
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 ６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 

☆ 不思議なパスカルの三

角形／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。 

・パスカルの三角形のしくみを調

べ，いろいろなきまりを見つける。

また，パスカルの三角形の中に現れ

る数を倍数などに着目して色を塗

り，規則的な模様を見つける。 

・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 

・「不思議なパスカルの三角形」

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】 

・パスカルの三角形のしくみにつ

いて考え，いろいろなきまりを見

いだしたり表現したりしている。 

【発】【ノ】 

支援：パスカルの三角形のしくみ

を具体例を示して捉えられるよ

うにする。きまりが見つからなく

ても，どのようなことを調べよう

としたのかを表現させる。 

 

    

 
 

  目    標 評 価 規 準 

１ 文字を使った式 

 （６時間） 

○数量を表す言葉や□，○などの代わりに，ｘ，ａなど

の文字を用いて式に表したり，文字に数をあてはめて調

べたりすることができる。D(3)ア 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・簡潔に表すことができるなど，

ｘ，ａなどの文字を用いて式に表

すことのよさに気づき，用いよう

としている。 

【行】【発】 

・□，○などの記号や，ｘ，ａな

どの文字を用いて式に表すことの

よさについて考えている。 

【発】【ノ】 

・数量を表す言葉や□，○などの

代わりに，ｘ，ａなどの文字を用

いて式に表したり，文字に数をあ

てはめて調べたりすることができ

る。 

【ノ】【テ】 

支援:具体的な数値を用いて式に

表し，その数値を文字に置きかえ

て考えられるようにする。 

 

・数量を表す言葉や□，○などの

代わりに，ｘ，ａなどの文字を用

いて式に表すことを理解してい

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 

7 

～  

12 

  ①数量を表す□，○，△な

どの代わりに，ｘ，ａ，ｂ

などの文字を用いて式に表

す場合があることを理解す

る。 

・誕生日の日付を使った計算を式に

表して整理することをとおして，

□，○などの記号の用い方やよさを

振り返る。 

・□，○，△などの記号の代わりに，

ｘ，ａ，ｂなどの文字を用いて表す

ことを知る。 

・簡潔に表すことができるなど，

□，○などを用いて式に表すこと

のよさを振り返り，用いようとし

ている。 

・問題場面を式に表したり，□，

○などを用いて表した式をよみ取

ったりして，式のよさについて考

えている。 

  ・□，○，△などの記号の代わり

に，ｘ，ａ，ｂなどの文字を用い

て表すことを理解している。 

（まだわかっていない

数を表す文字） 

②未知数のある場面を，文

字を用いた式に表すことを

理解する。 

 

[言葉の広場]* 

・「未知数」の用語を知る。 

・６年生で習う漢字の数を求める場

面で，文字ｘを用いて式に表し，問

題を解決する。 

    ・未知の数量をｘなどの文字を用

いて式に表し，あてはまる数を求

めることができる。 

・未知の数量をｘなどの文字を用

いて式に表すことを理解してい

る。 

（数量の関係を表す文

字） 

③２つの数量の関係を，文

字を用いた式に表すことを

理解する。 

・高さ４㎝の平行四辺形の底辺の長

さと面積の関係を，２つの文字ｘ，

ｙを用いた式に表す。 

    ・２つの数量の関係をｘ，ｙなど

の文字を用いて式に表し，文字に

数をあてはめて調べることができ

る。 

・２つの数量の関係をｘ，ｙなど

の文字を用いて式に表すことを理

解している。 

（いろいろな数があて

はまる文字） 

④計算のきまりを文字を用

いた式に表し，文字にはい

ろいろな数があてはまるこ

とを理解する。 

・交換法則，結合法則，分配法則を，

文字ａ，ｂ，ｃを用いて式に表し，

文字ａ，ｂ，ｃにいろいろな数をあ

てはめて計算のきまりが成り立つ

ことを確かめる。 

  ・交換法則，結合法則，分配法則

が成り立つことを，図や文字を用

いた式を使って説明している。 

・計算のきまりをａ，ｂ，ｃなど

の文字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ａ，ｂ，ｃなど

の文字を用いた式に表し，文字に

はいろいろな数があてはまること

を理解している。 



1 13 

学んだことを使おう ⑤具体的な問題に文字を活

用し，文字を用いる場面や

よさについて理解を深め

る。 

・330円のジュース１本と 120円の

おにぎりを買えるだけ買う場面を，

文字を用いた式に表し，文字に数を

あてはめて問題を解決する。 

・文字を用いて式に表すことのよ

さに気づき，用いようとしている。 

・具体的な場面と文字を用いた式

を結びつけて捉え，文字に数をあ

てはめて問題を解決することを考

えている。 

    

1 

14 

～  

15 

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]文字を用いて

数を一般的に表すこと 

・２桁の整数や偶数，奇数

などを，文字を用いて一般

的に表せることを知る。 

・単元のまとめをする。   ・「文字を使った式」の学習のよさ

や考え方を振り返っている。 

・数量を表す言葉や□，○などの

代わりに，ｘ，ａなどの文字を用

いて式に表したり，文字に数をあ

てはめて調べたりすることができ

る。 

・数量を表す言葉や□，○などの

代わりに，ｘ，ａなどの文字を用

いて式に表すことを理解してい

る。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

２ 対称な図形 

 （13時間） 

  

○線対称な図形，点対称な図形について理解する。また，

対称な図形の性質をもとに，線対称な図形，点対称な図

形を作図することができる。C(1)イ 

○既習の図形について対称性を観点として考察し，平面

図形について理解を深める。C(1)イ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・身のまわりから対称な図形を見

つけたり，作図したり，構成した

りしようとしている。また，均整

のとれた美しさ，安定性など対称

な図形の美しさに気づいている。 

【行】【発】 

・対称という観点から既習の図形

を見直し，分類整理したり，特徴

を見いだしたりしている。 

【行】【発】【ノ】 

・線対称な図形や点対称な図形を

作図したり，構成したりすること

ができる。 

【行】【ノ】【テ】 

支援：対称の軸，対称の中心を明

らかにし，対応する頂点，辺，角

を確認しながら作図できるように

する。 

・線対称な図形や点対称な図形の

意味や性質について理解してい

る。また，身のまわりから対称な

図形を見つけ，その特徴を捉える

など，図形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 

5 

16 

～  

21 

線対称な図形 ①②図形の対称性について

見通しをもち，線対称な図

形，対称の軸の意味を理解

する。 

・合同な色板を２枚組み合わせた図

形を調べ，もとの合同な色板の形を

考えたり，図形を分類したりする。 

・対称の軸を折りめとして図形を２

つに折ることをとおして，線対称な

図形，対称の軸の意味を知る。 

・線対称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。 

 

・合同な色板を２枚組み合わせた

図形に関心をもち，調べようとし

ている。 

・合同な色板を２枚組み合わせた

図形について，その違いに気づき

分類し，分類した図形の特徴を見

いだしている。 

  ・線対称な図形，対称の軸の意味

を理解している。 

 

③線対称な図形の性質を理

解する。 

・線対称な図形の対応する頂点を結

ぶ直線と対称の軸との関係を調べ，

線対称な図形の性質を知る。 

 

  ・対応する頂点と対称の軸との関

係に着目するなどして，線対称な

図形の性質を見いだしている。 

  ・線対称な図形の性質を理解して

いる。 

（線対称な図形のかき

方） 

④⑤線対称な図形を作図す

ることができる。 

・線対称な図形の性質をもとに，線

対称な図形の残りの半分のかき方

を考える。 

・線対称な図形を作図しようとし

ている。 

・線対称な図形の作図のしかたを，

定義や性質をもとに考えている。 

・線対称な図形を作図することが

できる。 

  

7 

22 

～  

29 

点対称な図形 ⑥点対称な図形，対称の中

心の意味を理解する。 

・対称の中心で図形を 180°回転さ

せることをとおして，点対称な図

形，対称の中心の意味を知る。 

・点対称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。 

 

      ・点対称な図形，対称の中心の意

味を理解している。 

 
⑦点対称な図形の性質を理

解する。 

・点対称な図形の対応する頂点を結

ぶ直線と対称の中心との関係を調

べ，点対称な図形の性質を知る。 

  ・対応する頂点と対称の中心との

関係に着目するなどして，点対称

な図形の性質を見いだしている。 

  ・点対称な図形の性質を理解して

いる。 

（点対称な図形のかき

方） 

⑧⑨点対称な図形を作図す

ることができる。 

・点対称な図形の性質をもとに，点

対称な図形の残りの半分のかき方

を考える。 

・点対称な図形を作図しようとし

ている。 

・点対称な図形の作図のしかたを，

定義や性質をもとに考えている。 

・点対称な図形を作図することが

できる。 

  

