
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 ５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 

 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ ２つに分けよう／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。 

・３cm×４cm の長方形を，方眼の

ます目に沿って形も面積も同じ（合

同）になるように２等分するしかた

を考える。また，ます目の数を増や

し，３cm×６cm の長方形の場合に

ついても考える。 

・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 

・「２つに分けよう」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】 

・形も面積も同じ（合同）になる

ように２等分するしかたについ

て，筋道を立てて考えたり表現し

たりしている。 

【発】【ノ】 

支援：具体例をいくつか示し，そ

れをもとに別の分け方を考えら

れるようにする。 

    

 
 

  目    標 評 価 規 準 

１ 整数と小数 

 （３時間） 

○小数は整数と同じ十進位取り記数法によって表されて

いることを理解する。A(2) 

○10倍，100倍，1/10，1/100 などの大きさの数を作り，

それらの関係について理解する。A(2)ア 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・整数と小数が同じ十進位取り記

数法で表されていることのよさに

気づいている。 

【行】【発】 

・整数や小数について，10倍，100

倍，1/10，1/100 などにした数を

考え，整数や小数の表し方を十進

位取り記数法としてまとめてい

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。 

・整数や小数について，10倍，100

倍，1/10，1/100 などの大きさの

数を小数点の位置を移動して作る

ことができる。 

【ノ】【テ】 

支援:位取り板のプリントを与え，

それを用いて取り組ませる。 

・整数や小数について，１つの数

とその 10倍，100倍，1/10，1/100

などの大きさの数との関係につい

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 

2 

7 

～  

10 

 ①小数は整数と同じ十進位

取り記数法によって表され

ていることを理解する。 

・42.195 のしくみを調べることを

とおして，どんな整数や小数も，０

から９までの 10 個の数字と小数点

を使って表せることを知る。 

・小数も，整数と同じように十進

位取り記数法によって表されてい

ることのよさに気づき，整数や小

数のしくみを考えようとしてい

る。 

    ・整数，小数の十進数としてのし

くみを理解している。 

②10 倍，100 倍や，1/10，

1/100 などの大きさの数を

作り，それらの関係を小数

点の位置の移動に着目して

理解する。 

・1.35 を 10 倍，100 倍にした数を

調べることをとおして，小数を 10

倍するごとの小数点の移り方をま

とめる。 

・38.7 を 1/10，1/100 にした数を

調べることをとおして，小数を 1/10

にするごとの小数点の移り方をま

とめる。 

  ・整数や小数の 10倍，100倍，1/10，

1/100 などの大きさの数につい

て，十進位取り記数法をもとに考

えている。 

・10 倍，100 倍，1/10，1/100 な

どの大きさの数を小数点の位置を

移動して作ることができる。 

・整数や小数について，１つの数

とその 10倍，100倍，1/10，1/100

などの大きさの数との関係につい

て理解している。 

1 

11 

～  

12 

まとめ ③基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[広がる算数]マイクロメー

トル，ナノメートル* 

・長さの単位「マイクロメ

ートル(μm)」「ナノメート

ル(nm)」を知り，0.001 より

も小さい数に関心をもつ。 

・単元のまとめをする。   ・「整数と小数」の学習のよさや考

え方を振り返っている。 

・10 倍，100 倍，1/10，1/100 な

どの大きさの数を小数点の位置を

移動して作ることができる。 

・整数や小数について，１つの数

とその 10倍，100倍，1/10，1/100

などの大きさの数との関係につい

て理解している。 

 
 



  目    標 評 価 規 準 

２ 体積 

 （12時間）  

○体積の意味や，単位と測定の意味について理解する。

B(2) 

○体積の単位「㎤，㎥」について知る。また，L との関

係について知る。B(2)ア 

○直方体や立方体の体積の求め方，体積公式を理解する。

B(2)イ 

○簡単な場合の比例の関係について理解する。D(1)ア 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・立体図形の体積についても，単

位の大きさを決めると，そのいく

つ分として数値化できるというよ

さに気づき，体積を求めたり，直

方体や立方体の体積の公式を導き

だそうとしたりしている。 

【行】【発】 

・直方体や立方体の体積の求め方

を，面積の場合などをもとにして

考えている。 

【行】【発】【ノ】 

支援:面積の学習を想起させ，共通

する考え方に気づかせるようにす

る。 

・直方体や立方体の体積を公式を

用いて求めることができる。 

【行】【ノ】【テ】 

・体積の単位「㎤，㎥」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，直方体や立方体の体積は計算

によって求められることを理解し

ている。また，直方体と立方体の

体積の公式について理解してい

る。 

・簡単な場合について，比例の関

係を理解している。 

【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

0 

13 

～  

25 

直方体や立方体の体積 ①②体積の意味，体積の単

位「㎤」を理解する。 

 

[いろいろな 12㎤] 

・１㎤の立方体 12個を使っ

ていろいろな形を作る。 

・直方体と立方体の大きさを比べる

ことをとおして，体積の比較・測定

のしかたや意味について考える。 

・体積の単位「立方センチメートル

(㎤)」を知る。 

・立体図形の体積についても，単

位の大きさを決めると，そのいく

つ分として数値化できるというよ

さに気づき，体積を求めようとし

ている。 

・直方体や立方体の体積の求め方

を，面積の場合などをもとにして

考えている。 

  ・単位のいくつ分かによって体積

を表せることや，体積の意味，体

積の単位「㎤」を理解している。 

③④直方体，立方体の体積

を計算で求めるしかたを考

え，体積の公式を理解する。 

・直方体，立方体の体積を計算で求

めるしかたを考え，公式にまとめ

る。 

・直方体や立方体の体積の公式を

導きだそうとしている。 

・直方体や立方体の体積を計算で

求めるしかたを考え，直方体や立

方体の体積の公式を導きだしてい

る。 

・直方体や立方体の体積を公式を

用いて求めることができる。 

・必要な部分の長さを用いること

で，直方体や立方体の体積は計算

によって求められることを理解し

ている。 

（大きな体積の単位） ⑤体積の単位「㎥」を理解

する。 

・大きなものの体積は，１辺が１ｍ

の立方体の体積を単位にして表す

とよいことを知り，体積の単位「立

方メートル(㎥)」を知る。 

      ・体積の単位「㎥」を理解してい

る。 

⑥「㎥」と「㎤」の関係を

理解する。 

 

[１㎥を作ってみよう] 

・ひもを使って１辺が１ｍ

の立方体を作るこｚとをと

おして，１㎥の量感をもつ。 

・１㎥と１㎤の関係を調べ，１㎥＝

1000000 ㎤を知る。 

      ・１㎥＝1000000 ㎤の関係を理解

している。 

・実際に１㎥の体積を作ったり触

れたりするなど，体積の大きさに

ついての豊かな感覚をもってい

る。 

（容積と体積の単位） ⑦容積，内のりについて理

解する。 

・直方体の形をした入れ物に入る水

の体積を考えることをとおして，容

積，内のりの意味を知る。 

      ・容積，内のりの意味を理解して

いる。 

⑧「L」と「㎤」の関係を理

解する。 

・１L と１㎤の関係を調べ，１L＝

1000㎤を知る。 

・１㎥＝1000L，１mL＝１㎤を知る。 

      ・１L＝1000 ㎤の関係を理解して

いる。また，１㎥＝1000L，１mL

＝１㎤の関係を理解している。 

（長さと体積の関係） ⑨直方体の高さに伴う体積

の変わり方について理解

し，比例の意味を知る。 

・縦と横の長さが一定の直方体の，

高さと体積の関係を表に表し，変わ

り方を調べる。 

・比例の意味を知る。 

  ・直方体の高さと体積の関係につ

いて，表を用いて調べていく中で，

２つの数量の対応や変わり方の特

徴を見いだしている。 

  ・簡単な場合について，比例の関

係を理解している。 

（体積の公式を使っ

て） 

⑩複合図形の体積の求め方

を考え説明し，体積の公式

についての理解を深める。 

 

[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。                                                                                                                                                                                                                      

・直方体を組み合わせた形の体積の

求め方を考え，図や式，言葉などを

使って説明する。 

・直方体を組み合わせた形の体積

を，面積や体積についての既習事

項などを活用して求めようとして

いる。 

・直方体を組み合わせた形の体積

の求め方を，図や式，言葉などを

使って考え説明している。 

・直方体を組み合わせた形の体積

を求めることができる。 

  

1 26 

学んだことを使おう ⑪身のまわりの事象を数理

的に捉え，体積についての

学習などを活用して問題を

解決することができる。 

・直方体の形をした菓子を，条件に

合うように詰められる直方体の箱

を考える。 

  ・条件に合う直方体を，筋道立て

て考えている。 

    



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。 

 

[広がる算数]およその体積

の求め方 

・石のような不定形の体積

を，水に沈めたときの水の

深さを調べて求める。 

・単元のまとめをする。   ・「体積」の学習のよさや考え方を

振り返っている。 

・直方体や立方体の体積を公式を

用いて求めることができる。 

・直方体と立方体の体積の公式を

理解している。 

・体積の単位「㎤，㎥」と単位の

関係を理解している。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ 数直線と比例 

 （１時間） 

 p.29 

○比例と乗法を結びつけて

捉え，乗法の数直線の見方

について理解を深める。 

・比例の関係にある２つの数量を２

本の数直線に表すことをとおして，

比例と乗法を結びつけ，乗法の数直

線は比例関係を表していることを

知る。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

  ・比例の関係にある２つの数量を

２本の数直線に表すことをとお

して，比例と乗法を結びつけて考

えている。 

【発】【ノ】 

  ・乗法の数直線は比例関係を表し

ていることを理解している。 

【発】【ノ】 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ 2000㎤を作ろう 

 （１時間） 

 p.30 

○体積の公式について理解

を深め，体積についての感

覚を豊かにする。 

・体積が 2000㎤の直方体について，

2000 を３つの数の積と捉え，縦，

横，高さの３辺の長さの組み合わせ

を考える。 

・体積が 2000 ㎤の立体を，直方体

以外でも考えて作る。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

  ・2000を３つの数の積と捉え，縦，

横，高さの３辺の長さの組み合わ

せを考えている。 

【発】【ノ】 

  ・実際に体積が 2000 ㎤の立体を

作ったり触れたりするなど，体積

の大きさについての豊かな感覚

をもっている。 

【行】【発】【ノ】 

 
 

   

□ 学習をふり返ろう① 

 p.31 

○４学年で学習した「小数のしくみとたし算，ひき算」「小数と整数のかけ算，わり算」「面積」の復習をする。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

３ 小数のかけ算 

 （９時間） 

○整数の場合をもとにして，乗数が小数である場合の乗

法の意味について理解する。A(3)アウ 

○小数の乗法計算のしかたを考え，計算することができ

る。A(3)イ 

○小数の場合でも，面積を求める公式や計算のきまりが

成り立つことを理解する。A(3)ウ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・小数の乗法の意味や計算のしか

