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 ２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＞

☆

ココアはいくつ

ねらい

学習活動

○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。

・コ＋コ＋ア＝15 の式で，同じ文
字が同じ数になるようにして，各文
字にあてはまる数を考える。

（１時間）

評
関心・意欲・態度
・「ココアはいくつ」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】

p.3～5

目

１

評

表したり，よみ取ったりすることができる。D(3)

（３時間）

時
数

頁

小単元

学習活動

①身のまわりの数量を分類
整理して，簡単な表やグラ
フに表すことができる。

～

6
1

ねらい

7

1

8

1

9

学んだことをつかおう

②表やグラフをよみ取るこ
とができる。

まとめ

③基本的な学習内容の理解
を確認し，定着を図る。

目

２

時こくと時間

（４時間）

○簡単な場合について，時刻や時間を求めることができ
る。B(3)

価 規

知識・理解

準

数学的な考え方

技能

知識・理解

・簡単な表やグラフを用いて表す
と，それぞれの大きさが比べやす
くなるというよさに気づいてい
る。
【行】
【発】

・数量を分類整理する方法や，簡
単な表やグラフを用いて表す方法
を考えている。
【発】
【ノ】
支援：表やグラフの例を示し，そ
れをもとに考えられるようにす
る。

・身のまわりにある数量を分類整
理し，簡単な表やグラフを用いて
表したりよみ取ったりすることが
できる。
【行】
【ノ】
【テ】

・簡単な表やグラフを用いた表し
方 や よ み 方に つ いて 理 解し て い
る。
【発】
【ノ】
【テ】

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

・数量を分類整理する方法や，簡
単な表やグラフを用いて表す方法
を考えている。

・１次元表や○を用いた絵グラフ
に表したり，よみ取ったりするこ
とができる。

・１次元表や○を用いた絵グラフ
の 表 し 方 やよ み 方を 理 解し て い
る。

・身のまわりの数量について，表
やグラフからよみ取れることを考
えている。
・
「表とグラフ」の学習のよさや考
え方を振り返っている。

標

て知る。B(3)ア

技能

関心・意欲・態度

・遊びごとの人数を調べ，簡単な１
次元表にまとめたり，○を用いて絵
グラフに表したりする。
・表とグラフの特徴について調べ
る。
・クラス紹介のポスター（好きな給 ・表やグラフに表すことのよさに
食調べ，生まれた月調べ）を見て， 気づいている。
どんなことがよみ取れるかを話し
合う。
・単元のまとめをする。

○時刻や時間の意味，時間の単位「日，時，分」につい

準

数学的な考え方
・題意に沿った式について，既習
の加法の学習などをもとに考え
ている。
【発】
【ノ】
支援：同じ文字には同じ数があて
はまることを，具体例を示して捉
えられるようにし，それをもとに
ほかの式を考えられるようにす
る。

標

○身のまわりの数量を分類整理し，１次元表やグラフに

表とグラフ

価 規

評

・１次元表や○を用いた絵グラフ
に表したり，よみ取ったりするこ
とができる。

価 規

準

関心・意欲・態度

数学的な考え方

技能

知識・理解

・日常生活の中で，必要な時刻や
時間を求めようとしている。
【行】
【発】

・必要な時刻や時間の求め方を考
えている。
【発】
【ノ】

・時間の単位「日，時，分」を用
いることができる。
【行】
【ノ】
【テ】

・時間の単位「日，時，分」につ
いて知り，それらの関係を理解し
ている。
【発】
【ノ】
【テ】
支援：模型時計を動かしながら理
解できるようにする。

時
数

頁

小単元

学習活動

①時刻のよみ方，時計のし
くみ，時刻と時間の意味，
時間の単位「時，分」の関
係を理解する。

・９時，９時 20 分，12 時 43 分の
ような時刻をよんだり，用いたりす
る。
・時間の単位「時，分」を知り，１
時間＝60 分間を知る。

毎時の具体的な評価規準
関心・意欲・態度

②午前と午後，正午の意味， ・１日の生活を調べることをとおし
時間の単位「日，時」の関 て，午前と午後，正午，１日＝24
時間を知る。
係を理解する。
・模型時計の文字盤などを使って，
簡単な場合について時刻や時間を
求める問題を出し合う。

10
～

3

ねらい

14

③生活と関連づけて，時刻
や時間を表現できる。

・自分の１日の生活を紹介する中
で，時刻や時間を発表する。

数学的な考え方

技能

知識・理解

・時計から時刻を正しくよむこと
ができる。

・時刻と時間の意味を理解してい
る。
・時間の単位「時，分」と単位の
関係を理解している。

・簡単な場合について，模型時計
などを使って時刻や時間の求め方
を考えている。

・日常生活の中で，時刻や時間を
表したり求めたりしようとしてい
る。

・午前と午後，正午の意味，時間
の単位「日，時」と単位の関係を
理解している。

・時間の単位「日，時，分」を用
いて，時刻や時間を表すことがで
きる。

[時こくのあらわし方］
・24 時間制の表し方を知る。

まとめ
1

④基本的な学習内容の理解
を確認し，定着を図る。

15

目

３

・単元のまとめをする。

標

評

○２位数＋２位数＝２位数の加法計算のしかたを，１位

たし算

数などの基本的な計算をもとに理解する。A(2)ア
○加法の筆算のしかたについて知り，２位数＋２位数＝

（９時間）

・
「時こくと時間」の学習のよさや
考え方を振り返っている。

２位数の計算が確実にできる。A(2)ア

数

頁

小単元

技能

知識・理解

・２位数の加法計算のしかたを考
えたり，生活や学習に活用したり
しようとしている。
【行】
【発】

・２位数の加法計算のしかたを，
既習の計算や十進位取り記数法を
もとに図や式などを用いて考えて
いる。
【発】
【ノ】
支援：別な簡単な数値で，具体物
を用いたり，図をかいたりして，
考えられるようにする。

・２位数の加法計算が確実にでき
る。また，加法の式で必要な場合
に，( )を用いることができる。
【ノ】
【テ】

・２位数の加法計算が１位数など
についての基本的な計算をもとに
してできることを理解し，筆算の
しかたについて理解している。ま
た，加法の交換法則，結合法則が
成り立つことを理解している。
【発】
【ノ】
【テ】

)の意味や用い方を理解する。A(2)ウ

ねらい

学習活動

準

数学的な考え方

めや工夫に用いることができる。A(2)ウ

時

価 規

・時間の単位「日，時，分」と，
それらの関係，午前と午後の意味
を理解している。

関心・意欲・態度

○加法の交換法則や結合法則について知り，計算の確か
○(

・時間の単位「日，時，分」を用
いて，時刻や時間を表すことがで
きる。

毎時の具体的な評価規準
関心・意欲・態度

数学的な考え方

（２けた＋２けたの計 ①②２位数＋２位数で繰り ・場面絵を見て加法の問題を作り， ・２位数の加法計算のしかたを考 ・２位数＋２位数で繰り上がりの
算）
上がりのない加法計算を理 既習の計算を振り返ったり，２位数 えようとしている。
ない加法計算のしかたを，既習の

技能

知識・理解
・２位数＋２位数で繰り上がりの
ない加法計算のしかたや加法の筆
算形式を理解している。

解し，筆算ができる。

でも加法ができるか考えたりする。
・24＋15 のような，２位数＋２位
数で繰り上がりのない加法計算の
しかたを考える。
・加法の筆算形式を知る。

計算や十進位取り記数法をもとに
図や式などを用いて考えている。

③１位数＋２位数で繰り上
がりのない加法計算ができ
る。

・５＋24 のような，１位数＋２位
数で繰り上がりのない加法計算の
しかたを考える。

・１位数＋２位数で繰り上がりの
ない加法の筆算のしかたを考えて
いる。

・１位数＋２位数で繰り上がりの
ない加法計算のしかたを理解して
いる。

④２位数＋２位数で繰り上
がりのある加法計算を理解
し，筆算ができる。

・28＋17 のような，２位数＋２位
数で繰り上がりのある加法計算の
しかたを考え，筆算のしかたをまと
める。

・２位数＋２位数で繰り上がりの
ある加法計算のしかたを考えてい
る。

・２位数＋２位数で繰り上がりの
ある加法計算のしかたを理解して
いる。

～

16
8

28

⑤⑥２位数＋２位数＝何十
の計算，２位数＋１位数で
繰り上がりのある加法計算
ができる。

（たし算のきまり）

29
～

1

まとめ

・49＋31 のような，答えが何十に
なる加法計算や，78＋４のような，
加数または被加数が１位数の加法
計算のしかたを考える。

・２位数＋２位数＝何十の計算，
２位数＋１位数で繰り上がりのあ
る加法計算のしかたを理解してい
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。
⑦加法の交換法則を理解す
る。

・15＋８と８＋15 の答えを比べる
ことをとおして，加法の交換法則を
知る。
⑧加法の結合法則を用いた ・15＋６＋４の答えの求め方を考え
計算，
（ ）を用いた式につ る場面をとおして，（ ）の意味と
いて理解する。
用い方，加法の結合法則を知る。
⑨基本的な学習内容の理解 ・単元のまとめをする。
を確認し，定着を図る。

・加法の交換法則が成り立つこと
を理解している。

・
「たし算」の学習のよさや考え方
を振り返っている。

・加法の式に表す際，必要な場合
には，
（ ）などを用いることがで
きる。
・２位数の加法計算が確実にでき
る。

30

☆

何人いるかな

ねらい

学習活動

○重なりがある場合などの
順序数の加法を理解する。

・ある子どもの位置が前から９番
め，後ろから６番めのとき全部で何
人いるかを考え，加法の式に表す。
・ある子どもの前に８人，後ろに４
人いるとき全部で何人いるかを考
え，加法の式に表す。

