
 

 

◆ 教科書の使い方を知ろう（上巻の目次～p.5） 

時 活 動 内 容 

0.5
～
１ 

○ 「もくじ」や「“新しい算数”を使って学習しよう！」のページを使って，教科書の使い方を知らせ，子どもたちが自ら教科書を有効に活用して，算数科の学び方や主体的な

学習習慣が身に付けられるようにする。 

①「もくじ」のページ 

・「前の学習」や「後の学習」が示されていることにふれ，算数の学習はこれまでの学習をもとに積み重ねられていること，以後の学習へつながっていることに気づかせる。 

・登場するキャラクターの役割を知らせる。 

②「“新しい算数”を使って学習しよう！」のページ 

・単元の中で使われている記号の意味などを知らせ，学び方をおさえる。 

・「ほじゅうのもんだい」や「ふりかえりコーナー」については，学習習慣を身に付けるために有効なページであるため，特に児童にていねいに説明する。 

・単元内に設けられたまとめの各ページ（「力をつけるもんだい」「やってみよう」「しあげ」など）の意味を知らせる。 

・特設ページ（「おぼえているかな？」「考える力をのばそう」「かたちであそぼう」）についても簡単に紹介する。 

＊「おぼえているかな？」でタイトルや問題番号に家の形を用いているのは「家庭で既習を確認するページ」という編集意図であることにふれるとよい。 

・式や図などを用いて，自分の考えを説明したりノートに記述したりすることが算数科で求められている表現力であることをふまえ，つねにこのような学習姿勢で取り組むこ

とを指導する。また，関連して本文の「算数マイノートをつくろう」のページを簡単に紹介するのもよい。 

※「指導者・保護者の方々へ」の取り扱いについて 

これらの記述はいずれも教科書の編集意図に加え，子どもたちに学習習慣（特に家庭での自学自習）を身に付けるためには家庭での理解・協力が必須であると考え，今改訂

教科書から掲載したものである。保護者の方々との連携を図りながら，教科書を有効に活用していただきたい。 

 

 

 

平成27年度版 塩竈市立第二小学校 算数科３学年 年間指導計画  

１. 九九を見なおそう［かけ算］ 上p.6～21 
   〔指導時期〕４月中旬～下旬  〔指導時数〕１０時間 

【単元の目標】 ○ 

□関  

 

□考  

 

□技  

□知  

乗法に関して成り立つ性質やきまりなどの理解を深め，乗法を適切に用いる能力をいっそう伸ばす。 

・ 乗法に関して成り立つ性質やきまりに関心をもち，それらを基に数の範囲を拡張して計算の仕方を考えようとする。 

 

・ 乗法に関して成り立つ性質やきまりを基に，九九の範囲を超える乗法の計算の仕方を，図や式を用いて考え，表現することができる。 

 

・ 被乗数や乗数が0や10の乗法計算をすることができる。 

・ 乗法に関して成り立つ性質やきまりについて理解する。 
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＊☆△は教科書の適用問題です 

 

時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）かけ算のきまり 上p.4～17 ６時間  

１ 〔プロローグ〕 

・ p.7の九九表の空いているところをうめる活動や，p.6の図で各段の答えの一の位の数字を結んで規則正しい形をつく

る活動を通して，九九の確認をすると同時に，かけ算への興味・関心を高める。 

・ 所要時間は10分程度。 

Ｔ・Ｔ ・できた形を見て，どのよ

うなことに気がつきまし

たか。 

＊学習内容に応じ

本時は，適用問

題はなし。 

○乗数が1ずつ増減するとき

の乗数と積の変化の関係や

乗法の交換法則の理解を深

める。 

・ 乗数と積の関係や交換法則を使って7×4

の答えの見つけ方を考える。 

・ 各々の考えを発表し，他者の考えと比較す

る。 

□考かけ算の性質やきまりを図や式を用

いて考え，説明している。 

□知乗法について成り立つ性質（乗数と

被乗数の関係）やきまり（交換法則）

を理解している。 

Ｔ・Ｔ ・７×４の答えを忘れてし

まったとき，答えをどの

ようにして見つければよ

いでしょうか。 

２ ・ 前時で出された考えを整理し，乗数と積の

関係や交換法則をまとめる。 

・ 適用問題に取り組む。 

Ｔ・Ｔ ・７×４の答えの見つけ方

を説明しましょう。 

【定着】 

Ｐ９ △１ 

   △２ 

３ ○被乗数や乗数を分解しても

積は変わらないという乗法

の性質を理解する。 

・ 被乗数や乗数を2つの数に分けて，8×6の

答えの求め方を考える。 

・ 被乗数や乗数を分解しても積は変わらな

いことをまとめる。 

□考アレイ図のドットの分け方に着目し

て，被乗数や乗数を分解した乗法の

計算の仕方を考え，説明している。 

□知乗法の分配法則を理解している。 

Ｔ・Ｔ ・２人が考えた８×６の答

えの求め方について，似

ているところや違うとこ

ろを説明しましょう。 

【定着】 

Ｐ１０ △３ 

    

４ ○被乗数や乗数が10のときの

答えを，乗法に関して成り

立つ性質やきまりを用いて

求めることができる。 

・ 10の段の答えを，累加の考えや既習のかけ

算のきまりを用いて求め，九九表に記入す

る。 

・ 乗数が10のときの答えを，既習のかけ算の

きまりを使って考える。 

□考乗数と積の関係や分配法則，交換法

則を用いて，被乗数か乗数が10のと

きの計算の仕方を考え，説明してい

る。 

□技被乗数や乗数が10の乗法計算ができ

る。 

Ｔ・Ｔ ・かけ算のきまりを使って，

１０×４の答えを求めま

しょう。 

【定着】 

Ｐ１１ △４ 

５ ○a×□＝b，□×a＝bの□に

あてはまる数を，九九を用

いて求めることができる。 

・ 被乗数，または乗数が未知数の式で，九九

を適用して未知数を求める。 

□技九九を用いてa×□＝b，□×a＝bの

□にあてはまる数を求めることがで

きる。 

Ｔ・Ｔ ・かける数が分からないと

きの□にあてはまる数の

求め方を考えましょう。 

【定着】 

Ｐ１２ △５ 

    △６ 

６ ○被乗数が10を超える場合で

も，乗法に関して成り立つ

きまりや性質を用いて答え

を求めることができる。 

・ 12×4の答えのいろいろな求め方を考え，

図や式を使って表す。 

・ 他者の考えを読み取り，図や式に表す。 

・ 分配法則を用いたり，10といくつに分けた

りすると，10より大きい数の乗法の答えを

求められることをまとめる。 

□関被乗数が12の場合でも，10のときと

同じように乗法に関して成り立つ性

質やきまりを基に答えを求めようと

している。 

□考乗法について成り立つ性質やきまり

を基に，12×4の乗法の答えの求め方

を図や式を用いて考え，説明してい

Ｔ・Ｔ ・これまで学習したことで， 

 使えそうなことはないか

な。 

【定着】 

Ｐ１５ △７ 
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る。 

（2）０のかけ算 上p.18～19 ２時間 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

７ ○被乗数や乗数が0の場合の

乗法計算をすることができ

る。 

・ 場面をとらえ，被乗数や乗数が0の場合の

乗法の式を考える。 

・ 被乗数や乗数が0の場合もかけ算の式に表

せること，答えは0になることを確認し，

まとめる。 

□関被乗数や乗数が0の場合も，既習の乗

法と同じ考え方で立式しようとして

いる。 

□考乗法に関して成り立つ性質などを用

いて，被乗数や乗数が0の場合の乗法

の答えが0になることを説明してい

る。 

□技 0を含む乗法の計算ができる。 

Ｔ・Ｔ ・3点と0点のところの得点

のとり方は，どんな式で

表せて，それぞれ何点で

すか。わけも説明しま

しょう。 

【評価】 

Ｐ１８ ☆２ 

８ ・ 表を基に，得点のとり方を式に表す。 

・ 式を基に，得点のとり方を考える。 

・ 適用問題に取り組む。 

Ｔ・Ｔ ・えいたさんの得点の式を

みて，得点の取り方を説

明しましょう。 

【定着】 

Ｐ１９ △１ 

    

まとめ 上p.20～21 ２時間 

９ ○算数的活動を通して学習内

容の理解を深め，かけ算に

ついての理解を深める。 

・ 〔やってみよう〕交互に九九のカードをひ

き合い，ひいたカードが表す大きさの分だ

けますに色を塗る活動に取り組む。 

□関学習内容を適切に活用して，活動に

取り組もうとしている。 

少人数 

【等質】 

・やてみて，どのようなこ

とに気がつきましたか。 

＊学習内容に応じ

本時は，適用問

題はなし。 

10 ○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知 基本的な学習内容を身につけてい

る。 

少人数 

【習熟度別】 

【どんどん】 

・仕上げの問題に取り組み

ましょう。 

【じっくり】 

・仕上げの問題に取り組み

ましょう。 

【活用】 

「おもしろ問題に

チャレンジ！」 

【定着】 

単元ライブラリー 

「ステップ」 
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【単元の目標】 ○ 

□関  

□考  

 

□技  

□知  

秒について知り，時刻や時間の求め方を理解し，日常生活で用いることができるようにする。 

・ 時刻や時間に関心をもち，生活で用いようとしている。 

・ 時間を長さと同じように量としてとらえ，図などを用いて時刻や時間の求め方を考え，表現することができる。 

 

・ 時刻や時間を求めることができる。 

・ 秒について知り，他の時間の単位との関係を理解する。 

 

 

 

２. 時こくと時間のもとめし方を考えよう［時こくと時間のもとめ方］ 上p.22～27 
   〔指導時期〕４月下旬  〔指導時数〕４時間 

時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）時こくと時間のもとめ方 上p.22～25 ２時間 

１ ○ある時刻から一定時間後の

時刻や，2つの時刻の間の時

間を求めることができる。 

・ 8時40分から30分後の時刻や，9時50分から

10時10分までの時間を，文字盤や数直線を

手がかりにして求める。 

＊デジタルコンテンツがあります。 

□考時計盤や数直線を用いて，ある時刻か

ら一定時間後の時刻の求め方を考え，

説明している。 

□技 2つの時刻の間の時間を求めることが

できる。 

Ｔ・Ｔ ・商店街を出た時刻，公園

に着いた時刻は何時何分

ですか。 

・長い針が12をこえるとき

の時刻をどのように求め

ますか。 

【定着】 

Ｐ２２ △１ 

Ｐ２３ △２ 

    △３ 

２ ○ある時刻から一定時間前の

時刻や，時間と時間の和を

求めることができる。 

・ 11時10分の30分前の時刻を，文字盤や数直

線を手がかりにして求める。 

・ 40分と30分を合わせた時間を，数直線を手

がかりにして求める。 

□考時計盤や数直線を用いて，ある時刻か

ら一定時間前の時刻の求め方を考え，

説明している。 

□技時間の和を求めることができる。 

Ｔ・Ｔ ・11時10分から30分前の時

刻を求めましょう。 

・40分と30分をあわせた時

間は何時間何分ですか。 

【定着】 

Ｐ２４ △４ 

    △５ 

（2）短い時間 上p.26 １時間 

３ ○時間を表す単位「秒」につ

いて知り，分と秒の単位関

係を理解する。 

・ 1分より短い時間の表し方について考え

る。 

・ 時間の単位「秒」や，1分＝60秒の関係を

知る。 

・ 秒の針の動きに合わせて手を打ったり，目

をつぶって1分たったと思ったら手をあげ

たりする，量感を養う活動に取り組む。 

□知 1分＝60秒の関係を理解し，1秒や1分

などの量感を身につけている。 

Ｔ・Ｔ ・1分より短い時間を表す単

位が秒です。1分は何秒か

調べましょう 

【定着】 

Ｐ２５ △６ 

    

まとめ 上p.27 １時間 

４ 

 

○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知基本的な学習内容を身につけている。 少人数 

【等質】 

・時間や時刻を正しく求め

ることができるかな。ま

た説明できるかな？ 

【定着】 

単元ライブラリー 

「ステップ」 
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時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）長いものの長さのはかり方 上p.28～31 ２時間 

１ 〔プロローグ〕 

・ p.28の写真を提示し，これまで学習してきた長さの単位や測定について振りかえるとともに，長いものの長さへの興

味・関心を高めるようにする。 

・ 所要時間は10分程度 

Ｔ・Ｔ ・これまで長さを測るとき，

どんな道具を使ってきま

したか。また長さの単位

にはどんなものがありま

したか。 

【定着】 

Ｐ３０ △１ 

    △２ 

○長いものや，まるいものの

長さを測定するには，巻尺

が便利であることや，その

使い方を理解し，測定する

ことができる。 

・ 運動マットの長さをはかるにはどうすれ

ばよいか考える。 

・ 長いものの長さをはかるには，巻尺を使う

と便利なことを知り，巻尺の目盛りの読み

方を知る。  

□関巻尺の便利さに気づき，いろいろな

ものの長さを巻尺を用いて測定しよ

うとしている。 

□考測定対象や目的に応じた適切な計器

について考え，説明している。 

□技巻尺を用いていろいろなものの長さ

を測定することができる。 

少人数 

【等質】 

・巻き尺について調べ，使

い方を考えましょう。 

２ ・ 教室の縦と横の長さを巻尺を使ってはか

る。 

・ 長さの見当をつけてからいろいろなもの

の長さを巻尺ではかる。 

・ 10mを予測して，その長さを実際にはかる

活動を通して量感を養う。 

・ 測定対象に応じた計器を選択する。 

少人数 

【等質】 

・巻き尺を使ってみて，ど

んなところが便利でした

か。 

【定着】 

Ｐ３０ △３ 

Ｐ３１ △４ 

    △５ 

    △６ 

（2）長い長さのたんい 上p.32～34 １時間 

３ ○道のりや距離の意味を知

り，長さを表す単位「キロ

・ 「きょり」と「道のり」の意味を知り，絵

地図を見て距離や道のりを調べる。 

□知 上位単位としてのキロメートルや

1km＝1000mの単位関係を理解してい

Ｔ・Ｔ ・いろいろな道のりと距離

を調べていきましょう。 

【定着】 

Ｐ３４ △１ 

３. 長さをはかろう［長いものの長さのはかり方］ 上p.28～36 
   〔指導時期〕５月上旬～５月中旬  〔指導時数〕６時間 

【単元の目標】 ○ 

 