たを，整数の計算と関連づけて考

えようとしている。 

【行】【発】 

・小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。 

【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。  

・1/100 の位までの小数の乗法計

算が確実にできる。 

【ノ】【テ】 

・乗数が小数である場合の乗法の

意味について理解している。また，

小数の乗法について，整数の場合

と同じ関係や法則が成り立つこと

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 

8 

32 

～  

41 

  ①②整数×小数の意味と計

算のしかたを理解する。 

・１ｍ80円のリボン 2.3ｍの代金を

求める問題について，数直線や言葉

の式をもとに，乗数が小数でも乗法

の式で表せることを知る。 

・80×2.3のような，整数×小数の

乗法計算のしかたを考える。 

・小数の乗法の意味や計算のしか

たを，整数の計算と関連づけて考

えようとしている。 

・小数をかけることの意味や，整

数×小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。 

  ・乗数が小数である場合の乗法の

意味や計算のしかたを理解してい

る。 



③小数×小数の乗法計算を

理解し，筆算ができる。 

・1.8×4.2 のような，小数×小数

の乗法計算のしかたを考える。 

・小数×小数の筆算のしかたを考え

る。 

  ・小数×小数の乗法計算のしかた

を考えている。 

  ・小数×小数の乗法計算のしかた

を理解している。 

④⑤被乗数が 1/100 の位ま

での小数の乗法計算，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，小数の乗法の筆算のし

かたをまとめる。 

・8.93×2.6 のような，被乗数が

1/100 の位までの小数の乗法計算

や，0.58×0.14 のような，乗数が

1/100の位までの小数の乗法計算の

しかたを考える。 

・小数の乗法の筆算のしかたをまと

める。 

・7.05×0.48 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。 

  ・被乗数が 1/100 の位までの小数

の乗法計算，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，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。 

・乗数が小数である場合の乗法の

筆算形式を理解している。 

（積の大きさ） ⑥乗数と積の大きさの関係

を理解する。 

・１ｍ200 円のリボン 1.4ｍと 0.6

ｍの代金を，１ｍの値段 200円と比

べることをとおして，乗数が１より

小さいとき，積は被乗数より小さく

なることを知る。 

      ・１より小さい小数をかけると積

は被乗数よりも小さくなることを

理解している。 

（面積や体積の公式） ⑦辺の長さが小数でも，面

積や体積の公式が適用でき

ることを理解する。 

・辺の長さが小数で表されている長

方形の面積や直方体の体積の求め

方を考え，小数の場合も面積や体積

の公式を用いることができること

を知る。 

      ・辺の長さが小数で表されている

場合でも，面積や体積の公式を用

いることができることを理解して

いる。 

（計算のきまり） ⑧小数の場合でも，交換法

則，結合法則，分配法則が

成り立つことを理解する。 

・長方形を２つに分けた図の面積の

求め方を比べることをとおして，小

数の場合でも分配法則が成り立つ

ことを考える。 

・小数の場合でも，交換法則，結合

法則，分配法則が成り立つことを知

る。 

      ・交換法則，結合法則，分配法則

が小数でも成り立つことを理解し

ている。 

1 

42 

～  

43 

まとめ ⑨基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[広がる算数]小数の乗法の

積の確かめの工夫 

・3.4×0.26の積を，乗数と

積の大きさの関係や，小数

点以下の位取りの大きさ，

末位の数値などに着目して

確かめをする工夫を知る。 

 

・単元のまとめをする。   ・「小数のかけ算」の学習のよさや

考え方を振り返っている。 

・1/100 の位までの小数の乗法計

算が確実にできる。 

・小数×小数の乗法計算のしかた

を理解している。 

・乗数が小数である場合の乗法の

筆算形式を理解している。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

４ 合同な図形 

 （８時間） 

○図形の合同について理解し，対応する頂点，辺，角の

関係について知る。C(1)イ 

○合同な三角形の作図に必要な条件を考えたり，合同な

三角形や四角形を作図したりすることができる。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，合同な図形を

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】 

・合同な三角形の作図のしかたを

考え，作図するために必要な構成

要素を見いだしている。 

【行】【発】【ノ】 

・対応する辺の長さや角の大きさ

に着目して，合同な図形を見つけ

たり，合同な三角形や四角形を作

図したりすることができる。 

【行】【ノ】【テ】 

支援:途中まで作図した図をもと

に続きをかかせたり，いくつかの

かき方で作図した図を用意して比

較検討させたりする。 

・図形の合同の意味や，合同な図

形では対応する辺の長さ，対応す

る角の大きさがそれぞれ等しいこ

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 

6 
 

 

  ①合同の意味を理解する。 ・ぴったり重ねることができる図形

を調べることをとおして，合同の意

味を知る。 

 

・形も大きさも同じ図形を見つけ

ようとしている。 

    ・合同の意味を理解している。 



 

44 

～  

52 

②合同な図形の対応する頂

点，辺，角について理解す

る。 

 

[合同な図形に分けよう] 

・Ｌの字の形を，方眼のま

す目に沿って３つや４つの

合同な図形に分けるしかた

を考える。 

・合同な図形の対応する頂点，辺，

角について知り，対応する辺の長

さ，対応する角の大きさを調べる。 

・対応する辺の長さ，対応する角の

大きさに着目して，方眼上に合同な

図形をかく。 

    ・対応する頂点，辺，角を見つけ

ることができる。 

・合同な図形では対応する辺の長

さ，対応する角の大きさがそれぞ

れ等しいことを理解している。 

③四角形に対角線をかいた

ときにできる三角形につい

て合同の観点から調べ，平

面図形についての理解を深

める。 

 

・ひし形，平行四辺形などの四角形

に対角線をかいたときにできる三

角形について，合同の観点から調べ

る。 

  ・四角形に対角線をかいたときに

できる三角形について，図形の合

同に着目して考えている。 

    

（合同な図形のかき

方） 

④⑤合同な三角形の作図に

必要な条件を考え，作図す

ることができる。 

 

・合同な三角形を作図するために必

要な条件に着目し，作図のしかたを

考える。 

・合同な三角形を作図しようとし

ている。 

・合同な三角形の作図に必要な構

成要素を考えている。 

・合同な三角形を作図することが

できる。 

  

⑥合同な四角形を作図する

ことができる。 

 

・合同な一般四角形や平行四辺形の

作図のしかたを考える。 

  ・合同な四角形の作図のしかたを

考えている。 

・合同な四角形を作図することが

できる。 

  

1 53 

学んだことを使おう ⑦身のまわりの事象を数理

的に捉え，合同な図形につ

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。 

・長方形の板からペン立てを作る板

を切り出すときの各板の形や辺の

長さについて，図形の合同に着目す

るなどして考える。 

  ・長方形の板からペン立てを作る

板を切り出すときの，各板の形や

辺の長さについて，図形の合同に

着目して考えている。 

    

1 

54 

～  

55 

まとめ ⑧基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[合同さがし] 

・身のまわりから合同な形

のものを探す。 

[広がる算数]合同な正三角

形をつなげた展開図* 

・合同な正三角形を４枚ま

たは８枚つなげた展開図か

ら，立体（正四面体，正八

面体）を作る。 

 

・単元のまとめをする。   ・「合同な図形」の学習のよさや考

え方を振り返っている。 

・対応する辺の長さや角の大きさ

に着目して，合同な図形を見つけ

たり，合同な三角形や四角形を作

図したりすることができる。 

・図形の合同の意味や，合同な図

形では対応する辺の長さ，対応す

る角の大きさがそれぞれ等しいこ

とを理解している。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

５ 小数のわり算 

 （12時間） 

○整数の場合をもとにして，除数が小数である場合の除

法の意味について理解する。A(3)アウ 

○小数の除法計算のしかたを考え，計算することができ

る。A(3)イ 

○小数の乗法，除法を用いる割合（倍）の問題を解決す

ることができる。A(3) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・小数の除法の意味や除法計算の

しかたを，整数の計算と関連づけ

て考えようとしている。 

【行】【発】 

・小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。 

【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。 

・1/100 の位までの小数の除法計

算が確実にできる。 

【ノ】【テ】 

・除数が小数である場合の除法の

意味，あまりの大きさ，小数の倍

について理解している。また，小

数の除法について，整数の場合と

同じ関係や法則が成り立つことを

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 

9 

56 

～  

66 

  ①②整数÷小数の意味と計

算のしかたを理解する。 

・1.6ｍで 96円のリボン１ｍの値段

を求める問題について，数直線や言

葉の式をもとに，除数が小数でも除

法の式で表せることを知る。 

・96÷1.6のような，整数÷小数の

除法計算のしかたを考える。 

 

・小数の除法の意味や計算のしか

たを，整数の計算と関連づけて考

えようとしている。 

・小数でわることの意味や，整数

÷小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。 

  ・除数が小数である場合の除法の

意味や計算のしかたを理解してい

る。 



③小数÷小数の除法計算を

理解し，筆算ができる。 

・4.2÷3.5 のような，小数÷小数

の除法計算のしかたを考える。 

・小数の除法の筆算のしかたを考え

る。 

  ・小数÷小数の除法計算のしかた

を考えている。 

  ・小数÷小数の除法計算のしかた

を理解している。 

④⑤被除数が 1/100 の位ま

での小数の除法計算，商の

一の位が０になる場合の除

法計算，除数が 1/100 の位

までの小数の除法計算のし

かたを理解し，小数の除法

の筆算のしかたをまとめ

る。 

・3.45÷1.5 のような，被除数が

1/100 の位までの小数の除法計算

や，0.63÷1.8 のような，商の一の

位が０になる除法計算，8.547÷

2.31 のような，除数が 1/100 の位

までの小数の除法計算のしかたを

考える。 

・小数の除法の筆算のしかたをまと

める。 

 

  ・被除数が 1/100 の位までの小数

の除法計算，商の一の位が０にな

る場合の除法計算，除数が 1/100

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 の位までの小数

の除法計算，商の一の位が０にな

る場合の除法計算，除数が 1/100

の位までの小数の除法計算のしか

たを理解している。 

・除数が小数である場合の除法の

筆算形式を理解している。 

⑥1/10 の位までの小数÷

1/100 の位までの小数の除

法計算，整数÷小数の除法

計算のしかたを理解する。 

・7.8÷3.25 のような，1/10の位ま

での小数÷1/100の位までの小数の

除法計算のしかたを考える。 

・４÷2.5のような，整数÷小数の

除法計算のしかたを考える。 

 

  ・わり進む除法の意味や計算のし

かたを考えている。 

  ・小数÷小数，整数÷小数の除法

で，わり進む計算のしかたを理解

している。 

（商の大きさ） ⑦除数と商の大きさの関係

を理解する。 

・1.4ｍで 420 円のリボンと 0.6ｍ

で 420円のリボンの１ｍの値段を，

もとの代金 420 円と比べることを

とおして，除数が１より小さいと

き，商は被除数より大きくなること

を知る。 

      ・１より小さい小数でわると商は

被除数よりも大きくなることを理

解している。 

（商の四捨五入） ⑧商を四捨五入して概数で

表す場合の除法計算を理解

する。 

・1.2÷1.8 のような計算で，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） 

⑨小数の除法のあまりの大

きさについて理解する。 

・2.3ｍのテープを 0.5ｍずつ切る

場面で，商を整数までで求め，あま

りを出す場合の小数の除法計算の

しかたを考える。 

 