（１時間）

評
関心・意欲・態度

４

○減法の筆算のしかたについて知り，２位数－２位数＝
２位数の計算が確実にできる。A(2)ア

数

小単元

ねらい

学習活動

価 規

～

32
6

41
③２位数－１位数で繰り下
がりのない減法計算ができ
る。

でも減法ができるか考えたりする。
・38－15 のような，２位数－２位
数で繰り下がりのない減法計算の
しかたを考える。
・減法の筆算形式を知る。
・47－３のような，２位数－１位数
で繰り下がりのない減法計算のし
かたを考える。

準
技能

知識・理解

・２位数の減法計算のしかたを考
えたり，生活や学習に活用したり
しようとしている。
【行】
【発】

・２位数の減法計算のしかたを，
既習の計算や十進位取り記数法を
もとに図や式などを用いて考えて
いる。
【発】
【ノ】
支援：別な簡単な数値で，具体物
を用いたり，図をかいたりして，
考えられるようにする。

・２位数の減法計算が確実にでき
る。
【ノ】
【テ】

・２位数の減法計算が１位数など
についての基本的な計算をもとに
してできることを理解し，筆算の
しかたについて理解している。ま
た，加法と減法の相互関係につい
て理解している。
【発】
【ノ】
【テ】

毎時の具体的な評価規準
関心・意欲・態度

数学的な考え方

（２けた－２けたの計 ①②２位数－２位数で繰り ・場面絵を見て減法の問題を作り， ・２位数の減法計算のしかたを考 ・２位数－２位数で繰り下がりの
算）
下がりのない減法計算を理 既習の計算を振り返ったり，２位数 えようとしている。
ない減法計算のしかたを，既習の
解し，筆算ができる。

・順序数の加法の場面で，重なり
や落ちがないように求めるしか
たを理解している。
【発】
【ノ】

数学的な考え方

用いることができる。A(2)ウ，D(1)

頁

知識・理解

関心・意欲・態度

○加法と減法の相互関係について知り，計算の確かめに

時

技能

評

数などの基本的な計算をもとに理解する。A(2)ア

（８時間）

数学的な考え方

標

○２位数－２位数＝２位数の減法計算のしかたを，１位

ひき算

準

・順序数の加法の場面を図やブロ
ックを用いて表し，計算のしかた
を考えている。
【発】
【ノ】
支援：別な簡単な数値で，具体物
を用いたり，図をかいたりして，
考えられるようにする。

p.31

目

価 規

・加法の結合法則が成り立つこと
や，
（ ）の意味や用い方を理解し
ている。
・２位数の加法の筆算のしかたを
理解している。
・加法の交換法則，結合法則が成
り立つことを理解している。

計算や十進位取り記数法をもとに
図や式などを用いて考えている。

・２位数－１位数で繰り下がりの
ない減法の筆算のしかたを考えて
いる。

技能

知識・理解
・２位数－２位数で繰り下がりの
ない減法計算のしかたや減法の筆
算形式を理解している。

・２位数－１位数で繰り下がりの
ない減法計算のしかたを理解して
いる。

（計算のたしかめ）

学んだことをつかおう
1

41
42
～

1

まとめ

④２位数－２位数で繰り下
がりのある減法計算を理解
し，筆算ができる。

・34－18 のような，２位数－２位
数で繰り下がりのある減法計算の
しかたを考え，筆算のしかたをまと
める。

⑤２位数－２位数＝１位数
の計算，２位数－１位数で
繰り下がりのある減法計算
ができる。
⑥加法と減法の相互関係と
答えの確かめのしかたを理
解する。

・52－49 のような，答えが１位数
になる減法計算や，50－６のよう
な，減数が１位数の減法計算のしか
たを考える。
・23－７＝16 と 16＋７＝23 を比べ
ることをとおして，加法と減法の相
互関係を知り，計算の確かめに用い
る。

⑦身のまわりの事象を数理
的に捉え，減法の学習など
を活用して問題を解決する
ことができる。
⑧基本的な学習内容の理解
を確認し，定着を図る。

・値引きのある店とない店で，どの
品物を買うときにどちらの店が安
くなるかを言葉や式を使って説明
する。
・単元のまとめをする。

・２位数－２位数で繰り下がりの
ある減法計算のしかたを考えてい
る。

・２位数－２位数で繰り下がりの
ある減法計算のしかたを理解して
いる。

・加法と減法の相互関係を計算の
確かめに用いることができる。

・減法の学習を日常生活に生かそ
うとしている。

・どの品物を買うときにどちらの
店が安くなるかを言葉や式を使っ
て説明している。
・
「ひき算」の学習のよさや考え方
を振り返っている。

・２位数の減法計算が確実にでき
る。

43

□

学習をふりかえろう①

・２位数－２位数＝１位数の計算，
２位数－１位数で繰り下がりのあ
る減法計算のしかたを理解してい
る。
・加法と減法は互いに逆の関係に
なっているといった加法と減法の
相互関係を理解している。

・２位数の減法の筆算のしかたを
理解している。
・加法と減法の相互関係について
理解している。

○「表とグラフ」
「時こくと時間」
「たし算」
「ひき算」の復習をする。

p.44

目

５

標

評

○長さの意味，単位と測定の意味について理解する。B(1)

長さ(１)

○長さの単位｢㎝，㎜｣について知る。B(1)ア
○ものさしを用いて，長さを測定することができる。B(1)

（８時間）

○直線について理解し，定規を使って直線をかくことが

数

頁

小単元
長さのあらわし方

～

45
7

53

ねらい

学習活動

数学的な考え方

技能

知識・理解

・生活で用いられる長さに関心を
もち，身のまわりのものの長さを
測定しようとしている。
【行】
【発】

・普遍単位の必要性に気づき，長
さの表し方を考えている。
【発】
【ノ】
支援：もし，cm や mm の単位がな
かったら，どんな不便さがあるか
を考えさせ，普遍単位のよさや必
要性を見いだせるようにする。

・長さの単位｢㎝，㎜｣を用いて，
身のまわりのものの長さを測定し
たり，決まった長さの直線をかい
たりすることができる。
【行】
【ノ】
【テ】

・長さの単位｢㎝，㎜｣と測定の意
味，単位の関係，ものさしの目盛
り の し く みに つ いて 理 解し て い
る。
【発】
【ノ】
【テ】

毎時の具体的な評価規準
関心・意欲・態度

①②長さの意味，長さの単 ・同じ長さのしおりを作ることをと ・身のまわりの長さに関心をもっ
位「㎝」
，長さの測定（普遍 おして，長さの比較・測定の意味に ている。
単位）を理解する。
ついて考える。
・長さの単位「センチメートル(㎝)」
を知る。
・目盛りテープを用いて長さを測
る。
③身のまわりのものの長さ ・指をおよそ 10 ㎝に広げていろい
について量感をもつ。
ろなものの長さを調べ，目盛りテー
プで確かめる。

（１㎝よりみじかい長 ④長さの単位「㎜」と単位 ・はがきの縦の長さを測る活動をと
さ）
の関係，ものさしの機能と おして，長さの単位「ミリメートル
使い方を理解する。

(㎜)」を知り，１㎝＝10 ㎜を知る。
・ものさしのしくみを知る。

準

関心・意欲・態度

できる。C(1)

時

価 規

数学的な考え方

技能

知識・理解

・普遍単位の必要性に気づき，長
さの表し方を考えている。

・長さの単位「cm」と測定の意味
を理解している。

・１cm より短いはしたの長さを表
す必要から，cm より小さな単位が
あると便利であることを考えてい
る。

・指を広げた長さをもとにいろい
ろなものの長さを調べるなど，長
さの大きさについての感覚をもっ
ている。
・長さの単位「mm」を知り，１cm
＝10mm の関係を理解している。
・ものさしの目盛りのしくみを理
解している。

⑤身のまわりのものの長さ ・ものさしを用いて身のまわりのも
をものさしで測定すること のの長さを測る。
ができる。
⑥直線の意味とかき方を理
解する。
[算数メモ]*
・曲がった線を曲線という
ことを知る。

・直線について知る。
・直線のかき方を知る。

（長さの計算）

⑦長さについても加法性が ・折れ曲がった線の長さを調べるこ
成り立つことを理解する。 とをとおして，長さは加減計算がで
きることを知る。

まとめ

⑧基本的な学習内容の理解
を確認し，定着を図る。

54

・単元のまとめをする。

55

目

６

・
「長さ(１)」の学習のよさや考え
方を振り返っている。

[長さが書かれているもの
を見つけよう]
・身のまわりから cm，mm が
書かれているものを探す。

～

1

・ものさしを用いて長さを測定し， ・長さの大きさについての感覚を
何 cm 何 mm と表すことができる。 もっている。

・身のまわりのものの長さをもの
さしで測定しようとしている。

100 より大きい数
（12 時間）

標

評

○同じ大きさのまとまりを作って数えることができる。

関心・意欲・態度

・ものの個数を 10 や 100 のまとま
りにして数えたり，数字を使って
○３位数について十進位取り記数法による表し方，よみ 書いたりよんだりしようとしてい
る。
方，数の構成を理解する。A(1)イ
・身のまわりから，整数が使われ
○数の相対的な大きさについて理解する。A(1)ウ
ている場面を見つけようとしてい
○1000 について知り，1000 までの数の大小，順序，系列 る。
【行】
【発】