□関  

 

□考  

 

□技  

□知  

長さについて，およその見当をつけたり，目的に応じて単位や計器を適切に選んで測定したりできるようにし，長さについての理解を深める。 

 

・ 長さの単位キロメートルが用いられていることに関心をもち，身の回りの長さについて調べようとする。 

 

・ 長さについて，目的に応じた適切な単位や計器の選び方や，効率的な測定の仕方を考え，工夫することができる。 

 

・ 長さについて，およその見当をつけたり，適切な単位や計器を選んで測定したりすることができる。 

・ 長さの単位キロメートルを知り，単位の関係について理解し，長さについての豊かな感覚をもつ。 
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メートル（km）」について理

解する。 

・ 長い道のりや距離を表す単位「キロメート

ル（km）」を知る。 

・ 「算数のおはなし」を読んで，昔の長さの

単位「里」について知り，長さへの興味・

関心を高める。 

る。     △２ 

    △３ 

まとめ 上p.35～36 ３時間 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

４
・
５ 

○算数的活動を通して学習内

容の理解を深め，長さにつ

いての量感を養う。 

・ 〔やってみよう〕※以下の活動から選択し

て取り組む。 

・ 1kmを歩いてかかった時間や歩数を調べ，

その長さを体感する。 

・ 図鑑で調べたいろいろなものの長さを実

測して体感する。 

・ 身の回りのものに表示されているいろい

ろな長さの単位を調べる。 

□関学習内容を適切に活用して，活動に

取り組もうとしている。 

□知 1kmがどのくらいの長さであるかな

ど，長さの大きさについて豊かな感

覚をもっている。 

 

少人数 

【等質】 

・メモリを正しく読み取っ

たり，生活の中で活用で

きるかな。 

【定着】Ｐ１１８ 

ほじゅうのもん

だい 

６ ○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知 基本的な学習内容を身につけてい

る。 

少人数 

【等質】 

・長さの単位を正しく使い

分けたり，距離と道のり

を正しく計算することが

できるかな。 

【定着】 

単元ライブラリー 

「ステップ」 
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時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）１人ぶんの数をもとめる計算 上p.38～41 ３時間 

１ 〔プロローグ〕 

・ p.38の絵を提示し，焼きそばとジュースの分け方の違いを話題として取り上げ，自由な話し合いなどをしながら，わ

り算への興味・関心を高めるようにする。 

・ 所要時間は10分程度 

Ｔ・Ｔ ・教科書の絵でやきそばと

ジュースをどのように分

けていますか。 

＊学習内容に応じ

本時は，適用問

題はなし。 

○除法に関する用語，記号を

知り，等分除の意味につい

て理解する。 

・ 同じ数ずつ分ける場面であることをとら

える。 

・ 12個のクッキーを3人で等分すると1人分

は何個になるかを，半具体物を操作して調

べる。 

・ 上記の操作結果を12÷3＝4と式に表すこ

とを知る。 

□関等分除の意味を具体物の操作などか

らとらえようとしている。 

□技等分除の場面を除法の式に表すこと

ができる。 

□知 等分して1人分の数を求める場合は

除法の式に表すことを理解してい

る。 

Ｔ・Ｔ ・おはじきを使って，１人

分の数を求めましょう。 

２ ・ 適用問題に取り組む。 

・ 用語「わり算」を知る。 

少人数 

【等質】 

・一人分を求める場面の，

新しい記号を使った表し方

を知りましょう。 

【定着】 

Ｐ４１ △１ 

    △２ 

３ ○等分除の答えの見つけ方を

理解する。 

・ 20÷5の答えを半具体物を使わずに見つけ

る方法を考える。 

・ □×5＝20の式から除数の段の九九を使う

と答えが見つけられることをまとめる。 

□考等分除の答えの見つけ方について，

九九を使えばよいことを具体物や図

などを用いて考え，説明している。 

□技等分除の答えを九九を使って見つけ

ることができる。 

Ｔ・Ｔ ・２０÷５の答えをおはじ

きを使わないで見つける

方法を考えましょう。 

【定着】 

Ｐ４２ △３ 

    △４ 

（2）何人に分けられるかをもとめる計算 上p.43～47 ４時間 

４ ○包含除の場面もわり算の式

に表されることや，包含除

の意味について理解する。 

・ p.43の絵から，等分除との違いを確認す

る。 

・ 12個のパイを1人に3個ずつ分けると何人

□関包含除の意味を具体物の操作などか

らとらえようとしている。 

□技包含除の場面を除法の式に表すこと

Ｔ・Ｔ ・今までの分け方と，どの

ようなところが違うで

しょう。 

＊学習内容に応じ

本時は，適用問題

はなし。 

４. 新しい計算を考えよう［わり算］ 上p.38～50 

   〔指導時期〕５月中旬～下旬  〔指導時数〕１０時間 

【単元の目標】 ○ 

□関  

□考  

 

□技  

□知  

法の意味について理解し，それを用いることができるようにする。 

・ 除法の意味や計算の仕方について，乗法との関連や具体物の操作などからとらえようとしている。 

・ 等分除と包含除を除法として統合してとらえ，具体物や図，式を用いて計算の仕方を表現することができる。 

 

・ 除法の計算が確実にできる。 

・ 除法が用いられる場合や除法と乗法などとの関係について知り，除法の意味について理解する。 
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に分けられるかを半具体物を操作して調

べる。 

・ 上記の操作結果を12÷3＝4と除法の式に

表すことを理解する。 

ができる。  

５ ・ 用語「わられる数」「わる数」の意味を知

る。 

・ 適用問題に取り組む。 

Ｔ・Ｔ ・何人に分けられるかを求

める場面の表し方を知り

ましょう。 

【定着】 

Ｐ４５ △１ 

    △２ 

６ ○包含除の答えの見つけ方を

理解する。 

・ 20÷5の答えを半具体物を使わずに見つけ

る方法を考える。 

・ 5×□＝20の式から除数の段の九九を使う

と答えが見つけられることをまとめる。 

□考包含除の答えの見つけ方について，

九九を使えばよいことを具体物や図

などを用いて考え，説明している。 

□技包含除の答えを九九を使って見つけ

ることができる。 

Ｔ・Ｔ ・２０÷５の答えをおはじ

きを使わないで見つける

方法を考えましょう。 

【定着】 

Ｐ４６ △３ 

    △４ 

７ ○等分除と包含除は，「わり

算」として統合できること

を理解し，除法計算の答え

を求めることができる。 

・ 6÷2の式になる問題をつくる。 

・ 等分除と包含除の問題を比べる。 

□考操作や答えの見つけ方などから，等

分除と包含除をどちらもわり算とし

て関連づけてとらえ，わり算には2通

りの場面があることを説明してい

る。 

Ｔ・Ｔ ・６÷２の答えをどのよう

に求めているでしょう。

おはじきを使って説明し

ましょう。 

【定着】 

Ｐ４７ △５ 

    △６ 

(3) ０や１のわり算 上p.48 １時間 

８ ○被除数が0の場合や被除数

と除数が同じ数値の場合の

わり算ができる。 

・ クッキーを4人で分けたときの1人分の数

を求める場面で，クッキーが8個，4個のと

きを順に考え，1個もないときは何個にな

るかを考える。 

・ クッキーが1個もないときも0÷4＝0と除

法の式に表すことを知る。 

□技 0を含む除法の計算ができる。 

□知 a÷a＝1，0÷a＝0，a÷1＝aなどの式

の意味を理解している。 

Ｔ・Ｔ ・クッキーが入っていない

ときはどんな式になっ

て，答えはいくつになる

か考えましょう。 

【定着】 

Ｐ４８ △１ 

    △２ 

まとめ 上p.49～50 ２時間 

９ ○学習内容を適用して問題を

解決する。 

・ 「力をつけるもんだい」に取り組む。 □技学習内容を適用して，問題を解決す

ることができる。 

少人数 

【等質】 

・文章を正しく読み取り，

式をたてて，答えを求め

ることができるかな。 

【定着】 

単元ライブラリー 

「ステップ」 

10 

 

○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知 基本的な学習内容を身につけてい

る。 

少人数 

【等質】 

・自分で問題を考えること

ができるかな。 
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時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）３けたの数のたし算 上p.52～54 ２時間 

１ 〔プロローグ〕 

・ p.50のイラストを提示し，今までに学んできた加減計算について振り返るとともに，新たな課題となる3～4位数の加

減計算についての興味・関心を高めるようにする。 

・ 所要時間は10分程度 

Ｔ・Ｔ ・一番下の矢印の先にはど

んな計算があると思いま

すか。 

【定着】 

Ｐ５４ △１ 

    

○3位数＋3位数の筆算の仕方

を理解し，その計算をする

ことができる。 

・ 場面をとらえ，立式について考える。 

・ 既習内容を基に，365＋472の筆算の仕方を

考える。 

・ 筆算の仕方（繰り上がりなし，一の位また

は十の位で繰り上がりあり）をまとめる。 

□関 3位数＋3位数の筆算の仕方を，既習

の筆算を基に考えようとしている。 

□考 3位数の加法の筆算の仕方を，2位数

の場合を基に類推し，図や式で説明

している。 

□技 筆算形式による3位数の加法計算が

できる。 

Ｔ・Ｔ ・どのように代金を求める

か考えましょう。 

２ ・ 347＋178，475＋781の筆算の仕方を考え

る。 

・ 筆算の仕方（一，十の位で繰り上がりあり，

十の位で波及的繰り上がりあり，百の位で

繰り上がりあり）をまとめる。 

少人数 

【等質】 

・筆算の仕方を説明しま

しょう。気をつけることは

どんなことですか。 

【定着】 

Ｐ５４ △２ 

    △３ 

（2）３けたの数のひき算 上p.55～57 ３時間 

３ ○3位数－3位数の筆算の仕方

を理解し，その計算をする

ことができる。 

・ 場面をとらえ，立式について考える。 

・ 既習内容を基に，315－194の筆算の仕方を

考える。 

・ 筆算の仕方（繰り下がりなし，一の位また

は十の位へ繰り下がりあり，一の位及び十

の位へ繰り下がりあり）をまとめる。 

□関 3位数－3位数の筆算の仕方を，既習

の筆算を基に考えようとしている。 

□考 3位数の減法の筆算の仕方を，3位数

の加法や2位数どうしの減法の筆算

の仕方を基に類推し，図や式で説明

している。 

Ｔ・Ｔ ・筆算の仕方を説明しま

しょう。 

【定着】 

Ｐ５５ △１ 

    

５. 大きい数の計算を考えよう［たし算とひき算の筆算］ 上p.52～61，125 
   〔指導時期〕６月上旬～６月下旬  〔指導時数〕９時間 

【単元の目標】 ○ 

□関  

 

□考  

 

□技  

□知  

3～4位数の加減法の筆算について理解し，それを適切に用いる能力を伸ばす。 

・ 数の仕組みに着目したり既習の筆算の仕方を活用したりして，3～4位数の加減法の筆算の仕方を考えようとする。 

・ 3～4位数の加減法の筆算の仕方を，2～3位数の場合を基に類推して，図や式などを用いて表現し，筆算の仕方を一般化してまとめることができる。 

・ 3～4位数の加減計算を筆算の手順を基にして，計算が確実にできる。 

・ 3～4位数の加減計算は，2位数などの基本的な計算を基にしてできていることを理解し，それらの筆算の仕方について理解する。 
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４ ・ 402－175の筆算の仕方を考える。 

・ 筆算の仕方（一の位へ波及的繰り下がりあ

り）をまとめる。 

□技 筆算形式による3位数の減法計算が

できる。 

Ｔ・Ｔ ・これまでの筆算とどこが

違いますか。 

【定着】 

Ｐ５６ △２ 

    △３ 

    △４ 

５ ○1000－3位数の計算の仕方

を理解し，その計算をする

ことができる。 

・ 1000－265の計算の仕方を考える。 

・ 筆算の仕方をまとめる。 

□関 1000－3位数の筆算について，生活の

場面で用いようとしている。 

□技 1000－3位数の筆算ができる。 

Ｔ・Ｔ ・筆算の仕方を説明しま

しょう。 

【定着】 

Ｐ５７ △５ 

    △６ 

（3）大きい数の筆算 上p.58～59 ２時間 

６ ○4位数を含む加減計算の仕

方を理解し，その計算をす

ることができる。 

・ 2483＋7156，7156－2483の計算の仕方を考

える。 

・ 5102±4398の計算の仕方を考える。 

・ 計算の仕方をまとめる。 

□関 4位数±4位数の筆算の仕方を，3位数

の場合を基に類推し，一般化してま

とめている。 

□知桁に関係なく，加減法の筆算の仕組

みを理解している。 

少人数 

【等質】 

・自分でつくった２つの数

を使って，たし算やひき

算をしてみましょう。 

【定着】 

Ｐ５９ ☆２ 

７ ○4位数±4位数の計算の仕方

を確実に身につける。 

・ 4位数±4位数などの型の計算練習をして，

数が大きくなっても加減筆算の仕方は変

わらないことをまとめる。 

□技 4位数±4位数などの計算が確実にで

きる。 

 

