を 12 個かけた答えと，８を

８個かけた答えを比較するしか

たを，加法の場合をもとに類推的

に考えている。 

【発】【ノ】 

  ・数や式を多様な見方で表すな

ど，数と計算についての豊かな感

覚をもっている。 

【発】【ノ】 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

３ 折れ線グラフ 

 （９時間） 

○折れ線グラフの用いられる場面を知り，目的に応じて

資料を折れ線グラフに表したり，折れ線グラフから変化

の特徴や傾向をよみ取ったりすることができる。D(4)イ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・折れ線グラフのよさに気づき，

進んで生活や学習に活用しようと

している。 

【行】【発】【ノ】 

・折れ線グラフから変化の特徴や

傾向について考えている。 

【行】【発】【ノ】 

支援:折れ線グラフから特徴や傾

向をよみ取る例を示し，それをも

とに考えられるようにする。 

・変化の様子を折れ線グラフに表

したり，折れ線グラフから変化の

特徴や傾向をよみ取ったりするこ

とができる。 

【行】【ノ】【テ】 

支援:縦軸に数値が入ったグラフ

用紙を与え，慣れてから自力でか

けるように取り組ませる。 

・折れ線グラフの用いられる場面

を知り，折れ線グラフのよみ方や

かき方を理解している。 

【発】【ノ】【テ】 

時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

7 

39 

～  

48 

  ①②折れ線グラフのよみ方

を理解する。 

・気温調べをとおして，変化の様子

を表すグラフとして折れ線グラフ

のよみ方を知る。 

・折れ線グラフの傾きと変化の大き

さについて調べる。 

・折れ線グラフのよさに気づき，

進んで生活や学習に活用しようと

している。 

・折れ線グラフに表した数量の変

化の特徴や傾向を考えている。 

・折れ線グラフをよみ取ることが

できる。 

・折れ線グラフのよみ方を理解し

ている。また，折れ線グラフに表

すと，数量の変化の様子をわかり

やすく表すことができることを理

解している。 

（折れ線グラフのかき

方） 

③折れ線グラフのかき方を

理解する。 

・１日の気温の変化を表すことをと

おして，折れ線グラフのかき方を知

る。 

    ・資料を折れ線グラフに表すこと

ができる。 

・折れ線グラフのかき方を理解し

ている。 

④２つの折れ線グラフを同

じグラフ用紙に表して考察

し，よみ取ることができる。 

・東京とサンパウロの気温の変化の

折れ線グラフを同じグラフ用紙に

表し，関連や特徴を調べる。 

  ・２つの折れ線グラフを同じグラ

フ用紙に表して，関連や特徴につ

いて考えている。 

  ・２つの折れ線グラフを同じグラ

フ用紙に表すことで，変化の違い

などが比べやすくなることを理解

している。 

⑤波線を用いて途中の目盛

りを省略する場合を理解す

る。 

・ハムスターの体重調べをとおし

て，折れ線グラフでは波線を用いて

途中の目盛りを省略して変化の様

子を見やすくすることがあること

を知る。 

      ・折れ線グラフの途中の目盛りを

省略することで，変化の様子を見

やすくする場合があることを理解

している。 

⑥適切な目盛りの取り方や

省略のしかたを考えたり，

折れ線グラフと場面とを結

びつけてよみ取ったりする

ことができる。 

・体温の変化を表すのに適した目盛

りの取り方や省略のしかたを考え

る。 

・やかんで水を温めたときの温度の

変化にあった折れ線グラフを判断

する。 

  ・目的に応じて，適切な目盛りの

取り方や省略のしかたを考えてい

る。 

・折れ線グラフの変化の特徴と，

具体的な事象とを結びつけて考え

ている。 

    

⑦折れ線グラフからよみ取

れることとよみ取れないこ

とを考え，折れ線グラフに

ついての理解を深める。 

・ヘチマの草丈の折れ線グラフを見

て，よみ取れることとよみ取れない

ことを判断する。 

  ・折れ線グラフで表した数量の変

化について，よみ取れることとよ

み取れないことを考えている。 

    

1 49 

学んだことを使おう ⑧棒グラフと折れ線グラフ

を同じグラフ用紙に表し，

関連性をよみ取り，それを

説明することができる。 

・降水量と気温の変化のグラフを同

じグラフ用紙に表し，関連性をよみ

取る。 

  ・棒グラフと折れ線グラフを同じ

グラフ用紙に表して，関連や特徴

について考えている。 
    

1 

50 

～  

51 

まとめ ⑨基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

・単元のまとめをする。   ・「折れ線グラフ」の学習のよさや

考え方を振り返っている。 

・変化の様子を折れ線グラフに表

したり，折れ線グラフから変化の

特徴や傾向をよみ取ったりするこ

とができる。 

・折れ線グラフのよみ方を理解し

ている。 

 



  目    標 評 価 規 準 

４ がい数 

 （７時間） 

○概数の意味を理解し，目的に応じて概数を用いること

ができる。A(2)ア 

○四捨五入の意味を理解し，概数を作ることができる。

A(2)イ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・概数を用いるよさに気づき，進

んで生活や学習に活用しようとし

ている。 

【行】【発】 

・概数で表す意味や概数が用いら

れる場合，概数の表し方について

考えている。 

【発】【ノ】 

支援:概数を用いるいくつかの例

を示してそれをもとに考えられる

ようにする。 

・四捨五入して数を概数にするこ

とができる。 

【ノ】【テ】 

・概数の意味や概数が用いられる

場合，四捨五入について理解して

いる。 

【発】【ノ】【テ】 

時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

5 

52 

～  

58 

 ①概数の意味，概数が用い

られる場面と概数を用いる

よさを理解する。 

・新聞に出ている「１億年前」や「３

万 9000 メートル」のようなおよそ

の数についての話し合いをとおし

て，概数の意味を知る。 

 

・概数を用いるよさに気づいてい

る。 

・新聞などに用いられているおよ

その数の考察をとおして，概数の

意味や概数を用いる目的について

考えている。 

  ・概数の意味や概数が用いられる

場合について理解している。 

②③四捨五入の意味を理解

し，四捨五入して「○の位

までの概数にする」ことが

できる。 

・北小学校と南小学校の本の冊数を

概数で表すしかたを数直線をもと

に考える。 

・四捨五入して「○の位までの概数

にする」しかたを知る。 

 

  ・数直線などをもとに，何の位の

数字に着目して概数にすればよい

かを考えている。 

・四捨五入して「○の位までの概

数にする」ことができる。 

・四捨五入の意味を知り，四捨五

入して「○の位までの概数にする」

しかたを理解している。 

④四捨五入して「上から○

桁の概数にする」ことがで

きる。 

 

・四捨五入して「上から○桁の概数

にする」しかたについて知る。 

    ・四捨五入して「上から○桁の概

数にする」ことができる。 

・四捨五入して「上から○桁の概

数にする」しかたを理解している。 

⑤四捨五入して概数にした

ときの，もとの数の範囲に

ついて理解する。また，「以

上」「以下」「未満」の用語

を理解する。 

・四捨五入して百の位までの概数に

したときに 700 になる数の範囲を

考える。 

・以上，以下，未満の意味を知り，

これらの言葉を用いて数の範囲を

表す。 

  ・数直線などを用いて，四捨五入

して概数にしたときの，もとの数

の範囲を考えている。 

  ・以上，以下，未満の意味を理解

している。 

1 59 

学んだことを使おう ⑥目的に応じてどの程度の

概数にしたらよいかを考え

ることができる。 

・小学生の人数を表した棒グラフを

見て，何の位までの概数にしている

かをよみ取り，ほかの数も同じよう

に概数にして棒グラフに表す。 

・概数を生活や学習に活用しよう

としている。 

・棒グラフをもとに，目的に応じ

てどの程度の概数にしたらよいか

を考えている。 

    

1 

60 

～  

61 

まとめ ⑦基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[がい数さがし] 

・インターネットや本など

で，概数で表されているも

のを探す。 

・単元のまとめをする。   ・「がい数」の学習のよさや考え方

を振り返っている。 

・四捨五入して数を概数にするこ

とができる。 

・四捨五入のしかたを理解してい

る。 

・概数の範囲や，以上，以下，未

満の意味を理解している。 

 

  目    標 評 価 規 準 

５ わり算の筆算(２) 

 （13時間） 

○２・３位数÷２位数の除法計算のしかたを理解する。

A(3)ア 

○２・３位数÷２位数の除法計算が確実にでき，適切に

用いることができる。A(3)イウ 

○被除数と除数に同じ数をかけても，同じ数でわっても，

商は変わらないことを理解する。A(3)エ 

○４位数÷２位数などの除法計算のしかたを考えること

ができる。A(4) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・２位数や３位数を２位数でわる

除法計算のしかたを考えたり，計

算を活用したりすることの楽しさ

やよさに気づいている。 

【行】【発】 

・２位数や３位数を２位数でわる

除法計算のしかたを，既習の計算

をもとに図や式などを用いて考え

ている。また，４位数÷２位数な

どの除法計算のしかたを考えてい

る。 

【発】【ノ】 

支援:２位数÷１位数などの既習

事項をもとに個別指導する。 

 