（四角形や三角形と対

称） 

⑩既習の四角形や三角形

を，線対称，点対称の観点

から考察することができ

る。 

・いろいろな四角形や三角形を，線

対称，点対称の観点で調べる。 

  ・いろいろな四角形や三角形を，

対称という観点から見直し，分類

整理したり，特徴を見いだしたり

している。 

    



（正多角形と対称） ⑪⑫正多角形を，線対称，

点対称の観点から考察する

ことができる。 

 

[正多角形と対称のきまり] 

・正多角形について線対称，

点対称の観点で調べたこと

から，きまりを見つける。 

[対称さがし] 

・身のまわりから対称な形

をしたものを見つける。 

・正多角形を，線対称，点対称の観

点で調べる。 

・身のまわりから対称な図形を見

つけようとしている。また，均整

のとれた美しさ，安定性など対称

な図形の美しさに気づいている。 

・いろいろな正多角形や円を，対

称という観点から見直し，分類整

理したり，特徴を見いだしたりし

ている。 

    

1 

30 

～  

31 

まとめ ⑬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]建物や景観の

対称性と非対称性 

・西洋の線対称な建築や，

日本の線対称でない景観

の，それぞれの美しさに関

心をもつ。 

・単元のまとめをする。   ・「対称な図形」の学習のよさや考

え方を振り返っている。 

・線対称な図形や点対称な図形を

作図することができる。 

・線対称な図形の意味や性質，対

称の軸を理解している。 

・点対称な図形の意味や性質，対

称の中心を理解している。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ 切り紙遊び 

 （１時間） 

 p.32 

○対称な図形についての感

覚を豊かにする。 

・折り紙を折って一部を切り取り，

開いたときにできる形について考

えたり，それを線対称，点対称，対

称の軸などの言葉を用いて説明し

たりする。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

  ・切り紙遊びの活動でできる形に

ついて考えたり，表現したりして

いる。 

【行】【発】 

  ・対称な図形についての豊かな感

覚をもっている。 

【行】【ノ】 

 
   

□ 学習をふり返ろう① 

 p.33 

○５学年で学習した「小数のかけ算」「小数のわり算」「分数の大きさとたし算，ひき算」「分数と整数のかけ算，わり算」の復習をする。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

３ 分数のかけ算 

 （９時間） 

○整数や小数の場合をもとにして，乗数が分数である場

合の乗法の意味について理解する。A(1)アウ 

○分数の乗法計算のしかたを考え，計算することができ

る。A(1)イ，A(2) 

○分数の場合でも，計算のきまりが成り立つことを理解

する。A(1)ウ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・分数の乗法の意味や計算のしか

たを，整数や小数の計算と関連づ

けて考えようとしている。 

【行】【発】 

・分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:面積図などを用意し，それを

もとに分数×単位分数の場合から

順に考えられるようにする。 

 

・分数の乗法計算が確実にできる。 

【ノ】【テ】 

・乗数が分数である場合の乗法の

意味について理解している。また，

分数の乗法について，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 

34 

～  

45 

  ①②分数×単位分数の意味

と計算のしかたを理解す

る。 

・１dL で 4/5 ㎡塗れるペンキが

1/3dLで塗れる面積を求める問題に

ついて，数直線や言葉の式をもと

に，乗数が分数でも乗法の式で表せ

ることを知る。 

・4/5×1/3 のような，分数×単位

分数の乗法計算のしかたを考える。 

・分数の乗法の意味や計算のしか

たを，整数や小数の計算と関連づ

けて考えようとしている。 

・分数をかけることの意味や，分

数×単位分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。 

  ・乗数が分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。 



 

③④分数×分数の乗法計算

を理解する。 

 

[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。                                                                                                                                                                                                                      

・4/5×2/3 のような，分数×分数

の乗法計算のしかたを考え，まとめ

る。 

・15/8×12/5 のような，途中で約

分できる乗法計算のしかたを考え

る。 

  ・分数×分数の乗法計算のしかた

を考えている。 

  ・分数×分数の乗法計算のしかた

を理解している。 

・分数×分数で，途中で約分でき

る乗法計算のしかたを理解してい

る。 

 

⑤帯分数×帯分数，整数×

分数の乗法計算を理解す

る。 

・２1/3×１3/4 のような，帯分数

×帯分数の乗法計算のしかたを考

える。 

・２×3/7のような，整数×分数の

乗法計算のしかたを考える。 

 

  ・帯分数×帯分数，整数×分数の

乗法計算のしかたを考えている。 

  ・帯分数×帯分数，整数×分数の

乗法計算のしかたを理解してい

る。 

 

⑥小数×分数，３口の分数

の乗法計算を理解する。 

・0.3×3/7 のような，小数×分数

の乗法計算のしかたを考える。 

・3/4×2/5×1/3のような，３口の

分数の乗法計算のしかたを考える。 

 

  ・小数×分数，３口の分数の乗法

計算のしかたを考えている。 

  ・小数×分数，３口の分数の乗法

計算のしかたを理解している。 

（計算のきまり） ⑦分数の場合でも，交換法

則，結合法則，分配法則が

成り立つことを理解する。 

・分数の場合でも，交換法則，結合

法則，分配法則が成り立つことを知

る。 

・3/8×3/5－1/4×3/5 の計算のし

かたを，分配法則をもとに説明す

る。 

  ・分配法則を用いた計算の工夫を，

言葉や式を用いて説明している。 

  ・交換法則，結合法則，分配法則

が分数でも成り立つことを理解し

ている。 

（逆数） ⑧逆数について理解する。 ・2/3×□/□=１，7/5×□/□＝１

の□にあてはまる数を考えること

をとおして，逆数について知る。 

・８×□/□=１，0.3×□/□=１の

□にあてはまる数を考えることを

とおして，整数や小数の逆数につい

て知る。 

 

    ・逆数を求めることができる。 ・逆数について理解している。 

1 

46 

～  

47 

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]割合を分数で

表して計算すること 

・百分率で表された割合を

分数で表すことで，計算し

やすくなる場合があること

を知る。 

 

・単元のまとめをする。   ・「分数のかけ算」の学習のよさや

考え方を振り返っている。 

・分数の乗法計算が確実にできる。 ・分数×分数の乗法計算のしかた

を理解している。 

・逆数について理解している。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

４ 分数のわり算 

 （11時間） 

○整数や小数の場合をもとにして，除数が分数である場

合の除法の意味について理解する。A(1)アウ 

○分数の除法計算のしかたを考え，計算することができ

る。A(1)イ，A(2) 

○分数の乗法，除法を用いる割合の問題を解決すること

ができる。A(1) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・分数の除法の意味や計算のしか

たを，整数や小数の計算と関連づ

けて考えようとしている。 

【行】【発】 

・分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。また，逆数を用

いて除法を乗法の計算としてみた

り，整数や小数の乗法や除法を分

数の場合の計算にまとめたりして

いる。 

【発】【ノ】 

支援:面積図などを用意し，それを

もとに分数÷単位分数の場合から

順に考えられるようにする。 

 