少人数 

【等質】 

・４けたの数を２つつくり，

いろいろなたし算やひき

算の問題を作って，答え

を求めましょう。 

【定着】 

Ｐ５７ △１ 

    △２ 

    △３ 

まとめ 上p.60～61，117 ２時間 

８ ○学習内容を適用して問題を

解決する。 

・ 「力をつけるもんだい」に取り組む。 □技学習内容を適用して，問題を解決す

ることができる。 

少人数 

【等質】 

・文章を正しく読み取り，

式をたてて，答えを求め

ることができるかな。 

【定着】Ｐ１１８～

Ｐ１１９ 

ほじゅうのもん

だい 

９ ○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知 基本的な学習内容を身につけてい

る。 

少人数 

【等質】 

・自分で問題を考えること

ができるかな。 

【定着】 

単元ライブラリー 

「ステップ」 

 ・ 【発展】巻末p.125の「おもしろ問題にチャレンジ！」に取り組み，単元の学習内容を基にたし算やひき算についての

理解を深める。 

  【活用】Ｐ１２５ 

「おもしろ問題に

チャレンジ！」 
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＊考える力をのばそう「重なりに目をつけて」 上p.62～63 １時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ○2つの量の重なる部分に着

目して解く問題の解決を通

して，問題解決の能力を伸

ばす。 

・ 題意をとらえる。 

・ テープ図の（ ）にあてはまる数字を書い

て図を完成させる。 

・ 図を見て様々な立式をし，答えの求め方を

考える。 

・ 求め方を発表し，検討する。 

・ 重なりの部分を求める問題を解く。 

□関数量の関係をテープ図に表すと分か

りやすいことに気づき，それを用いて

問題を解決しようとしている。 

□考 2つの量の重なる部分に着目して，答

の求め方を説明している。 

Ｔ・Ｔ ・図を使って，重なりのあ

る長さの求め方を考えま

しょう。 

・重なりのある長さを求め

るにはどうしたらよいで

しょう。 

＊学習内容に応

じ本時は，適用

問題はなし。 
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時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）暗算 上p.64～66 ４時間 

１ ○被減数が100の減法の暗算

の仕方を理解し，その暗算

をすることができる。 

・ 各自で100－79の計算を暗算でする方法を

いろいろ考え，発表，検討する。 

・ 絵を見て，100円を出して品物を１個買っ

た時のおつりを暗算でもとめる。 

・ 各時で100－62の計算を暗算でする方法を

いろいろ考え，発表，検討する。 

□関被減数が100の減法の暗算の仕方を，

100の構成を基に考えようとしてい

る。 

□考 100の構成を基に，被減数が100の減

法の仕方を工夫して考え，説明する

ことができる。 

Ｔ・Ｔ ・自分の方法を説明しま

しょう。 

【定着】 

Ｐ６４ △１ 

Ｐ６５ △２ 

２ ○算数的活動を通して学習内

容の理解を深め，100につい

ての豊かな感覚を養う。 

・ 100づくり暗算かるたに取り組み，100の補

数を考える。 

□関学習内容を適切に活用して，活動に

取り組もうとしている。 

□知 100について豊かな感覚をもってい

る。 

Ｔ・Ｔ ・たして100になる2つの数

の，一の位の数どうし，

十の位の数どうしを見

て，気づいたことはない

かな。 

＊学習内容に応じ

本時は，適用問

題はなし。 

３ ○2位数どうしの加法や減法

の暗算の仕方を理解し，そ

の暗算をすることができ

る。 

・ 各時で48＋29の計算を暗算でする方法を

いろいろ考え，発表，検討する。 

・ 各自で54－38の計算を暗算でする方法を

いろいろ考え，発表，検討する。 

・ p.64ページの絵を見て2つの品物を選び，

値段の違いを暗算で計算する。 

□考数の柔軟な見方を基に，暗算による2

位数どうしの減法の計算の仕方を工

夫して考え，説明することができる。 

□技 2位数どうしの減法を暗算で計算す

ることができる。 

少人数 

【等質】 

・暗算の仕方を考え，自分

の方法を説明しましょ

う。 

【定着】 

Ｐ６６ △３ 

    △４ 

    △５ 

 

 

６. 計算のしかたをくふうしよう［暗算］ 上p.64～66 
   〔指導時期〕７月上旬  〔指導時数〕３時間 

【単元の目標】 ○ 

□関  

□考  

□技  

□知  

2位数どうしの加法，減法の暗算について理解し，生活や学習で用いることができるようにする。 

・ 暗算のよさを認め，生活や学習に用いようとする。 

・ 数の柔軟な見方を基に，暗算による計算の仕方を工夫して考え，表現することができる。 

・ 被減数が100の減法の暗算，2位数どうしの加法，減法を暗算で計算することができる。 

・ 数の構成や加減法に関して成り立つ性質に着目して，暗算の仕方について理解する。 
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＊かたちであそぼう「タングラム」 上p.67 １時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ○基本図形を組み合わせてい

ろいろな形を作る活動を通

して，図形に親しみ，その

楽しさを味わう。 

・ 正方形を7分割した基本図形を使って，他

の基本図形やいろいろな具体物の形を作

る。 

＊デジタルコンテンツがあります。 

□関基本図形を工夫して組み合わせてい

ろいろな形を作ろうとしている。 

□考形の特徴に着目して，いろいろな図

形を組み合わせた形の作り方を考

え，表現することができる。 

Ｔ・Ｔ ・自分が作ってみたい形か

らどんどん作ってみま

しょう。 

＊学習内容に応

じ本時は，適用

問題はなし。 
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【単元の目標】 ○ 

 

□関  

 

□考  

 

□技  

□知  

わり切れない場合の除法について理解し，除法の意味について理解を深めるとともに，それを用いることができるようにする。 

 

・ わり切れない場合の除法の意味や計算の仕方について，わり切れる場合の除法を基に，乗法との関連や具体物の操作などからとらえようとする。 

 

・ わり切れる場合とわり切れない場合の除法を統合してとらえ，除法の意味や計算の仕方を具体物や図，式を用いて表現することができる。 

 

・ わり切れない場合の除法の計算ができ，商や余りを求めることができる。 

・ 余りの意味や余りと除数の大小関係を知り，除法について理解する。 

 

時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）あまりのあるわり算 上p.68～74 ６時間 

１ 

 

〔プロローグ〕 

・ p.68のイラストを見て，既習の余りのないわり算の復習と，わり算について知っていることについての話し合いを通

して，わり切れない場合があることに気づかせ，わり算への興味・関心を高める。 

Ｔ・Ｔ ・ゼリーの数を14個にした

らどうなりますか。 

 

＊学習内容に応じ

本時は，適用問

題はなし。 

○除数と商が1位数の除法で，

わり切れない場合の計算の

仕方を理解する。 

・ 14÷3の答えの見つけ方を考える □関わり切れない場合の除法の計算の仕

方を，既習の除法を基に考えようと

している。 

□考わり切れない場合の除法の計算の仕

方について，既習のわり切れる場合

を基に考え，具体物や図，式などを

用いて説明している。 

Ｔ・Ｔ ・3の段の九九には14になる

ものがありません。どの

ように考えたらよいで

しょう。 

２ ・ それぞれの考えを発表し，答えを確認す

る。 

・ 上記の計算結果を式に表すと14÷3＝4余

り2となることを知る。 

・ 余りの意味を知る。 

Ｔ・Ｔ ・友達の考えを聞いて，似

ているところや違うとこ

ろを言いましょう。 

【定着】 

Ｐ７０ △１ 

    

３ ○余りと除数の関係を理解す

る。 

・ 13÷4の計算について余りと除数の関係を

調べる。 

□知余りは除数より小さくすることを理

解している。 

Ｔ・Ｔ ・わる数と余りの大きさを

比べましょう。また，わ

られる数が１増えると，

あまりの大きさはどのよ

うに変わりますか。 

【定着】 

Ｐ７０ △２ 

    △３ 

４ ○等分除についてもわり切れ

ない場合の除法が適用でき

ることを理解する。 

・ 題意をとらえ，16÷3と立式し，答えの見

つけ方を考える。 

・ それぞれの考えを発表し，答えを確認す

る。 

□考わり切れない場合の等分除の計算の

仕方を，わり切れる場合の等分除を

基に考え，具体物や図，式などを用

いて説明している。 

Ｔ・Ｔ ・前の時間に勉強した計算

と，同じところや違うと

ころはどこですか。 

【定着】 

Ｐ７２ △４ 

    △５ 

７. わり算を考えよう［あまりのあるわり算］ 上p.68～78 
   〔指導時期〕７月上旬～７月中旬  〔指導時数〕１０時間 
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・ 文章題に取り組む。 

５ 

 

○わり切れない場合の除法計

算について，答えの確かめ

方を理解する。 

・ わり切れない場合を含む除法の答えの確

かめ方を考える。 

□知わり切れない場合の除法の答えの確

かめ方を理解している。 

Ｔ・Ｔ ・２３，６，３，５はそれ

ぞれ何を表しています

か。 

【定着】 

Ｐ７３ △６ 

    △７ 

6 

 

○わり切れない場合を含む，

除法の計算練習をする。 

・ 計算練習と答えの確かめをする。 □技わり切れない場合の除法の計算がで

き，商や余りを求めることができる。 

少人数 

【等質】 

・文章を正しく読み取り，

式をたてて，答えを求め

ることができるかな。 

【定着】 

Ｐ７４ △ ８ 

    △ ９ 

    △１０ 

    △１１ 

（2）あまりを考える問題 上p.75～76 ２時間 

7 ○余りのとらえ方について理

解を深める。 

・ 題意をとらえ，23÷4と立式し，計算して

答えを求める。 

・ 計算では5余り3だが，答えを5としてよい

か話し合う。 

・ 答えは商＋1になることをまとめる。 

□知問題場面に応じた，商や余りの処理

の仕方を理解している。 

少人数 

【等質】 

・答えが5箱と6箱になった

人がいました。どちらが

正しいでしょうか。話し

合いましょう。 

【定着】 

Ｐ７５ △１ 

    △２ 

8 ・ 題意をとらえ，30÷4と立式し，計算して

答えを求める。 

・ 計算では7余り2だが，商をそのまま答えと

してよいか，それとも商＋1とすべきかを

話し合う。 

少人数 

【等質】 

・前の時間の問題と違うと

ころはどこですか。話し

合いましょう。 

【定着】 

Ｐ７６ △３ 

    △４ 

まとめ 上p.77～78 ２時間 

9 ○学習内容を適用して問題を

解決する。 

・ 「力をつけるもんだい」に取り組む。 □技学習内容を適用して，問題を解決す

ることができる。 

少人数 

【等質】 

・文章を正しく読み取り，

式をたてて，答えを求め

ることができるかな。 

【定着】Ｐ１１９～

Ｐ１２０ 

ほじゅうのもん

だい 

10 ○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知 基本的な学習内容を身につけてい

る。 

少人数 

【等質】 

・自分で問題を考えること

ができるかな。 

【定着】 

単元ライブラリー 

「ステップ」 
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時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）数の表し方 上p.80～89 ７時間 

１ 〔プロローグ〕 

・ p.80の写真を提示し，身の回りで見かける大きい数を読んだり表したりする活動や，自由な話し合いなどを通して，

「10000」を超える数への興味・関心を高めるようにする。 

・ 所要時間は10分程度 

Ｔ・Ｔ ・紙は何枚あるといえます

か。１０００を２０こ集め

た数は，何といえばよいで

しょうか。 

＊学習内容に応じ

本時は，適用問

題はなし。 

○一万の位までの数の読み

方，書き方，構成について

理解する。 

・ 絵を見て，紙の枚数を数える。 

・ 24153の数構成と命数法をまとめる。 

・ 紙の数を数字で表す。 

・ 用語「一万の位」を知る。 

□関 10ごとに数えることで数えやすくな

るなど十進位取り記数法のよさに気

づいている。 

□知十万未満の数の読み方や書き方，数

の構成を理解している。 

Ｔ・Ｔ 

２ ○十万，百万，千万の数の仕

組みと千万の位までの読み

方，書き方，構成について

理解する。 

・ 一万を10こ集めた数を「十万」といい，

「100000」と書くことを知る。 

・ 一万～千万の数の表し方の仕組みを考え，

それぞれ10こ分の関係になっていること

をまとめる。 

□考一万～千万の数の仕組みについて，

既習の数の仕組みから類推して考え

ている。 

□技千万の位までの数を読んだり書いた

りすることができる。 

Ｔ・Ｔ ・一万より大きい数がどん

な仕組みになっている

か，いろいろな都道府県

の人口を調べて考えま

しょう。 

【定着】 

Ｐ８０ ☆３ 

３ ・ 一万の位の左から順に「十万の位，百万の

位，千万の位」ということを知る。 

・ 適用問題に取り組む。 

Ｔ・Ｔ ・千までの数の表し方を見

て，気付いたことはあり

ませんか。 

【定着】 

Ｐ８４ △３ 

    △４ 

４ ○数の相対的な大きさについ

て理解を深める。 

・ 1000を23こ集めた数はいくつかを考える。 

・ 34000は1000を何こ集めた数かを考える。 

□考 23000などの数を，1000を単位とした

相対的な大きさでとらえることがで

きる。 

Ｔ・Ｔ ・千の位に，１０００が２

３こ入るでしょうか。 

【定着】 

Ｐ８５ △５ 

    △６ 

８. 10000より大きい数を調べよう［大きい数のしくみ］ 上p.80～92，126 
   〔指導時期〕９月上旬～中旬  〔指導時数〕１０時間 

【単元の目標】 ○ 

□関  

 