A(1)ア

を理解する。A(1)イ

○簡単な場合の３位数などの加法，減法の計算のしかた
を考えることができる。A(2)イ

・決まった長さの直線をかくこと
ができる。

・直線の意味とかき方を理解して
いる。

・複名数で表された長さの加減計
算ができる。

・長さは加減計算できることを理
解している。

・ものさしを用いて長さを測定す
ることができる。
・簡単な長さの加減計算ができる。
・適切な長さの単位を選ぶことが
できる。

・長さの単位｢㎝，㎜｣と単位の関
係，ものさしの目盛りのしくみを
理解している。
・直線の意味とかき方を理解して
いる。

価 規

準

数学的な考え方

技能

知識・理解

・ものの個数を数え，図に表すな ・３位数までの数について，書い ・３位数について，十進位取り記
どして，十進位取り記数法のしく たりよんだりすることができる。 数法による数の表し方や，数の大
みによる数の表し方を考えたり， また，２つの数の大小関係を「＞， 小，順序，数の相対的な大きさに
数の相対的な大きさを捉えたりし ＜」を用いて簡潔に表すことがで ついて理解している。
きる。
・整数が身のまわりで広く使われ
ている。
・簡単な場合の３位数などの加法， ていることを理解している。
【発】
【ノ】
【発】
【ノ】
【テ】
支援：100 までの既習の数の範囲 減法の計算ができる。
【テ】
の理解を確認し，10 のまとまりか 【ノ】
ら 100 のまとまりを作って数える
活動をブロックなどを用いてさせ
る。
・10 や 100 をもとにして，簡単な
場合の３位数などの加法，減法の
計算のしかたを考えている。
【発】
【ノ】

時
数

頁

小単元
数のあらわし方

ねらい

学習活動

① ② 1000 未満 の 数の よみ
方，表し方，３位数の構成
と位取りのしくみ（百の位）
を理解する。

・子どもの数を数えることをとおし
て，10 のまとまりから 100 のまと
まりを作って数えるとよいことに
気づく。
・３位数の十進位取り記数法による
よみ方，表し方を知る。
・百の位について知る。

③空位のある３位数のよみ
方，表し方を理解する。

・305 のような空位のある３位数の
よみ方，表し方を知る。

④1000 未満の数の大小比較
のしかたを理解する。

・赤組，白組，青組の点数を比べる
ことをとおして，３位数の大小比較
のしかたを考える。
・記号「＞，＜」を知る。

関心・意欲・態度

数学的な考え方

技能

知識・理解

・身のまわりのものを 10 や 100
のまとまりにして数えようとして
いる。

・100 までの数の既習事項や，も
のの個数を実際に数える活動をも
とに，３位数の表し方を考えてい
る。

・３位数までの数について，書い
たりよんだりすることができる。

・百の位について知り，３位数の
よみ方，表し方を理解している。

～

56
9

毎時の具体的な評価規準

67

・空位のある３位数のよみ方，表
し方を理解している。
・３位数のしくみをもとに，大小
比較のしかたを考えている。

・数の大小関係を「＞，＜」を用
いて簡潔に表すことができる。

・1000 までの数の大小を理解して
いる。

⑤数直線での３位数の位
置，順序，系列，大小につ
いて理解する。

（10 がいくつ）
（千）

[算数メモ]*
・数の線のことを数直線と
いうことを知る。
⑥数の多様な見方をするこ
とができる。
⑦数の相対的な大きさにつ
いて理解する。

・位取り板や数直線を使って，数の
多様な見方をする。
・10 を 32 個集めた数や，450 は 10
を何個集めた数かを考える。

何十，何百の計算
68
～
69

まとめ

・何百何十の数について，10 をも
とにしていくつ分かを考えてい
る。

・千について知り，1000 のよみ方，
書き方を理解している。

・身のまわりの数に関心をもち，
どんなことを表していたり，役割
があったりするのかを調べようと
している。

・整数が身のまわりで広く使われ
ていることを理解している。

・50＋70，120－30 などの加法，減
法の計算のしかたを 10 をもとにし
て考える。

・簡単な場合の３位数などの加減
計算のしかたを，10 をもとにして
考えている。

・10 をもとにした加減計算ができ
る。

⑪簡単な３位数までの加
法，減法の計算ができる。

・300＋400，700－200，430＋20，
360－40 などの加法，減法の計算の
しかたを 10 や 100 をもとにして考
える。
・単元のまとめをする。

・簡単な場合の３位数などの加減
計算のしかたを，10 や 100 をもと
にして考えている。

・10 や 100 をもとにした加減計算
ができる。

・
「100 より大きい数」の学習のよ
さや考え方を振り返っている。

・1000 までの数を表したり，大小
関係を「＞，＜」を用いて表した
りすることができる。
・簡単な場合の３位数などの加減
計算ができる。

～
71

目

○

たし算とひき算の図

標

評

○加法と減法の相互関係を図や式に表すことができる。

数

頁

小単元

ねらい

学習活動

①加法と減法のテープ図の
見方やかき方を理解する。

・青いりんごが６個，赤いりんごが
８個，あわせて 14 個ある場面で，
テープ図と式を関連づけて捉え，加
法と減法のテープ図の見方やかき
方を知る。

②加法や減法の問題場面を
テープ図に表すことができ
る。

・買い物の場面で，加法や減法の問
題をテープ図や式に表して解決す
る。

～

72
2

関心・意欲・態度

価 規

・３位数のよみ方，表し方を理解
している。
・1000 までの数の大小を理解して
いる。
・千について理解している。

準

数学的な考え方

技能

・加法，減法の問題場面をテープ ・加法と減法の相互関係をもとに， ・加法，減法の問題場面をテープ
図や式に表して解決しようとして テープ図の見方やかき方を考えて 図や式に表すことができる。
いる。
いる。
【ノ】
【発】
【ノ】
【行】
【発】
支援：問題場面をおはじきなどを
用いて表し，それをもとに考えら
れるようにする。

D(1)

（２時間）

時

・数の相対的な大きさを理解して
いる。

⑩簡単な２位数＋２位数＝
３位数の加法計算と，その
逆の減法計算ができる。

⑫基本的な学習内容の理解
を確認し，定着を図る。

70
1

・数を多様な見方で表している。

⑧1000 のよみ方，書き方を ・ひよこの数を数えることをとおし
理解し，1000 以下の数の順 て，100 を 10 個集めた数を千とい
序について理解する。
い，1000 と書くことや，999 より１
大きい数であることを知る。
⑨身のまわりで使われてい ・身のまわりで使われている３位数
る数の役割に気づく。
までの数を見つけて，その役割を考
える。

2

・数直線での３位数の位置，順序，
系列，大小を理解している。

・数直線（数の線）で目盛りがどん
な数を表しているかを調べ，数を位
置づけたり，数の大小を比べたりす
る。

知識・理解
・加法と減法の相互関係を理解し
ている。
【発】
【ノ】

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

・加法と減法の相互関係を理解し
ている。

・加法と減法の相互関係をもとに，
テープ図の見方やかき方を考えて
いる。

75
・加法，減法の問題場面をテープ
図や式に表して解決しようとして
いる。

知識・理解

・加法，減法の問題場面をテープ
図や式に表すことができる。

目

７

たし算とひき算

標

評

準

○２位数＋１・２位数＝百何十何の繰り上がりのある加

関心・意欲・態度

数学的な考え方

技能

知識・理解

法計算のしかたを理解し，計算が確実にできる。A(2)ア

・百の位への繰り上がりのある加
法や，百の位からの繰り下がりの
ある減法の計算のしかたを考え，
生活や学習に活用しようとしてい
る。
【行】
【発】

・百の位への繰り上がりのある加
法や，百の位からの繰り下がりの
ある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：別な簡単な数値で，具体物
を用いたり，図をかいたりして，
考えられるようにする。

・２位数＋１・２位数＝百何十何，
百何十何－２位数＝１・２位数の
計算が確実にできる。
【ノ】
【テ】

・百の位への繰り上がりのある加
法や，百の位からの繰り下がりの
ある減法の筆算のしかたについて
理解している。
【発】
【ノ】
【テ】

○百何十何－２位数＝１・２位数の繰り下がりのある減

（８時間）

価 規

法計算のしかたを理解し，計算が確実にできる。A(2)ア
○簡単な場合について，３位数＋１・２位数，３位数－
１・２位数の計算ができる。
（百の位への繰り上がり，百
の位からの繰り下がりなし）A(2)イ

・簡単な場合について，３位数な
どの加法，減法の計算のしかたを
考えている。
【発】
【ノ】

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

百の位にくり上がるた ①２位数＋２位数で百の位 ・43＋29，43－29 のような，既習 ・２位数＋２位数で百の位に繰り ・２位数＋２位数で百の位に繰り
し算
に繰り上がる加法計算を理 の加減計算を振り返る。
上がる加法計算のしかたを考えよ 上がる加法計算のしかたを，既習
解し，筆算ができる。

76

②２位数＋２位数で繰り上
がりが２回ある加法計算が
できる。
③繰り上がって答えの十の
位が空位になる加法計算，
百の位への繰り上がりのな
い３位数＋１・２位数の加
法計算ができる。

～

3

80

百の位からくり下がる ④百何十何－２位数で百の
ひき算
位から繰り下がる減法計算
を理解し，筆算ができる。

⑤百何十何－２位数で繰り
下がりが２回ある減法計算
ができる。
⑥百の位から波及的に繰り
下がる減法計算ができる。

～

81
4

85
⑦答えが１位数になる減法
計算，百何－１位数＝２位
数の減法計算，百の位から
の繰り下がりのない３位数
－１・２位数の減法計算が
できる。

まとめ
～

86
1

87

⑧基本的な学習内容の理解
を確認し，定着を図る。

・72＋63 のような，２位数＋２位
数で百の位に繰り上がる加法計算
のしかたを考え，筆算のしかたをま
とめる。
・83＋49 のような，繰り上がりが
２回ある加法計算のしかたを考え
る。
・68＋37 や 95＋６のような，答え
の十の位が０になる加法計算のし
かたを考える。
・百の位への繰り上がりのない３位
数＋１・２位数の加法計算のしかた
を考える。
・125－73 のような，百何十何－２
位数で百の位から繰り下がる減法
計算のしかたを考え，筆算のしかた
をまとめる。