・分数の除法計算が確実にできる。 

【ノ】【テ】 

・除数が分数である場合の除法の

意味について理解している。また，

分数の除法について，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 

1

0 

48 

～  

59 

  ①②分数÷単位分数の意味

と計算のしかたを理解す

る。 

・1/4dLで 2/5 ㎡塗れるペンキが１

dL で塗れる面積を求める問題につ

いて，数直線や言葉の式をもとに，

除数が分数でも除法の式で表せる

ことを知る。 

・2/5÷1/4 のような，分数÷単位

分数の除法計算のしかたを考える。 

・分数の除法の意味や計算のしか

たを，整数や小数の計算と関連づ

けて考えようとしている。 

・分数でわることの意味や，分数

÷単位分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。 

  ・除数が分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。 

③④分数÷分数の除法計算

を理解する。 

・2/5÷3/4 のような，分数÷分数

の除法計算のしかたを考え，まとめ

る。 

・3/4÷9/10のような，途中で約分

できる除法計算のしかたを考える。 

  ・分数÷分数の除法計算のしかた

を考えている。 

  ・分数÷分数の除法計算のしかた

を理解している。 

・分数÷分数で，途中で約分でき

る除法計算のしかたを理解してい

る。 

⑤分数÷帯分数，整数÷分

数の除法計算を理解する。 

・5/6÷２3/4 のような，分数÷帯

分数の除法計算のしかたを考える。 

・２÷3/7のような，整数÷分数の

除法計算のしかたを考える。 

  ・分数÷帯分数，整数÷分数の除

法計算のしかたを考えている。 

  ・分数÷帯分数，整数÷分数の除

法計算のしかたを理解している。 

⑥小数÷分数，３口の分数

の乗除混合の計算を理解す

る。 

・0.7÷2/3 のような，小数÷分数

の除法計算のしかたを考える。 

・5/6×3/10÷4/9のような,３口の

分数の乗除混合の計算のしかたを

考え，逆数を用いて乗法だけの式で

表せることを知る。 

  ・小数÷分数，３口の分数の乗除

混合の計算のしかたを考えてい

る。 

  ・小数÷分数，３口の分数の乗除

混合の計算のしかたを理解してい

る。 

⑦整数や小数，分数の乗除

混合の式は，分数の乗法の

式で表して計算できること

を理解する。 

・６×8/5÷2.1，1.5÷3/2÷3.5の

ような，整数や小数，分数の乗除混

合の式は，分数の乗法の式で表して

計算できることを知る。 

  ・整数や小数，分数の乗除混合の

計算を，逆数を用いて除法を乗法

の計算としてみたり，整数や小数

の乗法や除法を分数の場合の計算

にまとめたりしている。 

  ・整数や小数，分数の乗除混合の

式は，分数の乗法の式で表して計

算できることを理解している。 

（積の大きさ,商の大

きさ） 

⑧乗数や除数が分数の場合

について，乗数と積の大き

さ，除数と商の大きさの関

係を理解する。 

・15×5/3と 15×3/5の積の大きさ

を被乗数の 15と比べたり，15÷5/3

と 15÷3/5 の商の大きさを被除数

の 15と比べたりする。 

      ・１よりも小さい分数をかけると

積は被乗数よりも小さく，１より

も小さい分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。 

（割合と分数のかけ

算,わり算） 

⑨⑩基準量や比較量，割合

が分数で表されている問題

を解決することができる。 

・3/4ｍは 5/4ｍの何倍かを求める

しかたを考える。（第一用法） 

・２2/5㎡の 2/3は何㎡かを求める

しかたを考える。（第二用法） 

・基準量の 3/10 にあたる量が 6/5

Ｌのときの，基準量を求めるしかた

を考える。（第三用法） 

  ・割合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，割合が分数で

表されている問題を解決すること

ができる。 

  

1 

60 

～  

61 

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]乗除計算の分

数の乗法への統合 

・整数や小数の乗法，除法

も，全て分数の乗法になお

して計算できることを知

る。 

・単元のまとめをする。   ・「分数のわり算」の学習のよさや

考え方を振り返っている。 

・分数の除法計算が確実にできる。 ・分数÷分数の除法計算のしかた

を理解している。 

・整数や小数，分数の乗除混合の

式は，分数の乗法の式で表して計

算できることを理解している。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

５ 速さ 

 （９時間） 

○速さの意味を理解し，速さや道のり，時間を求めるこ

とができる。B(4) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・速さを単位量あたりの大きさな

どを用いて数値化したり，実際の

場面と結びつけて，生活や学習に

活用したりしようとしている。 

【行】【発】 

・速さの求め方を数直線や式など

を用いて考えている。 

【発】【ノ】 

支援：時速 80㎞で１・２・３時間

進んだらといったように具体的な

例で順序よく考えられるようにす

る。 

・速さ＝道のり÷時間の関係を用

いて，道のりと時間から速さを求

めたり，速さと時間から道のりを

求めたり，道のりと速さから時間

を求めたりすることができる。 

【ノ】【テ】 

・速さは単位量あたりの大きさと

して表すことができることを理解

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 

7 

62 

～  

69 

（速さ比べ） ①②速さの意味と比べ方を

理解する。 

・３台の自転車の速さ比べの場面を

とおして，速さは，１分間あたりに

進む道のりや１㎞進むのにかかる

時間で比べられることを知る。 

・速さを数値化して表すことのよ

さに気づいている。 

・時間と道のりの２つの量が関係

している場合について，単位量あ

たりの考えをもとに速さを数値化

するしかたを考えている。 

  ・速さの意味と比べ方を理解して

いる。 

③④速さの表し方を理解

し，速さを求めることがで

きる。 

・新幹線の１時間あたりに進む道の

りを求めることをとおして，速さは

単位時間あたりに進む道のりで表

すことを知り，速さ＝道のり÷時間

の関係を知る。 

・速さは単位時間によって，時速，

分速，秒速の表し方があることを知

る。 

  ・速さの求め方を，数直線や式，

言葉などを用いて考えている。 

・道のりと時間から速さを求める

ことができる。 

・速さは，単位時間あたりに進む

道のりで表すことを知り，速さ＝

道のり÷時間の関係を理解してい

る。 

・時速，分速，秒速の意味を理解

している。 

⑤時速，分速，秒速の単位

の関係を理解する。 

・４分間で 720ｍ進むロープウェイ

と 50 秒間で 350ｍの高さまで上が

るエレベーターの速さを比べるこ

とをとおして，時速，分速，秒速の

単位の関係を考える。 

  ・異なる時間の単位で表されてい

る場合の速さの比べ方を考えてい

る。 

  ・時速，分速，秒速の単位の関係

を理解している。 

⑥速さと時間から道のりを

求めることができる。 

・高速道路を走る自動車の速さと時

間から道のりを求めるしかたを考

え，道のり＝速さ×時間の関係を知

る。 

    ・速さと時間から道のりを求める

ことができる。 

・道のり＝速さ×時間の関係を理

解している。 

⑦速さと道のりから時間を

求めることができる。 

・高速道路を走る自動車の速さと道

のりから時間を求めるしかたを考

え，時間＝道のり÷速さの関係を知

る。 

  

  

・速さと道のりから時間を求める

ことができる。 

・時間＝道のり÷速さの関係を理

解している。 

1 70 

学んだことを使おう ⑧身のまわりの事象を数理

的に捉え，速さについての

学習などを活用して問題を

解決することができる。 

 

・歩く速さをもとに道のりを調べた

り，待ち合わせの時刻にまにあうか

を考えたりする。 

・速さの学習を実際の場面と結び

つけて，生活や学習に活用しよう

としている。 

・待ち合わせの時刻にまにあうか

を判断する問題で，道のりや時間

の関係を図に表すなどして，筋道

立てて考えている。 

    

1 

71 

～  

72 

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]速さ，道のり，

時間を求める式の関係 

・数直線をもとに，速さ，

道のり，時間を求める３つ

の式は同じ１つの関係を表

していることを知る。 

 

・単元のまとめをする。   ・「速さ」の学習のよさや考え方を

振り返っている。 

・速さ＝道のり÷時間の関係を用

いて，速さや道のり，時間を求め

ることができる。 

・速さは，単位時間あたりに進む

道のりで表すことを知り，速さ＝

道のり÷時間の関係を理解してい

る。 

・速さと時間から道のりを求める

しかたや，速さと道のりから時間

を求めるしかたを理解している。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ たまごパズル 

 （１時間） 

 p.73 

○図形についての感覚を豊

かにする。 

・たまご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② 

 p.74 

○「文字を使った式」「対称な図形」「分数のかけ算」「分数のわり算」の復習をする。 



 
 

  目    標 評 価 規 準 

６ 円の面積 

 （９時間） 

○円の面積の求め方，面積公式を理解し，公式を用いる

ことができる。B(2)ア 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・方眼の数を数えたり，円を分割

して変形したりして，円の面積を

求めようとしている。 

【行】【発】 

・円の面積の求め方を，図や式な

どを用いて考えている。 

【行】【発】【ノ】 

支援:これまでの面積の学習を思

い出させ，方眼を数える方法や，

面積の求め方がわかっている形に

変形すればよいことに気づかせる

ようにする。 

・円の面積を公式を用いて求める

ことができる。 

【ノ】【テ】 

・必要な部分の長さを用いること

で，円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，

円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 

8 

75 

～  

86 

  

①②③円の面積の求め方を

理解する。 

・直径 30 ㎝のピザの面積は，直径

20 ㎝のピザの何倍になるかを予想

し，円の面積の求め方について見通

しをもつ。 

・半径 10 ㎝の円の面積は，１辺が

10 ㎝の正方形の面積の２倍より大

きくて４倍より小さいことを調べ

る。 

・既習の面積の学習で用いてきた方

法や考え方をもとに，半径 10 ㎝の

円の面積の求め方を考える。 

・円の面積の求め方について見通

しをもち，円の面積を求めようと

している。 

・円の面積の求め方について，方

眼の数を数えたり正多角形をかい

て調べたりして，図や式などを用

いて考えている。 

    