  ・小数÷小数の除法のあまりの大

きさについて考えている。 

  ・小数÷小数の除法で，あまりを

出す場合の計算のしかたを理解し

ている。 

2 

67 

～  

68 

倍とかけ算，わり算 ⑩基準量や比較量が小数の

場合も，何倍かを求めるの

に除法を用いることを理解

する。（第一用法） 

 

・9.5cmは 7.6cmの何倍かを求める

ことをとおして，数値が小数の場合

の何倍かの求め方を考える。（第一

用法） 

  ・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。 

・基準量や比較量が小数で表され

ている問題を解決することができ

る。 

・基準量や比較量が小数の場合も，

何倍かを求めるのに除法を用いる

ことを理解している。 

⑪何倍かを表す数や基準量

が小数の場合の，比較量の

求め方を理解する。（第二用

法） 

何倍かを表す数や比較量が

小数の場合の，基準量の求

め方を理解する。（第三用

法） 

・6.8cm の 1.5 倍は何 cm かを求め

ることをとおして，何倍かを表す数

が小数のときの比較量の求め方を

考える。（第二用法） 

・基準量の 1.2 倍が 5.4L のときの

基準量を求めることをとおして，何

倍かを表す数が小数のときの基準

量の求め方を考える。（第三用法） 

 

  ・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。 

・何倍かを表す数や基準量，比較

量が小数で表されている問題を解

決することができる。 

  

1 

69 

～  

70 

まとめ ⑫基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[広がる算数]わり算のきま

りを用いて小数の除法を乗

法に変えること* 

・9.8÷0.5 の被除数と除数

にそれぞれ２（0.5の逆数）

をかけて，9.8×２の乗法の

式にできることを知る。 

 

・単元のまとめをする。   ・「小数のわり算」の学習のよさや

考え方を振り返っている。 

・1/100 の位までの小数の除法計

算が確実にできる。 

・小数÷小数の除法計算のしかた

を理解している。 

・除数が小数である場合の除法の

筆算形式を理解している。 

 
 
 



  目    標 評 価 規 準 

６ 整数の性質 

 （11時間） 

○整数は，観点を決めると偶数，奇数に類別されること

を理解する。A(1)ア 

○倍数，公倍数，最小公倍数について知り，それらを求

めることができる。A(1)イ 

○約数，公約数，最大公約数について知り，それらを求

めることができる。A(1)イ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・整数は，観点を決めると偶数，

奇数に類別できるというよさに気

づいている。 

・倍数，約数の考えが日常生活の

場面で活用できるというよさに気

づいている。 

【行】【発】 

・整数は，観点を決めると偶数，

奇数に類別されることを見いだし

ている。 

【発】【ノ】 

支援:クラスが２つのチームに分

かれる場合などの具体的な場面と

結びつけて考えられるようにす

る。 

 

・倍数，公倍数，約数，公約数に

ついて調べ，ある数の倍数や約数

の全体をそれぞれ１つの集合とし

て捉えている。 

【発】【ノ】 

支援:整数の数直線やベン図，数表

などを用意して与えるようにす

る。 

・整数を偶数，奇数に分けること

ができる。 

・倍数，公倍数，最小公倍数，約

数，公約数，最大公約数を求める

ことができる。 

【ノ】【テ】 

・整数は，観点を決めると偶数，

奇数に類別されることを理解して

いる。 

・倍数，公倍数，最小公倍数，約

数，公約数，最大公約数の意味に

ついて理解している。また，素数

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 

1 

71 

～  

72 

偶数と奇数 ①偶数，奇数の意味，性質

を理解する。 

・出席番号順に組分けする場面をと

おして，偶数，奇数の意味を知る。 

・数直線で偶数と奇数の並び方を調

べ，どんな整数でも偶数と奇数のど

ちらかに分けられることを知る。 

 

・整数は，観点を決めると偶数，

奇数に類別できるというよさに気

づいている。 

・整数が，２でわってあまりがな

い整数と１余る整数に分けられる

ことを見いだしている。 

  ・偶数，奇数の意味を知り，整数

は偶数，奇数に類別されることを

理解している。 

4 

73 

～  

76 

倍数 ②③倍数，公倍数の意味を

理解する。 

・１袋３本入りのソーセージと１袋

４本入りのパンをそれぞれ何袋か

買う場面をとおして，倍数，公倍数

の意味を知る。 

 

・倍数について調べたり，問題解

決に生かしたりしようとしてい

る。 

・倍数，公倍数について調べ，あ

る数の倍数の全体を１つの集合と

して捉えている。 

  ・倍数，公倍数の意味を理解して

いる。 

④公倍数の見つけ方，最小

公倍数の意味を理解する。 

・６と９の公倍数の見つけ方を考え

る。 

・最小公倍数の意味を知る。 

 

    ・公倍数，最小公倍数を求めるこ

とができる。 

・最小公倍数の意味を理解してい

る。 

⑤３つの数の公倍数と最小

公倍数を求めることができ

る。 

 

[３や９の倍数の不思議] 

・ある整数が３や９の倍数

であるかを簡単に調べる方

法を知る。 

 

・２と４と６のような３つの数の公

倍数と最小公倍数を，数直線を用い

て見つける。 

    ・３つの数の公倍数，最小公倍数

を求めることができる。 

 

5 

77 

～  

82 

約数 ⑥⑦約数，公約数の意味を

理解する。 

 

[約数のしくみ] 

・12 の約数では，１×12，

２×６，３×４のように，

２つの約数どうしの積が 12

になっていることを知る。 

 

・プラム 12 個とバナナ８本をそれ

ぞれあまりなく分ける場面をとお

して，約数，公約数の意味を知る。 

・約数について調べたり，問題解

決に生かしたりしようとしてい

る。 

・約数，公約数について調べ，あ

る数の約数の全体を１つの集合と

して捉えている。 

  ・約数，公約数の意味を理解して

いる。 

⑧公約数の見つけ方，最大

公約数の意味を理解する。 

 

[算数メモ]* 

・公倍数は最小公倍数の倍

数に，公約数は最大公約数

の約数になっていることを

知る。 

・12と 16の公約数の見つけ方を考

える。 

・最大公約数の意味を知る。 

    ・公約数，最大公約数を求めるこ

とができる。 

・最大公約数の意味を理解してい

る。 



（倍数や約数を使っ

て） 

⑨倍数，約数を日常生活の

場面に活用する問題を解決

し，整数の性質について理

解を深める。 

・長方形のタイルを隙間なく並べ

て，できるだけ小さい正方形を作る

場面で，公倍数を用いて解決する。 

・長方形の工作用紙をあまりなく同

じ大きさの正方形に切り分ける場

面で，公約数を用いて解決する。 

・倍数，約数の考えが日常生活の

場面で活用できるというよさに気

づいている。 

・日常生活の場面の問題について，

公倍数や公約数を用いて解決する

しかたを考えている。 

    

⑩素数について知る。 

 

[素数とセミ] 

・素数年ごとに大量発生す

るセミの話を読み，素数に

ついて関心を高める。 

[エラトステネスのふるい] 

・100 までの数表で，２以外

の２の倍数，３以外の３の

倍数，…と順に数を消して

いって，素数を見つける方

法を知る。 

・10 までの整数について約数の個

数を調べることをとおして，素数に

ついて知る。 

・20 までの整数から素数を見つけ

る。 

      ・素数の意味を理解している。 

1 

83 

～  

84 

まとめ ⑪基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[広がる算数]素因数分解の

素地* 

・12＝２×２×３，20＝２

×２×５のように，ある整

数は素数だけの乗法の式で

表せることを知り，それが

約数の見つけ方に応用でき

ることを知る。 

・単元のまとめをする。   ・「整数の性質」の学習のよさや考

え方を振り返っている。 

・公倍数，最小公倍数，公約数，

最大公約数を求めることができ

る。 

・整数は，観点を決めると偶数，

奇数に類別されることを理解して

いる。 

・倍数，公倍数，最小公倍数，約

数，公約数，最大公約数の意味を

理解している。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ 奇数と偶数に分けて 

 （１時間） 

 p.85 

○煩雑な計算を必要とする

場面で，きまりを見つけて

効率よく問題を解決するこ

とをとおして，論理的な思

考力を伸ばす。 

・１から 100までの 100個の整数を

奇数と偶数に分け，それぞれを合計

した数の差の求め方を考える。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・簡単な場合できまりを見つけ

て，筋道立てて問題を解決するよ

さに気づいている。 

【行】【発】 

・きまりを見つけて効率よく問題

を解決するしかたを，図や式など

を用いて筋道立てて考えている。 

【発】【ノ】 

    

 
   

□ 学習をふり返ろう② 

 p.86～87 

○「整数と小数」「体積」「小数のかけ算」「合同な図形」「小数のわり算」の復習をする。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

７ 分数の大きさとたし

算，ひき算 

 （９時間） 

○分数の分母，分子に同じ数を乗除してできる分数は，

もとの分数と同じ大きさを表していることを理解する。

また，約分のしかたを理解する。A(4)ウ 

○異分母の分数の相等，大小について考え，通分のしか

たを理解する。A(4)エ 

○異分母の分数の加法，減法の計算のしかたを考え，計

算することができる。A(4)オ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・分数の相等や大小について関心

をもち，それを生かして，異分母

の分数の加法，減法の計算のしか

たを考えようとしている。 

【行】【発】 

・分数の相等について考え，大き

さの等しい分数の性質を見いだし

ている。また，異分母の分数の加

法，減法の計算のしかたを考えて

いる。 

【発】【ノ】 

支援:面積図などを用意し，それを

もとに分数の大きさを考えられる

ようにする。 

・分数を約分したり，通分したり，

大小を比べたりすることができ

る。また，異分母の分数の加法，

減法の計算ができる。 

【ノ】【テ】 

・分数の分母，分子に同じ数を乗

除してできる分数は，もとの分数

と同じ大きさを表していることを

理解している。 

・異分母の分数の相等および大小

の比べ方，加法および減法の意味

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 

4 

88 

～  

92 

分数の大きさ ①分数の性質をもとに，大

きさの等しい分数の作り方

を理解する。 

・数直線と分数のカードを見て，分

数の大小について話し合う。 

・2/3，4/6，6/9の分母どうし，分

子どうしの関係を調べ，大きさの等

しい分数の作り方を知る。 

 