うとしている。

の計算をもとに図や式などを用い
て考えている。

技能

知識・理解
・２位数＋２位数で百の位に繰り
上がる加法計算のしかたを理解し
ている。

・２位数＋２位数で繰り上がりが
２回ある加法計算のしかたを考え
ている。
・百の位への繰り上がりのない３
位数＋１・２位数の加法計算のし
かたを考えている。

・２位数＋２位数で繰り上がりが
２回ある加法計算のしかたを理解
している。
・繰り上がって答えの十の位が空
位になる加法計算のしかたを理解
している。

・百何十何－２位数で百の位から
繰り下がる減法計算のしかたを，
既習の計算をもとに図や式などを
用いて考えている。

・百何十何－２位数で百の位から
繰り下がる減法計算のしかたを理
解している。

・163－79 のような，百何十何－２
位数で繰り下がりが２回ある減法
計算のしかたを考える。
・104－37 のような，百の位から波
及的に繰り下がる減法計算のしか
たを考える。
・106－98 のような，百何－２位数
＝１位数の減法計算や，103－６の
ような，百何－１位数＝２位数の減
法計算のしかたを考える。
・百の位からの繰り下がりのない３
位数－１・２位数の減法計算のしか
たを考える。

・百何十何－２位数で繰り下がり
が２回ある減法計算のしかたを考
えている。
・百何－２位数で，百の位から波
及的に繰り下がる減法計算のしか
たを考えている。
・百の位からの繰り下がりのない
３位数－１・２位数の減法計算の
しかたを考えている。

・百何十何－２位数で繰り下がり
が２回ある減法計算のしかたを理
解している。
・百の位から波及的に繰り下がる
減 法 計 算 のし か たを 理 解し て い
る。
・答えが１位数になる減法計算，
百何－１位数＝２位数の減法計算
のしかたを理解している。

・単元のまとめをする。

・
「たし算とひき算」の学習のよさ
や考え方を振り返っている。

・２位数＋１・２位数＝百何十何， ・２位数＋２位数＝百何十何，百
百何十何－２位数＝１・２位数の 何十何－２位数＝２位数の筆算の
計算が確実にできる。また，簡単 しかたを理解している。
な場合について，３位数＋１・２
位数，３位数－１・２位数の計算
ができる。

・百何十何－２位数で百の位から
繰り下がる減法計算のしかたを考
えようとしている。

☆

筆算をつくろう

ねらい

学習活動

○数字カードを使った活動
をとおして，筆算のしくみ
の理解を深める。

・筆算のしくみをもとに，決められ
た枚数の数字カードを使って正し
い筆算の作り方を考える。

評
関心・意欲・態度

p.88

☆

タングラム

ねらい

学習活動
・タングラムを用いた形作りをす
る。

（１時間）

準

数学的な考え方

技能

・筆算のしくみをもとに，決めら
れた枚数の数字カードを使って
正しい筆算の作り方を考えてい
る。
【発】
【ノ】

（１時間）

○図形に対する感覚を豊か
にする。

価 規

評
関心・意欲・態度

知識・理解
・数字カードを使った活動をとお
して，筆算のしくみの理解を深め
ている。
【発】
【ノ】

価 規

準

数学的な考え方

技能

・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】

知識・理解
・図形についての豊かな感覚をも
っている。
【発】
【ノ】

p.89

□

学習をふりかえろう②

○「長さ（１）
」
「100 より大きい数」の復習をする。

p.90

目

８

数

頁

○かさの単位｢L，dL，mL｣について知る。B(2)ア
○簡単な場合について，かさを測定することができる。
B(2)

小単元

ねらい

学習活動

関心・意欲・態度
・生活で用いられるかさに関心を
もち，身のまわりのかさを測定し
ようとしている。
【行】
【発】

価 規

準

数学的な考え方

技能

・普遍単位の必要性に気づき，か ・かさの単位｢L，dL，mL｣を用いて，
身のまわりのかさを測定すること
さの表し方を考えている。
ができる。また，適切なかさの単
【発】
【ノ】
支援：長さの比較や測定のしかた 位を選ぶことができる。
【ノ】
【テ】
を想起させ，それをもとに考えら 【行】
れるようにする。

知識・理解
・かさの単位｢L，dL，mL｣と測定の
意味，単位の関係について理解し
ている。また，かさの大きさにつ
いての豊かな感覚をもっている。
【発】
【ノ】
【テ】
支援：リットルますの使い方を確
認し，多くの測定を経験させる。

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

かさのあらわし方

①かさの意味，かさの比べ ・２つの水筒に入っている水のかさ
方を理解する。
を比べることをとおして，かさの比
較・測定のしかたや意味について考
える。

・かさの比較や測定について，長
さの場合をもとにして考えてい
る。

・かさの任意単位による測定の意
味を理解している。

（リットル）

②かさの単位「L」を理解す ・やかんとポットに入る水のかさを
る。
調べることをとおして，かさの単位
「リットル(L)」を知る。

・普遍単位の必要性に気づき，か
さの表し方を考えている。

・かさの単位「L」を理解している。

～
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評

○かさの意味，単位と測定の意味について理解する。B(2)

水のりょう
（８時間）

時

標

98
（デシリットル）

③１L ますを使ってかさを
測定することができる。

・１L ますを用いていろいろな入れ
物に入る水のかさを測る。

④かさの単位「dL」と単位
の関係を理解する。

・１L に満たない水のかさを調べる
ことをとおして，かさの単位「デシ
リットル（dL）
」を知り，１L＝10dL
を知る。

・身のまわりのかさを測定し，生
活に生かそうとしている。

・かさの単位「L」を用いて，身の
まわりのかさを測定することがで
きる。
・１L に満たない水の量を調べる
ことをとおして，１L を 10 に分け
た単位「dL」を作ることを見いだ
している。

・かさの大きさについての豊かな
感覚をもっている。
・かさの単位「dL」を知り，１L
＝10dL の関係を理解している。

1

99

1

100

☆

（ミリリットル）

⑤かさの単位「mL」と単位 ・ジュースなどの入れ物に入る水の
の関係を理解する。
かさを調べることをとおして，かさ
の単位「ミリリットル(mL)」を知り，
１L＝1000mL，１dL＝100mL を知る。

（かさの計算）

⑥かさについても加法性が ・ポットとペットボトルの水のかさ
成り立つことを理解する。 の合計や差を求めることをとおし
て，水のかさは加減計算ができるこ
とを知る。

学んだことをつかおう

⑦身のまわりの事象を数理
的に捉え，かさについての
学習などを活用して問題を
解決することができる。

・かさの計算を使って，節約できる
水のかさについて調べる。

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。

ロボットレース

ねらい

学習活動

○直線の作図の習熟を図
る。

・じゃんけんをしながら，決められ
た長さの直線をかいてゴールを目
ざすゲームに取り組む。

・かさの単位「mL」を知り，１L
＝1000mL，１dL＝100mL の関係を
理解している。

・複名数で表されたかさの加減計
算ができる。

・かさの計算を使って，節約でき
る水のかさについて調べ，生活に
生かそうとしている。

・水のかさも加減計算ができるこ
とを理解している。

・かさの計算を使って，節約でき
る水のかさについて考えている。

・
「水のりょう」の学習のよさや考 ・簡単なかさの加減計算ができる。 ・かさの単位｢L，dL，mL｣と単位の
え方を振り返っている。
・適切なかさの単位を選ぶことが 関係を理解している。
できる。

評
関心・意欲・態度

価 規

準

数学的な考え方

（１時間）

技能

知識・理解

・ものさしを用いて直線を作図す
ることができる。
【行】
【ノ】

・直線の作図のしかたを理解して
いる。
【発】
【ノ】

p.101

目

９

三角形と四角形

標

評

○具体的な活動をとおして，三角形や四角形について理
解する。C(1)ア
○三角形や四角形を，点を結んでかいたり紙を用いて作

（10 時間）

ったりするなど，三角形や四角形についての基礎的な経
験を豊かにする。C(1)ア
○具体的な活動をとおして，直角，長方形，正方形，直
角三角形について理解する。また，辺，頂点について理

価 規

準

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，三角形や四角
形，直角，長方形，正方形，直角
三角形を見つけようとしている。
・長方形，正方形，直角三角形で
平面を敷き詰める活動を楽しみ，
できる模様の美しさや平面の広が
りに気づいている。
【行】
【発】

・三角形や四角形，長方形や正方
形について，図形の特徴を見いだ
している。
【行】
【発】
【ノ】
支援：直角があるか，等しい長さ
の辺があるかの観点を明確にして
考えられるようにする。

・紙を折って直角，長方形，正方
形，直角三角形を作ったり，方眼
などを用いて長方形，正方形，直
角三角形を作図したりすることが
できる。
【行】
【ノ】
【テ】

・三角形や四角形，直角，長方形，
正方形，直角三角形の意味につい
て理解している。
【発】
【ノ】
【テ】
・長方形，正方形，直角三角形を
敷き詰めた模様を作って，平面の
広がりや，図形の美しさに気づく
など，図形についての豊かな感覚
をもっている。
【行】
【発】
【ノ】

解する。C(1)イ
○方眼などを用いて長方形や正方形，直角三角形をかく
ことができる。C(1)イ
○長方形，正方形，直角三角形を敷き詰めた模様を作っ
て，平面の広がりや，図形の美しさに気づく。C(1)イ
時
数