④⑤円の面積の公式を理解

する。 

・円を等分して並べ替え，長方形と

みて計算で面積を求めるしかたを

考える。 

・円の面積の求め方を公式にまとめ

る。 

・円の面積は，半径を１辺とする正

方形の 3.14 倍になっていることを

知る。 

・円を分割して平行四辺形などに

変形する活動の楽しさに気づいて

いる。 

・円を分割して並べ替え，既習の

求積可能な図形に変形し，計算で

面積を求めるしかたを考え，公式

にまとめている。 

・円の面積を公式を用いて求める

ことができる。 

・半径や直径の長さを用いること

で，円の面積は計算によって求め

られることを理解している。 

⑥円の複合図形の面積の求

め方を考えることができ

る。 

・円を組み合わせた図形の面積の求

め方を考える。 

  ・必要な部分の長さに着目して，

円を組み合わせた図形の面積の求

め方を考えている。 

・円の複合図形の面積を求めるこ

とができる。 

  

（円の面積の公式を使

って） 

⑦中心角が 90°のおうぎ形

の面積の求め方を考えるこ

とができる。 

中心角が 60°のおうぎ形の

面積の求め方を発展的に考

え，円の面積についての理

解を深める。* 

・中心角が 90°のおうぎ形の面積

を，もとの円の何分の１かを考えて

求める。 

・中心角が 60°のおうぎ形の面積

を，もとの円のどれだけにあたるか

を考えて求める。 

  ・円の面積をもとに，おうぎ形の

面積の求め方を考えている。 

  ・円の 1/4 のおうぎ形では，面積

も円の 1/4 になっていることを理

解している。 

⑧おうぎ形の複合図形の面

積の求め方を考えることが

できる。 

・半円と直角三角形を組み合わせた

図形の面積の求め方を考える。 

  ・半円と直角三角形を組み合わせ

た図形の面積の求め方を，図や式

などを用いて考え説明している。 

    

1 

87 

～  

88 

まとめ ⑨基本的な学習内容の理解

を確認し，定着を図る。 

 

[ピザの大きさは何倍]* 

・Ｌサイズのピザの半径が

Ｓサイズのピザの半径の

1.5倍のとき，面積は何倍に

なっているかを分数の除法

を活用して求める。 

[広がる算数]円の変身 

・円形状に巻いたひもを半

径で切り開くと三角形にな

ることから，三角形の面積

の公式をもとに円の面積の

公式を見直す。 

・単元のまとめをする。   ・「円の面積」の学習のよさや考え

方を振り返っている。 

・円の面積を公式を用いて求める

ことができる。また，円の複合図

形の面積を求めることができる。 

・円の面積の公式を理解している。 



 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ ２つの数を見つけよう 

 （１時間） 

 p.89 

○数についての感覚を豊か

にする。 

・かけると 12，たすと８になる場

合など，２つの整数の積と和から，

その２つの整数を見つける問題を

出し合う。 

・２つの整数の和と差から，その２

つの整数を見つける問題を出し合

う。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・２数の積と和や，２数の和と差

から，２数を見つける問題を出し

合い，数に親しもうとしている。 

【行】【発】 

    ・数を多様にみるなど，数につい

ての豊かな感覚をもっている。 

【発】【ノ】 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

７ 比例と反比例 

 （14時間） 

○比例の関係について理解し，比例する２つの数量の変

化や対応の関係について表，式，グラフを用いて調べる

ことができる。D(2)ア 

○比例の関係を用いて，問題を解決することができる。

D(2)イ 

○反比例の関係について理解する。D(2)ウ 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・２つの数量が伴って変わるいろ

いろな事柄を考察したり，比例の

関係を用いて，問題を解決したり

しようとしている。 

【行】【発】 

・比例，反比例の関係という観点

から，伴って変わる２つの数量の

関係について考えたり，表，式，

グラフを用いて特徴を見いだした

りしている。 

【発】【ノ】 

支援:比例，反比例以外の変わり方

と対比して，特徴を考えられるよ

うにする。 

・比例，反比例の関係にある２つ

の数量の関係を，表，式，グラフ

に表して調べることができる。 

【ノ】【テ】 

・比例，反比例の関係について理

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 

7 

90 

～  

99 

比例 ①②伴って変わる２つの数

量の関係について考察し，

比例の関係について理解を

深める。 

・身のまわりの伴って変わる２つの

数量の関係について，変わり方の特

徴を話し合ったり，比例の関係を見

いだしたりする。 

・水槽に水を入れたときの時間と水

の深さの関係を表した表をもとに，

比例の関係の特徴を詳しく調べる。 

・比例の関係では，一方の値が□倍

になると他方の値も□倍になるこ

とを知る。 

 

・身のまわりの伴って変わる２つ

の数量の関係について，変わり方

の特徴を見いだそうとしている。 

・表を用いて，比例する２つの数

量の変わり方に着目して，その特

徴を見いだしている。 

  ・比例の関係では，一方の値が□

倍になると他方の値も□倍になる

ことを理解している。 

（比例の式とグラフ） ③④比例する２つの数量の

対応関係を調べ，比例の関

係を式で表すことを理解す

る。 

・比例する２つの数量の関係を表で

調べ，比例の関係では２つの数量の

商が一定になることを捉え，比例の

式「ｙ＝きまった数×ｘ」を知る。 

  ・表を用いて，比例する２つの数

量の対応関係に着目して，「きまっ

た数」を見いだしている。 

・比例する２つの数量の関係を，

表や式に表して調べることができ

る。 

・比例する２つの数量の関係につ

いて，「ｙ＝きまった数×ｘ」の式

で表せることを理解している。 

⑤⑥比例のグラフについて

理解する。 

・比例する２つの数量の関係をグラ

フに表し，比例のグラフでは，０の

点を通る直線になることを知る。 

    ・比例する２つの数量の関係を，

グラフに表したり，よんだりする

ことができる。 

・比例の関係を表すグラフの特徴

を理解している。 

⑦比例のグラフをよみ取る

ことができる。 

・電車と自動車の進む時間と道のり

の関係を表したグラフについて調

べる。 

  ・時間と道のりの比例関係を表し

たグラフのよみ取り方を，比例や

折れ線グラフについての既習事項

をもとに考えている。 

・時間と道のりの比例関係を表し

たグラフをよみ取ることができ

る。 

  

5 

100 

～  

105 

反比例 ⑧⑨比例の関係と対比的に

捉えて，反比例の意味を理

解する。 

・面積が 24 ㎠の長方形の縦と横の

長さの関係を表に表し，比例の場合

と比較しながら変わり方を調べる。 

・反比例の意味を知る。 

 

  ・比例の場合と対比しながら，反

比例する２つの数量の変わり方に

着目して，その特徴を見いだして

いる。 

  ・反比例の意味を理解している。 

（反比例の式とグラ

フ） 

⑩⑪反比例する２つの数量

の対応関係を調べ，反比例

の関係を式で表すことを理

解する。 

・反比例する２つの数量の関係を表

で調べ，反比例の関係では２つの数

量の積が一定になることを捉え，反

比例の式「ｙ＝きまった数÷ｘ」を

知る。 

  ・比例の場合と対比しながら，反

比例する２つの数量の対応関係に

着目して，「きまった数」を見いだ

している。 

・反比例する２つの数量の関係を，

表や式に表して調べることができ

る。 

・反比例する２つの数量の関係に

ついて，「ｙ＝きまった数÷ｘ」の

式で表せることを理解している。 



⑫比例のグラフと対比的に

捉えて，反比例のグラフに

ついて理解する。 

 

[反比例のグラフ]* 

・反比例のグラフは滑らか

な曲線になることを知る。 

 

・反比例する２つの数量の関係をグ

ラフに表し，反比例のグラフは直線

にはならず，比例とは異なる形にな

ることを知る。 

    ・反比例する２つの数量の関係を，

グラフに表すことができる。 

・反比例の関係を表すグラフにつ

いて，比例のグラフとの違いを理

解している。 

1 106 

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，比例についての

学習などを活用して問題を

解決することができる。 

 

・折り紙の枚数と重さが比例するこ

とを使って，重さから枚数を求める

しかたを考える。 

・比例の関係を用いて，問題を解

決しようとしている。 

・折り紙の重さと枚数の比例関係

を捉え，問題の解決のしかたを表

や式などを用いて考えている。 

    

1 

107 

～  

108 

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]比例の活用 

・行列での待ち時間が前に

並ぶ人数に比例すると考え

ることで，自分の順番がく

るまでにかかる時間の見当

がつけられることを知る。 

 