・除法に関して成り立つ性質を調

べ，それを計算に生かしている。 

【発】【ノ】 

・２位数や３位数を２位数でわる

除法計算が確実にできる。また，

４位数÷２位数などの除法計算が

できる。 

【ノ】【テ】 

支援:計算の確かめをさせるなど，

つまずきの原因に自分で気づける

ように個別指導をする。 

・２位数や３位数を２位数でわる

除法の筆算のしかたについて理解

している。 

・被除数と除数に同じ数をかけて

も，同じ数でわっても，商は変わ

らないことを理解している。 

【発】【ノ】【テ】 



時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

1

1 

62 

～  

75 

（何十でわる計算） ①何十÷何十，何百何十÷

何十の除法計算ができる。 

・80÷20，180÷60のような，何十・

何百何十÷何十の除法計算を 10 を

もとにして考える。 

  ・何十÷何十，何百何十÷何十の

除法計算のしかたを，10 をもとに

して考えている。 

  ・何十÷何十，何百何十÷何十の

除法計算のしかたを理解してい

る。 

②何百何十÷何十であまり

のある除法の，あまりの大

きさについて理解する。 

・140÷40のような，何百何十÷何

十であまりのある除法の，あまりの

大きさについて考える。 

  ・何百何十÷何十であまりのある

除法の，あまりの大きさについて

考えている。 

  ・何百何十÷何十であまりのある

除法の，あまりの大きさについて

理解している。 

（２けた÷２けたの計

算） 

③④２位数÷２位数の除法

計算を理解し，筆算ができ

る。 

・85÷21 のような，２位数÷２位

数の除法計算のしかたを考え，筆算

のしかたをまとめる。 

・２位数÷２位数の除法計算のし

かたを考えようとしている。 

・２位数÷２位数の除法計算のし

かたを，既習の計算をもとに図や

式などを用いて考えている。 

  ・２位数÷２位数の除法計算のし

かたや，２位数でわる除法の筆算

形式を理解している。 

（商の見つけ方①） ⑤仮商の見つけ方と，仮商

の修正のしかたを理解す

る。（過大商） 

・94÷32 のような，仮商修正が１

回ある除法計算のしかたを考える。 

・61÷13 のような，仮商修正が２

回以上ある除法計算のしかたを考

える。 

  ・仮商の見つけ方と，見当をつけ

た商が大きすぎた場合の修正のし

かたを考えている。 

  ・仮商修正がある２位数÷２位数

の除法計算のしかたを理解してい

る。（過大商の場合） 

（商の見つけ方②） ⑥除数を切り上げる仮商の

見つけ方と，仮商の修正の

しかたを理解する。（過小

商） 

・87÷17 の計算で，仮商を立てる

ときにわる数を切り捨てる場合と

切り上げる場合について考えるこ

とをとおして，見当をつけた商が小

さすぎた場合の計算のしかたを考

える。 

  ・仮商の見つけ方と，見当をつけ

た商が小さすぎた場合の修正のし

かたを考えている。 

  ・仮商修正がある２位数÷２位数

の除法計算のしかたを理解してい

る。（過小商の場合） 

（３けた÷２けたの計

算） 

⑦３位数÷２位数＝１位数

の除法計算ができる。 

・172÷21，268÷35 のような，３

位数÷２位数＝１位数の除法計算

のしかたを考える。 

  ・３位数÷２位数＝１位数の除法

計算のしかたを考えている。 

  ・３位数÷２位数＝１位数の除法

計算のしかたを理解している。 

⑧３位数÷２位数＝２位数

の除法計算を理解し，筆算

ができる。 

・385÷12のような，３位数÷２位

数＝２位数の除法計算のしかたを

考え，筆算のしかたをまとめる。 

・商が十の位から立つ場合の除法

計算のしかたを考えようとしてい

る。 

・３位数÷２位数＝２位数の除法

計算のしかたを考えている。 

  ・３位数÷２位数＝２位数の除法

計算のしかたを理解している。 

⑨４位数÷２位数の除法計

算ができる。 

・6522÷27 のような，４位数÷２

位数の除法計算のしかたを考える。 

・2776÷46，3016÷28 のような，

商に０が立つ除法計算のしかたを

考える。 

  ・４位数÷２位数の除法計算のし

かたを考えている。 

  ・４位数÷２位数の除法計算のし

かたを理解している。 

（わり算のきまり） ⑩被除数と除数に同じ数を

かけても，同じ数でわって

も，商は変わらないことを

理解する。 

・□÷○＝４の□と○にあてはまる

数を考え，被除数と除数の関係を考

えることをとおして，わり算のきま

りを知る。 

  ・被除数と除数の関係について，

いくつもの場合を調べて，わり算

のきまりを見いだしている。 

  ・被除数と除数に同じ数をかけて

も，同じ数でわっても，商は変わ

らないことを理解している。 

⑪被除数と除数を同じ数で

わっても商は変わらないこ

とを使って，工夫して計算

をすることができる。 

・3600÷90や，3800÷900のような，

末位に０のある数の除法を，わり算

のきまりを使って工夫して計算を

する。 

  ・末位に０のある数の除法を，わ

り算のきまりを使って工夫して計

算するしかたを考えている。 

  ・末位に０のある数の除法で，０

を同じ数だけ消して計算する意味

を理解している。 

1 76 

学んだことを使おう ⑫身のまわりの事象を数理

的に捉え，除法についての

学習などを活用して問題を

解決することができる。 

・本棚を作るのに必要な材料がいく

つ分あるかを考え，手持ちの材料で

本棚をいくつ作ることができるか

を考える。 

・除法を活用する楽しさやよさに

気づいている。 

・本棚を作るのに，手持ちの材料

から本棚をいくつ作ることができ

るかを考えている。 

    

1 

77 

～  

78 

まとめ ⑬基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

・単元のまとめをする。   ・「わり算の筆算（２）」の学習の

よさや考え方を振り返っている。 

・２位数でわる除法計算が確実に

できる。 

・２位数でわる除法の筆算のしか

たを理解している。 

・わり算のきまりを理解している。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ こわれた電たく 

 （１時間） 

 p.79 

○計算のきまりなどを工夫

して用いることができる。 

・電卓で５のキーを使わないで，18

×25 の答えを求める方法を考え

る。また，使えないキーや式を変え

た問題についても，答えの求め方を

考える。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・何通りも方法を考えたり，条件

を変えた問題を考えたりするな

ど，進んで取り組もうとしてい

る。 

【行】【発】 

・５のキーを使わないで，18×25

の答えを表示させる方法を，計算

のきまりなどを用いて考えてい

る。 

【発】【ノ】 

    

 



  目    標 評 価 規 準 

６ 式と計算 

 （８時間） 

○( )を用いた式や四則の混合した式について理解し，

正しく計算することができる。D(2)アウ 

○交換法則，結合法則，分配法則などの計算のきまりに

ついてまとめる。D(3)ア 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・四則の混合した式や( )を用い

た式のよさに気づき，式を適切に

用いようとしている。 

・交換法則，結合法則，分配法則

を進んで活用しようとしている。 

【行】【発】 

・問題の場面を四則の混合した式

や( )を用いた式で表したり，計

算の順序について考えたりしてい

る。 

【発】【ノ】 

支援:四則の混合した式や( )を

用いた式を用いる具体的な場面の

例を示し，それをもとに考えられ

るようにする。  

 

・交換法則，結合法則，分配法則

を○，△などを用いて一般的に表

現したり，それらを用いて計算を

簡単に行うことを考えたりしてい

る。 

【発】【ノ】 

・四則の混合した式や( )を用い

た式について正しく計算すること

ができる。 

・計算のきまりを○，△などを用

いて表した式に，具体的な数をあ

てはめて調べることができる。 

【ノ】【テ】 

・四則の混合した式や( )を用い

た式の計算の順序を理解してい

る。 

・計算のきまりを○，△などを用

いて一般的に表した式の意味を理

解している。 

【発】【ノ】【テ】 

時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

7 

80 

～  

88 

  ①②( )を用いた式の計算

順序を理解する。（加法と減

法） 

・500円で 230 円のパンと 150円の

ジュースを買ったときの残金を求

める場面を，言葉の式をもとに( )

を用いて１つの式に表すしかたを

考える。 

・問題場面を( )を用いて１つの

式に表そうとしている。 

・言葉の式をもとに，問題場面を

( )を用いて１つの式に表すしか

たを考えている。 

  ・加法と減法の２段階の場面で，

( )の中をひとまとまりとみて先

に計算することを理解している。 

③( )を用いた式の計算順

序を理解する。（乗法と加

法，除法と乗法） 

・１本 50円の色鉛筆の赤を 12本，

青を８本買うときの代金や，１袋６

枚入りのクッキーを３袋買ったと

きの代金 810 円からクッキー１枚

の値段を求める場面を，( )を用い

て１つの式に表すしかたを考える。 

  ・乗法と加法や，除法と乗法の２

段階の場面を，（ )を用いて１つ

の式に表すしかたを考えている。 

  ・乗法と加法や，除法と乗法の２

段階の場面で，( )の中をひとま

とまりとみて先に計算することを

理解している。 

④乗法や除法は，( )がな

くても加法や減法より先に

計算することを理解する。 

・200 枚の折り紙から 30 枚ずつ５

人に配った残りの枚数や，100円の

消しゴムと１ダース 480 円の鉛筆

を半ダース買ったときの代金を求

める場面を，( )を用いずに１つの

式に表せることを知る。 

      ・乗法や除法は，( )がなくても

加法や減法より先に計算すること

を理解している。 

⑤四則の混合した式や( )

を用いた式の計算順序のま

とめをする。 

・６×８－４÷２の式に，( )があ

る場合とない場合の計算順序の違

いを比べることをとおして，( )

を用いた式や四則の混合した式の

計算順序についてまとめる。 

・四則の混合した式や( )を用い

た式を適切に用いようとしてい

る。 

  ・四則の混合した式や( )を用い

た式について正しく計算すること

ができる。 

・四則の混合した式や( )を用い

た式の計算の順序を理解してい

る。 

（計算のきまり） ⑥乗法と加法，減法の分配

法則を理解し，計算のきま

りのまとめをする。 

・切手の代金を求める場面で，(90

＋20)×５と 90×５＋20×５を比べ

ることをとおして，乗法と加法の分

配法則を知る。 

・乗法と減法の分配法則をアレイ図

を使って説明する。 

・既習の計算のきまり（交換法則，

結合法則）をまとめる。 

  ・乗法と加法，減法の分配法則に

ついて，場面や図などをもとにし

て説明している。 

・計算のきまりを○，△などを用

いて表した式に，具体的な数をあ

てはめて調べることができる。 

・計算のきまりを○，△などを用

いて一般的に表した式の意味を理

解している。 

⑦計算のきまりを使って工

夫して計算をすることがで

きる。 

・きりのよい数になるように組み合

わせたり，99 を（100－１)とみた

りするなどの工夫をして，計算をす

る。 

・計算のきまりを使って工夫して

計算しようとしている。 

・計算のきまりを使って工夫して

計算するしかたを考えている。 

・計算のきまりを使って工夫して

計算をすることができる。 

  