・分数の相等について関心をもち，

大きさの等しい分数を見つけよう

としている。 

・分数の相等について，図などに

表して調べたり，分数の意味をも

とに考えたりしている。 

  ・分数の分母，分子に同じ数を乗

除してできる分数は，もとの分数

と同じ大きさを表していることを

理解している。 

(約分） ②約分の意味を理解し，約

分することができる。 

・12/18と大きさが等しく分母が小

さい分数を作り，約分の意味を知

る。 

    ・分数を約分することができる。 ・約分の意味やしかたを理解して

いる。 

(通分） ③④通分の意味を理解し，

異分母の分数を通分して大

小比較することができる。 

・3/5と 2/3のような異分母の分数

の大小比較のしかたを考え，通分の

意味を知る。 

・4/9 と 5/12 のような異分母の分

数の通分のしかたを考え，もとの分

母の最小公倍数を共通な分母にす

ることをまとめる。 

 

    ・異分母の分数を通分することが

できる。 

・通分の意味やしかたをまとめ，

異分母の分数の大小比較のしかた

を理解している。 

4 

93 

～  

97 

分数のたし算とひき算 ⑤異分母の分数の加法計算

を理解する。 

・1/2＋1/3 のような，異分母の分

数の加法計算のしかたを考える。 

・異分母の分数の加法計算のしか

たを考えようとしている。 

・異分母の分数の加法計算のしか

たを，既習の計算や分数の意味を

もとに図や式などを用いて考えて

いる。 

  ・異分母の分数の加法計算のしか

たを理解している。 

⑥異分母の分数の加法計算

で約分をする場合，異分母

の帯分数の加法計算を理解

する。 

・5/6＋2/3 のような，答えが約分

できる場合の加法計算のしかたを

考える。 

・１7/12＋２2/3のような，帯分数

の加法計算のしかたを考える。 

 

      ・異分母の分数の加法計算で約分

をする場合，異分母の帯分数の加

法計算のしかたを理解している。 

⑦異分母の分数の減法計算

を理解する。 

・2/3－1/2 のような，異分母の分

数の減法計算のしかたを考える。 

 

・異分母の分数の減法計算のしか

たを考えようとしている。 

・異分母の分数の減法計算のしか

たを考えている。 

  ・異分母の分数の減法計算のしか

たを理解している。 

⑧異分母の帯分数の減法計

算，３口の異分母の分数の

加減計算を理解する。 

・３1/4－１1/2 のような，帯分数

の減法計算のしかたを考える。 

・2/3＋1/2－3/4のような３口の加

減計算のしかたを考える。 

      ・異分母の帯分数の減法計算，３

口の異分母の分数の加減計算のし

かたを理解している。 

1 

98 

～  

99 

まとめ ⑨基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[広がる算数]ある数を単位

にすると３＋２と考えられ

る計算 

・3/7＋2/7，300＋200，0.03

＋0.02 などの計算は，1/7

や 100，0.01 を単位にする

と，どれも３＋２を使って

計算できることに気づく。 

 

・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。 

・分数を約分したり，通分したり，

大小を比べたりすることができ

る。また，異分母の分数の加法，

減法の計算ができる。 

・分数の分母，分子に同じ数を乗

除してできる分数は，もとの分数

と同じ大きさを表していることを

理解している。 

・約分の意味やしかたを理解して

いる。 

・通分の意味やしかたを理解して

いる。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ 四角形の関係を調べよ

う* 

 （１時間） 

 p.100 

○基本的な四角形の性質の

相互関係を調べ，平面図形

についての理解を深める。 

・台形，平行四辺形，ひし形，長方

形，正方形について，辺の位置関係

や相等関係，直角の有無という条件

にあてはまるかどうかを表に整理

する。また，これらの四角形の相互

関係をベン図に表せることを知る。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

  ・基本的な四角形について，共通

する性質に着目して相互関係を

まとめている。 

【発】【ノ】 

  ・図形を考察する観点として，直

線の平行，垂直などの位置関係，

辺や角の相等関係があることを

理解している。 

【発】【ノ】 

 
 



 

  目    標 評 価 規 準 

８ 平均 

 （５時間） 

○測定値の平均の意味について理解し，それを用いるこ

とができる。B(3)ア 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・平均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】 

・妥当な測定値を求めるために平

均を用いることを考えている。 

【発】【ノ】 

支援:ならす意味と計算のしかた

の関連を，図や積み木の数などの

半具体物などを用いて考えられる

ようにする。 

 

・平均を求めたり，平均から総量

を求めたりすることができる。 

【ノ】【テ】 

・同じ大きさの数量にならすこと

でより妥当な数値が得られる場合

は，測定値を平均するとよいこと

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 

4 

101 

～  

105 

  ①平均の意味と求め方を理

解する。 

・５個のオレンジから絞ったジュー

スの量をならすことをとおして，平

均の意味を知る。 

・平均を計算で求めるしかたを考え

る。 

 

・平均を用いるよさに気づいてい

る。 

・平均を計算で求めるしかたを考

えている。 

  ・いくつかの数量をならした値と

しての平均の意味と求め方を理解

している。 

②平均から総量を求めるこ

とができる。 

 

[とびぬけた数があるとき

は] 

・目的によっては，飛び離

れて大きかったり小さかっ

たりする値は含めずに平均

を求める場合があることを

知る。 

 

・オレンジ１個から絞れるジュース

の量の平均と，絞る個数から，総量

を求める。 

    ・平均を求めたり，平均から総量

を求めたりすることができる。 

  

③０があるときの平均の求

め方を理解する。また，平

均では，分離量でも小数で

表す場合があることを理解

する。 

 

・サッカーの試合の得点の平均を求

めることをとおして，数値に０があ

る場合の平均の求め方を考える。 

・平均ではサッカーの点数なども小

数で表す場合があることを知る。 

  ・数値に０がある場合に，０を含

めて平均を求める意味について考

えている。 

  ・実際には小数が使えない場面で

も，平均の値としては小数で表す

場合があることを理解している。 

（平均を使って） ④測定値の平均の意味や活

用場面，よさについて理解

を深める。 

 

 

・校舎の端から端までの長さを調べ

る場面で，歩幅の平均を用いておよ

その距離を測るしかたを考える。 

・妥当な測定値を求めるために平

均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。 

・およその距離を測るために，歩

幅の平均を用いることを考えてい

る。 

    

1 

106 

～  

108 

まとめ ⑤基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[広がる算数]仮の平均 

・きりのよい数をあらかじ

め除いた数値から平均を求

めると，計算が容易になる

ことを知る。 

 

[かぼちゃ売り] 

・値段の異なるかぼちゃの

平均を求めて均一の値段で

売る場面で，平均の求め方

の誤りについて考える。 

 

・単元のまとめをする。   ・「平均」の学習のよさや考え方を

振り返っている。 

・平均を求めたり，平均から総量

を求めたりすることができる。 

・いくつかの数量をならした値と

しての平均の意味と求め方を理解

している。 

 
 
 



  目    標 評 価 規 準 

９ 単位量あたりの大きさ 

 （８時間） 

○単位量あたりの大きさの意味を理解し，単位量あたり

の大きさで表したり，比べたりすることができる。B(4)

ア 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・異種の２つの量の割合として捉

えられる数量について，単位量あ

たりの大きさなどを用いて数値化

したり，それらを進んで問題解決

に生かしたりしようとしている。 

【行】【発】 

・異種の２つの量の割合として捉

えられる数量について，単位量あ

たりの大きさを用いて比べ方や表

し方を考えている。 

【発】【ノ】 

支援:混みぐあいの場面で，初めは

面積あたりにそろえる方法に限定

するなどして，単位量あたりの大

きさの意味を考えられるようにす

る。 

・異種の２つの量の割合として捉

えられる数量について，単位量あ

たりの大きさを用いて比べたり表

したりすることができる。 

【ノ】【テ】 

・異種の２つの量の割合として捉

えられる数量について，単位量あ

たりの大きさを用いた比べ方や表

し方を理解している。 

【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 

6 

109 

～  

116 

（単位量あたりの大き

さ） 

①②単位量あたりの大きさ

の意味と求め方を理解す

る。 

・エレベーターの混みぐあいを比べ

ることをとおして，混みぐあいは，

１㎡あたりの人数や１人あたりの

面積で比べられることを知る。 

・混みぐあいの比べ方や表し方を

考えようとしている。 

・混みぐあいの比べ方や表し方を，

単位面積あたりや，１人あたりの

大きさに着目して考えている。 

  ・混みぐあいの比べ方や表し方を

理解している。また，単位量あた

りの大きさの意味を理解してい

る。 

③混みぐあい以外の場面に

ついても，単位量あたりの

大きさを用いて数量を比較

できることを理解する。 

 

・２つの畑の面積とじゃがいもの収

穫量から，どちらの畑がよくとれた

かを単位量あたりの大きさを求め

て比べる。 

  ・単位量あたりの考えを用いて，

異種の２つの量の割合で捉えられ

る数量について，比べ方を考えて

いる。 

・異種の２つの量の割合として捉

えられる数量について，単位量あ

たりの大きさを用いて比べたり表

したりすることができる。 

  

④単位量あたりの大きさを

もとに，未知の数量を求め

ることができる。 

 

・１Lで 16km走る自動車について，

９Lで走れる道のりを求める。 

  ・異種の２つの量の関係を数直線

に表すなどして，問題の解決のし

かたを考えている。 

・単位量あたりの大きさの考えを

用いて，問題を解決することがで

きる。 

  

⑤単位量あたりの大きさを

もとに，未知の数量を求め

ることができる。 

 

・１Lで 16km走る自動車について，

88km 走るのに必要なガソリンの量

を求める。 

  ・異種の２つの量の関係を数直線

に表すなどして，問題の解決のし

かたを考えている。 

・単位量あたりの大きさの考えを

用いて，問題を解決することがで

きる。 

  

（人口密度） ⑥人口密度の意味と求め方

を理解する。 

 

[いろいろな単位量] 

・100ｇあたりや 200mL あた

りなど，身のまわりで表示

されているいろいろな単位

量を調べて，単位量あたり

の考えの理解を深める。 

 

・２つの区の混みぐあいを比べるこ

とをとおして，人口密度の意味と求

め方を知る。 

    ・人口密度を求めたり比べたりす

ることができる。 

・人口密度の意味と求め方を理解

している。 

1 117 

学んだことを使おう ⑦身のまわりの事象を数理

的に捉え，平均や単位量あ

たりの大きさについての学

習などを活用して問題を解

決することができる。 

 

・水を出しっぱなしにしたときに流

れた水の量の記録から，平均や単位

量あたりの考えを用いて節水でき

る量について考える。 

・平均や単位量あたりの考えを用

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。 

・身のまわりにある事柄を，平均

や単位量あたりの考えを用いて考

察している。 

    

1 

118 

～  

119 

まとめ ⑧基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[広がる算数]祭りの人出の

概算のしかた 

・祭りの人出などのように，

正確な人数を数えられない

とき，単位面積あたりにい

る人数から概算する場合が

あることを知る。 

 

・単元のまとめをする。   ・「単位量あたりの大きさ」の学習

のよさや考え方を振り返ってい

る。 

・単位量あたりの大きさの考えを

用いて，問題を解決することがで

きる。 

・人口密度を求めることができる。 

・異種の２つの量の割合として捉

えられる数量について，単位量あ

たりの大きさを用いた比べ方や表

し方を理解している。 

・人口密度の意味と求め方を理解

している。 

 
 