・単元のまとめをする。   ・「比例と反比例」の学習のよさや

考え方を振り返っている。 

・比例，反比例の関係にある２つ

の数量の関係を，表，式，グラフ

に表して調べることができる。 

・比例，反比例の意味や，それら

の関係を表す式について理解して

いる。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ うさぎとかめ* 

 （１時間） 

 p.109 

○グラフから伴って変わる

２つの数量の関係をよみ取

り，関数グラフについての

理解を深める。 

・「うさぎとかめ」のお話を表した

グラフから，時間や道のりをよみ取

ったり，かけっこの勝ち負けを判断

したりする。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・比例の関係やグラフなどを問題

解決に用いるよさに気づいてい

る。 

【行】【発】 

・時間と道のりの関係を表したグ

ラフをよみ取り，かけっこの勝ち

負けについて考え判断している。 

【発】【ノ】 

    

 
 

  目    標 評 価 規 準 

８ 角柱と円柱の体積 

 （５時間） 

○角柱と円柱の体積の求め方，体積公式を理解する。B(3)

ア 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・角柱や円柱の体積の公式を導き

だそうとしている。 

【行】【発】 

・角柱や円柱の体積の求め方を考

えている。 

【発】【ノ】 

支援：面積や体積についての既習

事項を振り返り，つまずきに対し

て個別指導する。 

・角柱や円柱の体積を公式を用い

て求めることができる。 

【発】【ノ】【テ】 

・必要な部分の長さを用いること

で，角柱や円柱の体積は計算によ

って求められることを理解してい

る。また，角柱や円柱の体積の公

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 

4 

110 

～  

113 

  ①底面が長方形の四角柱

（直方体）の体積の求め方

を考え，底面積×高さの式

で求められることを理解す

る。 

・底面が長方形の四角柱（直方体）

について，縦と横の長さが一定のと

きの高さと体積の比例関係をもと

に，その体積は底面積×高さの式で

求められることを知る。 

  ・底面が長方形の四角柱を直方体

と見ることで，四角柱の体積の求

め方を考えている。 

  ・底面積の意味を知り，底面が長

方形の四角柱（直方体）の体積は

底面積×高さの式で求められるこ

とを理解している。 

②③角柱の体積の求め方を

理解する。 

・三角柱や四角柱の体積の求め方を

考え，どちらも底面積×高さの式で

求められることを知る。 

・角柱の体積の公式を導きだそう

としている。 

・三角柱や四角柱の体積の求め方

を前時の学習をもとに考え，公式

を導きだしている。 

  ・角柱の体積の公式を理解してい

る。 

④円柱の体積の求め方を理

解し，角柱，円柱の体積の

公式を理解する。 

・円柱の体積の求め方を考え，底面

積×高さの式で求められることを

知る。 

・角柱，円柱の体積の求め方を，公

式にまとめる。 

・円柱の体積の公式を導きだそう

としている。 

・円柱の体積の求め方を前時の学

習をもとに考え，公式を導きだし

ている。 

  ・円柱の体積の公式を理解してい

る。 



1 

114 
～  

115 

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]角柱と円柱の

表面積* 

・身のまわりのジュースな

どの缶に円柱の形が多く使

われていることから，底面

積と高さが等しい角柱と円

柱の表面積の違いに着目

し，円柱の特徴について理

解を深める。 

・単元のまとめをする。   ・「角柱と円柱の体積」の学習のよ

さや考え方を振り返っている。 

・角柱や円柱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，角柱や円柱の体積は計算によ

って求められることを理解してい

る。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ 分数で考えよう 

 （２時間） 

 p.116～117 

○分数の計算を生活や学習

に用いる能力を伸ばす。 

 

 

・買い物の値引きの場面で，20％を

分数で表して解決する。 

・速さの問題で，時間や道のりを分

数で表して解決する。 

・仕事の速さが異なる２台のプリン

ターを使って全部の印刷を終える

のにかかる時間を求める問題で，そ

れぞれが印刷する量の割合を図を

もとに分数で表して解決する。 

 

[不思議な分数の計算] 

・1/2×1/3＝1/2－1/3 のように，

分母の数の差が１になる単位分数

どうしの積と差は，常に等しくなる

ことに気づく。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・割合や速さの問題などの解決に

分数を用いるよさに気づいてい

る。 

【行】【発】 

・割合や，時間と道のりなどを分

数で表して効率よく解決するし

かたを考えている。 

【発】【ノ】 

    

 
 

   

□ 学習をふり返ろう③ 

 p.118 

○「速さ」「円の面積」「比例と反比例」の復習をする。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

９ 比 

 （８時間） 

○比の意味と表し方を理解する。D(1) 

○比の相等について理解し，比の性質を用いて，問題を

解決することができる。D(1) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・身のまわりから比を見つけたり，

比のよさに気づき，進んで生活や

学習に活用したりしようとしてい

る。 

【行】【発】 

・比を割合と関連づけて考えてい

る。 

【発】【ノ】 

支援:割合を比で表している身近

な例を示して，比で表すよさにつ

いて考えられるようにする。 

・２つの数量の関係を調べ，比で

表すことができる。また，比の性

質を用いて，問題を解決すること

ができる。 

【ノ】【テ】 

・比の意味や表し方，比の相等に

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 

119 

～  

125 

（比と比の値） ①②比の意味と表し方，比

の相等関係，比の値につい

て理解する。 

・ミルクコーヒーのミルクとコーヒ

ーの量の割合を考える場面をとお

して，２つの数量の割合を比で表す

しかたを知る。 

・２：３と４：６の関係を調べ，こ

れらの「比は等しい」ことを知り，

比が等しいとき比の値も等しくな

ることを知る。 

・同じ味のミルクコーヒーを作る

場面で，ミルクとコーヒーの量の

割合を工夫して表そうとしてい

る。 

・「比は等しい」ことの意味につい

て，図を用いたり割合と関連づけ

たりして考えている。 

  ・比の意味や表し方を理解してい

る。 

・２つの比が等しいときは，比の

値が等しくなることを理解してい

る。 



（比の性質） ③比の性質を理解し，比を

簡単にすることができる。 

・等しい比２：３と４：６の関係を

調べ，等しい比の作り方を考える。 

・12：18 のような，整数どうしの

比を簡単にするしかたを考える。 

 

    ・比の性質をもとに，整数どうし

の比を簡単にすることができる。 

・比の前の数と後ろの数に同じ数

をかけたり，同じ数でわったりし

てできる比は，全て等しい比にな

ることを理解している。 

④小数や分数の比を簡単に

することができる。 

 

[３つの数の比] 

・３つの量の割合を比で表

せることを知る。（連比） 

・1.5：2.4や 3/4：2/3のような，

小数や分数の比を簡単にするしか

たを考える。 

    ・比の性質をもとに，小数や分数

の比を簡単にすることができる。 

  

（比を使って） ⑤等しい比の性質をもと

に，２つの比から部分の数

量を求めるしかたを考える

ことができる。 

・縦と横の長さの比が３：４になる

ように長方形の旗を作る場面で，横

の長さを 60 ㎝にするとき，縦の長

さを何㎝にすればよいかを考える。 

  ・比がわかっている場合に，比の

意味や性質をもとに，一方の数量

から他方の数量を求めるしかたを

考えている。 

・比の性質をもとに，比の一方の

値を求めることができる。 

  

⑥部分どうしの比がわかっ

ているときに，全体の数量

から部分の数量を求めるし

かたを考えることができ

る。（比例配分） 

・くじの数を考える場面で，全部の

数が 120個で，当たりくじとはずれ

くじの比が３：７になるようにする

には，当たりくじの数を何個にすれ

ばよいかを考える。 

 

  ・比がわかっている場合に，比の

意味や性質をもとに，全体の数量

から部分の数量を求めるしかたを

考えている。 

    

1 126 

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，比についての学

習などを活用して問題を解

決することができる。 

・入学時の身長を求める問題につい

て，入学時の写真の中の身長や校門

の高さ，現在の身長と実際の校門の

高さなど，必要な情報を考えて，比

を用いて解決する。 

 

・比のよさに気づき，進んで生活

や学習に活用しようとしている。 

・写真の中の身長と校門の高さの

比を用いて，入学したときの身長

を調べるしかたを考えている。 

    

1 

127 

～  

128 

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]比の性質の統

合的な見方 

・比の性質と似た関係にあ

るものを想起し，わり算の

きまり，分数の性質，比例

などとの共通性に気づく。 

 

・単元のまとめをする。   ・「比」の学習のよさや考え方を振

り返っている。 

・比の値を求めることができる。 

・比の性質をもとに，比を簡単に

したり，比の一方の値を求めたり

することができる。 

・比の意味や表し方，比の相等を

理解している。また，比の値の意

味と表し方を理解している。 

・比の性質や，比を簡単にするし

かたを理解している。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

10 拡大図と縮図 

 （10時間） 

  