□考  

 

□技  

 

□知  

万の単位について知り，1億までの整数についての理解を深め，数を用いる能力を伸ばす。 

・ 十進位取り記数法の有用さに気づき，身の回りにある大きな数を書いたり読んだりして，生活や学習に用いようとする。 

 

・ 千万の位までの数について，既習の数の仕組み（十進位取り記数法）から類推して考え，見方を深めることができる。 

 

・ 千万の位までの数を表したり読んだりすることができ，十進位取り記数法の仕組みを基に，1つの数を10倍，100倍，1/10にした大きさを表すことができる。 

・ 万の単位について知り，十進位取り記数法の仕組みについて理解を深める。 

・ 等号，不等号の意味について理解する。 
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５ ○1万より大きい数の大小，順

序についての理解を深め，1

億を知る。 

・ 用語「数直線」を知る。 

・ 数直線に表された数を読んだり，数を数直

線に表したりする。 

・ 千万を10こ集めた数を「一億」といい，

「100000000」と書くことを知る。 

□技 数直線上に表された整数を読んだ

り，数直線上に整数を表したりする

ことができる。 

□知千万を10こ集めた数を「一億」とい

い，「100000000」と書くことを理解

している。 

Ｔ・Ｔ ・一番小さい１めもりはい

くつですか。そのわけも

いいましょう。 

【定着】 

Ｐ８７ △７ 

     

６ ○用語「等号」｢不等号｣を知

り，数や式の相等関係や，

大小関係の表し方を理解す

る。 

・ 数の構成に基づく，大きい数の計算の仕方

を考える。 

・ □にあてはまる，「＝，＞，＜」の記号を

書く。 

・ 「等号」「不等号」の用語と意味についてま

とめる。 

□考数の相対的な大きさの見方を活用し

て，計算の仕方を工夫して考えてい

る。 

□知 「＝」や「＞，＜」が数や式の相等関

係や大小関係を表すことを理解して

いる。 

Ｔ・Ｔ ・＝，＜，＞の記号の意味

を思い出して，□に当て

はまる記号を書きましょ

う。 

【定着】 

Ｐ８８ △８ 

     

７ ○数の構成を多面的にとら

え，数の見方を豊かにする。 

・ 16000について，いろいろな表し方を考え，

言葉や式で表す。 

・ 式に表された，他者の考えを読み取り，表

現する。 

□考数の構成を基に，数の多様な見方に

ついて考え，表現している。 

Ｔ・Ｔ ・それぞれの考えを数直線

を使って説明してみま

しょう。 

【定着】 

Ｐ８９ △９ 

     

（2）10倍した数と10でわった数 上p.90～91 ２時間  

８ ○整数を10倍した数の表し方

を理解している。 

・ 20の10倍の数を考える。 

・ もとの数と10倍した数の並び方を比べる。 

・ 25の10倍の数を考える。 

□知十進位取り記数法の仕組みを基に，

10倍した数はもとの数に0を1こつけ

た数になることを理解している。 

少人数 

【等質】 

・２０と２００，２５と２

５０の数字の並びを見て

気付いたことはないです

か。 

【定着】Ｐ１２０ 

ほじゅうのもんだ

い 

９ ○整数を100倍した数，10で

わった数の表し方を理解し

ている。 

・ 25の10倍を10倍した数を考える。 

・ 200を10でわった数を考える。 

・ もとの数と10でわった数の並び方を考え

る。 

□知十進位取り記数法の仕組みを基に，

100倍した数や1/10の数はもとの数

と数字の並び方は変わらないことを

理解している。 

少人数 

【等質】 

・１０倍の１０倍は何倍で

すか。 

【定着】 

Ｐ８９ △１ 

    △２ 

まとめ 上p.92，126 １時間 

10 ○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知 基本的な学習内容を身につけてい

る。 

少人数 

【習熟度別】 

【どんどん】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 

【じっくり】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 

【定着】ＰＰ１２１ 

ほじゅうのもんだ

い  ・ 【発展】巻末p.126の「おもしろ問題にチャレンジ！」に取り組み，単元の学習内容を基に一億までの数についての理

解を深める。 
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時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）何十，何百のかけ算 上p.94～96 ２時間 

１ 〔プロローグ〕 

・ 九九表の空欄の求め方を考える活動を通して，被乗数の数範囲を拡張した乗法への興味・関心を高めるようにする。 

・ 所要時間は10分程度 

Ｔ・Ｔ ・これまでに学習してきた

かけ算は九九表のどの部分

ですか。 

【定着】 

Ｐ９６ △１ 

     

○何十，何百に1位数をかける

乗法計算の仕方について理

解し，その計算ができる。 

・ 20×3の計算の仕方を考える。 

・ その式を立てたわけを説明する。 

・ かけられる数が10倍になると，答えも10

倍になっていることをまとめる。 

□関何十，何百×1位数の計算の仕方を，

数の相対的な大きさや，既習の乗法

九九の計算を基にして考えようとし

ている。 

・２０×３のかけ算の仕方 

を考えよう。 

２ ・ 200×3の計算の仕方を考える。 

・ かけられる数が100倍になると答えも100

倍になることをまとめる。 

Ｔ・Ｔ ・２００×３のかけ算の

仕方を考えよう。 

【定着】 

Ｐ９６ △２ 

     

（2）２けたの数に１けたの数をかける計算 上p.97～102 ５時間 

３ ○2位数×1位数（部分積がみ

な1桁）の筆算の仕方につい

て理解し，その計算ができ

る。 

・ 場面をとらえ，立式について考える。 

・ 23×3の計算の仕方を，アレイ図や模擬貨

幣を使ったり数操作をしたりして考え，答

えを求める。 

□考 2位数×1位数の筆算の仕方を，既習

の乗法九九などを基に，具体物や図，

式を用いて考え，説明している。 

□知 2位数×1位数の筆算形式の書き方や

手順を理解している。 

少人数 

【等質】 

・２３×３のかけ算の答え

はいくつになるか考えま

しょう。 

 

４ ・ 23×3の筆算の仕方をまとめる。 

・ 適用問題に取り組む。 

少人数 

【等質】 

・筆算の仕方を確認して練

習問題に取り組みましょう 

【定着】 

Ｐ９９ △１ 

    △２ 

    △３ 

５ ○2位数×1位数（一の位の数

との部分積が2桁）の筆算の

・ 1辺16cmの正方形の周長を求める式を考

え，その計算を筆算でする仕方を考える。 

□技 2位数×1位数（一の位の数との部分

積が2桁）の筆算ができる。 

少人数 

【等質】 

・１６×４を１６を１０と

６に分けて計算したこと

【定着】 

Ｐ１００ △４ 

９. かけ算のしかたを考えよう［かけ算の筆算(1)］ 上p.94～111，127 
   〔指導時期〕９月下旬～１０月上旬  〔指導時数〕１５時間 

【単元の目標】 ○ 

 

□関  

 

□考  

 

□技  

□知  

2位数や3位数に1位数をかける乗法の計算について理解し，その計算が確実にできるようにするとともに，それを適切に用いる能力を伸ばす。 

 

・ 2～3位数×1位数の筆算の仕方について，乗法九九などの基本的な計算を基にできることのよさに気づき，学習に生かそうとする。 

 

・ 2～3位数×1位数の筆算について，数の構成や既習の乗法計算を基に考え，表現したりまとめたりすることができる。 

・ 2～3位数×1位数の乗法の筆算の手順を基にして，計算が確実にできる。 

・ 2～3位数×1位数の乗法の筆算の仕方について理解する。 

・ 乗法の結合法則を理解する。 
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仕方について理解し，その

計算ができる。 

を基にして、筆算の方法

をまとめていきましょ

う。 

６ ○2位数×1位数（十の位の数

との部分積が2桁，及び部分

積がみな2桁）の筆算の仕方

について理解し，その計算

ができる。 

・ 42×3，58×3の筆算の仕方を考える。 

・ 筆算の仕方をまとめる。 

□技 2位数×1位数（十の位の数との部分

積が2桁，及び部分積がみな2桁）の

筆算ができる。 

少人数 

【等質】 

・くり上がった数のたし算

に注意して、筆算のしか

たを考えましょう。 

【定着】 

Ｐ１０１ △５ 

     △６ 

     △７ 

７ ○2位数×1位数（部分積を加

えたときに百の位に繰り上

がりあり）の筆算の仕方に

ついて理解し，その計算が

できる。 

・ 29×4，76×4の筆算の仕方を考える。 □技 2位数×1位数（部分積を加えたとき

に百の位に繰り上がりあり）の筆算

ができる。 

少人数 

【等質】 

・くり上がった数のたし算

に注意して、筆算のしか

たを考えましょう。 

【定着】 

Ｐ１０２ △８ 

     △９ 

     △１０ 

（3）３けたの数に１けたの数をかける計算 上p.103～106 ４時間 

８ ○3位数×1位数（部分積がみ

な1桁）の筆算の仕方につい

て理解し，その計算ができ

る。 

・ 場面をとらえて立式し，312×3の計算の仕

方を考える。 

・ 筆算の仕方をまとめる。 

□関 3位数×1位数の筆算の仕方を，2位数

×1位数の筆算を基にして考えよう

としている。 

少人数 

【等質】 

・３１２×３の計算の答え

を求めてみましょう。 

【定着】 

Ｐ１０４ △１ 

９ ○3位数×1位数（一，十の位

の数との部分積が2桁）の筆

算の仕方について理解し，

その計算ができる。 

・ 386×2の筆算の仕方を考える。 □技 3位数×1位数（一，十の位の数との

部分積が2桁）の筆算ができる。 

少人数 

【等質】 

・３８６×２の筆算のしか

たを順序よく説明しま

しょう。 

【定着】 

Ｐ１０５ △２ 

     △３ 

 

10 ○3位数×1位数（部分積がみ

な2桁，及び部分積を加えた

ときに繰り上がりあり）の

筆算の仕方について理解

し，その計算ができる。 

・ 937×4の筆算の仕方を考える。 □技 3位数×1位数（部分積がみな2桁，及

び部分積を加えたときに繰り上がり

あり）の筆算ができる。 

少人数 

【等質】 

・９７３×４＝３７４８の

筆算の仕方を順序よく説

明しましょう。 

【定着】 

Ｐ１０５ △４ 

     △５ 

11 ○3つの数の乗法が1つの式に

表せることを知り，乗法の

結合法則について理解す

る。 

・ 場面をとらえ，代金の求め方について考

え，検討する。 

・ 場面を3口の乗法の式で表す。 

・ 3口の乗法の結合法則をまとめる。 

□知乗法の結合法則を理解している。 少人数 

【等質】 

・どこが違うのかを考えな

がら発表を聞きましょ

う。 

【定着】 

Ｐ１０６ △６ 

（4）倍の計算 上p.107～108 ２時間 

12 ○ある量の何倍かにあたる数

を求めるときに，かけ算を

用いることを理解する。 

・ 140㎝の3倍の長さを求めるのにはどんな

計算をすればよいか考える。 

 

□考数量の関係を，テープ図などを活用

して工夫して考え，表現している。 

□知ある量の何倍かにあたる数を求める

Ｔ・Ｔ ・１４０cmの３倍の長さを

求める式を書いて，答え

を求めましょう。 

【定着】 

Ｐ１０７ △１ 
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ときには乗法を使うことを理解して

いる。 

13 ○ある数が基にする大きさの

何倍かを求める場合にも除

法が用いられることを理解

する。 

・ 36mが9mの何倍かを求めるのにはどんな計

算をすればよいか考える。 

・ 何倍かを求めるには除法を使えばよいこ

とをまとめる。 

□考数量の関係を，テープ図を用いて工

夫して考え，表現している。 

□知ある数が基にする大きさの何倍かを

求めるには除法を用いることを理解

している。 

Ｔ・Ｔ ・３６mが９mの何倍かを求

める式を書いて答えを求

めましょう。 

【定着】 

Ｐ１０８ △２ 

   

まとめ 上p.109～111，127 ２時間 

14 ○学習内容を適用して問題を

解決する。 

・ 「力をつけるもんだい」に取り組む。 □技学習内容を適用して，問題を解決す

ることができる。 

少人数 

【習熟度別】 

・適用問題を解きましょう。 【定着】 

Ｐ１０９ △１～ 

     △５ 

15 ○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知 基本的な学習内容を身につけてい

る。 

少人数 

【習熟度別】 

【どんどん】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 

【じっくり】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 

【定着】Ｐ１２２～

Ｐ１２３ 

ほじゅうのもんだ

い 
 ・ 【発展】巻末p.127の「おもしろ問題にチャレンジ！」に取り組み，単元の学習内容を基に2～3位数×1位数のかけ算

についての理解を深める。 
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10. 大きい数のわり算を考えよう［大きい数のわり算］ 上p.112～113 
   〔指導時期〕１０月中旬  〔指導時数〕１時間 

【単元の目標】 ○ 

 