頁

～
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114

小単元

ねらい

学習活動

①②三角形，四角形の意味，
三角形，四角形の観察，平
面図形の構成要素（辺，頂
点）を理解する。

・点と点を直線で結んで動物を囲
み，直線の本数に着目して，できた
形の仲間分けをする。
・３本の直線で囲まれた形を三角
形，４本の直線で囲まれた形を四角
形ということを知る。
・辺，頂点の意味や，三角形，四角
形の辺，頂点の数について知る。

毎時の具体的な評価規準
関心・意欲・態度

数学的な考え方
・点と点を直線で結んでできた形
について，直線の本数に着目して
仲間分けを考えている。

技能

知識・理解
・三角形，四角形の意味や，辺，
頂点の意味を理解している。

③三角形，四角形を構成す ・三角形の紙を２つに切っていろい
ることができる。
ろな三角形や四角形を作る。

（直角）
（長方形と正方形）

（直角三角形）

（もよう作り）

まとめ

[三角形や四角形を見つけ
よう]
・身のまわりから三角形や
四角形のものを探す。
④直角の意味を理解する。 ・はがきなどのかどにぴったり重な
る形を紙を４つに折って作ること
をとおして，直角について知る。
⑤長方形の意味，性質，辺 ・紙の端を折って四角形を作ること
の相等関係を理解する。
をとおして，長方形について知る。
⑥正方形の意味，性質，辺 ・長方形の紙を折って，短辺の長さ
の相等関係を理解する。
にそろえて切った図形を調べるこ
とをとおして，正方形について知
[長方形や正方形を見つけ る。
よう]
・身のまわりから長方形や
正方形のものを探す。
⑦直角三角形の意味，性質 ・長方形や正方形の紙を半分に切っ
を理解する。
た図形を調べることをとおして，直
角三角形について知る。
・三角定規は直角三角形であること
を知る。
⑧長方形，正方形，直角三 ・方眼を使って長方形，正方形，直
角形の方眼を用いた作図が 角三角形を作図する。
できる。
⑨長方形，正方形，直角三 ・折り紙で作った長方形，正方形，
角形を敷き詰めた模様を作 直角三角形を敷き詰めた模様を作
って，平面の広がりや，図 る。
形の美しさに気づく。
⑩基本的な学習内容の理解
を確認し，定着を図る。

・身のまわりから，三角形や四角
形を見つけようとしている。

・三角形からいろいろな三角形や
四角形を作ることができる。

・身のまわりから，直角を見つけ
ようとしている。

・直角の意味を理解している。

・直角や辺の相等関係に着目して，
長方形の特徴を見いだしている。
・身のまわりから，長方形や正方 ・直角や辺の相等関係に着目して，
正方形の特徴を見いだしている。
形を見つけようとしている。

・長方形の意味を理解している。

・直角三角形の意味を理解してい
る。

・方眼を用いて，長方形，正方形， ・長方形，正方形，直角三角形の
直角三角形を作図することができ 意味を理解している。
る。
・長方形，正方形，直角三角形を
きまりに従って並べ，美しい模様
を作るなど，図形についての豊か
な感覚をもっている。

・長方形，正方形，直角三角形を
敷き詰めた模様を作って，平面の
広がりや，図形の美しさに気づい
ている。
・
「三角形と四角形」の学習のよさ
や考え方を振り返っている。

・単元のまとめをする。

～
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・正方形の意味を理解している。

・方眼を用いて，長方形，正方形， ・三角形や四角形，直角，長方形，
直角三角形を作図することができ 正方形，直角三角形の意味を理解
る。
している。

[算数メモ]*
・５本の直線で囲まれた形
を五角形ということを知
る。

＜下巻＞
目

10 かけ算
（20 時間）

標

○基準量のいくつ分かにあたる量を求めることをとおし

評
関心・意欲・態度

価 規

数学的な考え方

準
技能

知識・理解

て，乗法の用いられる場合について理解する。また，数 ・乗法のよさに気づき，乗法を用 ・乗法が用いられる場面を具体物 ・乗法が用いられる場面を式に表 ・乗法の意味や，乗法は累加で答
の乗法的な構成について理解する。A(1)エ，A(3)ア
○乗法の場面を式に表したり，式をよんだりすることが
できる。D(2)
○乗法に関して成り立つきまりを用いて，５，２，３，
４の段の九九を構成する。A(3)イ
○５，２，３，４の段の九九の唱え方について知り，５，
２，３，４に１位数をかける計算が確実にできる。A(3)
ウ

いようとしている。また，進んで
九九を構成しようとしている。
【行】
【発】

や図などを用いて考え，式に表し
ている。また，５，２，３，４の
段の九九の構成のしかたを考えて
いる。
【行】
【発】
【ノ】
支援：ブロックなどを用いながら
九九を構成させるなど，具体的な
活動をさせるようにする。

したり，式をよみ取ったりするこ
とができる。
・５，２，３，４の段の九九を確
実に唱えることができる。
【行】
【ノ】
【テ】
支援：九九を唱える練習をゲーム
形式で楽しく取り組めるようにす
るなど，毎日短時間であっても継
続的に練習ができるようにする。

えを求めることができることを理
解している。
・式に表したり，式をよみ取った
りすることをとおして，乗法が用
いられる場面の数量の関係につい
て理解している。
（５，２，３，４
の段）
【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

①②乗法の意味，乗法の式 ・同じ人数ずつ乗っている乗り物の
について理解する。
人数を調べることをとおして，（基
準量）×（いくつ分）の考え方を知
る。
・３人ずつ４台分で 12 人という場
「かけ
面を式で３×４＝12 と表し，
算」ということを知る。

（５のだんと２のだん
の九九）

～

1
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2
23

③乗法の意味の理解を深め ・おはじきをかけ算の式に合うよう
る。
に並べる。
④乗法の答えの求め方を理 ・ボールが４個入った筒が３本ある
解する。
ときのボールの数を求めることを
とおして，４×３の乗法の答えは累
加の式４＋４＋４で求められるこ
とを知る。
⑤身のまわりのものを乗法 ・教室や図書室など身のまわりでか
の式で表すことができる。 け算の式で表せるものを見つけ，式
や答えを書く。
⑥５の段の九九の構成をす ・１箱５個入りのドーナツが何箱か
ることができる。
あるときのドーナツの数の求め方
を考える。
・図をもとに５×１から５×９の答
えを求め，５の段の九九を構成す
る。
・５×１＝５を「五一が５」と唱え，
このような唱え方を九九というこ
とを知る。
・５の段の九九の唱え方を知り，練
習する。
・５の段の九九を，カードを用いて
練習する。
（適宜 p.20～21 の「九九
カードであそぼう」も扱う。
）
⑨２の段の九九の構成をす ・１パック２個入りのおにぎりが５
ることができる。
パックあるときの個数を求めるこ
とをとおして，２の段の九九を構成
する。
⑩⑪２の段の九九に習熟す ・２の段の九九の唱え方を知り，練
る。
習する。
・２の段の九九を，カードを用いて
練習する。
（適宜 p.20～21 の「九九
カードであそぼう」も扱う。
）

数学的な考え方

技能

知識・理解

・同じ数のまとまりに着目して，
それがいくつあるかを考えてい
る。

・乗法が用いられる場面を式に表
すことができる。

・乗法が用いられる場面や乗法の
意味，
「かけ算」の用語，乗法の式
を理解している。

・乗法の式をよみ取ることができ
る。

・１つ分の数，いくつ分の意味を
理解している。
・乗法は累加で答えを求めること
ができることを理解している。

・４×３の乗法の答えは，累加の
式４＋４＋４で求められることを
考えている。

・身のまわりのものを乗法の式で
表そうとしている。
・５の段の九九の構成に取り組も
うとしている。

・乗法が用いられる場面を式に表
すことができる。
・累加などによって５の段の九九
の構成のしかたを考えている。

⑦⑧５の段の九九に習熟す
る。

・５の段の九九を唱えることがで
きる。

・２の段の九九の構成に取り組も
うとしている。

・累加などによって２の段の九九
の構成のしかたを考えている。

・２の段の九九を唱えることがで
きる。

（３のだんと４のだん ⑫３の段の九九の構成をす ・１パック３個入りのヨーグルトが ・３の段の九九の構成に取り組も ・答えがいくつずつ増えているか
の九九）
ることができる。
４パックあるときの個数を求める うとしている。
などを用いて，３の段の九九の構
ことをとおして，３の段の九九を構
成する。
・かけられる数，かける数の意味を
知る。
⑬⑭３の段の九九に習熟す ・３の段の九九の唱え方を知り，練
る。
習する。
・３の段の九九を，カードを用いて
練習する。
（適宜 p.20～21 の「九九
カードであそぼう」も扱う。
）
⑮４の段の九九の構成をす ・１箱４個入りのチョコレートが５
ることができる。
箱あるときの個数を求めることを
とおして，４の段の九九を構成す
る。
・乗数が１増えると積はいくつ増え
るかを調べる。

・かけられる数，かける数の意味
を理解している。

成のしかたを考えている。

・３の段の九九を唱えることがで
きる。

・４の段の九九の構成に取り組も
うとしている。

・乗数と積の関係などを用いて，
４の段の九九の構成のしかたを考
えている。

⑯⑰４の段の九九に習熟す
る。

（かけ算のもんだいづ
くり）

・４の段の九九の唱え方を知り，練
習する。
・４の段の九九を，カードを用いて
練習する。
（適宜 p.20～21 の「九九
カードであそぼう」も扱う。
）
⑱乗法の式に合う作問をす ・場面絵から乗法の式で表せるもの
ることができる。
を見つけて問題を作る。