○拡大図，縮図について理解する。また，拡大図，縮図

を作図することができる。C(1)ア 

○縮尺の意味と表し方を知り，縮図上の長さと実際の長

さの関係を考え，活用することができる。C(1)ア 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・身のまわりから拡大図や縮図を

見つけたり，作図したりしようと

している。また，測定などに縮図

を用いるよさに気づいている。 

【行】【発】 

・拡大図や縮図の作図のしかたを

考えたり，縮図を活用して，実際

には測定しにくい長さの求め方を

考えたりしている。 

【行】【発】【ノ】 

支援:合同な図形の作図のしかた

を想起させ，拡大図や縮図の作図

手順を考えられるようにする。 

 

・方眼紙のます目を用いたり，対

応する辺の長さや角の大きさを用

いたりして，拡大図や縮図を作図

することができる。 

【行】【ノ】【テ】 

・拡大図，縮図の意味や，拡大図

や縮図では対応する辺の長さの比

は等しく，対応する角の大きさも

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 

7 

129 

～  

137 

  ①拡大図，縮図の意味，対

応する辺の長さと角の大き

さについて理解する。 

・大きさは違っても形が同じ図形に

ついて，対応する辺の長さや角の大

きさを調べ，拡大図，縮図の意味を

知る。 

・大きさは違っても形が同じ図形

の関係を調べようとしている。 

・大きさは違っても形が同じ図形

の関係について，対応する辺の長

さや角の大きさに着目して特徴を

見いだしている。 

 

  ・拡大図，縮図の意味や，拡大図

や縮図では対応する辺の長さの比

は等しく，対応する角の大きさも

等しいことを理解している。 

（拡大図と縮図のかき

方） 

②方眼を用いて拡大図，縮

図を作図することができ

る。 

・対応する辺の長さ，対応する角の

大きさに着目して，方眼上に拡大

図，縮図をかく。 

  ・方眼を用いた拡大図や縮図の作

図のしかたを，対応する辺の長さ

や角の大きさに着目して考えてい

・方眼を用いて，拡大図や縮図を

作図することができる。 

  



る。 

 

③④三角形の拡大図，縮図

を作図することができる。 

・合同な三角形のかき方をもとに，

三角形の拡大図，縮図の作図のしか

たを考える。 

・拡大図や縮図を作図しようとし

ている。 

・拡大図や縮図の作図のしかたを，

合同な三角形などの既習事項をも

とに考えている。 

・対応する辺の長さや角の大きさ

を用いて，拡大図や縮図を作図す

ることができる。 

  

⑤１つの点を中心にして，

三角形の拡大図を作図する

ことができる。 

・三角形の１つの点を中心に，辺の

長さを２倍した拡大図のかき方を

考える。 

  ・三角形の１つの点を中心に，辺

の長さを２倍した拡大図の作図の

しかたを考えている。 

・１つの点を中心にして，三角形

の拡大図を作図することができ

る。 

  

⑥１つの点を中心にして，

四角形の拡大図，縮図を作

図することができる。 

 

[算数メモ]* 

・三角形の２辺の中点を結

んでできる三角形が，もと

の三角形の 1/2 の縮図にな

っていることを知る。 

 

・四角形の１つの点を中心に，辺の

長さを２倍や 1/2 にした拡大図，縮

図のかき方を考える。 

  ・四角形の１つの点を中心に，辺

の長さを２倍や 1/2 にした拡大

図，縮図の作図のしかたを考えて

いる。 

・１つの点を中心にして，四角形

の拡大図，縮図を作図することが

できる。 

  

（縮図の利用） ⑦縮尺の意味と表し方を知

り，縮図上の長さと実際の

長さの関係を理解する。 

・縮尺が 1/2000 の縮図をもとに実

際の長さを求めたり，実際の長さを

もとに縮図に表したりする。 

  ・縮図上の長さと実際の長さの関

係を考えている。 

・縮図をもとに実際の長さを求め

たり，実際の長さをもとに縮図に

表したりすることができる。 

・縮尺の意味と表し方を理解して

いる。 

2 

138 

～  

139 

学んだことを使おう ⑧⑨縮図を活用して，実際

には測定しにくい長さの求

め方を考えることができ

る。 

 

[角度測定器を作ろう] 

・見上げた角度を測定する

ための測定器の作り方を知

る。 

・木の高さを求める場面で，測定可

能なところの長さをもとに縮図に

表すことによって，実測しにくいと

ころの長さを求める。 

・実際には測定しにくい長さを求

める場合に，縮図を用いるよさに

気づいている。 

・縮図を用いて，実際には測定し

にくい長さを求めるしかたを考え

ている。 

    

1 

140 

～  

141 

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]中心にする点

の位置を変えた拡大図のか

き方 

・１つの点を中心にして拡

大図を作図するしかたにつ

いて，中心にする点を三角

形の内部にとる場合につい

て考える。 

・単元のまとめをする。   ・「拡大図と縮図」の学習のよさや

考え方を振り返っている。 

・拡大図や縮図を作図することが

できる。また，縮図をもとに実際

の長さを求めることができる。 

・拡大図，縮図の意味や，拡大図

や縮図では対応する辺の長さの比

は等しく，対応する角の大きさも

等しいことを理解している。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

○ およその面積と体積 

 （１時間） 

○身のまわりにある形について，概形を捉えて，およそ

の面積や体積を求めることができる。B(1) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・図形の概形を捉えて，およその

面積を求めようとしている。 

【行】【発】 

・身のまわりにある形のおよその

面積を求める場面で，概形を捉え

て測定しやすい図形とみたり，測

定しやすい図形に分けたりするこ

とを考えている。 

【発】【ノ】 

支援:面積の公式を用いるにはど

のような図形とみるとよいか，具

体例を示しながら考えられるよう

にする。 

・身のまわりにある形について，

概形を捉えて，およその面積や体

積を求めることができる。 

【ノ】【テ】 

・身のまわりにある形について，

概形を捉えることでおよその面積

を求めることができることを理解

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 

1 
142 

～  
 

①身のまわりにある形につ

いて，概形を捉えて，およ

その面積や体積を求めるこ

とができる。 

・横浜市のおよその面積を，概形を

捉えて面積の公式を用いて求める。 

・ビルのおよその体積を，概形を捉

えて体積の公式を用いて求める。 

・図形の概形を捉えて，およその

面積を求めようとしている。 

・身のまわりにある形のおよその

面積を求める場面で，概形を捉え

て測定しやすい図形とみたり，測

定しやすい図形に分けたりするこ

・概形を捉えて，およその面積や

体積を求めることができる。 

・概形を捉えることでおよその面

積を求めることができることを理

解している。 



143 とを考えている。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ 円筒分水 

 （１時間） 

 p.144 

○算数と生活との結びつき

を知り，算数の学習への関

心を高める。 

・円筒分水の話を読んで，生活の中

で算数が活用されてきたことを知

る。 

・500L の水を３：３：４に分ける

ときの，それぞれの水の量を求め

る。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・円筒分水について関心をもち，

算数の学習を活用するよさに気

づいている。 

【行】【発】 

・比を用いて，全体の数量から部

分の数量を求めるしかたを考え

ている。 

【発】【ノ】 

    

 
 

  目    標 評 価 規 準 

11 場合の数 

 （８時間）  

○ものの並べ方や組み合わせ方について，起こり得る場

合を順序よく整理して調べることができる。D(5) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・具体的な事柄に即して，図，表

などを用いて表すなどの工夫をし

ながら，落ちや重なりがないよう

に順序よく調べていこうとしてい

る。 

【行】【発】 

・具体的な事柄を整理する際，落

ちや重なりがないように図や表を

適切に用いたり，名前を記号化し

て端的に表したりして，順序よく

筋道立てて考えている。 

【行】【発】【ノ】 

支援：図や表の書き始めの部分を

示し，続きを考えられるようにす

る。 

・具体的な事柄について，落ちや

重なりがないように，起こり得る

場合を順序よく整理して調べるこ

とができる。 

【行】【ノ】【テ】 

・起こり得る場合を落ちや重なり

がないように調べるには，ある観

点に着目したり，図や表などにか

き表したり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 

6 

145 

～  

152 

（並べ方） ①②ものの並べ方につい

て，起こり得る場合を順序

よく整理して調べることが

できる。 

・４人でリレーをするときの走る順

番について，全ての場合を落ちや重

なりがなく調べるしかたを考え，観

点を決めて順序よく調べたり，記号

を用いて図に表して調べたりする。 

 