1 

89 

～  

90 

まとめ ⑧基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

・単元のまとめをする。   ・「式と計算」の学習のよさや考え

方を振り返っている。 

・四則の混合した式や( )を用い

た式について正しく計算すること

ができる。 

・計算のきまりを使って工夫して

計算をすることができる。 

・四則の混合した式や( )を用い

た式の計算の順序を理解してい

る。 

・計算のきまりを○，△などを用

いて一般的に表した式の意味を理

解している。 

 



 
   

□ 学習をふり返ろう② 

 p.91 

○「大きな数」「わり算の筆算(１)」「折れ線グラフ」「がい数」「わり算の筆算（２)」の復習をする。 

 
 
 

  目    標 評 価 規 準 

７ がい数を使った計算 

 （５時間） 

○目的に応じて和，差，積，商を概数で見積もることが

できる。A(2)ウ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・目的に応じて概数で計算の結果

を見積もり，生活や学習の場面で

用いようとしている。 

【行】【発】 

・目的に応じて，計算の結果のお

よその大きさを判断している。 

【発】【ノ】 

支援:およその計算が有効な具体

的な場面の例をいくつか示し，そ

れをもとに考えられるようにす

る。 

・目的に応じて，和，差，積，商

を概数で見積もることができる。 

【ノ】【テ】 

支援:実際の計算と比べさせるな

ど，つまずきの原因に自分で気づ

けるように個別指導をする。 

・加法，減法，乗法，除法の計算

の結果のおよその大きさを捉える

など，数についての豊かな感覚を

もっている。 

【発】【ノ】【テ】 

時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

3 

92 

～  

97 

（和や差の見積もり） ①和や差を概数で見積もる

ことができる。 

・買い物の合計金額を概数で求める

場面で，197＋128＋173のような加

法を 200＋100＋200 と概数にして

から計算をすることがあることを

知る。 

・目的に応じて概数で計算の結果

を見積もるよさに気づいている。 

・目的に応じて，計算の結果のお

よその大きさを判断している。 

  ・計算の結果のおよその大きさを

捉える場面で，概算を用いる場合

があることを理解している。 

（積や商の見積もり） ②積や商を概数で見積もる

ことができる。 

・98×42 の積や 6000÷42の商を，

100×40 や 6000÷40 と概数にして

から計算する。 

  ・目的に応じて，計算の結果のお

よその大きさを判断している。 

・目的に応じて，計算の結果を概

数で見積もることができる。 

  

（いろいろな見積も

り） 

③切り上げ，切り捨ての意

味を理解し，目的に応じて

用いることができる。 

・買い物の場面で，目的に応じて切

り上げたり，切り捨てたりするしか

たを考え，和を見積もる。 

  ・切り上げたり，切り捨てたりす

るしかたが，どのようなときに便

利かを考えている。 

  ・切り上げ，切り捨ての意味や目

的を理解している。 

1 98 

学んだことを使おう ④身のまわりの事象を数理

的に捉え，概数を使った計

算についての学習などを活

用して問題を解決すること

ができる。 

・非常時に必要な家族４人分の備品

の代金を，概数で見積もる。 

・目的に応じて概数で計算の結果

を見積もり，生活や学習の場面で

用いようとしている。 

  ・目的に応じて，計算の結果を概

数で見積もることができる。 

  

1 

99 

～  

100 

まとめ ⑤基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

・単元のまとめをする。   ・「がい数を使った計算」の学習の

よさや考え方を振り返っている。 

・目的に応じて，計算の結果を概

数で見積もることができる。 

・概算を用いる目的と処理のしか

たを理解している。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

８ 面積 

 （13時間） 

○面積の意味や，単位と測定の意味について理解する。

B(1) 

○面積の単位「㎠，㎡，㎢，a，ha」について知る。B(1)

ア 

○長方形，正方形の面積の求め方，面積公式を理解し，

公式を用いることができる。B(1)イ，D(2)イ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・面積の大きさを数値化して表す

ことのよさに気づき，長方形や正

方形の面積の公式を導きだそうと

している。 

【行】【発】 

・長方形や正方形の面積の求め方

を，長さやかさの場合などをもと

にして考えている。 

【発】【ノ】 

支援:単位正方形を敷き詰め，その

数を調べる活動をとおして，合理

的な方法として公式にまとめる意

味やよさを感じられるようにす

る。 

・長方形や正方形の面積を公式を

用いて求めることができる。 

【ノ】【テ】 

・面積の単位「㎠，㎡，㎢，a，ha」

と測定の意味，単位の関係につい

て理解している。 

・必要な部分の長さを用いること

で，長方形や正方形の面積は計算

によって求められることを理解し

ている。また，長方形や正方形の

面積の公式について理解してい

る。 

・面積の大きさについての豊かな

感覚をもっている。 

【発】【ノ】【テ】 



時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

1

2 

101 

～  

113 

  ①②面積の意味，面積の比

べ方，面積の単位「㎠」を

理解する。 

・長方形と正方形の広さを，直接重

ねたり，小さな正方形のいくつ分に

なるかで比べたりすることをとお

して，面積の比較・測定のしかたや

意味について考える。 

・面積の単位「平方センチメートル

(㎠)」を知る。 

・面積の大きさを数値化して表す

ことのよさに気づいている。 

・長方形と正方形の面積の比較や

測定について，長さやかさなどの

場合をもとにして考えている。 

  ・面積の意味，単位とする面積の

いくつ分で表すしかた，面積の単

位「㎠」を理解している。 

（長方形や正方形の面

積） 

③長方形の面積を計算で求

めるしかたを理解する。 

・長方形の面積を計算で求めるしか

たを考える。 

  ・長方形の面積を計算で求めるし

かたを考えている。 

  ・必要な部分の長さを用いること

で，長方形や正方形の面積は計算

によって求められることを理解し

ている。 

④長方形，正方形の面積の

公式を理解する。 

・正方形の面積を計算で求めるしか

たを考える。 

・長方形，正方形の面積を計算で求

めるしかたを公式にまとめる。 

・公式の意味を知る。 

・面積の大きさを数値化して表す

ことのよさに気づき，長方形や正

方形の面積の公式を導きだそうと

している。 

・正方形の面積を計算で求めるし

かたを考え，長方形や正方形の面

積の公式を導きだしている。 

・長方形や正方形の面積を公式を

用いて求めることができる。 

・長方形や正方形の面積の公式を

理解している。 

⑤面積の単位「㎡」を理解

する。 

・教室のような広いところの面積

は，１辺が１ｍの正方形の面積を単

位にして表すとよいことを知り，面

積の単位「平方メートル(㎡)」を知

る。 

      ・面積の単位「㎡」を理解してい

る。 

⑥「㎡」と「㎠」の関係を

理解する。 

面積の公式は，辺の長さの

単位をそろえて用いること

を理解する。 

・１㎡と１㎠の関係を調べ，１㎡＝

10000 ㎠を知る。 

・縦が㎝単位，横がｍ単位で表され

ている長方形の面積の求め方を考

える。 

      ・１㎡＝10000 ㎠の関係を理解して

いる。 

・公式を用いるには単位をそろえ

る必要があることを理解してい

る。 

⑦身のまわりの長方形や正

方形の面積を求めることが

できる。 

 

[１㎡の大きさ］   

・１㎡に入る人数を調べる

ことをとおして，１㎡の量

感をもつ。 

・机や教室など長方形や正方形の形

をしたものの面積を予想してから

求めたり，100 ㎠や 100㎡などに近

い面積のものを探したりする。 

・身のまわりにあるものの面積に

関心をもち，面積を求めようとし

ている。 

  ・身のまわりの長方形や正方形の

面積を，公式を用いて求めること

ができる。 

・身のまわりにあるものの面積に

ついて，見当をつけたり，１㎡が

どれくらいの面積なのかを捉えた

りするなど，面積の大きさについ

ての豊かな感覚をもっている。 

（大きな面積の単位） ⑧面積の単位「㎢」と単位

の関係を理解する。 

・面積の単位「平方キロメートル

(㎢)」を知り，１㎢＝1000000 ㎡を

知る。 

      ・面積の単位「㎢」を理解してい

る。 

・１㎢＝1000000 ㎡の関係を理解し

ている。 

⑨面積の単位「a，ha」と単

位の関係を理解する。 

・面積の単位「アール(a)」「ヘクタ

ール(ha)」を知り，１a＝100 ㎡，

１ha＝10000㎡を知る。 

      ・面積の単位「a」を知り，１a＝

100㎡の関係を理解している。 

・面積の単位「ha」を知り，１ha

＝10000㎡の関係を理解している。 

⑩面積の単位の関係につい

て理解を深める。 

・１㎡，１a，１ha，１㎢の正方形

の１辺の長さと面積の関係を調べ

る。 

  ・１㎡，１a，１ha，１㎢の正方形

の１辺の長さをもとに，面積の単

位の関係について考えている。 

  ・面積の単位「㎡，a，ha，㎢」の

関係を理解している。 

（面積の公式を使っ

て） 

⑪長方形の面積公式を用い

て，面積と１辺の長さから，

もう１辺の長さを求めるこ

とができる。 

・面積が 48 ㎡で横の長さが８ｍの

長方形の縦の長さを，面積の公式を

用いて求めるしかたを考える。 

  ・長方形の面積と１辺の長さから，

もう１辺の長さを求めるしかた

を，面積公式を用いて考えている。 

・長方形の面積と１辺の長さから，

もう１辺の長さを求めることがで

きる。 

  

⑫複合図形の面積の求め方

を考え説明し，面積の公式

についての理解を深める。 

・長方形を組み合わせた図形の面積

の求め方を考え，図や式，言葉など

を使って説明する。 

・長方形を組み合わせた図形の面

積を工夫して求めようとしてい

る。 

・長方形を組み合わせた図形の面

積の求め方を，図や式，言葉など

を使って考え説明している。 

・長方形を組み合わせた図形の面

積を求めることができる。 

  

1 

114 

～  

115 

まとめ ⑬基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

・単元のまとめをする。   ・「面積」の学習のよさや考え方を

振り返っている。 

・長方形や正方形の面積を公式を

用いて求めることができる。 

・面積の単位と測定の意味，長方

形や正方形の面積の公式を理解し

ている。 

・面積の単位の関係を理解してい

る。 

 
 