・４の段の九九を唱えることがで
きる。

・身のまわりに乗法が用いられる
場面が数多くあることに気づき，
乗法を用いようとしている。

（九九カードであそぼ ○九九に習熟する。
う）
（ 九 九 の 表 を つ く ろ ⑲九九表のしくみと性質を
う）
見いだすことができる。

・計算カードを用いたゲームで九九
の計算練習をする。
・九九表に２の段から５の段までの
九九の答えを書き込む活動をとお
して，九九表の見方を知る。
・２の段から５の段まで書き込まれ
た九九表を見て，気づいたことを発
表する。
⑳基本的な学習内容の理解 ・単元のまとめをする。
を確認し，定着を図る。

まとめ
1

・表を横に見たとき答えがいくつ
ずつ増えているかなどの性質を，
九九表を観察して見いだしてい
る。

・
「かけ算」の学習のよさや考え方
を振り返っている。

～

24

・乗法が用いられる場面や，乗法
の意味を理解している。

25

目

11 かけ算九九づくり
（17 時間）

標

評

○乗法に関して成り立つきまりを用いて，６，７，８，

関心・意欲・態度

・乗法について成り立つ性質やき
まりを見つけ，進んで九九を構成
○６，７，８，９，１の段の九九の唱え方について知り， しようとしている。
６，７，８，９，１に１位数をかける計算が確実にでき 【行】【発】

９，１の段の九九を構成する。A(3)イ

る。A(3)ウ
○数の乗法的な構成について理解し，問題場面を乗法を

・九九表の見方を理解している。

・５，２，３，４の段の九九を確
実に唱えることができる。
・乗法が用いられる場面を式に表
したり，式をよみ取ったりするこ
とができる。

価 規

準

数学的な考え方

技能

知識・理解

・乗数と積の関係，交換法則など
をもとに九九の構成のしかたを考
えている。
【行】
【発】
【ノ】
支援：ブロックの図などを用いな
がら九九を構成させるなど，具体
的な活動をさせるようにする。

・６，７，８，９，１の段の九九
を確実に唱えることができる。
【行】
【ノ】
【テ】
支援：九九を唱える練習をゲーム
形式で楽しく取り組めるようにす
るなど，毎日短時間であっても継
続的に練習ができるようにする。

・式に表したり，式をよみ取った
りすることをとおして，乗法が用
いられる場面の数量の関係につい
て理解している。
（６，７，８，９，
１の段）
・倍はかけ算の式で表されること
を理解している。
【発】
【ノ】
【テ】

活用して解決できる。A(1)エ，A(3)アウ
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

（６のだんと７のだん ①６の段の九九の構成をす ・九九づくりの図を用いて，乗法を ・６の段の九九の構成に取り組も ・乗数と積の関係などを用いて，
の九九）
ることができる。
表すしかたを考える。
うとしている。
６の段の九九の構成のしかたを考

②③６の段の九九に習熟す
る。

④７の段の九九の構成をす
ることができる。

26
～

1
5

38

⑤⑥７の段の九九に習熟す
る。

・６の段の九九を，乗数と積の増え
方に着目して構成する。
・６の段の九九を表にまとめる。
・６の段の九九の唱え方を知り，練
習する。
・６の段の九九を，カードを用いて
練習する。
・７の段の九九を，乗数と積の増え
方に着目して構成する。
・７の段の九九を表にまとめる
・７の段の九九の唱え方を知り，練
習する。
・７の段の九九を，カードを用いて
練習する。

えている。

・６の段の九九を唱えることがで
きる。

・７の段の九九の構成に取り組も
うとしている。

・乗数と積の関係などを用いて，
７の段の九九の構成のしかたを考
えている。
・７の段の九九を唱えることがで
きる。

（８のだんと９のだん ⑦８の段の九九の構成をす ・８の段の九九を工夫して構成す ・８の段の九九の構成に取り組も ・乗数と積の関係や交換法則など
の九九）
ることができる。
る。
うとしている。
を用いて，８の段の九九の構成の
・８の段の九九を表にまとめる。
⑧⑨８の段の九九に習熟す
る。

・８の段の九九の唱え方を知り，練
習する。
・８の段の九九を，カードを用いて
練習する。

・乗法の意味や，乗法は累加で答
えを求めることができることを理
解している。

しかたを考えている。
・８の段の九九を唱えることがで
きる。

知識・理解

⑩９の段の九九の構成をす
ることができる。
⑪⑫９の段の九九に習熟す
る。

（１のだんの九九）

⑬１の段の九九の構成をす
ることができる。

（かけ算と倍）

⑭倍概念の基礎を理解す
る。

学んだことをつかおう
1

39
まとめ

1

40

数

～

41
5

46

・９の段の九九を唱えることがで
きる。

・１の段の九九を唱えることがで
きる。

・もとの長さの□倍の長さを作る
ことができる。

⑰基本的な学習内容の理解
を確認し，定着を図る。

・
「かけ算九九づくり」の学習のよ
さや考え方を振り返っている。

・もとにする数量の□個分のこと
を □ 倍 と いう こ とを 理 解し て い
る。
・倍はかけ算の式で表されること
を理解している。

・ものの数を求める場面で，九九
が適用できるように分割したり移
動したりするなどの工夫を考えて
いる。

・単元のまとめをする。

標

評
関心・意欲・態度

・６，７，８，９，１の段の九九
を確実に唱えることができる。
・乗法が用いられる場面を式に表
し解決することができる。

価 規

準

数学的な考え方

技能

知識・理解

○１ｍものさしを用いていろいろなものの長さを測定す ・生活で用いられる長さに関心を ・長さの単位「ｍ」の必要性に気 ・長さの単位「cm，ｍ」を用いて， ・長さの単位「ｍ」と測定の意味，
もち，身のまわりの長さを測定し
ようとしている。
【行】
【発】

ることができる。B(1)

（６時間）

頁

・乗数と積の関係や交換法則など
を用いて，９の段の九九の構成の
しかたを考えている。

・１つの数の求め方を九九を使っ
て多様に考えている。

○長さの単位「ｍ」について知る。B(1)ア

12 長さ(２)

・９の段の九九の構成に取り組も
うとしている。

⑮１つの数の求め方を多様 ・箱に整列して入ったゼリーの数
に考え，乗法についての理 を，いろいろな式や図で表す。
解を深める。
⑯九九を活用して問題を解 ・箱に入ったチョコレートの数を求
決し，乗法についての理解 めることをとおして，九九が適用で
を深める。
きるように分割したり，移動したり
する求め方を考える。

目

時

・９の段の九九を工夫して構成す
る。
・９の段の九九を表にまとめる。
・９の段の九九の唱え方を知り，練
習する。
・９の段の九九を，カードを用いて
練習する。
・１の段の九九を構成する。
・１の段の九九を表にまとめる。
・１の段の九九の唱え方を知り，練
習する。
・４cm の２つ分のことを２倍とい
うことを知り，倍はかけ算の式で表
されることを知る。
・もとの長さを自分で決めて，その
３倍の長さのテープを作る。

小単元

ねらい

学習活動

づき，長さの表し方を考えている。
【発】
【ノ】
支援：もし，ｍの単位がなかった
ら，どんな不便さがあるかを考え
させ，よさや必要性を見いだせる
ようにする。

身のまわりの具体物の長さを測定
することができる。また，測定す
るものに応じて，適切な長さの単
位を選ぶことができる。
【行】
【ノ】
【テ】
支援：１ｍものさしの使い方につ
いて確認し，測定の経験を多く積
むことができるようにする。

単 位 の 関 係に つ いて 理 解し て い
る。また，長さの大きさについて
の豊かな感覚をもっている。
【行】
【ノ】
【テ】

毎時の具体的な評価規準
関心・意欲・態度

①長さの単位「ｍ」と単位 ・両手を広げた長さを測る活動をと
の関係を理解する。
おして，長さの単位「メートル(ｍ)」
を知り，１ｍ＝100 ㎝を知る。
②「何ｍ何 cm」の複名数を ・１ｍのものさし４つ分とあと半分
理解する。
の長さを，４ｍ50cm と複名数表記
をする。また，それが何㎝といえる
かを考える。
③１ｍの量感をもつ。
・自分の体で１ｍがどのくらいかを ・身のまわりのものの長さをもの
調べ，それをもとにいろいろなもの さしで測定しようとしている。
の長さを予想してから実際に測定
をする。
④ｍ単位の長さについても ・たんすの高さを 1ｍ50cm＋30 ㎝＝
加法性が成り立つことを理 １ｍ80 ㎝と求めることをとおして，
解する。
長さがｍで表されている場合も加
減計算ができることを知る。
・１ｍ80 ㎝＋40cm＝２ｍ20
㎝の計算*

数学的な考え方

技能

・大きな長さを表す必要から，cm
より大きい単位があると便利なこ
とを考えている。

知識・理解
・長さの単位「ｍ」を知り，１ｍ
＝100 ㎝の関係を理解している。

・ものさしを用いて長さを測定し，
何ｍ何 cm と表すことができる。

・ものさしを用いて長さを測定し， ・１ｍがどのくらいの長さである
適切な長さの単位を用いて表すこ かを捉えるなど，長さについての
豊かな感覚をもっている。
とができる。
・複名数で表された長さの加減計
算ができる。

1

47

⑤長さの学習を活用して， ・紙テープに目盛りをつけて１ｍよ
測定などの活動をすること り長いものさしを作り，身のまわり
ができる。
のものの長さを測る。
⑥基本的な学習内容の理解 ・単元のまとめをする。
を確認し，定着を図る。