  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ 九九の表を調べよう 

 （１時間） 

 p.120～121 

○九九表のきまりについて

平均の学習などを活用して

説明する活動をとおして，

論理的な思考力を伸ばす。

[十の字の形に囲んだ数の

和] 

・九九表で十字形に囲んだ

数の和の求め方を，平均の

学習などを活用して考え

る。 

 

 

・九九表の答えの総和の求め方を考

えたり，たすきがけで斜めにかけた

答えが同じになる理由を考えたり

する。 

 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・九九表のきまりに関心をもち，

きまりについて考えようとして

いる。 

【行】【発】 

・九九表を調べ，きまりを見つけ

たり，見つけたきまりがほかの場

所でも成り立つかを調べたりし

ている。 

【発】【ノ】 

    

 
   

□ 学習をふり返ろう③ 

 p.122 

○「整数の性質」「分数の大きさとたし算，ひき算」「平均」の復習をする。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

10 わり算と分数 

 （６時間） 

○整数÷整数の商は分数で表すことができることを理解

する。A(4)イ 

○分数と整数，分数と小数の関係を理解し，分数を小数

で表したり，小数や整数を分数で表したり，小数と分数

の加減計算をしたりすることができる。A(4)ア 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・整数の除法の結果を分数で表す

ことによって計算の結果をいつで

も１つの数で表すことができると

いうよさに気づいている。 

【行】【発】 

・整数の除法の結果を分数を用い

て１つの数として表せることを見

いだしている。また，分数を小数

で表したり，小数および整数を分

数の形に直したりすることをとお

して，数の表し方を考えている。 

【発】【ノ】 

支援:手がかりとなる図をプリン

トで用意するなどして考えられる

ようにする。また，除法や分数の

意味の理解が十分できているかを

確認する。 

・a÷b を a/b とみたり，a/b を a

÷b とみたりすることができる。

また，分数を小数で表したり，小

数および整数を分数の形に直した

りすることができる。 

【ノ】【テ】 

・整数の除法の結果を分数を用い

て１つの数として表すことを理解

している。また，分数を小数で表

したり，小数および整数を分数の

形に直したりできることを理解し

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 

5 

123 

～  

128 

（商を表す分数） ①整数の除法の商は分数で

表すことができることを理

解する。 

・２Lのジュースを３等分した１つ

分の量の表し方を考えることをと

おして，整数の除法の商を分数で表

すしかたを考える。 

・５÷３の商を分数で表すしかたを

考える。 

・整数の除法の結果を分数で表す

ことのよさに気づいている。 

・整数の除法の結果は分数を用い

て表せることを，除法や分数の意

味をもとに図を用いるなどして考

えている。 

・a÷b を a/b とみたり，a/b を a

÷bとみたりすることができる。 

・整数の除法の結果を分数を用い

て１つの数として表すことを理解

している。 

（分数倍） ②何倍かを表す数が分数に

なる場合があることを理解

する。（分数倍） 

・４ｍや２ｍは３ｍの何倍かを求め

ることをとおして，4/3 倍，2/3 倍

のように何倍かを表す数が分数に

なる場合があることを知る。 

 

      ・何倍かを表すときに，分数を用

いて表すことができることを理解

している。 

（分数と小数，整数） ③分数を小数で表すことが

できる。 

・３ｍのテープを５等分した１本分

の長さを分数と小数で求めること

をとおして，分数は分子を分母でわ

って小数で表すことができること

を知る。 

    ・分数を小数で表すことができる。 ・分数を小数で表すしかたを理解

している。 

④小数や整数を分数で表す

ことができる。 

・0.3 や 1.47 を分数で表すしかた

を考え，小数は分母が 10 や 100 の

分数で表すことができることを知

る。 

・７や 15 を分数で表すしかたを考

え，整数は分母が１の分数で表すこ

    ・小数や整数を分数の形に直すこ

とができる。 

・小数や整数を分数で表すしかた

を理解している。 



とができることを知る。 

⑤分数と小数の大小比較，

加減計算を理解する。 

・5/6と 0.8のような，分数と小数

の大小について，分数や小数にそろ

えて比べるしかたを考える。 

・0.2＋1/6 のような，小数と分数

の加法について，分数や小数にそろ

えて計算するしかたを考える。 

  ・分数と小数の大小比較や加減計

算の場面で，分数を小数で表した

り，小数を分数の形に直したりす

ることをとおして，数の表し方を

考えている。 

  ・分数や小数，整数の大きさや構

成についての豊かな感覚をもって

いる。 

1 

129 

～  

131 

まとめ ⑥基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[分数の性質とわり算のき

まり] 

・分数の性質とわり算のき

まりを比べて，共通点に気

づく。 

[広がる算数]分数の意味の

まとめ 

・分割分数，量分数，商分

数，分数倍など，これまで

に学習した分数の意味につ

いて整理する。 

・単元のまとめをする。   ・「わり算と分数」の学習のよさや

考え方を振り返っている。 

・a÷b を a/b とみたり，a/b を a

÷b とみたりすることができる。

また，分数を小数で表したり，小

数および整数を分数の形に直した

りすることができる。 

・整数の除法の結果を分数を用い

て１つの数として表すことを理解

している。 

・分数を小数で表したり，小数お

よび整数を分数の形に直したりで

きることを理解している。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

11 三角形や四角形の角 

 （８時間） 

○三角形，四角形の角の大きさの和について，帰納的に

考えたり演繹的に考えたりして，その性質を見いだすこ

とができる。C(1)ウ 

○多角形の意味を知り，五角形，六角形，…の角の大き

さの和について，類推的に考えたり発展的に考えたりし

て調べることができる。C(1)アウ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・図形の性質に関心をもち，三角

形や四角形の角の大きさの和につ

いて，筋道立てて考えようとして

いる。 

【行】【発】 

・三角形の３つの角の大きさの和

が 180°であることを帰納的に見

いだしている。 

【発】【ノ】 

支援:いくつもの三角形について

内角の和は 180°であることを確

かめさせて，どの三角形にもいえ

る性質として捉えられるようにす

る。 

 

・四角形の４つの角の大きさの和

が 360°になることを，三角形の

３つの角の大きさの和が 180°で

あることをもとに，演繹的に考え

ている。 

【発】【ノ】 

・三角形の３つの角の大きさの和

が 180°になることや，四角形の

４つの角の大きさの和が 360°に

なることを用いて，三角形や四角

形の角の大きさを計算で求めるこ

とができる。 

【行】【ノ】【テ】 

・三角形の３つの角の大きさの和

が 180°になることや，四角形や

多角形の内角の和は三角形に分け

れば求められることを理解してい

る。 

・多角形の意味を理解している。 

【発】【ノ】【テ】 

支援:多角形をいくつかの三角形

に分ける経験を豊富にさせてお

く。 

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 

132 

～  

138 

  ①②三角形の３つの角の大

きさの和が 180°であるこ

とを，帰納的に考えて見い

だすことができる。 

 

[算数メモ]* 

・図形の「内角」の用語を

知る。 

・三角形をまっすぐに並べる活動を

とおして，角の大きさのきまりにつ

いて見通しをもつ。 

・三角形の３つの角の大きさの和

を，分度器で測ったり，切り取って

並べたりして調べ，180°であるこ

とを説明する。 

・三角形を並べる活動をとおして，

角の大きさのきまりを調べようと

している。 

・いろいろな三角形の３つの角の

大きさの和について調べ，三角形

の角の大きさの和がいつでも

180°になることを帰納的に見い

だしている。 

  ・三角形の角の大きさの和が 180°

であることを理解している。 

③④四角形の４つの角の大

きさの和が 360°であるこ

とを，演繹的に考えて見い

だすことができる。 

・四角形の４つの角の大きさの和

を，分度器で測ったり，三角形に分

けたりして調べ，360°であること

を説明する。 

  ・四角形の４つの角の大きさの和

が 360°になることを，三角形の

角の大きさの和が 180°であるこ

とをもとに，演繹的に考えている。 

  ・四角形の角の大きさの和が 360°

であることを理解している。 

⑤三角形や四角形の内角の

和の性質をもとに，未知の

角の大きさを求めることが

できる。 

合同な四角形を敷き詰める

活動をとおして，図形につ

・三角形や四角形で１つの角の大き

さだけが未知の場合に，内角の和の

性質をもとにして未知の角の大き

さの求め方を考える。 

・合同な四角形の４つの角をどのよ

うに合わせればよいかを考えなが

  ・四角形を平面に敷き詰めるのに，

辺の長さや角の大きさに着目して

作業することを考えている。 

・内角の和を用いて，三角形や四

角形の角の大きさを計算で求める

ことができる。 

・合同な四角形の敷き詰め方を考

えるなど，図形についての豊かな

感覚をもっている。 



いての感覚を豊かにする。 ら，四角形を平面に敷き詰める。 

⑥多角形の意味を知り，五

角形，六角形，…の内角の

和を求めたり，表に整理し

て変わり方に着目したりす

ることができる。 

・多角形の内角の和について，多角

形を対角線でいくつかの三角形に

分けるなどして調べる。 

・五角形，六角形，…の内角の和を

表に整理する。 

  ・多角形の内角の和について，三

角形の角の大きさの和が 180°で

あることなどをもとにして考えて

いる。 

  ・多角形の意味を知り，多角形の

内角の和は三角形に分ければ求め

られることを理解している。 

1 139 

学んだことを使おう ⑦身のまわりの事象を数理

的に捉え，三角形の内角の

和の性質などを活用して問

題を解決することができ

る。 

・公園の遊具の形の中に三角形を見

いだし，実測できないところの角度

を三角形の内角の和の性質を使っ

て求めることを考える。 

・身のまわりの事象を数理的に捉

え，三角形の内角の和の性質を活

用しようとしている。 

・身のまわりの具体的な形を三角

形として捉え，実測できないとこ

ろの角度の求め方を筋道立てて考

えている。 

    

1 

140 

～  

141 

まとめ ⑧基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[広がる算数]三角形の角を

折り合わせてできる長方形

の考察 

・三角形の紙で，３つの角

が１か所に集まるように折

り合わせてできる長方形に

ついて，図形の性質や合同

の観点から考察し，図形に

ついての感覚を豊かにす

る。 

・単元のまとめをする。   ・「三角形や四角形の角」の学習の

よさや考え方を振り返っている。 

・内角の和を用いて，三角形や四

角形の角の大きさを計算で求める

ことができる。 

・三角形の３つの角の大きさの和

が 180°になることを理解してい

る。 

・四角形や多角形の内角の和は三

角形に分ければ求められることを

理解している。 

 

  目    標 評 価 規 準 

12 表や式を使って 

 （５時間）  

○２つの数量の関係を表に表し，その関係を考察するこ

とができる。D(1) 