・ものの並べ方を，落ちや重なり

がないように工夫して調べようと

している。 

・ものの並べ方を，落ちや重なり

がないように図や表を適切に用い

たり，名前を記号化して端的に表

したりして，順序よく筋道立てて

考えている。 

・ものの並べ方を，起こり得る場

合を順序よく整理して調べること

ができる。 

・起こり得る場合を落ちや重なり

がないように調べるには，ある観

点に着目したり，図や表などにか

き表したりするとよいことを理解

している。 

③全体のうち一部を取り出

した場合のものの並べ方に

ついて，起こり得る場合を

順序よく整理して調べるこ

とができる。 

 

・４人の中から班長と副班長を決め

る場面で，全ての場合を落ちや重な

りがないように調べる。 

  ・全体のうち一部を取り出した場

合のものの並べ方を，順序よく筋

道立てて考えている。 

・全体のうち一部を取り出した場

合のものの並べ方を，順序よく整

理して調べることができる。 

  

（組み合わせ） ④⑤ものの組み合わせ方に

ついて，起こり得る場合を

順序よく整理して調べるこ

とができる。 

 

[２つを選ぶ組み合わせの

調べ方] 

・いくつかの中から２つを

選ぶ組み合わせを調べると

きの，特別な調べ方を知る。 

・４チームによる総当たり戦の試合

の組み合わせについて，全ての場合

を落ちや重なりがなく調べるしか

たを考え，観点を決めて順序よく調

べたり，図や表に表して調べたりす

る。 

・ものの組み合わせ方を，落ちや

重なりがないように工夫して調べ

ようとしている。 

・ものの組み合わせ方を，落ちや

重なりがないように図や表を適切

に用いたり，名前を記号化して端

的に表したりして，順序よく筋道

立てて考えている。 

・ものの組み合わせ方を，起こり

得る場合を順序よく整理して調べ

ることができる。 

  

⑥ものの組み合わせ方につ

いて，補集合に着目して調

べる場合を理解する。 

 

[トーナメント戦] 

・トーナメント戦で優勝が

決まるまでの試合数につい

て考える。 

・４種類の菓子から３種類を選ぶと

きの組み合わせについて，全ての場

合を落ちや重なりがないように調

べる。 

・４種類の菓子から３種類を選ぶこ

とは，残す１種類を選ぶことと同じ

であることを知る。 

  ・４種類から３種類を選ぶことは

残す１種類を選ぶことと同じであ

ることを，表を用いて筋道立てて

考えている。 

・４種類の菓子から３種類を選ぶ

ときの組み合わせ方を，起こり得

る場合を順序よく整理して調べる

ことができる。 

  

1 153 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，場合の数につい

・レストランのメニューを見て，条

件に合う注文のしかたを落ちや重

・日常生活にかかわる場面で，落

ちや重なりがないように順序よく

・問題の条件をよみ取り，条件に

合う組み合わせ方を，順序よく筋

    



ての学習などを活用して問

題を解決することができ

る。 

なりがないように調べる。 調べるよさに気づいている。 道立てて考えている。 

1 

154 
～  

155 

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]２個のさいこ

ろの目の組み合わせ* 

・２個のさいころの目が同

じ場合と違う場合を調べる

ことをとおして，確率の学

習の素地を養う。 

・単元のまとめをする。   ・「場合の数」の学習のよさや考え

方を振り返っている。 

・ものの並べ方や組み合わせ方を，

落ちや重なりがないように，起こ

り得る場合を順序よく整理して調

べることができる。 

・起こりうる場合を落ちや重なり

がないように調べるには，ある観

点に着目したり，図や表などにか

き表したりするとよいことを理解

している。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ 分銅の重さ 

 （１時間） 

 p.156 

○筋道を立てて問題を解決

し，論理的な思考力を伸ば

す。 

・１ｇ，２ｇ，４ｇ，８ｇ，16ｇの

分銅を組み合わせて量れる重さに

ついて，表を使って整理して調べ

る。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・分銅を組み合わせて量れる重さ

について，進んで調べようとして

いる。 

【行】【発】 

・分銅を組み合わせて量れる重さ

について，表を使って筋道立てて

考えている。           

【行】【発】【ノ】 

    

 
 

   

□ 学習をふり返ろう④ 

 p.157 

○「角柱と円柱の体積」「比」「拡大図と縮図」の復習をする。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

12 資料の調べ方 

 （７時間） 

○資料の平均や散らばりを調べ，集団の特徴を考察する

ことができる。D(4)ア 

○度数分布表や柱状グラフに表したり，その特徴をよみ

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 

・集団の特徴を表す値として平均

を用いるよさに気づき，身のまわ

りにある事柄について統計的に考

えようとしている。 

【行】【発】 

・資料の平均や散らばりを用いて

集団の特徴を考えている。 

【発】【ノ】 

支援：資料の数が少ない簡単な場

合で例示し，代表値としての平均

の意味や散らばりの意味について

具体的に考えられるようにする。 

 

・資料の平均や散らばりを調べ，

数直線や度数分布表，柱状グラフ

にかいたり，よみ取ったりするこ

とができる。 

【行】【ノ】【テ】 

・資料の平均や散らばりについて

理解している。また，度数分布表

や柱状グラフは，資料全体の分布

の様子や特徴をわかりやすくする

ために用い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 

158 

～  

163 

（平均と散らばり） ①資料の代表値としての平

均の意味を理解する。 

・人数が異なる２つの組のソフトボ

ール投げの記録について，組全体の

記録の比べ方を考え，平均を求めて

比べる場合があることを知る。 

・人数の異なる集団の記録につい

て，どちらがよい記録かを判断す

るしかたを考えようとしている。 

・平均などの考えをもとに，集団

の特徴を表す値の求め方を考えて

いる。 

  ・集団の特徴を表す値として用い

られる平均の意味について理解し

ている。 

②③資料の傾向を表すもの

として，資料の散らばりに

ついて理解する。 

・ソフトボール投げの記録につい

て，散らばりの様子を数直線に表

し，その特徴をよみ取る。 

  ・資料から散らばりの様子を数直

線に表し，特徴をよみ取っている。 

  ・資料の傾向を表すものとして，

散らばりについて理解している。 

④資料全体の分布の様子を

度数分布表に表し，その特

徴をよみ取ることができ

る。 

・ソフトボール投げの記録につい

て，投げた距離を５ｍごとに区切

り，度数分布表に表して，その特徴

をよみ取る。 

    ・度数分布表をかいたりよみ取っ

たりすることができる。 

・度数分布表について知り，資料

全体の分布の様子や特徴をわかり

やすくするために用いることを理

解している。 

（柱状グラフ） ⑤度数分布表をもとに柱状

グラフに表し，その特徴を

よみ取ることができる。 

・ソフトボール投げの記録の度数分

布表をもとに，柱状グラフに表し

て，その特徴をよみ取る。 

    ・柱状グラフをかいたりよみ取っ

たりすることができる。 

・柱状グラフについて知り，資料

全体の分布の様子や特徴をわかり

やすくするために用いることを理



・階級の幅が異なる柱状グラフを比

較し，気づいたことを話し合う。 

解している。 

1 

164 
～  

165 

学んだことを使おう ⑥柱状グラフが用いられる

場面や見方について理解を

深める。 

 

[部分の調査と全体の様

子]* 

・テレビの視聴率のように，

全体の様子を知るために部

分を抽出して調査を行う場

合があることを知る。 

・1950 年と 2010年の年令別人口の

柱状グラフ（人口ピラミッド）をよ

み取り，変化の様子について考察す

る。 

  ・年令別人口の柱状グラフ（人口

ピラミッド）をよみ取り，変化の

様子について考えている。 

    

1 

166 

～  

167 

まとめ ⑦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]中央値や最頻

値などの代表値* 

・集団の記録の様子を表す

方法として，記録の平均や

散らばり以外にも，ちょう

どまん中にくる記録（中央

値）や，いちばん人数が多

い記録（最頻値）などを代

表値として用いる場合があ

ることを知る。 

・単元のまとめをする。   ・「資料の調べ方」の学習のよさや

考え方を振り返っている。 

・資料の平均を調べ，度数分布表，

柱状グラフにかいたり，よみ取っ

たりすることができる。 

・資料の平均や散らばりについて

理解している。また，度数分布表

について理解している。 

 
 

  目    標 評 価 規 準 

13 いろいろな単位 

 （７時間） 

○既習の単位を振り返り，メートル法の単位のしくみに

ついて理解する。B(5) 