  目    標 評 価 規 準 

９ 整理のしかた 

 （５時間） 

○資料を２つの観点から落ちや重なりがないように分類

整理し，２次元表に表して特徴を調べることができる。

D(4)ア 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・目的に応じて必要な資料を集め，

それを分類整理して，特徴を調べ

ようとしている。 

【行】【発】 

・目的に応じて資料を２つの観点

から分類整理して表に表し，資料

の特徴について考えている。 

【発】【ノ】 

支援:２次元表の例を示してそれ

を見本に考えられるようにする。 

・資料を２つの観点から落ちや重

なりがないように分類整理して表

に表したり，よんだりすることが

できる。 

【行】【ノ】【テ】 

支援:合計欄などを用いて確かめ

をさせるなど，つまずきの原因に

自分で気づけるように個別指導を

する。 

・資料の分類整理のしかたや，２

次元表のかき方やよみ方を理解し

ている。 

【発】【ノ】【テ】 

時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

4 

116 

～  

122 

  ①②資料を２つの観点から

落ちや重なりがないように

調べ，２次元表に表して特

徴を調べることができる。 

・学校で起こったけがの種類とけが

をした場所について，それぞれ落ち

や重なりがないように調べて表に

まとめる。 

・けがの種類と場所の２つの事柄が

わかりやすくなるように，２次元表

にまとめる。 

 

・目的に応じて必要な資料を集め，

それを分類整理して，特徴を調べ

ようとしている。 

・資料を分類整理するための観点

を考えたり，表の表し方を工夫し

たりしている。 

・資料を２次元表に表したり，よ

んだりすることができる。 

・資料の分類整理のしかたや，２

次元表のかき方やよみ方を理解し

ている。 

③④ある観点から起こり得

る場合を分類し，２次元表

に表して特徴を調べること

ができる。 

・学校の教室の様子の図をもとに，

２つの観点から起こり得る場合を

考えて，２次元表にまとめる。 

  ・２つの観点について｢該当する｣

｢しない｣で起こりうる場合を考え

ている。 

・２つの観点について｢該当する｣

｢しない｣で調べた資料を２次元表

に表したり，よんだりすることが

できる。 

  

1 

123 

～  

124 

まとめ ⑤基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

・単元のまとめをする。   ・「整理のしかた」の学習のよさや

考え方を振り返っている。 

・資料を２次元表に表したり，よ

んだりすることができる。 

・２つの観点について｢該当する｣

｢しない｣で起こりうる場合を調べ

ることができる。 

 

・資料の分類整理のしかたや，２

次元表のかき方やよみ方を理解し

ている。 

 
 
 
 
 
＜下巻＞ 

  目    標 評 価 規 準 

10 角 

 （８時間）  

○角の大きさを回転の大きさとして捉え，角の大きさの

意味や，単位と測定の意味について理解する。B(2)ア 

○角の大きさの単位 「度(°)」 について知る。B(2)イ 

○分度器を用いて，角の大きさを測定したり，角をかい

たりすることができる。B(2)イ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・角の大きさについて関心をもち，

角の大きさに着目して，身のまわ

りにある図形を捉えようとしてい

る。 

【行】【発】 

・角の大きさについて，単位のい

くつ分とみて数値化することを考

えている。 

【発】【ノ】 

・分度器を用いて角の大きさを測

定したり，必要な大きさの角を作

図したりすることができる。 

【行】【ノ】【テ】 

支援:分度器を用いた測定のしか

たについて確認させたうえで，手

順を丁寧にたどらせる。 

・角の大きさを回転の大きさとし

て捉え，角の大きさの単位「度

（°)」と測定の意味について理解

している。また，角の大きさにつ

いての豊かな感覚をもっている。 

【行】【ノ】【テ】 

時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

6 

2 

～  

10 

  ①②回転した量としての角

の大きさの意味,分度器の

機能と使い方，角の大きさ

の単位「度（°）」を理解す

る。 

・２枚の円を重ねて回す活動をとお

して，回転の量としての角の大きさ

の意味を知り，角の大きさの比較・

測定のしかたを考える。 

・角の大きさの単位「度（°）」を

知り，直角＝90°を知る。 

・分度器を用いた測定のしかたを知

る。 

・角の大きさに関心をもち，角の

大きさに着目して図形を捉えよう

としている。 

・角の大きさを，既習の量と測定

の場合をもとにして，単位のいく

つ分で捉えるしかたを考えてい

る。 

・分度器を用いて角の大きさを測

定することができる。 

・回転の量としての角の意味，角

の大きさの単位「度（°)」と測定

の意味，直角＝90°の関係を理解

している。 

・分度器のしくみを知り，分度器

を用いた角の大きさの測定のしか

たを理解している。 



③直角を単位にした角の大

きさの表し方を理解する。 

三角定規の角を調べ，角の

大きさの加法性について理

解する。 

・直角を単位にした角の大きさと，

その表し方を知る。 

・三角定規の角の大きさを知る。ま

た，三角定規の角を組み合わせてい

ろいろな大きさの角を作り，角の大

きさは加減計算できることを知る。 

 

  ・三角定規の角を組み合わせてい

ろいろな大きさの角を作ることを

考えている。 

  ・直角を単位にした角の大きさの

表し方を理解している。 

・三角定規の角の大きさを理解し

ている。また，角の大きさも加減

計算できることを理解している。 

④180°より大きい角の大

きさの測定のしかたを考え

ることができる。 

 

・角の加法性を用いて，180°より

大きい角の測り方を考える。 

  ・角の加法性を用いて，180°より

大きい角の大きさの測り方を考え

ている。 

・分度器を用いて，180°より大き

い角の大きさを測定することがで

きる。 

  

（角のかき方） ⑤角を作図することができ

る。 

 

・分度器を用いて角を作図する。     ・分度器を用いて，角を作図する

ことができる。 

  

⑥三角形を作図することが

できる。 

 

[算数メモ]* 

・時計の針が２回転する角

度は 720°になることから，

360°より大きい回転角に

ついて知る。 

 

・１つの辺の長さと両端の角度か

ら，分度器を用いて三角形を作図す

る。 

    ・分度器を用いて，三角形を作図

することができる。 

  

1 11 
学んだことを使おう ⑦角の大きさについての感

覚を豊かにする。 

・角度を測定する道具を作って，身

のまわりの角度を調べる。 

・角の大きさに関心をもち，身の

まわりのものの角度を調べようと

している。 

    ・角の大きさについての豊かな感

覚をもっている。 

1 

12 

～  

13 

まとめ ⑧基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

・単元のまとめをする。   ・「角」の学習のよさや考え方を振

り返っている。 

・分度器を用いて角の大きさを測

定したり，分度器を用いて三角形

を作図したりすることができる。 

・角の大きさの単位「度（°)」と

直角＝90°の関係，分度器を用い

た角の大きさの測定のしかたを理

解している。 

・三角定規の角の大きさを理解し

ている。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ 方眼で九九を考えよう 

 （１時間） 

 p.14 

○乗法の式と面積を結びつ

けて捉えたり，分配法則に

ついての理解を深めたりす

る。 

・九九の答えを方眼のます目で表し

たものを用いて，５×３＋５×４＝

５×７になることを説明したり，九

九の総和を求めたりする。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・九九の答えの総和の求め方を，

進んで考えようとしている。 

【行】【ノ】 

・乗法のしくみを方眼を使って考

えたり，説明したりしている。 

【発】【ノ】 

    

 
 

  目    標 評 価 規 準 

11 小数のしくみとたし

算，ひき算 

 （12時間） 

○小数が整数と同じしくみで表されていることを知り，

1/100 の位，1/1000 の位までの小数の表し方，よみ方，

数の構成，数の相対的な大きさについて理解する。A(5)

ア 

○10倍，1/10 の大きさの小数の表し方を理解する。A(5)

ア 

○1/1000の位までの小数の加法，減法の計算のしかたを

考え，計算することができる。A(5)イ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・1/1000の位までの小数の表し方

や，加法，減法の計算のしかたを

考えようとしている。 

【行】【発】 

・端数部分の大きさを小数で表す

とき，0.1 の単位を作ったときの

考えをもとに，0.01，0.001 の単

位を作ることを考えている。 

・1/1000 の位までの小数の加法，

減法の計算について，既習の計算

をもとに図や式などを用いて考え

ている。 

【発】【ノ】 

支援:既習の整数や小数での十進

位取り記数法についての理解を確

認する。 

 

・1/1000の位までの小数を用いて

数量を表すことができる。 

・1/1000 の位までの小数の加法，

減法の計算が確実にできる。 

【ノ】【テ】 

・小数が整数と同じしくみで表さ

れていることを理解している。ま

た，数の相対的な大きさから小数

を捉えるなど，小数についての豊

かな感覚をもっている。 

・1/1000 の位までの小数の加法，

減法について理解している。 

【発】【ノ】【テ】 



時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

6 

15 

～  

21 

0.1 より小さい小数 ①1/100 の位までの小数の

よみ方，表し方，数の構成

を理解する。 

・1.5L とあと少しの水のかさを L

単位で表すことをとおして，0.1L

の 1/10が 0.01Lであることを知る。

また，1.5Ｌと 0.08Ｌをあわせたか

さを，1.58Lと表すことを知る。 

 

・1/10の位までの小数で表せない

端数部分の大きさの表し方を考え

ようとしている。 

・整数や 1/10の位までの小数の表

し方をもとに，1/100 の位までの

小数の表し方を考えている。 

  ・1/100の位までの小数のよみ方，

表し方，数の構成を理解している。 

②1/1000 の位までの小数の

よみ方，表し方，数の構成

を理解する。 

・798ｍを km単位で表すことをとお

して，0.01kmの 1/10が 0.001kmで

あることを知る。また，798ｍを

0.798kmと表すことを知る。 

 