○簡単な場合の比例の関係を考察することができる。

D(1)ア 

○２つの数量の関係を○,△を用いて式に表し,その関係

を考察することができる。D(2) 

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つの数量の変わ

り方に関心をもち，特徴を見いだ

そうとしている。 

【行】【発】 

・２つの数量の関係を表を用いて

考察し，対応や変わり方の特徴を

見いだしたり，比例関係を判断し

たりしている。また，簡単な式で

表されている関係について，２つ

の数量の対応や変わり方に着目し

て考えている。 

【発】【ノ】 

支援:比例以外の変わり方と対比

して，比例の特徴を捉えられるよ

うにする。 

・２つの数量の関係を表に表した

り，○，△を用いた式に表したり

することができる。 

【ノ】【テ】 

・数量の関係を一般的に表すとい

う式の役割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 

142 

～  

146 

  ①②伴って変わる２つの数

量の関係について，表を用

いて考察できる。また，表

をもとに比例の関係を見い

だし，説明することができ

る。 

・２つの数量の関係について，一方

の数量が変わるときのもう一方の

数量の変わり方に着目する。 

・ストローで正方形を横につなげた

形を作るときの，正方形の個数とス

トローの本数の関係を表に表して

調べる。 

・正方形の，１辺の長さと周りの長

さの関係を表に表し，比例の関係を

説明したり，その関係を○，△を用

いた式に表したりする。 

・伴って変わる２つの数量の変わ

り方に関心をもち，特徴を見いだ

そうとしている。 

・２つの数量の関係を表を用いて

考察し，対応や変わり方の特徴を

見いだしたり，比例関係を判断し

たりしている。 

・２つの数量の関係を表に表した

り，○，△を用いた式に表したり

することができる。 

  

③２つの数量の関係を○，

△を用いた式に表し，変わ

り方を調べることができ

る。 

・いろいろな２つの数量の関係を

○，△を用いた式に表し，○と△の

変わり方を表に表して調べる。 

・○，△を用いた式をもとに，○が

20のときの△の値を求める。 

  ・簡単な式で表されている関係に

ついて，２つの数量の対応や変わ

り方に着目して考えている。 

・２つの数量の関係を○，△を用

いた式に表し，式から表を作って

変わり方を調べることができる。 

・数量の関係を一般的に表すとい

う式の役割について理解してい

る。 

④伴って変わる２つの数量

の関係を表や図を用いて考

察し，その関係を式に表し

て問題を解決することがで

きる。 

・ストローで正方形を横につなげた

形を作るときの，正方形の個数とス

トローの本数の関係を表や図，式に

表して調べ，正方形を 50 個作ると

きに必要なストローの本数の求め

  ・２つの数量の関係を表や図を用

いて考察し，その関係を式と結び

つけて考えている。 

・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。 

  



（y＝ax＋bの関係） 方を考える。 

1 147 

まとめ ⑤基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[広がる算数]伴って変わる

２つの数量の関係を表すグ

ラフ 

・和一定，商一定（比例）

の場合の折れ線グラフを考

察する。 

・単元のまとめをする。   ・「表や式を使って」の学習のよさ

や考え方を振り返っている。 

・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。 

  

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ つないだ輪を切って 

 （１時間） 

 p.148 

○正方形のどの条件を変え

ると長方形やひし形になる

のかを筋道立てて考え，図

形についての感覚を豊かに

する。 

・同じ大きさの輪を垂直に貼り合わ

せ，輪の中心に沿って切ってできる

形について考える。 

・輪を大小にした場合や貼り合わせ

方を斜めにした場合など，条件を変

えてできる形について考える。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・どんな形ができるかを予想した

り，実際に切って確かめたりしよ

うとしている。 

【行】【発】 

・正方形ができた場合をもとに，

条件が変わったときにどのよう

な形ができるかを考えている。 

【発】【ノ】 

    

 
 

   

□ 学習をふり返ろう④ 

 p.149 

○「単位量あたりの大きさ」「わり算と分数」「三角形や四角形の角」の復習をする。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

13 割合 

 （12時間） 

○割合，百分率の意味と表し方を理解し，それらを用い

ることができる。D(3) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・百分率を用いると，割合をわか

りやすく表せるよさに気づいてい

る。また，割合の考え方が日常生

活のさまざまな場面に用いられて

いることに気づいている。 

【行】【発】 

・資料の全体と部分，部分と部分

の関係について，割合を用いた表

し方を考えている。 

【発】【ノ】 

支援:児童の生活経験や興味など

の実態にあわせて，理解しやすい

具体的な事例で考えられるように

する。 

・同種の２つの量の関係を割合を

用いて表すことができる。また，

割合を目的に応じて用いることが

できる。 

【ノ】【テ】 

 

・割合，百分率の意味と表し方を

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 

1

0 

150 

～  

160 

（割合の表し方） ①数量の大きさの関係を捉

えるとき，差ではなく割合

（倍)で捉えることが妥当

な場合があることを理解す

る。 

・もとになるゴムひもの長さを変え

た場合の伸び方を調べる場面で，基

準量と比較量の関係を差で捉える

場合と割合（倍)で捉える場合の妥

当性について考える。 

 

・ゴムひもが伸びる長さの調べ方

を考える場面で，調べ方の妥当性

について考えようとしている。 

・基準量と比較量の関係を差で捉

える場合と割合（倍）で捉える場

合の妥当性について考えている。 

    

②③割合の意味と表し方を

理解する。また，割合から

比較量を求めるしかたを考

え，割合の意味について理

解を深める。 

・輪投げゲームの結果を比べること

をとおして，割合の意味と表し方を

知る。 

・基準量と割合から比較量を求め

る。 

  ・同種の２つの量の関係を数直線

や式に表すなどして，割合を用い

た表し方や比べ方を考えている。 

・同種の２つの量の関係を割合を

用いて表すことができる。 

・割合の意味と表し方，割合＝比

較量÷基準量の関係を理解してい

る。 

（百分率） ④百分率の意味と表し方を

理解する。 

・５年生 112 人のうち 84 人が「算

数が好き」と答えたアンケートの場

面をとおして，百分率の意味を知

り，「パーセント(％)」を用いて割

・百分率を用いると，割合をわか

りやすく表せるよさに気づいてい

る。 

    ・百分率の意味を知り，「パーセン

ト（％)」を用いた表し方を理解し

ている。 



合を百分率で表す。 

⑤百分率が 100％を超える

場合を理解する。 

・電車の乗車率の場面で，百分率が

100％よりも大きくなる場合がある

ことを知る。 

    ・同種の２つの量から割合を求め，

それを百分率で表すことができ

る。 

・百分率が 100％よりも大きくな

る場合があることを理解してい

る。 

⑥歩合の表し方「割」を理

解する。 

 

[歩合の表し方] 

・割合の表し方として歩合

（「割」「分」「厘」)がある

ことを知る。 

・野球の試合の試合数に対する勝ち

数の割合を表す場面で，歩合の表し

方に「割」があることを知る。 

      ・歩合の意味を知り，「割」を用い

た表し方を理解している。 

（百分率を使って） ⑦基準量と割合がわかって

いるときの，比較量の求め

方を理解する。（第二用法) 

・ボランティアをしたことがある人

の割合を調べた場面で，基準量と割

合から比較量を求めるしかたを考

える。 

  ・基準量と割合から比較量を求め

るしかたを，数直線や式，言葉を

用いて考えている。 

・基準量と割合から比較量を求め

ることができる。 

・比較量＝基準量×割合の関係を

理解している。 

⑧比較量と割合がわかって

いるときの，基準量の求め

方を理解する。（第三用法) 

・学校の児童数を調べた場面で，比

較量と割合から基準量を求めるし

かたを考える。 

  ・比較量と割合から基準量を求め

るしかたを，数直線や式，言葉を

用いて考えている。 

・比較量と割合から基準量を求め

ることができる。 

・基準量＝比較量÷割合の関係を

理解している。 

⑨割合を（１±a)とする問

題の解決のしかたを考える

ことができる。 

・4000 円の 30％引きの値段の求め

方を考える。 

  ・割合を（１±a)とする問題の解

決のしかたを，数直線や式，言葉

を用いて考えている。 

・割合を（１±a)とする問題を解

決することができる。 

  

⑩割合を（１±a)とする問

題の解決のしかたを考える

ことができる。 

 

[広告で問題づくり] 

・割引きの広告を使って割

合の問題を作り，割合の学

習が身のまわりに活用でき

ることに気づく。 

・20％引きの値段が 1800 円のとき

の，もとの値段の求め方を考える。 

  ・割合を（１±a)とする問題の解

決のしかたを，数直線や式，言葉

を用いて考えている。 

    

1 161 

学んだことを使おう ⑪身のまわりの事象を数理

的に捉え，割合についての

学習などを活用して問題を

解決することができる。 

・弁当屋で弁当の割引きや値引きを

している場面で，どちらの店で買う

のが得かを割合を使って判断し，説

明する。 

・生活の中で，割合の考え方を活

用する場面があることに気づき，

活用しようとしている。 

・弁当の特売の条件をよみ取り，

どちらの店で買うのが得かを割合

を使って判断し，説明している。 

    

1 

162 

～  

163 

まとめ ⑫基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[広がる算数]降水確率 

・天気予報の降水確率の意

味について知る。 

・単元のまとめをする。   ・「割合」の学習のよさや考え方を

振り返っている。 

・同種の２つの量から割合を求め，

それを百分率で表すことができ

る。また，割合を目的に応じて用

いることができる。 

・割合の意味と表し方，割合＝比

較量÷基準量の関係を理解してい

る。 

・百分率，歩合の意味と表し方を

理解している。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

14 帯グラフと円グラフ 

 （５時間） 

○帯グラフ，円グラフの用いられる場面を知り，目的に

応じて資料を帯グラフ，円グラフに表したり，帯グラフ，

円グラフから特徴をよみ取ったりすることができる。

D(4) 

○目的に応じて表やグラフを選び，活用することができ

る。D(4) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・帯グラフや円グラフのよさに気

づき，進んで生活や学習に活用し

ようとしている。 

【行】【発】 

・帯グラフや円グラフの全体と部

分，部分と部分の間の関係を調べ，

特徴を捉えている。また，目的に

応じてグラフを選び，活用してい

る。 

【発】【ノ】 

支援:特徴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。 

・帯グラフや円グラフに表したり，

よみ取ったりすることができる。 

【行】【ノ】【テ】 

・帯グラフや円グラフは割合を表

すグラフ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 

2 

164 

～  

167 

  ①帯グラフ，円グラフのよ

み方を理解する。 

・都道府県別のりんごの出荷量と割

合を表した帯グラフ，円グラフを見

て，特徴を調べる。 

  ・帯グラフや円グラフの全体と部

分，部分と部分の間の関係を調べ，

特徴を捉えている。 

・帯グラフや円グラフをよみ取る

ことができる。 

・割合を表すグラフとして帯グラ

フや円グラフがあることを知り，

そのよみ方を理解している。 

（帯グラフや円グラフ

のかき方） 

②帯グラフ，円グラフのか

き方を理解する。 

・都道府県別のももの出荷量の割合

を百分率で表し，それを帯グラフ，

円グラフに表す。 

    ・資料を帯グラフや円グラフに表

すことができる。 

・帯グラフや円グラフの表し方を

理解している。 



2 

168 

～  

169 

学んだことを使おう ③④目的に応じて表やグラ

フを活用する能力を伸ば

す。 

・日本のエネルギー消費について，

目的に応じて表やグラフを選んだ

り，よみ取ったりする。 

・帯グラフや円グラフのよさに気

づき，進んで生活や学習に活用し

ようとしている。 

・目的に応じて表やグラフで表さ

れた資料を選び，資料の特徴や傾

向，関連について考えている。 

    