□関  

□考  

□技  

□知  

簡単な場合について，除数が1位数で商が2位数の除法の計算の仕方を考え，計算することができるようにする。 

・ 簡単な場合の2位数÷1位数の計算の仕方を，既習の除法計算や単位の考えを基に考えようとする。 

・ 簡単な場合の2位数÷1位数の計算の仕方について，図や式などを用いて考え，表現することができる。 

・ 簡単な場合の2位数÷1位数の計算ができる。 

・ 簡単な場合の2位数÷1位数の計算の仕方を理解し，除数と商が1位数の除法の計算の意味の理解を確実にする。 

   

   

時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導携帯 おもな発問 評価・定着・活用 

（1）大きい数のわり算 p.112～113 １時間 

１ ○60÷3，69÷3などの計算の

仕方を理解し，その計算が

できる。 

・ 60÷3の計算の仕方を，60を10の9こ分とと

らえて既習の計算を使って考える。 

・ 69÷3の計算の仕方を，96を90と3に分けて

考える。 

□考 60÷3，69÷3などの計算の仕方を，図

や式を用いて，被除数の数の構成に着

目して考え，説明している。 

Ｔ・Ｔ ・６０÷３，６９÷３の計

算の仕方を考えよう。 

【定着】 

Ｐ１１２ △１ 

     △２ 

１ ○加減乗除法を適用して問題

を解決することを通して，

演算を決定する能力を伸ば

す。 

・ 問題文を読み，それぞれどんな式を立てれ

ばよいかを考えて解決する。 

・ 絵を見て作問し，解決する。 

□関既習内容を活用して，どんな式で解決すればよいかを考えようとしている。 

□技適切な立式をして，問題を解決することができる。 
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時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）はしたの大きさの表し方 下p.2～7 ４時間 

１ 〔プロローグ〕 

・ p.2の写真を提示し，身の回りにある小数表示のものを話題として取り上げ，自由な話し合いなどをしながら，小数

についての興味・関心を高めるようにする。 

・ 所要時間は10分程度 

【等質】 ・どのような目盛りをつけ

たか発表しましょう。 

＊学習内容に応じ

本時は，適用問題

はなし。 

○整数で表せない端数部分の

大きさを表すのに小数が用

いられることを理解する。 

・ 水を1Lのますではかったときの1Lに満た

ないはしたのかさの表し方を考える。 

・ 1Lを10等分した1こ分のかさを「0.1L」と

いうことを知る。 

・ はしたのかさはその3こ分で0.3Lで，合わ

せて1.3Lになることを知る。 

□関身の回りにある小数に関心をもち，

小数が用いられる場合について考え

ようとしている。 

□考物差しの目盛りなどの既習と関連づ

けて，1を10等分して1Lに満たない端

数部分の体積の表し方を考え，説明

している。 

少人数 

【等質】 

２ ・ 前時の学習を振り返りながら小数を使っ

てはしたの大きさを表す。 

・ 用語「小数」「小数点」「整数」を知る。 

□技体積について端数部分の大きさを小

数を用いて表すことができる。 

□知用語「小数」「小数点」「整数」を知

る。 

少人数 

【等質】 

・これまでに学習してきた

数の名前を知りましょ

う。 

【定着】 

Ｐ５ △１ 

   △２ 

   △３ 

   △４ 

３ ○長さ（cm）の場合も小数を

用いて表すことができ，小

数を用いると単名数で表す

ことができることを理解す

・ 8cm7mmのテープの長さをcm単位で表すこ

とを考える。 

・ 長さや重さの量について，小数を使った単

名数での表し方を考える。 

□技長さについて小数で表すことができ

る。 

□知小数を用いると，2つの単位で表して

いた大きさを1つの単位で表せるこ

少人数 

【等質】 

・８ｃｍ７ｍｍを８．７ｃ

ｍと表すよさは何でしょ

うか。 

【定着】 

Ｐ６ △５ 

   △６ 

   △７ 

11. はしたの大きさの表し方を考えよう［小数］ 下p.2～19 
   〔指導時期〕１０月下旬  〔指導時数〕１２時間 

【単元の目標】 ○ 

□関  

 

□考  

 

□技  

 

□知  

小数の意味や表し方について理解し，小数の加減計算ができるようにする。 

・ 小数を用いると整数で表せない端数部分の大きさを表せるよさに気づき，小数を生活や学習に用いようとする。 

 

・ 小数は整数の十進位取り記数法を拡張していることをとらえ，小数の仕組みや構成，加減計算の仕方を考え，表現することができる。 

 

・ 端数部分の大きさを小数を使って表したり，1/10の位までの小数の加減計算をしたりすることができる。 

 

・ 小数が用いられる場合や小数の仕組みについて知り，小数の意味や，1/10の位までの小数の加減計算の意味や計算の仕方について理解する。 
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る。 とを理解している。  

４ ○数直線に表された小数を読

んだり，数直線に小数を表

したりすることができる。 

・ 数直線に表された小数を読んだり，数直線

に小数を表したりする。 

・ 小数の相対的な大きさについて考える。 

□考整数の数直線と関連づけて，数直線

上の小数の読み方を考え，説明して

いる。 

少人数 

【等質】 

・一番小さい１目盛りは何

Ｌを表していますか。わ

けも言いましょう。 

【定着】 

Ｐ７ △８ 

   △９ 

   △１０ 

 

（2）小数のしくみ 下p.8～9 ２時間 

５ ○用語「小数第一位」を知り， 

小数の位取りの仕組みや数

の構成を理解する。 

・ 147.2の構成について考える。 

・ 用語「小数第一位」を知る。 

・ 位取り板と数カードを使って，147.2の構

成をとらえる。 

□知小数の各位の数字は，それぞれ100，

10，1，0.1などの単位の個数を示し

ていることを理解している。 

少人数 

【等質】 

・２の位置にも，位の名前

があります。知っていま

すか。 

【定着】 

Ｐ８ △１ 

   

 

６ ○小数の大小関係について理

解する。 

 

・ 数直線を使って，小数の大小を考える。 

・ 小数の大小を比較する時には，整数の場合

と同じように，位の数字に着目すればよい

ことをまとめる。 

□考数直線や構成を基に，小数の大小を

考え，表現している。 

□知小数の大小関係を理解している。 

少人数 

【等質】 

・小数の大小を比べるには

どこに目をつければよい

でしょうか。 

【定着】 

Ｐ９ △２ 

   △３ 

   △４ 

 

（3）小数のたし算とひき算 下p.10～12 ３時間 

７ ○小数第一位どうしの小数の

加法とその逆の減法の計算

の仕方を理解し，それらの

計算ができる。 

・ 場面をとらえ，立式について考える。 

・ 0.5＋0.3や0.4＋0.7の計算の仕方を，0.1

を単位として考える。 

□考小数の加減計算の仕方を，小数を0.1

の何こ分とみることで既習の整数の

計算に帰着して考え，説明したりま

とめたりしている。 

□技小数第一位どうしの加法とその逆の

減法の計算ができる。 

少人数 

【等質】 

・みんなが考えた計算の仕

方を発表しましょう。 

【定着】 

Ｐ１０ △１ 

 

８ ・ 場面をとらえ，立式について考える。 

・ 前時の学習を使って，0.8－0.3や1.4－0.6

の計算の仕方を考える。 

少人数 

【等質】 

・みんなが考えた計算の仕

方を発表しましょう。 

【定着】 

Ｐ１１ △２ 

    

 

９ ○小数第一位までの小数の加

減法の筆算の仕方を理解

し，それらの計算をするこ

とができる。 

・ 2.5＋1.8の筆算の仕方を考える。 

・ 小数第一位までの小数の加法の筆算の仕

方をまとめる。 

・ 4.3－1.8の筆算の仕方を考える。 

・ 1.2＋2.8，4.2－3.5，5－1.4の筆算の仕方

を考える。 

□考小数の仕組みや整数の筆算を基に，

小数の加減法の筆算の仕方を考え，

説明したりまとめたりしている。 

□技小数第一位までの小数の加減法の筆

算ができる。 

 

少人数 

【等質】 

・筆算の仕方を工夫しま

しょう。 

【定着】 

Ｐ１２ △３ 

    △４ 

 

（4）小数のいろいろな表し方 下p.13～17 １時間 

10 ○小数についても，いろいろ

な見方や表し方ができるこ

とを理解する。 

・ 2.8を数直線に表し，いろいろな見方や表

し方を考える。 

・ 他者の考えを読み取り，図や式や数直線で

表す。 

□考小数の仕組みを基に，数直線や式を

用いて，2.8の多様な見方について考

え，表現している。 

少人数 

【等質】 

・４人の友達の考え方を数

直線や文章、式を使って

説明しよう。 

【定着】 

Ｐ１５ △１ 
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・ 2.8は数の構成や，相対的な大きさを基に

するといろいろな表し方ができることを

まとめる。 

まとめ 下p.18～19 ２時間 

11 ○学習内容を適用して問題を

解決する。 

・ 「力をつけるもんだい」に取り組む。 □技学習内容を適用して，問題を解決す

ることができる。 

少人数 

【習熟度別】 

・力をつける問題をやって

みましょう。 

【定着】Ｐ１１８～

Ｐ１１９ 

ほじゅうのもんだ

い 

12 ○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知 基本的な学習内容を身につけてい

る。 

【どんどん】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 

【じっくり】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 
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【単元の目標】 ○ 

 

□関  

□考  

 

□技  

□知  

重さの測定などの活動を通して，重さについて単位の意味と測定の原理を理解し，重さの測定ができるようにするとともに，重さについて量の感覚を見につけられるよう

にする。 

・ 身の回りにあるものの重さに関心をもち，量感を基に見当をつけて測定しようとする。 

・ 長さやかさの学習を基に，数値化することのよさや普遍単位の必要性を認め，重さの表し方を考え，表現することができる。 

 

・ 重さについて，およその見当をつけ，適切な計器を選んで測定することができる。 

・ 重さの単位やそれらの関係，はかりの目盛りの読み方や使い方を理解し，重さについての豊かな感覚をもっている。 

 

時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）重さのくらべ方 下p.22～25 ２時間 

１ 〔プロローグ〕 

・ p.22の写真を提示し，物の大きさと重さ，重さの保存性，つり合い（重い方に傾くことなど）について話し合いなが

ら，重さへの興味・関心を高める。 

・ 所要時間は10分程度 

Ｔ・Ｔ ・手で持ってもどちらが重

いかわかりにくい重さは、

どのように比べればよいで

しょう。 

＊学習内容に応じ

本時は，適用問題

はなし。 

○重さについて，単位の必要

性を認め，重さを表す単位

「グラム（g）」を知る。 

・ いろいろな文房具などの重さの比べ方を

考える。 

・ どちらがどれだけ重いかを調べる方法を

考える。 

・ 積み木や一円玉など，適当な任意単位を

使って比べ，表にまとめる。 

□関 いろいろなものの重さに関心をも

ち，重さの比べ方を考えようとして

いる。 

□考重さの比較の仕方を，長さやかさの

学習を基に，単位を決めて数値で表

せばよいことを考え，説明している。 

・重さを数で環すにはどう

すればよいか考えましょ

う。 

２ ・ 前時でまとめた結果を基に，何がどれだけ

重いかを発表する。 

・ 重さの単位「グラム（g）」を知る。 

・ 1円玉と自作天びんを使って，いろいろな

ものの重さをはかる。 

Ｔ・Ｔ ・もとにする単位が違う

と，困ることはどんな

ことですか。 

【定着】 

Ｐ２５ △１ 

    △２ 

 

（2）はかりの使い方 下p.26～31 ５時間 

３ ○重さを測定する計器として

はかりがあることを知り，

目盛りの読み方を理解す

る。 

・ 重さとはかりの針の動き方の関係をとら

える。 

・ はかりを使う際の留意事項をまとめる。 

・ 秤量1kgのはかりの目盛りの読み方を調べ

て，目盛りを読む。 

＊デジタルコンテンツがあります。 

□考数直線の読み方を基に，目盛りの読

み方を考え，説明している。 

□知 秤量1kgのはかりの目盛りの読み方

を理解している。 

Ｔ・Ｔ ・２３０gを数直線に表して

みましょう。 

【定着】 

Ｐ２７ △１ 

 

12. 重さを数で表そう［重さのたんいとはかり方］ 下p.22～32，125 
   〔指導時期〕１１月上旬～１１月中旬  〔指導時数〕８時間 
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４ ○重さを表す単位「キログラ

ム（kg）」，1kg＝1000gの関

係を理解する。 

・ 重さの単位「キログラム（kg）」，1kg＝1000g

の関係を理解する。 

・ 秤量2kgのはかりの目盛りを読む。 

□知秤量，2kgのはかりの目盛りを読むこ

とができる。 

□技 1kg＝1000gの単位関係を理解してい

る。 

Ｔ・Ｔ ・１０００gを超えるものの

重さの表し方について調

べましょう。 

【定着】 

Ｐ２９ △２ 

     

 

５ ○重さの量感を身につけ，は

かりを用いて重さを正しく

測定することができる。 

・ 身の回りのものの重さを見当をつけてか

ら測定する活動に取り組む。 

□関重さをはかる前におよその見当をつ

け，量感を身につけようとしている。 

□技測定する対象や目的に応じて，適切

な計器を選択し，重さを測定するこ

とができる。 

Ｔ・Ｔ ・いろいろなものを実際に

測ってみましょう 

【定着】 

Ｐ２９ △３ 

    

 