  ・1/100 の位までの小数の表し方

をもとに，1/1000の位までの小数

の表し方を考えている。 

  ・1/1000の位までの小数のよみ方，

表し方，数の構成を理解している。 

③１，0.1，0.01，0.001 の

関係を調べ，小数が整数と

同じしくみになっているこ

とを理解する。 

・１，0.1，0.01，0.001 の関係を

調べ，1/10，1/100，1/1000や，10

倍，100倍，1000倍になっているこ

とを知る。 

  ・１，0.1，0.01，0.001 の大きさ

の関係を，十進位取り記数法をも

とに考えている。 

  ・１と 0.1，0.01，0.001は，何倍，

何分の一の大きさの数の関係かを

理解している。 

④十進位取り記数法をもと

に，小数の位取り（1/100

の位，1/1000 の位）を理解

する。 

・3.776のしくみを調べることをと

おして，小数の位取り（1/100 の位，

1/1000 の位）と，整数，小数の十

進数としてのしくみを知る。 

      ・小数の十進数としてのしくみと，

小数の位取り（1/100の位，1/1000

の位）を理解している。 

⑤⑥小数の相対的な大き

さ，大小比較，10 倍，1/10

にした大きさの数の表し方

を理解する。 

・数直線や数の構成をもとに，1.36

は 0.01のいくつ分かを考える。 

・小数の大小比較のしかたを考え

る。 

・3.48を 10 倍，1/10にした大きさ

の数を調べることをとおして，小数

も 10 倍すると位が１桁上がり，

1/10 にすると位が１桁下がること

を知る。 

  ・小数の相対的な大きさ，大小比

較，10倍，1/10にした大きさの数

の表し方について，整数の場合や

十進位取り記数法などをもとに考

えている。 

  ・相対的な見方をするなど，数の

大きさや構成についての豊かな感

覚をもっている。 

・小数の大小比較について理解し

ている。 

・小数も整数と同様に，10倍する

と位が１桁上がり，1/10にすると

位が１桁下がることを理解してい

る。 

5 

22 

～  

26 

小数のたし算，ひき算 ⑦小数の加法計算を理解

し，筆算ができる。 

・1.53＋2.41のような，1/100の位

までの小数などの加法計算のしか

たを考える。 

・小数の加法計算のしかたを考え

ようとしている。 

・小数の加法計算のしかたを，既

習の計算をもとに図や式などを用

いて考えている。 

  ・1/1000 の位までの小数の加法計

算のしかたを理解している。 

⑧和の末位が０になる場合

や，位取りの異なる小数の

加法計算ができる。 

・0.526＋0.374 のような，和の末

位が０になる場合の加法計算のし

かたを考える。 

・3.72＋1.4のような，位取りの異

なる小数の加法計算のしかたを考

える。 

  ・和の末位が０になる場合や，位

取りの異なる小数の加法計算のし

かたを考えている。 

  ・和の末位が０になる場合や，位

取りの異なる小数の加法計算のし

かたを理解している。 

⑨小数の減法計算を理解

し，筆算ができる。 

・3.89－2.63のような，1/100の位

までの小数などの減法計算のしか

たを考える。 

・小数の減法計算のしかたを考え

ようとしている。 

・小数の減法計算のしかたを考え

ている。 

  ・1/1000 の位までの小数の減法計

算のしかたを理解している。 

⑩位取りの異なる小数の減

法計算，整数と小数の減法

計算ができる。 

・6.4－1.73のような，位取りの異

なる小数の減法計算のしかたを考

える。 

・３－0.456のような，整数－小数

の減法計算のしかたを考える。 

  ・位取りの異なる小数の減法計算，

整数と小数の減法計算のしかたを

考えている。 

  ・位取りの異なる小数の減法計算，

整数と小数の減法計算のしかたを

理解している。 

（計算のきまり） ⑪加法の交換法則，結合法

則が小数でも成り立つこと

を理解する。 

・○，△，□にいろいろな小数をあ

てはめて，加法の交換法則，結合法

則が小数でも成り立つことを確か

める。 

    ・計算のきまりを○，△などを用

いて表した式に，具体的な数をあ

てはめて調べることができる。 

・加法の交換法則，結合法則が小

数でも成り立つことを理解してい

る。 

1 

27 

～  

28 

まとめ ⑫基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[もっと小さな小数]* 

・分，厘，毛，…などの小

数の位の呼び方を知り，

1/1000 の位よりも下の位が

あることに興味をもつ。 

・単元のまとめをする。   ・「小数のしくみとたし算，ひき算」

の学習のよさや考え方を振り返っ

ている。 

・1/1000の位までの小数を用いて

数量を表すことができる。 

・1/1000の位までの小数の加減計

算が確実にできる。 

・小数の位取り（1/100の位，1/1000

の位）を理解している。 

・小数も整数と同様に，10倍する

と位が１桁上がり，1/10にすると

位が１桁下がることを理解してい

る。 

 
 



   

□ 学習をふり返ろう③ 

 p.29 

○「式と計算」「がい数を使った計算」「面積」「整理のしかた」の復習をする。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

12 垂直，平行と四角形 

 （14時間） 

○直線の垂直や平行の関係について理解する。また，垂

直や平行の関係にある直線を作図することができる。

C(1)ア 

○台形，平行四辺形，ひし形について理解する。また，

これらの四角形を作図することができる。C(1)イ 

○四角形の対角線について理解する。C(1)イ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・身のまわりから垂直や平行にな

っている２直線や，台形，平行四

辺形，ひし形を見つけたり，作図

したり，構成したりしようとして

いる。 

【行】【発】【ノ】 

・２直線について，垂直や平行と

いう位置関係があることを見いだ

している。 

・四角形（台形，平行四辺形，ひ

し形）について，その違いに気づ

き分類し，分類した四角形の特徴

を見いだしている。 

【行】【発】【ノ】 

・垂直な２直線や平行な２直線を

作図することができる。 

・台形，平行四辺形，ひし形を作

図することができる。 

【行】【ノ】【テ】 

支援:どのような定義や性質を用

いているかを意識しながら取り組

めるようにする。 

・直線の垂直や平行の関係につい

て理解している。 

・平行四辺形，台形，ひし形の意

味や性質，四角形の対角線につい

て理解している。また，図形につ

いての豊かな感覚をもっている。 

【発】【ノ】【テ】 

支援:棒などを使って直線の並び

方を捉えさせたり，身のまわりの

図形を指し示したりするなど，具

体物と結びつけて図形を捉えられ

るようにする。 

時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

5 

30 

～  

39 

垂直と平行 ①垂直の意味を理解する。 ・絵地図を見て道の交わり方を調

べ，垂直の意味を知る。 

・身のまわりの直線の位置関係に

ついて，進んで観察しようとして

いる。 

・２直線について，垂直という位

置関係があることを見いだしてい

る。 

  ・垂直の意味を理解している。 

②平行の意味，性質を理解

する。 

・絵地図を見て道の並び方を調べ，

平行の意味を知る。 

・平行な２直線の幅について調べ，

２直線の幅はどこも等しいことや，

２直線をどこまで伸ばしても交わ

らないことを知る。 

  ・２直線について，平行という位

置関係があることを見いだしてい

る。 

  ・平行の意味を理解している。ま

た，平行の性質として，平行な２

本の直線の幅は，どこも等しくな

っていることを理解している。 

③平行の性質を理解する。 ・平行な直線と交わる直線が作る角

について調べ，２直線はほかの直線

と等しい角度で交わることを知る。 

      ・平行の性質として，平行な直線

は，ほかの直線と等しい角度で交

わることを理解している。 

（垂直，平行な直線の

かき方） 

④垂直や平行の関係にある

直線を作図することができ

る。 

・１組の三角定規を用いて，垂直な

直線のかき方を考える。 

・１組の三角定規を用いて，平行な

直線のかき方を考える。 

・垂直，平行な直線を進んで作図

しようとしている。 

・垂直，平行な直線の作図のしか

たを，定義や性質をもとに考えて

いる。 

・垂直，平行な直線を作図するこ

とができる。 

  

⑤具体物を用いて垂直，平

行を作り，その意味につい

て理解を深める。 

垂直，平行な直線の作図の

しかたをもとに，長方形を

作図することができる。 

 

[垂直，平行さがし] 

・身のまわりから垂直や平

行の関係にあるものを探

す。 

・紙を折って垂直や平行な直線を作

る。 

・垂直，平行な直線の作図のしかた

をもとに，縦５㎝，横８㎝の長方形

のかき方を考える。 

・身のまわりから垂直，平行の関

係になっているものを見つけよう

としている。 

・紙を折って作った垂直，平行な

直線について，垂直，平行の定義

をもとに説明している。 

・長方形の作図のしかたを，垂直，

平行な直線の作図のしかたをもと

に考えている。   

  

8 

40 

～  

51 

四角形 ⑥台形，平行四辺形の意味

を理解する。 

・四角形や三角形の紙を重ねてでき

たいろいろな四角形を，辺の並び方

に着目して分類する。 

・台形，平行四辺形について知る。 

 

・身のまわりの四角形について，

進んで観察しようとしている 

・四角形について，辺の並び方に

着目して分類し，分類した四角形

の特徴を見いだしている。 

  ・台形，平行四辺形の意味を理解

している。 

⑦平行四辺形の意味，性質

を理解する。 

・平行四辺形の辺の長さや角の大き

さを調べ，向かい合った辺の長さや

角の大きさはそれぞれ等しいこと

を知る。 

  ・辺の長さや角の大きさに着目し

て，平行四辺形の性質を見いだし

ている。 

  ・平行四辺形の性質を理解してい

る。 



⑧ひし形の意味，性質を理

解する。 

・紙を４つに折ってかどを切り取っ

てできた四角形を調べることをと

おして，ひし形について知る。 

・ひし形の辺の並び方や角の大きさ

を調べ，向かい合った辺は平行なこ

とや，向かい合った角の大きさは等

しいことを知る。 

 

  ・辺の並び方や辺の長さ，角の大

きさに着目して，ひし形の意味や

性質を見いだしている。 

  ・ひし形の意味や性質を理解して

いる。 

（いろいろな四角形の

かき方） 

⑨⑩平行四辺形，台形，ひ

し形を作図することができ

る。 

・平行な２直線を使って台形，平行

四辺形をかく。 

・平行四辺形，台形の意味や性質を

もとに，作図のしかたを考える。 

・円の半径を使ってひし形をかく。 

・ひし形の意味や性質をもとに，作

図のしかたを考える。 

 

・平行四辺形，台形，ひし形を進

んで作図しようとしている。 

・平行四辺形，台形，ひし形の作

図のしかたを，定義や性質をもと

に考えている。 

・平行四辺形，台形，ひし形を作

図することができる。 

  