まとめ

ねらい

☆

九九のもよう

・身のまわりのものの長さを，紙
テープで作ったものさしを用いて
測ろうとしている。

・長さについての豊かな感覚をも
っている。
・
「長さ(２)」の学習のよさや考え ・簡単な長さの加減計算ができる。 ・長さの単位「ｍ」と単位の関係
方を振り返っている。
を理解している。

学習活動

○九九の答えの一の位の数 ・円上に書かれた数字を九九の答え
字の規則性に気づき，九九 の一の位の数字の順に直線で結ん
についての理解を深める。 で，模様をかく。

評
関心・意欲・態度

価 規

準

数学的な考え方

技能

知識・理解

技能

知識・理解

・九九の答えの一の位の数字の変
わり方の規則性を見いだしてい
る。
【発】
【ノ】

（１時間）
p.48

☆

数のめいろ

ねらい

学習活動

○決められた和になる数の
選び方を筋道立てて考え
る。

・いくつかの数を選んで，和が決め
られた数値になるように迷路を進
む。

（１時間）

評

価 規

関心・意欲・態度

数学的な考え方

・数のめいろの活動に進んで取り
組んでいる。
【行】
【発】

・決められた和になる数の選び方
を筋道立てて考えている。
【行】
【発】

準

p.49

□

学習をふりかえろう③

○「たし算とひき算」
「水のりょう」
「三角形と四角形」
「かけ算」
「かけ算九九づくり」の復習をする。

p.50

目

標

評

○九九表の考察をとおして，乗数と積の関係や交換法則

13 九九の表

関心・意欲・態度

価 規

準

数学的な考え方

技能

知識・理解

など乗法について成り立つ性質を理解する。A(1)エ，A(3) ・乗法について成り立つ性質やき ・九九表を観察して，乗法につい ・１つの数をほかの数の積として ・乗数と積の関係や交換法則など
イ

（５時間）

○九九表を 12 まで拡張することができる。A(3)エ

まりを進んで見つけようとしてい
る。
【行】
【発】

ての性質を見いだしている。
支援：具体的な数値でいくつかの
例を示し，それをもとに考えられ
るようにする。
【発】
【ノ】

みることができる。
【ノ】
【テ】

乗法について成り立つ性質を理解
している。
・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。
【発】
【ノ】
【テ】

・12 までの２位数と１位数の乗法
について，乗数と積の関係などを
もとに計算のしかたを考えてい
る。
【発】
【ノ】

時
数

頁

～

51
4

55

小単元

ねらい

学習活動

①乗数が１増えると積が被
乗数の分だけ増えることを
理解する。

・九九表を見て，九九のきまりにつ
いて学習したことや気づいたこと
を発表する。
・どの段の九九も，乗数が１増える
と積が被乗数の分だけ増えること
を知る。

毎時の具体的な評価規準
関心・意欲・態度

数学的な考え方

・九九表を見て，乗法について成
り立つ性質を見つけようとしてい
る。

・全ての段において，乗数が１増
えると積が被乗数の分だけ増える
ことを見いだしている。

技能

知識・理解
・乗数と積の関係を理解している。

まとめ

1

56

②乗法の交換法則を理解す ・九九表の中に同じ答えがあること
る。
に気づき，乗法の交換法則を知る。

・交換法則など乗法について成り
立つ性質を見いだしている。

③④九九表を拡張する方法
を考えることができる。
[算数メモ]*
・10×10，10×11，10×12
の答えの求め方を考える。

・４×10，４×11，４×12，10×４，
11×４，12×４の答えの求め方を考
え，九九表を 12 まで広げる。

・12 までの２位数と１位数の乗法
について，乗数と積の関係などを
もとに計算のしかたを考えてい
る。

⑤基本的な学習内容の理解
を確認し，定着を図る。
[２つのだんの九九をたし
て]
・３の段の九九と５の段の
九九を合わせると，８の段
の九九になることに気づ
く。

・単元のまとめをする。

・
「九九の表」の学習のよさや考え
方を振り返っている。

目

数

小単元

～
60

学んだことをつかおう
*
1

61

1

62

まとめ

のを見つけたり，長方形や正方形
を組み合わせて箱の形を構成した
りしようとしている。
【行】
【発】

を構成する要素に着目する。C(1)ウ

57
4

関心・意欲・態度

・交換法則が成り立つことを理解
している。
・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。

・乗数と積の関係や，乗法の交換
法則を理解している。

価 規

準

数学的な考え方

技能

知識・理解

し取ったり，構成したりする活動をとおして，立体図形 ・身のまわりから箱の形をしたも ・箱の形について，その違いに気 ・長方形や正方形を組み合わせて， ・箱の形の構成要素（面，辺，頂

（６時間）

頁

評

○身のまわりの箱の形をしたものを観察したり，面を写

14 はこの形

時

標

・12 を２×６，３×４，４×３，
６×２とみるなど，１つの数をほ
かの数の積としてみることができ
る。

ねらい

学習活動

づき分類し，箱の形の特徴を見い
だしている。また，写し取った面
の形を使って，箱の形の面のつな
がり方を考えている。
【行】
【発】
【ノ】
支援：写し取った面の例を示す。
面をつなげて箱を作る際には，セ
ロハンテープで仮止めして，試行
錯誤できるようにする。

点）や，それらの形や数について
理解している。
【発】
【ノ】
【テ】

毎時の具体的な評価規準
関心・意欲・態度

数学的な考え方

① 箱 の 形 を し た も の の 観 ・空箱に紙を貼ってきれいな箱を作 ・身のまわりから箱の形をしたも
察，構成をし，立体図形の る活動をとおして，直方体や立方体 のを見つけようとしている。
構成要素（面）について理 の面の形を紙に写し取って考察し，
解する。
面の形や数について調べる。

・箱の形について，面に着目して，
その特徴を見いだしている。

②③展開図の基礎的な理解 ・面を写した形をつなげて箱を組み
をする。
立てることをとおして，直方体や立
方体の面のつながり方を調べる。

・写し取った形を使って，箱の形
の面のつながり方を考えている。

④立体図形の構成要素（辺， ・ひごと粘土玉で作った箱の形を観
頂点）について理解する。 察することをとおして，箱の形の
辺，頂点を知り，それらの数につい
て調べる。
⑤立方体の展開図を組み立 ・さいころの展開図を見て，向かい
てたときに向かい合う面を 合う目の数が７になるような目の
考え，立体図形と平面図形 配置を考える。また，おもしろいさ
の関係について理解を深め いころを工夫して作る活動をする。
る。
⑥基本的な学習内容の理解 ・単元のまとめをする。
を確認し，定着を図る。

箱の形を構成することができる。
【行】
【ノ】

・長方形や正方形を組み合わせて
箱の形を構成しようとしている。

技能

知識・理解
・箱の形の面の意味や，その形や
数を理解している。

・面を写し取った長方形や正方形
をつなぎ合わせて箱の形を構成す
ることができる。

・箱の形の辺，頂点の数を考えて
いる。

・箱の形の辺，頂点の意味や，そ
れらの数を理解している。

・さいころの展開図を見て，組み
立てたときに向かい合う面を考え
ている。

・
「はこの形」の学習のよさや考え
方を振り返っている。

・面や辺の形や数を，辺の長さに
着目して調べることができる。

・箱の形の構成要素（面，辺，頂
点）や，それらの形や数を理解し
ている。

目

15 1000 より大きい数
（７時間）

標

評

○４位数について十進位取り記数法による表し方，よみ

関心・意欲・態度

・ものの個数を 1000 のまとまりに
して数えたり，数字を使って書い
○数の相対的な大きさについて理解する。A(1)ウ
たりよんだりしようとしている。
○10000 について知り，10000 までの数の大小，順序，系 【行】【発】

方，数の構成を理解する。A(1)アイ

列を理解する。A(1)イ
○100 をもとにした加法の計算ができる。A(2)イ

価 規

準

数学的な考え方

技能

知識・理解

・ものの個数を数え，図に表すな
どして，十進位取り記数法のしく
みによる数の表し方を考えたり，
数の相対的な大きさを捉えたりし
ている。
【発】
【ノ】
支援：３位数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
じであることを見いだすことがで
きるようにする。

・４位数までの数について，書い
たりよんだりすることができる。
【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め
るようにする。

・４位数について，十進位取り記
数法による数の表し方，数の相対
的な大きさなどについて理解して
いる。また，10000 のよみ方，書
き方を理解している。
【発】
【ノ】
【テ】

・100 をもとにした加法計算がで
きる。
【ノ】
【テ】

・100 をもとにした加法計算のし
かたを考えている。
【発】
【ノ】

時
数

頁

小単元
数のあらわし方

学習活動

～

知識・理解

・1000 までの数で学習した十進位
取り記数法のしくみをもとに，４
位数の表し方を考えている。

・４位数までの数について，書い
たりよんだりすることができる。

・千の位について知り，４位数の
よみ方，表し方を理解している。

（100 がいくつ）

③数の相対的な大きさにつ
いて理解する。

・100 を 23 個集めた数や，3400 は
100 を何個集めた数かを考える。

（一万）

④10000 のよみ方，書き方， ・チューリップの花を数えることを
10000 以下の数の順序につ とおして，1000 を 10 個集めた数を
いて理解する。
一万といい，10000 と書くことや，
9999 より１大きい数であることを
知る。