６ ○正味，風袋，全体の重さの

関係を知り，重さの加法性

や測定の仕方の工夫につい

て理解する。 

・ 荷物の重さと箱の重さから，全体の重さを

求める。 

・ いろいろなものを使って，1㎏をつくる活

動に取り組む。 

・ 「算数のおはなし」を読み，体重計の乗り

方によって重さは変わらないことを知る。 

□技正味，風袋，全体の重さの関係に着

目して，未知の量の重さの求めるこ

とができる。 

□知 1kgの量感を身につけている。 

□知 「トン」の意味を理解している。 

Ｔ・Ｔ ・どんな式を書けばよいで

しょうか。 

【定着】 

Ｐ３０ △４ 

    △５ 

 

７ ○重い物の重さを表す単位

「トン(t)」，1ｔ＝1000kgの

関係をを理解する。 

 

・ 重さの単位「トン(t)」，1t＝1000㎏の関係

を理解する。 

・ 6000㎏，3000㎏，2000㎏をｔを使って表す。 

・ 「算数新発見」を読み，既習の長さ，重さ，

体積の単位を見て，接頭辞に着目しながら

単位の関係を整理する。 

□知 「トン」の意味を理解している。 

□知長さ，重さ，かさについて，それぞ

れの量の単位の関係を理解してい

る。 

Ｔ・Ｔ ・重いものを表す単位を知

ろう。 

【定着】 

Ｐ３１ ☆１ 

    ☆２ 

 

まとめ 下p.32，125 １時間 

８ ○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知 基本的な学習内容を身につけてい

る。 

少人数 

【習熟度別】 

【どんどん】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 

【じっくり】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。・しあげに取り

組みましょう。 

【定着】Ｐ１１９～

Ｐ１２０ 

ほじゅうのもんだ

い 

 ・ 【発展】巻末p.125の「おもしろ問題にチャレンジ！」に取り組み，単元の学習内容を基に見方や考え方を広げる。  
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時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）円 下p.34～41 ５時間 

１ 〔プロローグ〕 

・ p.34のイラストを提示し，玉入れゲームにおける並び方について話し合いをしながら，並ぶ位置によってかごからの

距離が違うことに気づかせる。 

・ 所要時間は10分程度 

少人数 

【等質】 

・この並び方でゲームを始

めていいですか。 

＊学習内容に応じ

本時は，適用問題

はなし。 

○中心，半径の用語を知り，

円の意味や性質について理

解する。 

・ かごからの距離が同じになる並び方を考

え，並び方を線で表す。 

・ かごからの距離が同じになるように並ぶ

とき，人数が増えればきれいなまるい形に

なることをとらえる。 

□関一点から等距離になることを意識し

て，並んだ様子について考えようと

している。 

□考中心から等距離になるように並ぶと

円の形になることを見出し，説明し

ている。 

□知円，中心，半径の意味を理解してい

る。 

少人数 

【等質】 

・みんなの考えについて、

かごからの長さがみんな

同じになっているかに目

をつけて話し合いましょ

う。 

２ ・ p.133の付録を使って，いろいろな大きさ

の円をかく。 

・ まるい形を「円」ということ，及び「中心」

「半径」の意味を知る。 

・ 1つの円に半径をたくさんひいて，半径は

無数にあることや，どれも同じ長さである

ことを確認する。 

・ 身の回りから，円の形をしたものを探す。 

少人数 

【等質】 

・なぜ写真のようにしてか

くと，きれいな丸い円が

かけるのでしょうか。 

【定着】 

Ｐ３７ △１ 

    △２ 

 

３ ○直径の意味や直径と半径の

関係を理解する。 

・ 切り抜いた円の中心の見つけ方を考える。 

・ 「直径」の意味を知る。 

・ 直径の長さは半径の長さの2倍であること

をまとめる。 

・ 円周上の2点を結ぶ直線のうち，最長のも

□考 円を2つに折ると折り目の線が中心

を通ることを基にして，円の中心の

見つけ方を説明している。 

□知 直径の意味や，直径が半径の2倍に

なっていることを理解している。 

少人数 

【等質】 

・カップを使って円を書き，

切り取った円の中心の見

つけ方を考えましょう。 

【定着】 

Ｐ３８ △３ 

     

 

13. まるい形を調べよう［円と球］ 下p.34～45 
   〔指導時期〕１１月下旬  〔指導時数〕８時間 

【単元の目標】 ○ 

 

□関  

□考  

 

□技  

□知  

円や球についての観察や構成などの活動を通して，円や球を構成する要素に着目し，円や球について理解できるようにする。 

 

・ 円や球に関心をもち，身の回りから円や球を見つけ，それらが使われる場面について考えようとする。 

・ 円は中心から等距離にある点の集まりであることを見出し，円は半径の長さによって決まることについて考え，表現することができる。 

・  

・ コンパスを用いて円をかいたり，等しい長さを測り取ったり移したりすることができる。 

・ 円や球の中心，半径，直径について知り，円や球について理解する。 
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のが直径であることを確認する。 

＊デジタルコンテンツがあります。 

４ ○コンパスを使って，円をか

くことができる。 

・ 円をかくにはコンパスを使うと便利であ

ることを知る。 

・ コンパスの使い方に注意して，指定された

半径の円をかく。 

・ コンパスを使って，模様づくりに取り組

む。 

＊デジタルコンテンツがあります。 

□技コンパスを使って，指定された半径

の円をかくことができる。 

少人数 

【等質】 

・円をかくのに便利な道具

を知っていますか。 

【定着】 

Ｐ３９ △４ 

    △５ 

 

５ ○コンパスには等しい長さを

測り取る機能があることを

理解する。 

・ 直線と折れ線の長さを比較する方法を考

える。 

・ コンパスは等しい長さを測り取るのに使

えることをとらえ，長さの比較に用いる。 

・ p.41の絵を使って，指定された大きさの円

をかいて宝の場所を探す活動に取り組む。 

□技コンパスで等しい長さを測り取った

り，同じ長さに区切ったりすること

ができる。 

少人数 

【等質】 

・どうやって比べたらよい

でしょう。 

【定着】 

Ｐ４０ △６ 

    △７ 

 

（2）球 上p.42～43 １時間 

６ ○球について理解する。 ・ ボールなどの具体物を真上や真横から観

察する。 

・ 「球」や球の「中心」，「半径」，「直径」に

ついて知る。 

・ 球の形をしたものの直径の長さをはかる。 

・ 「算数のおはなし」を読んで，「直径」「半

径」の漢字の意味を知り，用語の意味の理

解を深める。 

□関身の回りの球の形をしたものの直径

の長さをはかろうとしている。 

□知どこから見ても円になる形を「球」

ということや，球のどこを切っても

切り口が円になることを理解する。 

少人数 

【等質】 

・真上，真横から見た時，

これらの形を２つのなか

まに分けましょう。 

【定着】 

Ｐ４３ △１ 

    おはなし 

 

まとめ 上p.44～45 ２時間 

７ ○学習内容を適用して問題を

解決する。 

・ 「力をつけるもんだい」に取り組む。 □技学習内容を適用して，問題を解決す

ることができる。 

少人数 

【習熟度別】 

 

【どんどん】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 

【じっくり】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。・しあげに取り

組みましょう。 

【定着】 

Ｐ４４ △１～ 

    △４ 

【定着】 

Ｐ４５ ◇１～ 

    ◇４ 

８ ○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知 基本的な学習内容を身につけてい

る。 
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時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）分けた大きさの表し方 下p.46～51 ４時間 

１ 〔プロローグ〕 

・ p.46のイラストを提示し，ピザ，サンドウィッチ，折り紙，テープを等分する場面を話題として取り上げ，2年での

分数の学習を振り返り，等分したときの大きさの表し方などについての興味・関心を高めるようにする。 

・ 所要時間は10分程度 

Ｔ・Ｔ ・ピザを４等分すると１個

分の大きさは基の大きさ

の何分の一ですか。 

【定着】 

Ｐ４８ △１ 

    △２ 

 

○1mを3等分した1こ分の大き

さを分数で1/3mと表すこと

を理解する。 

・ 1mのテープを2等分した1こ分の長さを，1m

の二分の一ということを確認する。 

・ 1mのテープを3等分した1こ分の長さの表

し方を考える。 

・ 1mのテープを3等分した1こ分の長さを1m

の「三分の一」といい，「1/3m」と書くこ

とを知る。 

・ 1/3mは，その3こ分で1mになる長さである

ことを確認する。 

□関 1mのテープを3等分した1こ分の長さ

は，小数では表せないことに気づき，

分数の表し方を基に考えようとして

いる。 

□知 1mを3等分した1こ分の長さを1mの

「三分の一」といい，「1/3m」と書く

ことを理解している。 

Ｔ・Ｔ ・１mを２等分した長さは何

mといえばよいでしょう

か。 

２ ○分数の大きさは，単位分数

の何こ分で表すことを理解

する。 

・ 1mのテープを3等分した2こ分の長さの表

し方を考える。 

・ その長さを1mの「三分の二」といい，「2/3m」

と書くことを知る。 

□知 2/3mは，1mを3等分した2こ分の長さ

であることを理解している。 

Ｔ・Ｔ ・１mを３等分した長さは何

mといえばよいでしょう

か。 

【定着】 

Ｐ４９ △３ 

    △４ 

 

３ ○「分数」「分母」「分子」の用

語の意味を知り，液量につ

いても，端数部分の大きさ

を分数で表せることを理解

する。 

・ 1Lを5等分した2こ分のかさの表し方を考

える。 

・ 1Lを4等分した1こ分，6等分した4こ分のか

さの表し方を考える。 

・ 「分数」「分母」「分子」の意味を知る。 

□技 1Lを等分し，それを何こか集めた大

きさを，分数を用いて表すことがで

きる。 

□知分数，分母，分子の意味を理解して

いる。 

Ｔ・Ｔ ・水のかさは何Ｌでしょう

か。 

【定着】 

Ｐ５０ △５ 

    △６ 

    △７ 

14. はしたの大きさの表し方を考えよう～分数を使って［分数］ 下p.46～58 
   〔指導時期〕１２月上旬～中旬  〔指導時数〕１１時間 

【単元の目標】 ○ 

□関  

 

□考  

 

□技  

□知  

分数の意味や表し方，分数の加法及び減法の意味について理解する。 

・ 分数を用いると，整数で表せない等分してできる部分の大きさや端数部分の大きさを表せるよさに気づき，生活や学習に用いようとする。 

 

・ 分数は都合に応じて単位量をn等分した1こ分を単位としていることをとらえ，分数の表し方や分数の加減計算の仕方を考え，表現することができる。 

・ 等分してできる部分の大きさや端数部分の大きさを分数を用いて表すことができる。 

・ 分数が用いられる場合や分数の表し方について知り，分数の意味や分数の加法及び減法の意味について理解する。 

・ 端数部分を表す数として，小数と分数があることを知り，1/10の位までの小数と分母が10の分数の関係について理解する。 



－  － 29 

４ ○算数的活動を通して，等分

することや，単位分数の何

こ分で大きさを表すことの

理解を深める。 

・ 〔やってみよう〕分数ものさしを作って，

いろいろなものの長さをはかる活動に取

り組む。 

□関学習内容を適切に活用して，活動に

取り組もうとしている。 

 

Ｔ・Ｔ ・分数のものさしを作って

身の回りの長さを測って

みよう。 

＊学習内容に応じ

本時は，適用問

題はなし。 

（2）分数の大きさの表し方 下p.52～55 ４時間 

５ ○数直線に表された分数を読

み取り，分数の大きさの表

し方や大小について理解す

る。 

・ 1/5mの2こ分，3こ分，4こ分の長さは何m

か考える。 

・ 5/5mは1mと同じ大きさであることを確認

する。 

・ 4/5mと3/5mの長さを比べる。 

□技数直線に表された分数の大きさを読

み取ることができる。 

□知 5/5は1と等しい大きさであることを

理解している。 

Ｔ・Ｔ ・５分の１の２個分、３個

分、４個分の長さを数直

線に表しましょう。 

【定着】 

Ｐ５２ △１ 

    

 

６ 

 

○単位分数の何こ分という表

し方を基に，単位量を超え

る大きさも分数で表せるこ

とを理解する。 

・ 1/5mの6こ分，7こ分，…の長さは何mか考

える。 

・ 10/5mは2mと同じ大きさであることを確認

する。 

・ 7/5mと9/5mの長さを比べる。 

□考整数や小数と同じように，単位の何

こ分として分数をとらえられること

を考え，説明している。 

□知単位量を超える大きさも分数で表せ

ることを理解している。 

Ｔ・Ｔ ・５分の１の６こ分、７こ

分の長さは何mでしょう

か。また数直線のどこに

表せばよいでしょうか。 

【定着】 

Ｐ５３ △２ 

 

７ ○3/4mと，元の長さの3/4の違

いについて理解する。 

・ 図を見て，色を塗った部分の長さが3/4m

なのはどちらかについて考える。 

・ 1mを何等分しているかに着目し，図の色を

塗った部分の長さを分数で表す。 

・ 3/4mとは，もとの長さ1mの3/4の長さであ

ることを確認する。 

□考もとの長さに着目し，3/4ｍと元の長

さの3/4の違いをとらえ，説明してい

る。 

 

Ｔ・Ｔ ・ア、イのテープの色をぬっ

た部分の長さを、分数で

表わしましょう。 

【定着】 

Ｐ５４ △３ 

     

 

８ ○分母が10の分数と1/10の位

までの小数の関係について

理解する。 

・ 1/10を単位とした数直線を基に分数の大

きさや，分数と小数の関係について考え，

1/10＝0.1であることを理解する。 

・ 小数第一位を「1/10の位」ということを知

る。 

□知数直線上に表された1/10を単位とし

た分数について，その大きさや小数

との関係を理解している。 

Ｔ・Ｔ ・１０分の１は１を何等分

した大きさでしょう。ま

た１０分の１と同じ大き

さの小数は何ですか。 

【定着】 

Ｐ５５ △４ 

     