1 

170 
～  

171 

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。   ・「帯グラフと円グラフ」の学習の

よさや考え方を振り返っている。 

・帯グラフや円グラフに表したり，

よみ取ったりすることができる。 

・割合を表すグラフとして帯グラ

フや円グラフがあることを知り，

そのよみ方を理解している。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

15 分数と整数のかけ算，

わり算 

 （６時間） 

○分数×÷整数の乗法および除法の意味について理解す

る。A(4)カ 

○分数×÷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(4)カ 

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

分数の乗法および除法の意味や計

算のしかたを，整数や小数の乗法

および除法などの計算と関連づけ

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

分数の乗法および除法の計算のし

かたを，分数の意味や既習の計算

をもとに図や式などを用いて考え

ている。 

【発】【ノ】 

支援:面積図などを用意して与え，

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

分数の乗法および除法の計算がで

きる。 

【ノ】【テ】 

・乗数や除数が整数である場合の

分数の乗法および除法の意味につ

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 

2 

172 

～  

174 

分数に整数をかける計

算 

①分数×整数の乗法計算を

理解する。 

・2/7×３のような，分数×整数の

乗法計算のしかたを考える。 

・分数×整数の乗法の意味や計算

のしかたを，既習の計算などと関

連づけて捉えようとしている。 

・分数×整数の乗法計算のしかた

を，分数の意味や既習の計算をも

とに図や式などを用いて考えてい

る。 

  ・分数×整数の乗法の意味や計算

のしかたを理解している。 

②分数×整数で約分をする

乗法計算，帯分数×整数の

乗法計算を理解する。 

・7/12×４のような，途中で約分で

きる乗法計算のしかたを考える。 

・１2/3×４のような，帯分数の乗

法計算のしかたを考える。 

 

      ・分数×整数で約分をする乗法計

算，帯分数×整数の乗法計算のし

かたを理解している。 

3 

175 

～  

177 

分数を整数でわる計算 ③分数÷整数で，分子をわ

りきることができる場合の

除法計算を理解する。 

・4/5÷２のような，分子をわりき

ることができる場合の除法計算の

しかたを考える。 

 

・分数÷整数の除法の意味や計算

のしかたを，既習の計算などと関

連づけて捉えようとしている。 

・分数÷整数で，分子をわりきる

ことができる場合の除法計算のし

かたを考えている。 

    

④分数÷整数の除法計算を

理解する。 

・3/5÷２のような，分数÷整数の

除法計算のしかたを考える。 

 

  ・分数÷整数の計算のしかたを考

えている。 

  ・分数÷整数の除法の意味や計算

のしかたを理解している。 

⑤途中で約分できる場合

や，帯分数÷整数の場合も

含め，分数÷整数の除法は

○/△÷□＝○/（△×□）

の式を用いて計算できるこ

とを理解する。 

 

・4/5÷２（途中で約分できる場合）

や，１3/7÷５（帯分数÷整数）の

除法も，○/△÷□＝○/（△×□）

の式を用いて計算できることを確

かめる。 

      ・途中で約分できる場合や，帯分

数÷整数の場合も含め，分数÷整

数の除法は○/△÷□＝○/（△×

□）の式を用いて計算できること

を理解している。 

1 

178 

～  

179 

まとめ ⑥基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[広がる算数]これまでに学

習したかけ算，わり算の表 

・整数，小数，分数の乗法，

除法のうち学習したものを

整理し，分数どうしの乗除

計算が未習であることに気

づく。 

・単元のまとめをする。   ・「分数と整数のかけ算，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

分数の乗法および除法の計算がで

きる。 

・分数×整数の乗法計算のしかた

を理解している。 

・分数÷整数の除法計算のしかた

を理解している。 

 
 



  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ ペンタゴンパズル 

 （１時間） 

 p.180 

○図形についての感覚を豊

かにする。 

・ペンタゴンパズルを用いた形作り

をする。 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・色板を並べ替えて，いろいろな

形を作ろうとしている。 

【行】【ノ】 

    ・図形についての豊かな感覚をも

っている。 

【発】【ノ】 

 
 

   

□ 学習をふり返ろう⑤ 

 p.181 

○「表や式を使って」「割合」「帯グラフと円グラフ」の復習をする。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

16 四角形や三角形の面積 

 （14時間） 

○平行四辺形，三角形，台形およびひし形の面積の求め

方，面積公式を理解し，公式を用いることができる。B(1)

ア 

○三角形の高さに伴う面積の変わり方を調べ，比例の関

係を捉えることができる。D(1)ア 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・平行四辺形，三角形，台形，ひ

し形の面積の求め方を考えたり，

公式を導きだしたりしようとして

いる。 

【行】【発】 

・既習の求積可能な図形の面積の

求め方をもとにして，平行四辺形，

三角形，台形，ひし形の面積の求

め方を考えたり，公式を導きだし

たりしている。 

【行】【発】【ノ】 

支援:変形のアイデアに気づきや

すいように，実際に平行四辺形や

三角形，台形，ひし形の紙を持た

せたり，方眼の入った用紙を与え

たりする。 

・平行四辺形，三角形，台形，ひ

し形の面積を公式を用いて求める

ことができる。 

【行】【ノ】【テ】 

支援:底辺や高さの意味，面積の公

式の意味を確認させたうえで，個

別指導をする。 

・必要な部分の長さを用いること

で，平行四辺形，三角形，台形，

ひし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，

それらの図形の面積の公式につい

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 

1

3 

182 

～  

199 

（平行四辺形の面積） ①平行四辺形の面積の求め

方を理解する。 

・周りの長さが等しい長方形と平行

四辺形を比較し，平行四辺形の面積

の求め方について見通しをもつ。 

・平行四辺形の面積の求め方を，長

方形の面積などをもとにして考え

る。 

・平行四辺形の面積の求め方を考

えようとしている。 

・長方形の面積などをもとにして，

平行四辺形の面積の求め方を考え

ている。 

    

②平行四辺形の面積の公式

を理解する。 

・平行四辺形の底辺と高さについて

知る。 

・平行四辺形の面積を計算で求める

しかたを考え，公式にまとめる。 

 

  ・平行四辺形の面積の公式を導き

だしている。 

・平行四辺形の面積を公式を用い

て求めることができる。 

・底辺と高さを用いることで，平

行四辺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。 

③高さが図形の外にある場

合の平行四辺形の面積の求

め方を理解する。 

・高さが図形の外にある場合の平行

四辺形の面積の求め方を考える。 

・底辺や高さを自分で決めて，平行

四辺形の面積を求める。 

 

  ・高さが図形の外にある場合の平

行四辺形の面積の求め方を考えて

いる。 

  ・高さが図形の外にある平行四辺

形でも，公式を用いて面積が求め

られることを理解している。 

（三角形の面積） ④三角形の面積の求め方を

理解する。 

・三角形の面積の求め方を，長方形

や平行四辺形の面積などをもとに

して考える。 

 

  ・長方形や平行四辺形の面積など

をもとにして，三角形の面積の求

め方を考えている。 

    

⑤三角形の面積の公式を理

解する。 

・三角形の底辺と高さについて知

る。 

・三角形の面積を計算で求めるしか

たを考え，公式にまとめる。 

 

  ・三角形の面積の公式を導きだし

ている。 

・三角形の面積を公式を用いて求

めることができる。 

・底辺と高さを用いることで，三

角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。 



⑥⑦高さが図形の外にある

場合の三角形の面積の求め

方を理解する。 

 

[三角形に変身] 

・底辺の長さと高さが等し

い三角形は面積も等しいこ

とを使って，四角形を同じ

面積の三角形に変形するし

かたを考える。 

 

・高さが図形の外にある場合の三角

形の面積の求め方を考える。 

・底辺や高さを自分で決めて，三角

形の面積を求める。 

  ・高さが図形の外にある場合の三

角形の面積の求め方を考えてい

る。 

  ・高さが図形の外にある三角形で

も，公式を用いて面積が求められ

ることを理解している。 

（高さと面積の関係） ⑧三角形の高さに伴う面積

の変わり方を理解する。 

・底辺が一定の三角形や平行四辺形

の高さと面積の関係を調べ，面積は

高さに比例することを知る。 

 

 

  ・底辺が一定の三角形の高さと面

積の関係について考えている。 

  ・底辺が一定の三角形や平行四辺

形では，面積は高さに比例するこ

とを理解している。 

（いろいろな図形の面

積） 

⑨⑩台形の面積の求め方，

面積の公式を理解する。 

・台形，ひし形，一般四角形の面積

の求め方の見通しをもち，台形の面

積の求め方を考える。 

・台形の上底，下底，高さについて

知り，台形の面積の求め方を公式に

まとめる。 

 

・台形などの面積の求め方を考え

たり，公式を導きだしたりしよう

としている。 

・台形の面積の求め方を考えたり，

公式を導きだしたりしている。 

・台形の面積を公式を用いて求め

ることができる。 

・台形の上底，下底，高さの意味

を知り，台形の面積の公式を理解

している。 

⑪ひし形の面積の求め方，

面積の公式を理解する。 

・ひし形の面積の求め方を考え，公

式にまとめる。 

  ・ひし形の面積の求め方を考えた

り，公式を導きだしたりしている。 

・ひし形の面積を公式を用いて求

めることができる。 

・ひし形の面積の公式を理解して

いる。 

⑫一般四角形の面積の求め

方を理解する。 

 

[別の図形とみて] 

・ひし形の面積を平行四辺

形の面積公式を用いて求め

たり，正方形の面積をひし

形の面積公式を用いて求め

たりする。 

 

・一般四角形の面積の求め方を考え

る。 

  ・一般四角形の面積の求め方を考

えている。 

・一般四角形の面積を求めること

ができる。 

  

（およその面積） ⑬方眼を使った不定形の面

積の求め方を理解する。 

 

[変わる形の面積] 

・長方形の内部にある三角

形の頂点を移動させたとき

の面積を調べ，三角形の底

辺と高さが変わらなけれ

ば，形が変わっても面積は

変わらないことについて理

解を深める。 

 