（四角形の対角線） ⑪対角線の意味，四角形の

対角線の性質を理解する。 

・対角線について知り，いろいろな

四角形の対角線の長さや交わり方

を調べる。 

・平行四辺形，ひし形の対角線の性

質をもとに，作図のしかたを考え

る。 

 

  ・基本的な四角形の性質を，対角

線に着目して見いだしている。 

・平行四辺形，ひし形の作図のし

かたを，対角線の性質をもとに考

えている。 

  ・対角線の意味，基本的な四角形

の対角線の性質を理解している。 

⑫ひし形などの図形の性質

について理解を深める。 

・ひし形を対角線で切ってできる図

形を調べ，その性質について確かめ

たり，ひし形が同じ形（合同）の二

等辺三角形や直角三角形に分けら

れることを考えたりする。 

 

  ・ひし形を対角線で切ってできる

図形について調べ，ひし形が同じ

形（合同）の二等辺三角形や直角

三角形に分けられることを見いだ

している。 

  ・図形を分解したり構成したり，

図形の性質を確かめたりするな

ど，図形についての豊かな感覚を

もっている。 

⑬平行四辺形や台形を敷き

詰めた図について考察し，

図形についての感覚を豊か

にする。 

・同じ形（合同）の平行四辺形や台

形を敷き詰めた図のかき方を考え

る。 

  ・平行四辺形や台形を敷き詰めた

図の作図のしかたを，定義や性質

をもとに考えている。 

  ・平行四辺形や台形を敷き詰めた

図の中にいろいろな形を認めた

り，できる模様の美しさを感じた

りするなど，図形についての豊か

な感覚をもっている。 

1 

52 

～  

53 

まとめ ⑭基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

・単元のまとめをする。   ・「垂直，平行と四角形」の学習の

よさや考え方を振り返っている。 

・垂直，平行な直線を作図するこ

とができる。 

・台形，平行四辺形，ひし形を作

図することができる。 

・直線の垂直や平行の関係を理解

している。 

・平行四辺形，台形，ひし形の意

味や性質を理解している。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

13 変わり方 

 （６時間） 

○伴って変わる２つの数量の関係を表や○，△などを用

いた式，グラフに表し，変化の様子や対応のきまりを調

べることができる。D(1)ア，D(2)ウ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・伴って変わる２つの数量の関係

について進んで調べたり表したり

して，関数の考えのよさに気づき，

進んで生活や学習に活用しようと

している。 

【行】【発】 

・身のまわりから伴って変わる２

つの数量を見つけ，数量の関係を

見いだしている。 

【発】【ノ】 

支援:簡単な変わり方の事例で変

化と対応のきまりについていくつ

か例を示し，それをもとに考えら

れるようにする。 

・伴って変わる２つの数量の関係

を，表に表して特徴をよみとった

り，○，△などを用いた式で表し

たりすることができる。 

【ノ】【テ】 

支援:表の横の変わり方，縦のきま

りについて，それぞれ調べる観点

を明確にしながら取り組めるよう

にする。 

・伴って変わる２つの数量の関係

を明確にするために，資料を表に

表したりグラフを用いて表したり

することを理解している。また，

○，△を用いた式では，○，△の

一方の大きさが決まれば，それに

伴って，他方の大きさが決まるこ

とを理解している。 

【発】【ノ】【テ】 

時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

4 

54 

～  

60 

 ①②伴って変わる２つの数

量の関係を表に表し，変化

の特徴を調べることができ

る。また，その関係を式や

グラフに表すことができ

る。 

（x＋y＝aの関係） 

・18 ㎝のひもで長方形を作るとき

の，横の長さと縦の長さの関係を表

に表し，変化と対応のきまりを調べ

たり，式やグラフに表したりする。

（和が一定） 

・伴って変わる２つの数量の関係

について進んで調べたり表したり

しようとしている。 

・伴って変わる２つの数量を見つ

け，表，式，グラフに表して，数

量の関係を見いだしている。 

・伴って変わる２つの数量の関係

を，表に表して特徴をよみとった

り，○，△などを用いた式やグラ

フに表したりすることができる。 

・伴って変わる２つの数量の関係

を表，式，グラフを用いて表すこ

とを理解している。 



③伴って変わる２つの数量

の関係を表に表し，変化の

特徴を調べることができ

る。また，その関係を式に

表すことができる。 

（y＝axの関係） 

・１辺が１㎝の正方形の厚紙を階段

状に並べていくときの，段数と周り

の長さの関係を表に表し，変化と対

応のきまりを調べたり，式に表した

りする。（商が一定） 

    ・伴って変わる２つの数量の関係

を表や式に表して，特徴をよみ取

ることができる。 

  

④伴って変わる２つの数量

の関係を式に表し，式をも

とに表やグラフに表して変

化の特徴を調べることがで

きる。 

（y＝axの関係） 

・30 円の菓子を何個か買う場合の

個数と代金の関係を式に表し，式を

もとに表やグラフに表して変化の

特徴を調べる。（商が一定） 

    ・伴って変わる２つの数量の関係

を式に表し，式をもとに表やグラ

フに表して変化の特徴を調べるこ

とができる。 

・○，△を用いた式では，○，△

の一方の大きさが決まれば，それ

に伴って，他方の大きさが決まる

ことを理解している。 

1 61 
学んだことを使おう ⑤表を使って変わり方のき

まりを見いだし，問題を解

決することができる。 

・「鶴亀算」の問題を，表を用いて

変わり方のきまりを見つけて考え

る。 

・関数の考えのよさに気づき，進

んで生活や学習に活用しようとし

ている。 

・表を使って変わり方のきまりを

見いだし，きまりを用いて問題を

解決することを考えている。 

    

1 62 
まとめ ⑥基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

・単元のまとめをする。   ・「変わり方」の学習のよさや考え

方を振り返っている。 

・伴って変わる２つの数量の関係

を表や式に表して，特徴をよみ取

ることができる。 

  

 
 

  目    標 評 価 規 準 

14 そろばん 

 （２時間） 

○そろばんによる億や兆までの数や小数の表し方を知

る。A(7) 

○そろばんによる整数どうし，小数どうしの簡単な加法，

減法の計算のしかたを知る。A(7) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・そろばんに関心をもち，そろば

んの構造を十進位取り記数法のし

くみと関連づけようとしている。 

【行】【発】 

・そろばんを用いて億や兆の単位

までの整数や 1/100 の位までの小

数の加法，減法の計算のしかたを

考えている。 

【発】 

支援:筆算や位取り表と対応させ

ながら考えられるようにする。 

・そろばんを用いて億や兆の単位

までの整数や 1/100 の位までの小

数を表したり，それらの数の加法，

減法の計算をしたりすることがで

きる。 

【行】 

・そろばんには，十進位取り記数

法のしくみが用いられていること

を理解している。 

【行】【発】 

時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

2 

63 

～  

65 

（数の表し方） ①そろばんを用いた整数や

小数の表し方，10 倍，100

倍した大きさの数の表し方

を理解する。 

・十進位取り記数法による数の表し

方をもとに，そろばんでの整数や小

数の表し方を知る。 

・そろばんで，0.25 を 10 倍，100

倍した大きさの数を表す。 

 

・そろばんの構造を十進位取り記

数法のしくみと関連づけようとし

ている。 

  ・そろばんを用いて，億や兆の単

位までの整数や 1/100 の位までの

小数を表すことができる。 

・そろばんには，十進位取り記数

法のしくみが用いられていること

を理解している。 

（そろばんの計算） ②そろばんを用いた整数ど

うしの加減計算，大きい数

や小数どうしの加減計算が

できる。 

 

[数を入れるだけで，おつり

が見える] 

・入れていない珠を見てお

つりを判断する方法を知

る。 

 

・53＋24 のような，整数どうしの

加法計算のしかたを知る。 

・87－64 のような，整数どうしの

減法計算のしかたを知る。 

・これまで学習してきたそろばんに

よる基本的な加法，減法の珠の動か

し方をもとに，数範囲を広げた場合

について考える。 

  ・そろばんを用いて億や兆の単位

までの整数や 1/100 の位までの小

数の加減計算のしかたを考えてい

る。 

・そろばんを用いた加減計算がで

きる。 

  

 
 

   

□ 学習をふり返ろう④ 

 p.66 

○「角」「小数のしくみとたし算，ひき算」「垂直，平行と四角形」の復習をする。 

 
 



  目    標 評 価 規 準 

15 小数と整数のかけ算，

わり算 

 （14時間） 

○小数×÷整数の乗法および除法の意味について理解す

る。A(5)ウ 

○小数×÷整数の乗法および除法の計算のしかたを考

え，計算することができる。A(5)ウ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・乗数や除数が整数である場合の

小数の乗法および除法の計算のし

かたを，整数の乗法や除法と関連

づけて考えようとしている。 

【行】【発】 

・乗数や除数が整数である場合の

小数の乗法，除法の計算のしかた

を，既習の計算をもとに図や式な

どを用いて考えている。 

【発】【ノ】 

支援:別の簡単な数値で図などを

用いた説明をして，それをもとに

考えられるようにする。 

・乗数や除数が整数である場合の

小数の乗法，除法の計算が確実に

できる。また，整数を整数でわっ

て商が小数になる除法計算が確実

にできる。 

【ノ】【テ】 

・乗数や除数が整数である場合の

小数の乗法，除法の意味について

理解している。また，小数の倍に

ついて理解している。 

【発】【ノ】【テ】 

時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

4 

67 

～  

72 

小数に整数をかける計

算 

①純小数×整数の乗法計算

を理解する。 

・0.2×６のような，純小数×整数

の乗法計算のしかたを，数直線を用

いたり，整数の計算をもとにしたり

して考える。 

 

・小数×整数の乗法の意味や計算

のしかたを，整数の乗法と関連づ

けて考えようとしている。 

・小数×整数の乗法計算のしかた

を，既習の計算をもとに図や式な

どを用いて考えている。 

  ・小数×整数の乗法の意味や計算

のしかたを理解している。 

②小数×整数の乗法計算を

理解し，筆算ができる。 

・1.2×７のような，小数×整数の

乗法計算のしかたを考え，筆算のし

かたをまとめる。 

・2.7×32のような，乗数が２位数

の場合の乗法計算のしかたを考え

る。 

  ・小数×整数の乗法計算のしかた

を考えている。 

  ・小数×整数の乗法計算のしかた

や筆算形式を理解している。 

③小数×整数で，被乗数が

1/100 の位までの小数の乗

法計算ができる。 

・1.24×８のような，被乗数が 1/100

の位までの小数の場合の乗法計算

のしかたを考える。 

 