 

（3）分数のたし算とひき算 下p.51～52 ２時間 

９ ○分数の加法及び減法の計算

の仕方について理解し，そ

れらの計算ができる。 

・ 3/10と2/10でたし算ができるか考える。 

・ 小数に置き換えてもできることを確かめ，

1/10の何こ分で考えればよいことをまと

める。 

□考単位分数の何こ分で考えると，整数

と同じように分数の加減計算ができ

ることを式や図を用いて考え，説明

したりまとめたりしている。 

□知分数の加減計算の仕方を理解してい

る。 

少人数 

【等質】 

・3/10と2/10を合わせると

いくつになりますか。説

明しましょう。 

【定着】 

Ｐ５７ △１ 

    

 

10 ・ 4/5と1/5でひき算ができるか考える。 

・ 前時の学習を生かして，1/5の何こ分で考

えれば整数と同じように計算できること

をまとめる。 

少人数 

【等質】 

・4/5から1/5をひくといく

つになりますか。説明しま

しょう。 

【定着】 

Ｐ５７ △２ 
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まとめ 下p.58 １時間 

11 ○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知 基本的な学習内容を身につけてい

る。 

少人数 

【習熟度別】 

【どんどん】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 

【じっくり】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 

【定着】Ｐ１２０～

Ｐ１２１ 

ほじゅうのもんだ

い 
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時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）□を使った式 下p.60～65 ３時間 

１ 〔プロローグ〕 

・ p.60のコマ絵を提示し，各場面を式に表すことを通して，これまでの学習を振り返りながら式は場面を表しているこ

とをおさえ，式に対する興味・関心を高めるようにする。 

・ 所要時間は10分程度 

少人数 

【等質】 

・お話のとおりに場面を式 

に表してみよう。 

＊学習内容に応じ

本時は，適用問題

はなし。 

○未知数があっても□を用い

ると，文脈の通りに式に表

せることや，その□にあて

はまる数の調べ方を理解す

る。 

・ お話にしたがって，未知数を□としてたし

算の式に表す。 

・ 表した式について，テープ図を使ってお話

場面と対応させ確認する。 

・ □にあてはまる数の求め方を，代入法や図

を使って考える。 

□関未知数を□とすると，文脈の通りに場

面を式に表せることのよさに気づい

ている。 

□考未知数を□として式や図に表し，数量

の関係を的確にとらえている。 

□知未知数□にあてはまる数の調べ方を

理解している。 

少人数 

【等質】 

・どのような式になったか

発表しましょう。 

・わからない数を□を使っ

て式に表すと、どんなこ

とが便利でしょう。 

２ ・ お話にしたがって，未知数を□としてひき

算やかけ算の式に表す。 

・ 表した式について，テープ図や数直線を

使ってお話場面と対応させ確認する。 

・ □にあてはまる数の求め方を，代入法や図

を使って考える。 

少人数 

【等質】 

・どのような式になったか 

発表しましょう。 

【定着】 

Ｐ６４ ☆１ 

    ☆２ 

 

３ ○□を用いた式を読み取り，

具体的な場面に表すことが

できる。 

・ イラストを見て，場面をとらえる。 

・ それぞれの式で，□が何を表しているのか

を考え，式にしたがってお話をつくる。 

・ できたお話の場面を，式と対応させて確認

する。 

□技未知数を□とした式を読み取って，具

体的な場面に表すことができる。 

少人数 

【等質】 

・作ったお話を発表しま

しょう。 

【定着】 

Ｐ６５ ☆３ 

    ☆４ 

 

15. □を使って場面を式に表そう［□使った式］ 下p.60～66 
   〔指導時期〕１月中旬  〔指導時数〕４時間 

【単元の目標】 ○ 

 

□関  

 

□考  

 

□技  

 

□知  

未知の数量を□を用いて表し，関係や場面を式や図に表したり，式を読み取って場面に表したりすることができるとともに，□にあてはまる数の調べ方を理解する。 

 

・ 未知の数量を□を用いて表すことで，文脈の通りに式や図に表せるよさに気づき，問題の解決に用いようとする。 

 

・ 式は数量の関係や場面を簡潔に表すものとして，未知の数量を□を用いて式に表したり，図に表すことと関連づけたりして，数量の関係を的確にとらえることができる。 

 

・ 未知の数量を□を用いて表すことで，問題の場面を式や図に表したり，式を読み取って場面に表したりすることができる。 

 

・ 未知の数量を□を用いて表すと文脈通りに式や図に表せることや，□にあてはまる数の調べ方を理解する。 
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まとめ 下p.66 １時間 

４ ○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知 基本的な学習内容を身につけてい

る。 

少人数 

【習熟度別】 

【どんどん】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 

【じっくり】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。・ 

【定着】 

Ｐ６６ ◇１ 

    ◇２ 
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時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）何十をかける計算 下p.68～70 ２時間  

１ 〔プロローグ〕 

・ p.68のイラストを提示し，今までに学習したかけ算とまだ学習していないかけ算が，かけ算の表のどの部分に当たる

かを考える活動を通して，乗数の数範囲を拡張した乗法への興味・関心を高めるようにする。 

・ 所要時間は10分程度 

少人数 

【等質】 

・まだ学習していないかけ 

算は下の表のどの部分か 

調べよう。 

【定着】 

Ｐ７０ △１ 

     

 

○1位数×何十の計算の仕方に

ついて理解し，その計算がで

きる。 

・ 場面をとらえ，立式について考える。 

・ 5×30の計算の仕方を考える。 

・ かける数が10倍になると，答えも10倍にな

ることをまとめる。 

・ 1位数×何十の計算をする。 

□関 1位数×何十の計算について，乗法の

結合法則を用いて考えようとしてい

る。 

□知 1位数×何十の計算の仕方を理解して

いる。 

少人数 

【等質】 

・５人がけの長いすが３０

こあります。全部で何人

すわれますか。 

２ ○2位数×何十の計算の仕方を

理解し，その計算ができる。 

・ 12×30の計算の仕方を考える。 

・ 2位数×何十の計算をする。 

□考 2位数×何十の計算の仕方を，2位数×

1位数の計算を基にして式や図を用い

て考え，説明している。 

□知 2位数×何十の計算の仕方を理解して

いる。 

少人数 

【等質】 

・１２×３０の計算の仕方

を考えましょう。 

【定着】 

Ｐ７０ △２ 

 

（2）２けたの数をかける計算 下p.71～75 ６時間  

３ ○2位数×2位数（部分積がみな

2桁で繰り上がりなし，繰り

上がりあり）の筆算の仕方を

理解し，その計算ができる。 

・ 場面をとらえ，立式について考える。 

・ 12×23の計算の仕方を考える。 

□考既習の計算を基に，2位数×2位数の計

算の仕方を式や図を用いて考え，説明

している。 

□技 2位数×2位数（部分積がみな2桁で繰

少人数 

【等質】 

・どのように考えて、前に

学習した計算を使えるよ

うにしたのでしょうか。 

【定着】 

Ｐ７２ ☆２ 

     

 

16. かけ算の筆算を考えよう［かけ算の筆算(2)］ 下p.68～81，126 
   〔指導時期〕１月中旬～２月上旬  〔指導時数〕１３時間 

【単元の目標】 ○ 

 

□関  

 

□考  

 

□技  

 

□知  

2位数や3位数に2位数をかける乗法の筆算について理解し，その計算が確実にできるようにするとともに，それを適切に用いる能力を伸ばす。 

 

・ 2～3位数×2位数の筆算の仕方について，2～3位数×1位数の計算を基にできることのよさに気づき，学習に生かそうとする。 

 

・ 2～3位数×2位数の筆算について，数の構成や既習の乗法計算を基に考え，表現したりまとめたりすることができる。 

 

・ 2～3位数×2位数の乗法の筆算の手順を基にして，計算が確実にできる。 

・ 簡単な2位数と1位数の乗法を暗算で計算することができる。 

・ 2～3位数×2位数の乗法の筆算の仕方について理解する。 



－  － 34 

４ ・ 筆算の仕方をまとめる。 

・ 適用問題に取り組む。 

り上がりなし，繰り上がりあり）の筆

算ができる。 

少人数 

【等質】 

・前の時間に考えた計算の

仕方をもとにして、筆算

のしかたをまとめましょ

う。 

【定着】 

Ｐ７３ △１ 

    △２ 

 

５ ○2位数×2位数（部分積が2，3

桁で繰り上がりなし，あり）

の筆算の仕方を理解し，その

計算ができる。 

・ 58×46の筆算の仕方を考える。 

・ 36×47，23×26，24×83などの計算を筆算

でする。 

□技 2位数×2位数（部分積が2，3桁で繰り

上がりなし，あり）の筆算ができる。 

少人数 

【等質】 

・５８×４６の筆算をして，

気付いたことを言いま

しょう。 

【定着】 

Ｐ７３ △３ 

    △４ 

 

６ ○2位数×2位数（乗数の末尾に

0がある）の簡便な計算の仕

方や，1位数×2位数の計算は

乗法の交換法則を用いても

計算できることを理解する。 

・ 86×30の簡便な筆算の方法を考える。 

・ 3×46の筆算と46×3の筆算を比べてどち

らが計算しやすいか考える。 

□考位の数字や桁数に着目して，計算のき

まりを用いて簡単に計算する方法を

考え，工夫している。 

□知 1位数×2位数の計算を工夫して，2位

数×1位数で計算できることを理解し

ている。 

少人数 

【等質】 

・ゆみさんの工夫している

ところを考えましょう。 

【定着】 

Ｐ７４ △５ 

    △６ 

    △７ 

 

７ ○3位数×2位数の筆算の仕方

を理解し，その計算ができ

る。 

・ 587×34の筆算の仕方を，既習の筆算を基

に考える。 

・ 桁数が増えても，既習の筆算と同じように

計算できることをまとめる。 

□考 3位数×2位数の筆算の仕方を，2位数

×2位数や3位数×1位数などの筆算の

仕方を基に類推して考え，説明してい

る。 

□技 3位数×2位数の筆算ができる。 

少人数 

【等質】 

・筆算の仕方を説明しま

しょう。 

【定着】 

Ｐ７５ △８ 

  

 

８ ・ 703×25など空位のある場合の筆算の仕方

を考える。 

・ 乗法の筆算を練習する 

少人数 

【等質】 

・筆算の仕方を説明しま

しょう。 

【定着】 

Ｐ７５ △９ 

    △１０ 

（3）倍の問題 下p.76～77 ２時間 

９ ○2つの数の倍関係を用いる

と，1あたりを基準量としな

くても全体量を求められる

場合があることを理解する。 

・ 1袋4個入りで36円のドーナツを12個買う

ときの代金の求め方を考える。 

・ ドーナツ1個あたりの値段を考えたり，12

個が4個の何倍かを考えて求めたりして，

12個分の代金を求める。 

□考 1あたりの数量や2数の倍関係に着目

して全体の代金の求め方を考え，説明

している。 

 

少人数 

【等質】 

・３６×１２の計算の方法

を考えましょう。 

【定着】 

Ｐ７６ △１ 

     

 

10 ○基準量を求める場合には，□

を用いて乗法の式に表し，除

法を用いて□を求めればよ

いことを理解する。 

・ 数量の関係を数直線を基に考え，□を用い

て乗法の式に表す。 

・ □にあてはまる数を求めるには，除法を用

いるか数をあてはめて調べることをおさ

える。 

□考数量の関係を数直線を基にとらえ，□

を用いた式に表すことを考え，説明し

ている。 

□技未知数を□として乗法の式に表し，□

の値を求めることができる。 

少人数 

【等質】 

・短い縄の長さを□mとして

場面をかけ算の式で表し

ましょう。 

【定着】 

Ｐ７７ ☆１ 

    ☆２ 

 

（4）暗算 下p.78 １時間 

11 ○簡単な場合の2位数×1位数

の暗算の仕方を理解し，その

・ 25×4＝100をもとにして，25×8の暗算の

仕方を考える。 

□知簡単な場合の2位数×1位数の暗算の

仕方を理解している。 

少人数 

【等質】 

・２５×４＝１００を使っ

て、２５×８の答えを安

【定着】 

Ｐ７８ △１ 
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暗算ができる。 ・ 8×25の暗算の仕方を考える。 

・ 23×3，230×3，23×30のの暗算の仕方を

考える。 

産で求めましょう。     △２ 

 

まとめ 下p.79～81，126 ２時間 

12 ○学習内容を適用して問題を

解決する。 

・ 「力をつけるもんだい」に取り組む。 □技学習内容を適用して，問題を解決する

ことができる。 

少人数 

【習熟度別】 

 

【どんどん】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 

【じっくり】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 

【定着】Ｐ１２２ 

ほじゅうのもんだ

い 13 ○学習内容の定着を確認し，理

解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知基本的な学習内容を身につけている。 

 ・ 【発展】巻末p.126の「おもしろ問題にチャレンジ！」に取り組み，単元の学習内容を基に乗数の桁数が大きくなると

きのかけ算の筆算について理解を深める。 
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時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）二等辺三角形と正三角形 下p.82～87 ４時間 

１ 〔プロローグ〕 

・ p.82の写真を提示し，身の回りの三角形に着目させるとともに，円周上に点を12個等間隔に打った図で，円周上の点

や中心を直線で結んでいろいろな三角形をつくる活動に取り組み，三角形に対する興味・関心を高めるようにする。 

・ 所要時間は15分程度 

少人数 

【等質】 

・どのような仲間分けの仕 

方があるでしょうか。 

【定着】 

Ｐ８４ △１ 

    