・一万について知り，10000 のよ
み方，書き方を理解している。

⑤数直線での 10000 までの
数の位置，順序，系列につ
いて理解する。

・10000 までの数を数直線の上に表
し，並び方などを調べる。

・数直線での 10000 までの数の位
置，順序，系列について理解して
いる。

⑥100 をもとにした加法計
算ができる。

・700＋500 のような加法計算のし
かたを 100 をもとにして考える。

・100 をもとにした加法計算のし
かたを考えている。

・100 をもとにした加法計算がで
きる。

・単元のまとめをする。

・「1000 より大きい数」の学習の
よさや考え方を振り返っている。

・10000 までの数を表すことがで
きる。
・100 をもとにした加法計算がで
きる。

まとめ

71

技能

・3025 のような空位のある４位数
のよみ方，表し方を知る。

69

70

数学的な考え方

②空位のある４位数のよみ
方，表し方を理解する。

何百の計算

1

関心・意欲・態度

・紙を数えることをとおして，100 ・ものの個数を 1000 のまとまりに
のまとまりから 1000 のまとまりを して数えようとしている。
作るとよいことに気づく。
・４位数の十進位取り記数法による
よみ方，表し方を知る。
・千の位について知る。

68

1

毎時の具体的な評価規準

①10000 未満の数のよみ方，
表し方，４位数の構成と位
取りのしくみ（千の位）を
理解する。

～

63
5

ねらい

[1200－500 の計算]*
・1200－500 のような計算の
しかたを 100 をもとにして
考える。
⑦基本的な学習内容の理解
を確認し，定着を図る。
[10000 つ ぶ っ て ど れ ぐ ら
い？]
・ご飯の 10000 粒が茶碗何
杯 分 か知 るこ とで ，10000
の量感をもつ。

・空位のある４位数のよみ方，表
し方を理解している。
・何千何百の数について，100 を
もとにしていくつ分かを考えてい
る。

・数の相対的な大きさを理解して
いる。

・４位数のよみ方，表し方を理解
している。
・一万について理解している。

ねらい

☆

九九ジグソーパズル

学習活動

○九九の習熟と，乗法の性 ・九九表を分解して作ったジグソー
質の理解をする。
パズルを完成させることをとおし
て，九九のきまりについての理解を
深める。

評
関心・意欲・態度

価 規

準

数学的な考え方

技能

・九九ジグソーパズルの解決のし
かたを，九九のきまりなどをもと
に考えている。
【行】
【発】

（１時間）

知識・理解
・九九表の構成や九九のきまりを
理解している。
【行】
【発】

p.72

目

16 図をつかって考えよう

標

評

○加法逆減法の問題（ａ＋□＝ｂ，□＋ａ＝ｂ）を解決
することができる。D(1)
○減法逆加法の問題（□－ａ＝ｂ）を解決することがで

（５時間）

きる。D(1)

関心・意欲・態度

数学的な考え方

技能

知識・理解

・加法逆減法，減法逆加法，減法
逆減法の問題について，テープ図
などを用いて数量の関係や式を考
えている。
【発】
【ノ】
支援：別の類似の問題で，テープ
図を用いた解決のしかたの例を示
し，それをもとに考えられるよう
にする。

・加法逆減法，減法逆加法，減法
逆減法の場面をテープ図などをも
とにして式に表し解決することが
できる。
【ノ】
【テ】

・加法逆減法，減法逆加法，減法
逆減法の場面の意味をテープ図な
どをもとにして理解している。
【発】
【ノ】
【テ】

きる。D(1)

頁

数

小単元

73
～

4

ねらい

学習活動

①②加法と減法の相互関係
について理解し，加法逆減
法の問題解決ができる。

・15 人と 17 人を合わせて 32 人の
場面を使って，問題作りをする。
・12 人乗っているバスに何人か乗
車したら 28 人になったときの乗車
した人数を求める場面で，テープ図
を手がかりに減法の式に表して求
めるしかたを考える。（加法逆減法
ａ＋□＝ｂの場合）

③減法逆加法の問題解決が
できる。

・チョコレートを 10 個食べたあと
で 13 個残っているときの初めにあ
ったチョコレートの数を求める場
面で，テープ図を手がかりに加法の
式に表して求めるしかたを考える。
（減法逆加法 □－ａ＝ｂの場合）
・26 ㎝のテープを何㎝か使ったら
17 ㎝残ったときの使ったテープの
長さを求める場面で，テープ図を手
がかりに減法の式に表して求める
しかたを考える。（減法逆減法 ａ
－□＝ｂの場合）
・単元のまとめをする。

78

④減法逆減法の問題解決が
できる。

まとめ
1

79

□

学習をふりかえろう④

p.80

⑤基本的な学習内容の理解
を確認し，定着を図る。

準

・加法逆減法，減法逆加法，減法
逆減法の問題場面を図に表そうと
している。
【行】
【発】

○減法逆減法の問題（ａ－□＝ｂ）を解決することがで

時

価 規

毎時の具体的な評価規準
関心・意欲・態度

数学的な考え方

・加法と減法の問題場面を図に表
そうとしている。

・加法逆減法（ａ＋□＝ｂ）の問
題について，テープ図などを用い
て数量の関係や式を考えている。

・加法逆減法の場面の意味をテー
プ図などをもとにして理解してい
る。

・減法逆加法（□－ａ＝ｂ）の問
題について，テープ図などを用い
て数量の関係や式を考えている。

・減法逆加法の場面の意味をテー
プ図などをもとにして理解してい
る。

・減法逆減法（ａ－□＝ｂ）の問
題について，テープ図などを用い
て数量の関係や式を考えている。

・減法逆減法の場面の意味をテー
プ図などをもとにして理解してい
る。

○「長さ(２)」
「九九の表」
「はこの形」「1000 より大きい数」
「図をつかって考えよう」の復習をする。

・
「図をつかって考えよう」の学習
のよさや考え方を振り返ってい
る。

技能

・加法逆減法，減法逆加法，減法
逆減法の場面をテープ図などをも
とにして式に表し解決することが
できる。

知識・理解

目

標

評

○具体物を等分する活動をとおして，1/2，1/4 など簡単

17 １を分けて

な分数について知る。A(1)オ

（４時間）
時
数

頁

小単元

～
84

1

85

学習活動

①具体物を２等分すること ・折り紙を多様な切り方で２等分す
ができる。
る。また，同じ大きさになっている
ことを確かめる。
②1/2 の大きさや等分の意 ・紙テープの長さを２等分する活動
味を理解する。
をとおして，1/2 の大きさや等分の
意味を知る。
③1/4 の大きさや分数の意 ・折り紙などを４等分する活動をと
味を理解する。また，1/8 おして，1/4 の大きさや分数の意味
の大きさを知る。
を知る。
・もとの大きさの 1/4，1/8 の部分
に色を塗る。
④基本的な学習内容の理解 ・単元のまとめをする。
を確認し，定着を図る。

81
3

ねらい

まとめ

目

○

算数をつかって考えよ

う

○算数で学習したことを生活や学習に活用することがで

（２時間）

時
数

頁

きる。

小単元
（おつりのもらい方）

86

（正方形を作ろう）

～

2

87

☆

お楽しみ会で算数

（１時間）
p.88～89

ねらい

数学的な考え方

技能

知識・理解

・折り紙などの具体物を等分する
活動に取り組み，その大きさを表
そうとしている。
【行】
【発】

・２等分を 1/2 と表したことをも
とに，２等分を更に２等分した大
きさについて考えている。
【発】
【ノ】

・具体物の 1/2，1/4 などの大きさ
を作ることができる。
【行】
【ノ】

・1/2，1/4 などの簡単な分数につ
いて理解している。
【発】
【ノ】
【テ】

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

・折り紙を２等分する活動に取り
組もうとしている。

・具体物（折り紙）の 1/2 の大き
さを作ることができる。

・紙テープを２等分した大きさを
表そうとしている。

・具体物（紙テープ）の 1/2 の大
きさを作ることができる。
・２等分を 1/2 と表したことをも
とに，２等分を更に２等分した大
きさについて考えている。

・1/2，1/4 などの大きさを表すこ
とができる。

・
「１を分けて」の学習のよさや考
え方を振り返っている。

・1/2，1/4 などの大きさを表すこ
とができる。

評

表現することができる。

学習活動

①②生活や学習にかかわる ・硬貨の枚数を少なくする代金の払
問 題 に つ い て ， 既 習 の 知 い方を筋道を立てて考える。
識・技能等を活用し，課題 ・長方形の紙から正方形を作ること
解決のための構想を立て， を，条件に着目しながら考える。
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。

ねらい

学習活動

○２学年の学習内容の問題
を解決し，作問をすること
ができる。

・お楽しみ会の場面絵をもとに，２
学年で学習した内容についての問
題を解決したり，問題を作ったりす
る。

準

関心・意欲・態度

標

○日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考え，

価 規

価 規

関心・意欲・態度

数学的な考え方

・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。

知識・理解

・1/2 のよみ方，書き方を理解し
ている。
・等分の意味を理解している。
・1/2，1/4 などの数を分数という
ことを理解している。
・1/8 の大きさを知る。

・1/2，1/4 などの簡単な分数につ
いて理解している。

準
技能

知識・理解

技能

知識・理解

毎時の具体的な評価規準
関心・意欲・態度

数学的な考え方

・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。

評

価 規

準

関心・意欲・態度

数学的な考え方

技能

・生活の中には，算数が用いられ
ている場面が数多くあることに
気づき，活用しようとしている。
【行】
【ノ】

・場面絵から，これまでの学習内
容に関連した問題を考えている。
【発】
【ノ】

・場面絵から算数の問題を作り，
その問題を解決することができ
る。
【ノ】

知識・理解

□

２年のまとめ

ねらい

学習活動

○２学年の学習内容のまと
めをする。

・数と計算，はかり方，形，表とグ
ラフ，式についての問題を解決す
る。

評
関心・意欲・態度

数学的な考え方

価 規

準
技能

知識・理解

・２学年で学習した内容の問題を
解決することができる。

・２学年の学習内容を理解してい
る。

（４時間）
p90～93
※「学習をふりかえろう」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。