  ・被乗数が 1/100 の位までの小数

の乗法計算のしかたを考えてい

る。 

  ・被乗数が 1/100 の位までの小数

の乗法計算のしかたを理解してい

る。 

④小数×整数で，積の末位

が０になる場合や，被乗数

が 1/1000の位までの小数の

乗法計算ができる。 

・1.35×４のような，積の末位が０

になる場合の乗法計算のしかたを

考える。 

・0.348×27 のような，被乗数が

1/1000 の位までの小数の場合の乗

法計算のしかたを考える。 

 

  ・小数×整数で，積の末位が０に

なる場合や，被乗数が 1/1000 の位

までの小数の乗法計算のしかたを

考えている。 

  ・小数×整数で，積の末位が０に

なる場合や，被乗数が 1/1000 の位

までの小数の乗法計算のしかたを

理解している。 

8 

73 

～  

82 

小数を整数でわる計算 ⑤小数÷整数の除法計算を

理解する。 

・3.6÷３のような，小数÷整数の

除法計算のしかたを，数直線を用い

たり，整数の計算をもとにしたりし

て考える。 

・小数÷整数の除法の意味や計算

のしかたを，整数の除法と関連づ

けて捉えようとしている。 

・小数÷整数の除法計算のしかた

を，既習の計算をもとに図や式な

どを用いて考えている。 

  ・小数÷整数の除法の意味や計算

のしかたを理解している。 

⑥小数÷整数の除法計算を

理解し，筆算ができる。 

・13.6÷４のような，小数÷整数の

除法計算のしかたを考え，筆算のし

かたをまとめる。 

  ・小数÷整数の除法計算のしかた

を考えている。 

  ・小数÷整数の除法計算のしかた

や筆算形式を理解している。 

⑦小数÷整数で，商が１よ

り小さくなる場合や，除数

が２位数の場合の除法計算

ができる。 

・5.4÷６のような，商が１より小

さくなる場合の除法計算のしかた

を考える。 

・78.2÷23 のような，除数が２位

数の場合の除法計算のしかたを考

える。 

  ・小数÷整数で，商が１より小さ

くなる場合や，除数が２位数の場

合の除法計算のしかたを考えてい

る。 

  ・小数÷整数で，商が１より小さ

くなる場合や，除数が２位数の場

合の除法計算のしかたを理解して

いる。 

⑧小数÷整数で，被除数が

1/100 の位，1/1000 の位ま

での小数の除法計算ができ

る。 

・8.67÷３，9.826÷34のような，

被除数が 1/100 の位，1/1000 の位

までの除法計算のしかたを考える。 

  ・被除数が 1/100の位，1/1000の

位までの小数の除法計算のしかた

を考えている。 

  ・被除数が 1/100の位，1/1000の

位までの小数の除法計算のしかた

を理解している。 

（わり進むわり算） ⑨わり進む除法計算を理解

する。 

・3.2L のジュースを５人で等分す

る場面や，13÷４のような計算で，

わり進む除法計算のしかたを考え

る。 

  ・3.2を 3.20とみたり，13を 13.00

とみたりするなどして，わり進む

除法の意味や計算のしかたを考え

ている。 

  ・小数÷整数，整数÷整数の除法

で，わり進む計算のしかたを理解

している。 

（商の四捨五入） ⑩わり進む除法で，商を四

捨五入して概数で表す場合

の計算を理解する。 

・８ｍのリボンを３等分する場面

で，商を四捨五入して概数で求める

しかたを考える。 

      ・わり進む除法で，商を四捨五入

して概数で表す場合の計算のしか

たを理解している。 

（あまりのあるわり

算） 

⑪小数÷整数の除法のあま

りの大きさについて理解す

る。 

・17.5cm のテープを３cm ずつ切る

場面で，あまりを出す除法計算のし

かたを考える。 

  ・小数÷整数の除法のあまりの大

きさについて考えている。 

  ・小数÷整数の除法で，あまりを

出す場合の計算のしかたを理解し

ている。 



（倍の計算） ⑫何倍かを表す数が小数に

なる場合があることを理解

する。（小数倍） 

・徒競走で走る距離を比べることを

とおして，1.6 倍，0.8 倍のように

何倍かを表す数が小数になる場合

があることを知る。 

  ・倍の問題場面の数量関係につい

て，図や式などを用いて考えてい

る。 

  ・1.6倍，0.8倍のように何倍かを

表す数が小数になる場合があるこ

とを理解している。 

1 83 

学んだことを使おう ⑬身のまわりの事象を数理

的に捉え，小数×整数，小

数÷整数についての学習な

どを活用して問題を解決す

ることができる。 

・学校の階段の１段分の高さをもと

に１階から３階までの高さを求め

るなど，身のまわりから乗法，除法

を適用して解決できる場面を探し

て問題を作り，友だちと問題を解き

合う。 

・小数×整数，小数÷整数の計算

を活用する楽しさやよさに気づい

ている。 

・身のまわりの事象を数理的に捉

え，小数×整数，小数÷整数など

の計算が適用できる場面を見いだ

している。 

    

1 

84 

～  

85 

まとめ ⑭基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

・単元のまとめをする。   ・「小数と整数のかけ算，わり算」

の学習のよさや考え方を振り返っ

ている。 

・乗数や除数が整数である場合の

小数の乗除計算，整数を整数でわ

って商が小数になる除法計算が確

実にできる。 

・小数×整数の筆算のしかたを理

解している。 

・小数÷整数の筆算のしかたを理

解している。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

16 立体 

 （９時間） 

○直方体，立方体について理解する。C(2)ア 

○直方体，立方体の面や辺の平行，垂直の関係について

理解する。C(2)イ 

○直方体，立方体の見取図や展開図の見方，かき方を理

解する。C(2)ア 

○平面の上や空間の中でのものの位置の表し方を理解す

る。C(3) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・身のまわりから直方体や立方体

を見つけたり，長方形や正方形を

組み合わせて直方体や立方体を構

成したりしようとしている。 

【行】【発】 

・立体図形について分類し，分類

した立体図形の特徴を見いだして

いる。また，辺や面のつながりや

位置関係に着目して，直方体や立

方体を構成したり，見取図や展開

図をかいたりする方法を考えてい

る。 

・平面の上や空間の中でのものの

位置の表し方を考えている。 

【行】【発】【ノ】 

・直方体や立方体の見取図や展開

図をかいたり，展開図をもとに直

方体や立方体を構成したりするこ

とができる。 

【行】【ノ】【テ】 

支援:途中までかいてある見取図

や展開図を用意し，続きをかかせ

るようにする。 

 

・平面の上でのものの位置を２つ

の要素で表したり，空間の中での

ものの位置を３つの要素で表した

りすることができる。 

【ノ】【テ】 

・直方体や立方体について知り，

構成要素や，面と面，面と辺，辺

と辺の平行，垂直の関係を理解し

ている。 

・平面の上や空間の中にあるもの

の位置を表す際，平面上では２つ

の要素が必要で，空間の中では３

つの要素が必要であることを理解

している。 

【発】【ノ】【テ】 

時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

7 

86 

～  

97 

直方体と立方体 ①直方体，立方体の意味を

理解する。 

・箱の形の特徴を言葉で伝えたり，

面の形に着目して箱の形を分類し

たりする。 

・直方体，立方体について知る。 

・身のまわりの立体図形を観察し

て，その特徴を捉えようとしてい

る。 

・立体図形について，面の形に着

目して分類し，分類した立体図形

の特徴を見いだしている。 

  ・直方体，立方体の意味を理解し

ている。 

②直方体，立方体の構成要

素（面，頂点，辺）や，平

面の意味を理解する。 

・長方形や正方形の厚紙を使って直

方体，立方体を作り，面の形と数を

調べる。 

・直方体や立方体の面，頂点，辺の

数を調べ，表にまとめる。 

・「平面」の用語を知る。 

・長方形や正方形の厚紙を使って，

直方体や立方体を構成しようとし

ている。 

    ・直方体，立方体の構成要素（面，

頂点，辺）やそれらの数，平面の

意味を理解している。 

（面や辺の垂直，平行） ③④直方体，立方体の面や

辺の平行，垂直関係を理解

する。 

・直方体，立方体の面と面，面と辺，

辺と辺の平行や垂直について調べ

る。 

  ・面や辺の平行，垂直関係に着目

して，直方体，立方体の特徴を見

いだしている。 

  ・直方体，立方体の面と面，面と

辺，辺と辺の平行，垂直関係を理

解している。 

（展開図と見取図） ⑤展開図の意味を理解し，

直方体の展開図をかくこと

ができる。 

立方体の展開図から構成要

素の関係をよみ取ることが

できる。 

・直方体を切り開くことをとおして

展開図について知り，展開図をか

く。 

・展開図を組み立てたときに重なる

頂点や辺，平行や垂直になる面の関

係について調べる。 

  ・立方体の展開図を観察し，組み

立てたときに重なる頂点や辺，平

行や垂直になる面の関係について

考えている。 

・直方体の展開図を作図すること

ができる。 

・展開図の意味を理解している。 

⑥見取図の意味を理解し，

直方体，立方体の見取図を

かくことができる。 

直方体，立方体の大きさを

決定する条件について理解

する。 

・直方体，立方体の形を表現する方

法として見取図について知り，見取

図をかく。 

・直方体の大きさは縦，横，高さの

３辺の長さで，立方体の大きさは１

辺の長さで決まることを知る。 

 

    ・直方体や立方体の見取図を作図

することができる。 

・見取図の意味を理解している。 

・直方体の大きさは縦，横，高さ

の３辺の長さで決まり，立方体の

大きさは１辺の長さで決まること

を理解している。 



⑦立方体のいろいろな展開

図を考え，面と面のつなが

りや，立体図形と平面図形

の関係について理解を深め

る。 

・工作用紙を使って１辺が５cm の

立方体のいろいろな展開図をかき，

組み立てる。 

・立方体の展開図を進んでかこう

としている。 

・立方体のいろいろな展開図につ

いて，辺や面のつながりや位置関

係に着目して考えている。 

    