○メートル法の単位のしくみをもとに，「kL」や「mg」な

どの単位が表す大きさについて考えることができる。

B(5) 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・「キロ(k)，センチ(c)，ミリ(m)」

などの接頭語が用いられていると

いうメートル法の単位のしくみの

よさに気づき，身のまわりで使わ

れている量の単位を調べようとし

ている。 

【行】【発】 

 

・メートル法の単位のしくみを活

用し，新しい単位に出合ったとき

も，類推して量の大きさを考えて

いる。 

【発】【ノ】 

・いろいろな量の測定値を適切な

単位を用いて表すことができる。 

【発】【ノ】【テ】 

支援:取り扱う単位を実感するこ

とができる具体物をできるだけ用

意する。 

・メートル法の単位のしくみにつ

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 

168 

～  

173 

  ①②長さの単位の関係を整

理し，メートル法の単位の

しくみを理解する。 

・身のまわりの量を適切な単位を用

いて表し，既習の単位について振り

返る。 

・長さの単位を表に整理し，その関

係について「キロ(k)，センチ(c)，

ミリ(m)」といった接頭語に着目し

て調べる。 

・メートル法の単位のしくみを知

る。 

・身のまわりで使われている量の

単位を調べようとしている。 

・長さの単位の関係を整理し，「キ

ロ(k)，センチ(c)，ミリ(m)」とい

った接頭語の意味について考えて

いる。 

・いろいろな量の測定値を適切な

単位を用いて表すことができる。 

・メートル法の単位のしくみを理

解している。 

③長さと面積の単位の関係

を理解する。 

・長さの単位をもとに，面積の単位

の関係をまとめる。 

 

      ・長さと面積の単位の関係を理解

している。 

④長さと体積の単位の関係

を理解する。 

・長さの単位をもとに，体積の単位

の関係をまとめる。 

・「リットル(L)」をもとにした体積

の単位の関係をまとめ，体積の単位

「キロリットル(kL)」を知り，１kL

＝1000Lを知る。 

 

  ・メートル法の単位のしくみをも

とに，体積の単位「kL」について

類推的に考えている。 

  ・長さと体積の単位の関係を理解

している。 

・体積の単位「kL」を知り，１kL

＝1000Lの関係を理解している。 

⑤重さの単位を整理して理

解する。 

・「グラム(ｇ)」をもとにした重さ

の単位の関係をまとめ，重さの単位

「ミリグラム(mg)」を知り，１㎎＝

  ・メートル法の単位のしくみをも

とに，重さの単位「㎎」について

類推的に考えている。 

  ・重さの単位の関係を理解してい

る。 

・重さの単位「㎎」を知り，１㎎



1/1000ｇを知る。 ＝1/1000ｇの関係を理解してい

る。 

⑥水の体積と重さの単位の

関係を理解する。 

 

[いろいろな単位］ 

・寸，尺，フィートなど，

身のまわりではメートル法

以外の単位が用いられる場

合もあることを知る。 

・水１Lが１kgであることを知り，

水の体積の単位と重さの単位の関

係をまとめる。 

・身のまわりで使われているメー

トル法以外の単位にも関心をもっ

ている。 

    ・水の体積と重さの単位の関係を

理解している。 

1 

174 

～  

175 

まとめ ⑦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]メートル法 

・メートル法の歴史や，「メ

ガ(Ｍ），マイクロ（μ）」な

どの単位の接頭語を知り，

単位について関心をもつ。 

・単元のまとめをする。   ・「いろいろな単位」の学習のよさ

や考え方を振り返っている。 

・いろいろな量の測定値を適切な

単位を用いて表したり，単位の換

算をしたりすることができる。 

・メートル法の単位のしくみを理

解している。 

 
 
 

  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 

176 

～  

180 

（ピザの大きさ） 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。 

・大きなピザ１枚分と，直径がその

1/2の小さなピザ４枚分の面積の比

べ方を，言葉や図，式を使って考え

説明する。また，この問題で用いた

考え方を適用して，数値を変えた場

合についても発展的に考える。 

 

・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。 

    

（ゴーカート） 

 

（むし歯の検査） 

・ゴーカートの速さに関する場面

で，速さや分数の学習を活用して問

題を解決する。 

・２つの小学校でむし歯のある人の

割合を表す円グラフをよみ取り，割

合や分数の学習を活用して問題を

解決する。 

（線対称な図形の角の

大きさの和と面積） 

・線対称な図形を作図し，できた多

角形の内角の和を求める。また，そ

の多角形の面積を，線対称な図形の

性質をもとに等積な長方形に変形

して求めるしかたを考え，図や式を

使って説明する。 

 

 
 
 



 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

□ ６年のまとめ 

 （２時間） 

 p.181～184 

○６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 

    ・６学年で学習した内容の問題を

解決することができる。 

・６学年の学習内容を理解してい

る。 

 
 

  ねらい 学習活動 評 価 規 準 

☆ 算数のまとめ／数学へ

の扉 

 （15時間） 

○小学校の算数の学習内容

のまとめをする。 

○小学校の算数の学習を広

げ，中学数学につながる内

容などについて関心をも

ち，筋道を立てて考える楽

しさを味わう。 

・小学校の算数のまとめの問題に取

り組む。 

・「数学へのとびら」の問題に取り

組み，既習の学習内容を活用した

り，筋道を立てて考えたりする。 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

・教科書の題材について調べた

り，考えたり，取り組もうとした

りしている。 

【行】【発】 

・学習したことを用いて，数理的

な処理を工夫したり，筋道立てて

考えたりしている。 

【発】【ノ】 

支援：関連単元に戻り考えられる

ようにする。 

・具体的な場面に即して，学習し

たことを適切に用いて，活用する

ことができる。 

【発】【ノ】 

・数量や図形について，学習した

内容やその用い方を理解してい

る。 

【発】【ノ】 

時

数 
頁 題材名 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

5 

185 

～  

202 

（数と計算） ①②数と計算の学習のまとめの問題に取り組む。     ・数と計算の問題を解決すること

ができる。 

・数と計算の学習内容を理解して

いる。 

右へ，左へ ③正の数，負の数の素地として，数直線上を左右に移動したとき

の位置について図や式を用いて考える。 

・数直線上を左右に移動したとき

の位置を，図や式を用いて表そう

としている。 

      

（量と測定） ④⑤量と測定の学習のまとめの問題に取り組む。     ・量と測定の問題を解決すること

ができる。 

・量と測定の学習内容を理解して

いる。 

紙を折って面積を半分

にしよう 

⑥ものさしやコンパスを用いずに，三角形の紙から，その半分の

面積の三角形を作る方法を考える。 

 

[サッカーボールの形を作ろう] 

・合同な正六角形の紙を貼り合わせてサッカーボールの形を作る。 

・三角形の紙から，その半分の面

積の三角形を作る方法を，具体的

な操作をもとに考えようとしてい

る。 

      

（図形） ⑦⑧図形の学習のまとめの問題に取り組む。     ・図形の問題を解決することがで

きる。 

・図形の学習内容を理解している。 

方眼にかいた正方形 ⑨３cm四方の方眼に斜めにかかれた四角形について，正方形であ

ることを筋道を立てて説明したり，その面積を工夫して求めたり

する。 

 

[算数メモ]* 

・平方根の素地として，面積が５㎠の正方形の１辺の長さ（√5）

に近い値を求める。 

・方眼に斜めにかかれた四角形に

ついて，正方形であることを説明

したり，面積を工夫して求めたり

しようとしている。 

      

（数量関係） ⑩⑪数量関係の学習のまとめの問題に取り組む。     ・数量関係の問題を解決すること

ができる。 

・数量関係の学習内容を理解して

いる。 

海外旅行でタイムスリ

ップ 

⑫東京とロサンゼルスの時差に関する問題を解決する。 ・東京とロサンゼルスの時差に関

心をもち，問題に取り組もうとし

ている。 

      

ぬいぐるみの重さ比べ ⑬３つのぬいぐるみの重さについて，事柄（命題）が正しいとい

えるかどうかを筋道を立てて考える。 

 

[算数メモ]* 

・推移律について知る。 

・事柄（命題）が正しいといえる

かどうかを，筋道立てて考えよう

としている。 

      

一筆がき ⑭一筆がきができる図形の条件を調べ，ケーニヒスベルクの橋で

１回ずつ全ての橋を通ることができるかどうかを筋道を立てて考

える。 

・一筆がきができるための条件を，

筋道立てて考えようとしている。 

      

ハノイのとう ⑮ハノイの塔のパズルのルールを知り，少ない枚数から順序よく ・ハノイの塔のパズルのルールを       



調べる。また，枚数を増やした場合についても発展的に考える。 知り，少ない枚数から順序よく調

べようとしている。 

※「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。 

 