・葉のような形のおよその面積を方

眼を使って求める。 

  ・方眼を用いておよその面積を求

めるしかたを考えたり，一部が形

にかかっている方眼を半分と考え

て処理する意味を説明したりして

いる。 

  ・方眼を用いて，およその面積を

求めるしかたを理解している。 

1 

200 

～  

201 

まとめ ⑭基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[広がる算数]土地の面積を

求める三斜法 

・土地の面積を求める際に，

多角形を三角形に分割して

求める「三斜法」という方

法が用いられていることを

知る。 

 

・単元のまとめをする。   ・「四角形や三角形の面積」の学習

のよさや考え方を振り返ってい

る。 

・平行四辺形や三角形の面積を公

式を用いて求めることができる。 

・平行四辺形，三角形，台形の面

積の公式を理解している。 

 
 
 



  目    標 評 価 規 準 

17 正多角形と円 

 （10時間） 

  

○正多角形について理解する。また，円と組み合わせて

正多角形を作図することができる。C(1)ア 

○円周率について理解する。また，直径，円周，円周率

の関係を理解し，円周の長さや直径の長さを求めること

ができる。C(1)エ 

○直径の長さに伴う円周の長さの変わり方を調べ，比例

の関係を捉えることができる。D(1)ア 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・身のまわりの正多角形に関心を

もち，正多角形を構成したり，作

図したりしようとしている。 

・円の直径と円周の関係に関心を

もち，関係を調べようとしている。 

【行】【発】 

・円と組み合わせることで，正多

角形の性質や特徴を見いだした

り，正多角形を作図する方法を考

えたりしている。 

【行】【発】【ノ】 

・円周と直径の割合が一定である

ことを捉え，円周率を見いだして

いる。 

【発】【ノ】 

・円と組み合わせることで，正多

角形を作図することができる。 

【行】【ノ】【テ】 

・円周率を用いて，円の直径から

円周を求めたり，円周から直径を

求めたりすることができる。 

【ノ】【テ】 

支援:円周率を求める式を確認さ

せ，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。 

・正多角形について知り，平面図

形についての理解を深めている。 

・円周率の意味や，円周率は 3.14

を用いることなどを理解してい

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 

202 

～  

207 

正多角形 ①正多角形の意味を理解す

る。 

・円形の紙で作った形（正六角形，

正八角形，正四角形）の特徴を調べ，

正多角形の意味を知る。 

・身のまわりの正多角形に関心を

もち，正多角形を構成したり，特

徴を調べたりしようとしている。 

・円形の紙で作った正多角形の特

徴を調べ，正多角形の性質や特徴

を見いだしている。 

  ・正多角形の意味を理解している。 

②③円と組み合わせて正多

角形を作図することができ

る。 

 

[おうぎ形]* 

・おうぎ形，中心角につい

て知る。 

・円の中心の周りの角を等分する方

法で，正八角形，正六角形をかく。 

  ・円の中心の周りの角に着目して，

正八角形や正六角形などの作図の

しかたを考えている。 

・円と組み合わせることで，正多

角形を作図することができる。 

・円を用いた正多角形の作図のし

かたを理解している。 

④円の半径の長さを使って

正六角形を作図し，正多角

形と円の関係について理解

を深める。 

 

[時計でできる正多角形] 

・時計の文字盤の数字を１

時間ごと，２時間ごと，３

時間ごと，…に結ぶと正多

角形がかけることを知り，

頂点の数を増やしていくと

円に近づいていくことに気

づく。 

 

・円の周りを半径の長さで区切る方

法で正六角形をかき，その方法でか

ける理由を考える。 

  ・円の周りを半径の長さで区切る

ことで正六角形がかける理由を考

えている。 

    

4 

208 

～  

213 

円周の長さ ⑤⑥直径の長さと円周の長

さの関係を調べ，円周率の

意味を理解する。 

・大きさの異なるタイヤを１回転さ

せて進む長さを予想し，直径の長さ

と円周の長さの関係について見通

しをもつ。 

・いろいろな円の直径の長さと円周

の長さを調べることをとおして，円

周÷直径は一定であることに気づ

き，円周率の意味，円周率＝円周÷

直径の関係を知る。 

 

・円の直径と円周の関係に関心を

もち，関係を調べようとしている。 

・円の直径と円周を測定する活動

をとおして，どんな大きさの円で

も円周と直径の割合は一定である

ことを見いだしている。 

  ・円周率の意味や，円周率＝円周

÷直径の関係，円周率は 3.14 を用

いることを理解している。 

⑦直径の長さから円周の長

さを求めることができる。 

直径の長さに伴う円周の長

さの変わり方を理解する。 

・直径が 100ｍの円の円周の長さの

求め方を考える。 

・直径の長さと円周の長さの関係を

調べ，円周の長さは直径の長さに比

例することを知る。 

  ・直径の長さを変えたときの円周

の長さの変わり方を調べ，直径と

円周の関係について考えている。 

・円周率を用いて，円の直径から

円周を求めることができる。 

・円周の長さは直径の長さに比例

することを理解している。 

⑧円周の長さから直径の長

さを求めることができる。 

 

[周りの長さをはかって] 

・木の幹の直径のように測

定しにくいところの長さ

を，直径と円周の関係を用

いて概測するしかたを考え

る。 

・円周が 145㎝の円の直径の長さの

求め方を考える。 

    ・円周率を用いて，円周から直径

を求めることができる。 

  



1 214 

学んだことを使おう ⑨身のまわりの事象を数理

的に捉え，円周率について

の学習などを活用して問題

を解決することができる。 

・グラウンドに 100ｍ走のコースを

かくとき，スタートの位置を何ｍず

つずらせばよいかを円周の求め方

を使って解決する。 

・円周率を生活や学習の場面に活

用しようとしている。 

・100ｍ走のコースのカーブの部分

を円の一部とみることで，円周率

を用いて問題を解決するしかたを

考えている。 

    

1 

215 

～  

217 

まとめ ⑩基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[広がる算数]円周率の歴史 

・円周率は，内接する正多

角形と外接する正多角形の

周りの長さから求められて

きたことを知り，正多角形

と円についての学習を深め

る。 

・単元のまとめをする。   ・「正多角形と円」の学習のよさや

考え方を振り返っている。 

・円と組み合わせることで，正多

角形を作図することができる。 

・円周率を用いて，円の直径から

円周を求めたり，円周から直径を

求めたりすることができる。 

・正多角形の意味や，円を用いた

正多角形の作図のしかたを理解し

ている。 

・円周率の意味や，円周率＝円周

÷直径の関係，円周率は 3.14 を用

いることを理解している。 

 
 

   

□ 学習をふり返ろう⑥ 

 p.218 

○「割合」「分数と整数のかけ算，わり算」「四角形や三角形の面積」「正多角形と円」の復習をする。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

18 角柱と円柱 

 （６時間） 

○角柱，円柱について理解する。C(2)ア 

○角柱，円柱の見取図や展開図の見方，かき方を理解す

る。C(2) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・身のまわりから角柱や円柱を見

つけたり，見取図や展開図を作図

したりしようとしている。 

【行】【発】 

・立体図形について，その違いに

気づき分類し，分類した立体図形

の特徴を見いだしている。 

【発】【ノ】 

支援:分類された仲間分けを見せ

て，どんな観点で分類されている

かを考えられるようにする。 

 

・辺や面のつながりや位置関係に

着目して，角柱や円柱の見取図や

展開図の作図のしかたを考えてい

る。 

【発】【ノ】 

・角柱や円柱の見取図や展開図を

作図したり，展開図をもとに構成

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。 

・角柱や円柱について知り，構成

要素や，辺や面の位置関係につい

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 

5 

219 

～  

224 

  ①角柱，円柱の意味を理解

する。 

・直方体，立方体ではない箱の特徴

を調べることをとおして，角柱，円

柱について知る。 

・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，その違いに

気づき分類し，分類した立体図形

の特徴を見いだしている。 

  ・角柱，円柱の意味を理解してい

る。 

②角柱，円柱の底面，側面

の特徴を理解する。 

・角柱，円柱の底面，側面を知り，

その特徴を調べる。 

 ・底面や側面の形や位置関係に着

目して，角柱や円柱の性質を見い

だしている。 

・直方体や立方体も角柱として捉

えている。 

  ・角柱や円柱の底面，側面を知り，

角柱や円柱の性質を理解してい

る。また，三角柱，四角柱，五角

柱，…の意味を理解している。 

③角柱の構成要素（頂点，

辺，面）について理解を深

める。 

・三角柱，四角柱，五角柱，六角柱

の頂点，辺，面の数を表に整理し，

それらのきまりに着目する。 

  ・三角柱，四角柱，五角柱，六角

柱の構成要素（頂点，辺，面）の

数を表に整理し，それらのきまり

を見いだしている。 

  ・三角柱，四角柱，五角柱，六角

柱の構成要素（頂点，辺，面）の

数を理解している。 

（見取図と展開図） ④角柱の見取図，展開図を

かくことができる。 

・角柱の見取図，展開図をかく。 ・角柱の見取図や展開図を作図し

ようとしている。 

・辺や面のつながりや位置関係に

着目して，角柱の見取図や展開図

の作図のしかたを考えている。 

・角柱の見取図や展開図を作図し

たり，展開図をもとに構成したり

することができる。 

  

⑤円柱の展開図をかくこと

ができる。 

・円柱を展開図に表すときの側面の

形や大きさを考え，円柱の展開図を

かく。 

  ・円柱の展開図で，側面の形や大

きさを考えている。 

・円柱の展開図を作図することが

できる。 

  



1 

225 

～  

226 

まとめ ⑥基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[広がる算数]三角柱の体積

* 

・底面が直角三角形の三角

柱の体積を，直方体の半分

と考えて求める。 

・単元のまとめをする。   ・「角柱と円柱」の学習のよさや考

え方を振り返っている。 

・角柱や円柱について，構成要素

を調べたり，展開図を作図したり

することができる。 

・角柱や円柱の意味や性質を理解

している。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ 油分け 

 （１時間） 

 p.227 

○筋道を立てて考える力を

伸ばす。 

・７dL と３dL の容器を用いて５dL

を量り取る方法などを考える。 
関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・７dL と３dL の容器を用いた体

積の量り方を考えようとしてい

る。 

【行】【発】 

・７dL と３dL の容器を使ったい

ろいろな体積の量り方を筋道立

てて考えている。 

【発】【ノ】 

    

 
 

  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 

228 

～  

231 

（ケーキ店の売り上

げ） 

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。 

・ケーキ店の売り上げに関する複数

のグラフや表の資料から必要な情

報をよみ取り，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。 

    

（牛乳パックのリサイ

クル） 

・牛乳パックの回収枚数に関する棒

グラフをよみ取り，割合のグラフに

表す。また，資料からよみ取れる情

報として正しいものを選び，その理

由を説明する。 

（公園） ・絵地図から必要な長さをよみ取

り，長方形や台形の性質を活用して

公園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 

□ ５年のまとめ 

 （２時間） 

 p.232～235 

○５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 

    ・５学年で学習した内容の問題を

解決することができる。 

・５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。 