1 

98 
～  

99 

位置の表し方 ⑧平面の上にある点の位

置，空間の中にある点の位

置の表し方を理解する。 

・公園の絵図を見て，平面の上にあ

る点の位置を２方向の長さで，空間

の中にある点の位置を３方向の長

さで表す。 

  ・平面の上や空間の中でのものの

位置の表し方を考えている。 

・平面の上でのものの位置を２つ

の要素で表したり，空間の中での

ものの位置を３つの要素で表した

りすることができる。 

・ものの位置を表す際，平面上で

は２つの要素が必要で，空間の中

では３つの要素が必要であること

を理解している。 

1 

100 

～  

101 

まとめ ⑨基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

・単元のまとめをする。   ・「立体」の学習のよさや考え方を

振り返っている。 

・直方体や立方体について，面や

辺のつながりや位置関係に着目し

て調べたり，展開図を作図したり

することができる。 

・直方体，立方体の意味を理解し

ている。 

・直方体，立方体の構成要素（面，

頂点，辺）やそれらの数を理解し

ている。 

 
   

□ 学習をふり返ろう⑤ 

 p.102 

○「変わり方」「小数と整数のかけ算，わり算」の復習をする。 

 

  目    標 評 価 規 準 

17 分数の大きさとたし

算，ひき算 

 （10時間） 

○「真分数」「仮分数」「帯分数」の用語を知り，分数の

意味や表し方について理解を深める。A(6) 

○簡単な場合について，大きさの等しい分数があること

に着目できる。A(6)ア 

○同分母の分数の加法，減法の計算のしかたを考え，計

算することができる。A(6)イ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・１より大きい分数や，大きさの

等しい分数の表し方に関心をもっ

ている。 

・単位分数のいくつ分とみると，

同分母の分数の加法，減法は整数

の計算と同じようにできるという

よさに気づいている。 

【行】【発】 

・分数の大きさを，数直線や図な

どで表したり，分数が表された数

直線や図をよみ取ったりして，分

数の大きさについて考えている。 

・同分母の分数の加法，減法の計

算のしかたを，既習の計算をもと

に図や式などを用いて考えてい

る。 

【発】【ノ】 

支援:分数の意味の理解を確認し，

図などを用いて考えられるように

する。 

・１より大きい分数を仮分数や帯

分数で表すことができる。 

・同分母の分数の加法，減法の計

算が確実にできる。 

【ノ】【テ】 

・真分数，仮分数，帯分数の意味

や表し方について理解している。

また，簡単な場合について，大き

さの等しい分数があることを理解

している。 

・同分母の分数の加法，減法の意

味について理解している。 

【発】【ノ】【テ】 

時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

3 

103 

～  

107 

１より大きい分数 ①１より大きい分数の表し

方，「真分数」「仮分数」「帯

分数」の用語を理解する。 

・1/3kmの５つ分の道のりの表し方

を考えることをとおして，整数部分

の１㎞と分数部分の 2/3 ㎞をあわ

せて，１2/3㎞と表すことを知る。 

・「真分数」「仮分数」「帯分数」の

用語を知る。 

・１より大きい分数の表し方に関

心をもっている。 

・１より大きい分数の大きさを，

分数の意味などをもとにして考え

ている。 

  ・１より大きい分数の表し方，「真

分数」「仮分数」「帯分数」の用語

を理解している。 

②真分数，仮分数，帯分数

の大きさについて理解を深

める。 

・真分数，仮分数，帯分数を数直線

に表したり，同分母の仮分数，同分

母の帯分数の大小比較をしたりす

る。 

  ・真分数，仮分数，帯分数の大き

さや関係について，数直線をもと

に考えている。 

  ・仮分数どうし，帯分数どうしの

大小比較，１との大小関係を理解

している。 

③帯分数を仮分数で，仮分

数を帯分数で表すことがで

きる。 

仮分数と帯分数の大小比較

のしかたを理解する。 

・２3/5のような帯分数を仮分数で

表したり，11/5 のような仮分数を

帯分数で表したりするしかたを考

える。 

・25/7 と３5/7 のような，仮分数と

帯分数の大小比較のしかたを考え

る。 

    ・帯分数を仮分数で，仮分数を帯

分数で表すことができる。 

・仮分数と帯分数の大小比較につ

いて理解している。 

1 

108 

～  

109 

大きさの等しい分数 ④大きさの等しい分数があ

ることを理解する。 

・面積図を用いて，1/3，2/6，3/9

のように大きさの等しい分数があ

ることを知る。 

・数直線を用いて，いろいろな分数

の大きさを調べる。 

・大きさの等しい分数の表し方に

関心をもっている。 

・面積図や数直線などを用いて，

分数の大きさについて考えてい

る。 

  ・簡単な場合について，大きさの

等しい分数があることを理解して

いる。 



4 

110
～

113 

分数のたし算とひき算 ⑤同分母の真分数，仮分数

の加法計算を理解する。 

・4/5＋3/5 のような，同分母の分

数の加法計算のしかたを考える。 

・分数の加法計算のしかたを考え

ようとしている。 

・同分母の分数の加法計算のしか

たを，既習の計算をもとに図や式

などを用いて考えている。 

 

  ・同分母の真分数や仮分数の加法

計算のしかたを理解している。 

⑥同分母の帯分数の加法計

算を理解する。 

・２1/5＋１3/5，１2/5＋２4/5 の

ような，帯分数の加法計算のしかた

を考える。 

  ・同分母の帯分数の加法計算のし

かたを考えている。 

  ・同分母の帯分数の加法計算のし

かたを理解している。 

⑦同分母の真分数，仮分数

の減法計算を理解する。 

・7/5－4/5 のような，同分母の分

数の減法計算のしかたを考える。 

 

・分数の減法計算のしかたを考え

ようとしている。 

・同分母の分数の減法計算のしか

たを考えている。 

  ・同分母の真分数や仮分数の減法

計算のしかたを理解している。 

⑧同分母の帯分数の減法計

算を理解する。 

・２4/5－１1/5，３1/5－１2/5 の

ような，帯分数の減法計算のしかた

を考える。 

  ・同分母の帯分数の減法計算のし

かたを考えている。 

  ・同分母の帯分数の減法計算のし

かたを理解している。 

1 114 

学んだことを使おう* ⑨時間を分数を用いて表

し，大きさの等しい分数に

ついての理解を深める。 

・時計の文字盤を見て，１分が 1/60

時間であることから 30分や 15分を

いろいろな分数で表したり，そのこ

とをもとに 1/2＋1/4 の計算のしか

たを考えたりする。 

  ・時計の目盛りや分数の意味をも

とに，時間を分数で表すしかたを

考え，大きさの等しい分数につい

て深めている。 

    

1 

115

～

116 

まとめ ⑩基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

・単元のまとめをする。   ・「分数の大きさとたし算，ひき算」

の学習のよさや考え方を振り返っ

ている。 

・１より大きい分数を仮分数や帯

分数で表すことができる。また，

帯分数を仮分数で，仮分数を帯分

数で表すことができる。 

・同分母の分数の加減計算ができ

る。 

・真分数，仮分数，帯分数の意味

や表し方を理解している。 

・簡単な場合について，大きさの

等しい分数があることを理解して

いる。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ 部屋分けパズル 

 （１時間） 

 p.117 

○１つの数をほかの数の積

とみることや面積について

の理解を深め，筋道を立て

て考える力を伸ばす。 

・指定された面積に部屋を区切るパ

ズルを解決する。 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

  ・一意的に決まるところから順に

考えたり，１つの数をほかの数の

積とみて分解して捉えたりしな

がら，筋道を立てて問題の解決の

しかたを考えている。 

【発】【ノ】 

  ・１つの数をほかの数の積として

みるなど，数についての豊かな感

覚をもっている。 

【行】【発】 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

○ 算数を使って考えよう 

 （３時間） 

○日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考え，

表現することができる。 

○算数で学習したことを生活や学習に活用することがで

きる。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・生活や学習にかかわる問題につ

いて，既習事項を活用して問題を

解決しようとしている。 

【行】【発】 

・算数の学習を活用して数理的な

処理を工夫したり，筋道を立てて

考えたり表現したりしている。 

【発】【ノ】 

支援：問題の条件からわかること

や求めることを整理して考えられ

るようにする。また，解決にはど

んな既習事項を用いるのか見通し

をもたせるようにする。 

    

時

数 
頁 小単元 ねらい 学習活動 

毎時の具体的な評価規準 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

3 

118

～

122 

（マイバッグ） 

 

（自転車ブーム） 

①②③生活や学習にかかわ

る問題について，既習の知

識・技能等を活用し，課題

解決のための構想を立て，

筋道を立てて考えたり，数

学的に表現したりすること

ができる。 

・マイバッグに関する複数の表やグ

ラフの資料から必要な情報をよみ

取り，説明する。 

・自転車の台数に関する棒グラフを

見て，リポーターの話が正しいかど

うか判断し，理由を説明する。 

・既習事項を活用して問題を解決

しようとしている。 

・算数の学習を活用して数理的な

処理を工夫したり，筋道を立てて

考えたり表現したりしている。 

    

（「25」を使った計算） 

 

・１個 25円のチョコレートが 12個

の代金を求める計算の工夫をよみ

取り，32 個の代金の求め方に適用

して説明する。 



（立方体の辺の長さ） ・同じ立方体を並べて作った横

28cm，高さ 21cm の直方体の見取図

を見て，高さから立方体の１辺の長

さを求めるしかたをよみ取り，横の

長さに適用して説明する。また，わ

かっている情報をもとに，立体の問

題を解決する。 

（教室の面積） ・教室についてわかっている情報を

活用して，教室の面積の求め方を考

え，説明する。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

□ ４年のまとめ 

 （２時間） 

 p.123～127 

○４学年の学習内容のまと

めをする。 

・数と計算，量と測定，図形，数量

関係についての問題を解決する。 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

    ・４学年で学習した内容の問題を

解決することができる。 

・４学年の学習内容を理解してい

る。 

※「学習をふり返ろう」などは，学校行事などを勘案して，予備時間を使って時間配当してください。 