 

○辺の長さに着目して三角形

を弁別することができ，二

等辺三角形や正三角形の意

味について理解する。 

・ 円周上の等間隔の点を結んで，いろいろな

三角形をつくり，できた三角形を辺の長さ

に着目して分類する。 

・ 用語「二等辺三角形」「正三角形」を知り，

弁別する。 

□考辺の長さに着目して，三角形の分類

の仕方を考えている。 

□技二等辺三角形や正三角形の意味を理

解している。 

少人数 

【等質】 

・すずきさんはどんな仲間

をつくったでしょうか。 

２ ○二等辺三角形の作図の仕方

を理解し，二等辺三角形を

作図することができる。 

・ 底辺が3cmで2つの辺が4cmの二等辺三角形

のかき方を考える。 

・ コンパスと定規を用いて，上記の二等辺三

角形を作図する。 

・ 二等辺三角形の作図練習をする。 

□技コンパスと定規を用いて，二等辺三

角形を作図することができる。 

□知底辺をかくと2点の位置が決まり，も

う1つの点の位置を決めればよいこ

とを理解している。 

少人数 

【等質】 

・二等辺三角形のかき方を

考えましょう。 

【定着】 

Ｐ８５ △２ 

 

３ ○正三角形の作図の仕方を理

解し，正三角形を作図する

ことができる。 

・ 3辺が4cmの正三角形のかき方を考える。 

・ コンパスと定規を用いて，上記の正三角形

を作図する。 

・ 正三角形の作図練習をする。 

□考 二等辺三角形の作図方法を基にし

て，正三角形の作図法を考え，説明

している。 

□技コンパスと定規を用いて，正三角形

を作図することができる。 

少人数 

【等質】 

・点ウの場所はどのように

して決めるといいでしょ

うか。 

【定着】 

Ｐ８６ △３ 

    △４ 

 

４ ○円の性質を用いて二等辺三

角形や正三角形をつくれる

ことを理解する。 

・ ノートにかいた半径3㎝の円の，中心と円

周上の2点を結んでいろいろな三角形をか

き，どれも二等辺三角形になることを確認

□考既習の円の性質を基に，円の半径を

利用してかいた三角形が二等辺三角

形や正三角形になることを考え，説

少人数 

【等質】 

・どの三角形も二等辺三角

形になるわけを説明しま

しょう。 

【定着】 

Ｐ８７ △５ 

     

17. 三角形のなかまを調べよう［三角形］ 下p.82～92，127 
   〔指導時期〕２月下旬～３月上旬  〔指導時数〕９時間 

【単元の目標】 ○ 

□関  

 

□考  

 

□技  

□知  

三角形についての観察や構成などの活動を通して，三角形を構成する要素に着目し，二等辺三角形や正三角形，角について理解する。 

・ 二等辺三角形や正三角形の敷き詰めによって模様の美しさや平面の広がりに気づくとともに，身の回りから二等辺三角形や正三角形を見つけようとする。 

・  

・ 辺の長さに着目して三角形の特徴をとらえたり，角の大きさに着目して三角形の性質を見出したりして，表現することができる。 

・  

・ 定規とコンパスを用いて，二等辺三角形や正三角形を作図することができる。 

・ 角について知り，二等辺三角形や正三角形の意味や性質について理解し，三角形についての豊かな感覚をもつ。 
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する。 

・ 正三角形をかくには，円周上の2点をどの

ようにとればよいか考える。 

・ 円の性質を使うと，二等辺三角形や正三角

形がかけることをまとめる。 

明している。 

□技円を使って，二等辺三角形や正三角

形を作図することができる。 

 

（2）三角形と角 下p.88～91 ４時間 

５ ○形としての角の意味を理解

し，角の相等や大小を調べ

ることができる。 

・ 三角定規で，直角のかどや一番とがってい

るかどを探す。 

・ 用語「角」および角の大きさの意味を知る。 

□技角の大きさを比べることができる。 

□知角の意味を知り，角の大きさは辺の

長さに関係ないことを理解してい

る。 

少人数 

【等質】 

・三角定規の、かどの形を

調べましょう。 

【定着】 

Ｐ８８ ☆１ 

    ☆２ 

 

６ ・ 紙に写し取った三角定規のかどを切り

取って，角の大きさを比べる。 

・ 角の大きさは辺の長さに関係がないこと

をまとめる。 

少人数 

【等質】 

・先生が使っている大きな

三角定規と、みんなの三

角定規で角の大きさは同

じだと思いますか。 

【定着】 

Ｐ８９ △１ 

     

 

７ ○二等辺三角形や正三角形の

角の性質を理解する。 

・ 二等辺三角形と正三角形の，それぞれの3

つの角の大きさを調べる。 

・ 二等辺三角形，正三角形の角の性質をまと

める。 

・ 三角定規2枚で三角形を構成しながら，二

等辺三角形と正三角形の性質の理解を深

める。 

□知二等辺三角形では2つの角が，正三角

形では3つの角の大きさが等しいこ

とを理解している。 

□考二等辺三角形や正三角形を観察した

り，折ったり重ねたりすることを通

して，それらの性質を見出し，説明

している。 

少人数 

【等質】 

・二等辺三角形の３つの角

について大きさを比べて

みましょう。 

・正三角形の３つの角につ

いて大きさを比べてみま

しょう。 

 

【定着】 

Ｐ９０ △２ 

 

８ ・ 〔やってみよう〕※以下の活動から選択し

て取り組む。 

・ 巻末の折り込みにある，二等辺三角形と正

三角形を並べて敷き詰める。 

・ 身の回りから，三角形の形をしたものを探

す。 

□関学習内容を適切に活用して，活動に

取り組もうとしている。 

 

少人数 

【等質】 

・三角形をしきつめてみま

しょう。 

＊学習内容に応じ

本時は，適用問題

はなし。 

まとめ 下p.92，127 １時間 

９ ○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 

 

□知 基本的な学習内容を身につけてい

る。 

少人数 

【習熟度別】 

【どんどん】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 

【じっくり】 

・しあげの問題に取り組み

ましょう。 

【定着】Ｐ１２２ 

ほじゅうのもんだ

い  ・ 【発展】巻末p.127の「おもしろ問題にチャレンジ！」に取り組み，単元の学習内容を基に，三角形についての見方や

考え方を広げる。 
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時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）整理のしかた 下p.94～96 ２時間 

１ 〔プロローグ〕 

・ p.94のイラストを提示し，けがの種類や場所などについての自由な話し合いなどを通して，見やすく整理することへ

の興味・関心を高める。 

・ 所要時間は10分程度 

Ｔ・Ｔ ・学校で起こるけがについ

て話し合ってみよう。 

【定着】 

Ｐ９６ ☆３ 

    ☆４ 

 

○資料を分類整理する方法や

整理結果を表にまとめる方

法を理解する。 

・ p.95の吹き出しをもとに，けがの種類別の

人数を「正」の字を使って整理する。 

・ 結果を表に表す。 

・ 「合計」の意味を知る。 

□関資料を分類整理して表に表すことの

よさに気づいている。 

□考資料を分類整理するとき，資料に落

ちや重なりがないことを確認した

り，誤りがおきにくいような方法を

考えたりして，工夫している。 

Ｔ・Ｔ ・正確にわかりやすく整理

するにはどうすればよい

でしょうか。 

２ ・ p.96の吹き出しをもとに，けがの場所と人

数を表にまとめる。 

・ 「その他」の意味を知る。 

Ｔ・Ｔ ・どこで何人けがをしてい

るか調べて表にまとめま

しょう。 

【定着】 

Ｐ９６ △５ 

    △６ 

    △７ 

（2）ぼうグラフ 下p.97～103 ５時間 

３ ○資料を棒グラフに表すと，

数量の大小が分かりやすい

ことや，棒グラフの読み方

を理解する。 

・ 表と棒グラフや，2つの棒グラフを比べた

りしながら，棒グラフを読み取る。 

・ 項目のとり方を変えたグラフを比べる。 

・ 用語「ぼうグラフ」とその特性を知る。 

□関表と棒グラフを比較する活動を通し

て，棒グラフでは数慮の大小がひと

目で分かるよさに気づいている。 

□知棒グラフの読み方を理解している。 

Ｔ・Ｔ ・多い，少ないを，見た目

でわかりやすく表す方法

はありませんか。 

【定着】 

Ｐ９８ △１ 

    

 

18. 見やすく整理して表そう［ぼうグラフと表］ 下p.94～105 
   〔指導時期〕３月上旬～３月中旬  〔指導時数〕９時間 

【単元の目標】 ○ 

 

□関  

 

□考  

 

□技  

 

□知  

身の回りにある事象について，目的に応じて観点を決め，資料を分類整理して，表や棒グラフを用いて分かりやすく表したり，読み取ったりすることができるようにす

る。 

・ 表やグラフに表すことのよさに気づき，目的に応じた観点で資料を分類整理したり，表や棒グラフに表そうとしたりする。 

 

・ 目的に応じた資料の分類整理の仕方や棒グラフや表の表し方を考え，分かりやすく表すことを工夫することができる。 

 

・ 資料を分類整理して表や棒グラフに表したり，表や棒グラフから資料の特徴や項目間の関係を読み取ったりすることができる。 

 

・ 棒グラフの読み方やかき方，表を用いた表し方について理解する。 
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４ ○数量が横軸に表されている

棒グラフを読み取ることが

できる。 

・ 数量が横軸に表された棒グラフを読む。 

・ 1目盛りの大きさや，項目の順序などにつ

いて考える。 

・ 棒グラフからいろいろな事項を読み取る。 

□技横軸に数量をとった棒グラフでも数

量や数量どうしの関係を読み取るこ

とができる。 

Ｔ・Ｔ ・棒グラフを見て気づいた

ことについて話し合いま

しょう。 

【定着】 

Ｐ９９ △２ 

    △３ 

 

５ ○棒グラフのかき方を理解

し，棒グラフをかくことが

できる。 

・ けがの場所と人数を整理した表を見て，棒

グラフに表す方法を考える。 

・ 項目のとり方，1目盛りの大きさなどの順

に従ってグラフをかく。 

＊デジタルコンテンツがあります。 

□考棒グラフの項目の並べ方や目盛りの

つけ方を考え，分かりやすい表し方

を工夫している。 

□知棒グラフのかき方を理解している。 

Ｔ・Ｔ ・棒グラフのかき方にそっ

てけがをした場所と人数

を棒グラフに表しましょ

う。 

【定着】 

Ｐ１０１ △４ 

     △５ 

 

６ ・ いろいろな資料を棒グラフに表す。 Ｔ・Ｔ ・自分で調べてみたいと思 

うことを決めて棒グラフ 

に表しましょう。 

７ ○目盛りのつけ方が異なる3

つの棒グラフを見比べて，

棒グラフについての見方や

考え方を広げる。 

・ 目盛りのつけ方の異なる3つの棒グラフを

見比べて，気づいたことを話し合う。 

・ 1目盛りを10人にした棒グラフを提示し，

放課後と授業中ではけがをした人数はあ

まり変わらないという意見について，話し

合う。 

・ 適用問題に取り組む。 

□考目盛りのつけ方が異なる複数のグラ

フを比較する活動を通して，目的に

あった適切な目盛りのつけ方につい

て考え，説明している。 

Ｔ・Ｔ ・３人のグラフを見て，気

づいたことを言いましょ

う。 

【定着】 

Ｐ１０３ △６ 

 

（3）表のくふう 下p.104 １時間 

８ ○一次元表を組み合わせた簡

単な二次元表を読むことが

できる。 

・ 3か月のけがの種類と人数をまとめた3つ

の一次元表を読む。 

・ 3つの表をまとめた二次元表に数を書き入

れたあと，この表を読む。 

・ 二次元表の有用性を考える。 

□考一次元表と二次元表を比較する活動

を通して，二次元表は種類別や3か月

間の合計が表され，項目が比べやす

いなどのよさについて考え，説明し

ている。 

□知二次元表の意味を理解している。 

Ｔ・Ｔ ・１つの表にまとめて合計

を求めましょう。 

・１つの表にまとめるとど

んなところが分かりやす

くなりましたか。 

【定着】 

Ｐ１０４ ☆１ 

     ☆２ 

 

まとめ 下p.105 １時間    

９ ○学習内容の定着を確認し，

理解を確実にする。 

・ 「しあげ」に取り組む。 □知 基本的な学習内容を身につけてい

る。 

少人数 

【習熟度別】 

【どんどん】 

・仕上げの問題に取り組み

ましょう。 

【じっくり】 

・仕上げの問題に取り組み

ましょう。 

【定着】Ｐ１２３ 

ほじゅうのもんだ

い 

 

 



－  － 40 

 

時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準 指導形態 主な発問 評価・定着・活用 

（1）そろばん 下p.106～108 ３時間 

１ ○そろばんの各部分の名称を

知り，そろばんにおかれた

数の読み方や数の入れ方，

払い方を理解し，加減の基

本的な計算をすることがで

きる。 

・ そろばんの各部分の名称を知り，そろばん

に数を入れたり，払ったりする練習をす

る。 

・ 64＋23，70＋48の計算をして，たし算の基

本運珠の仕方を知る。 

＊デジタルコンテンツがあります。 

□関そろばんに興味をもち，用いようと

している。 

□考そろばんを使った加減計算の仕方を

考え，説明している。 

□技 そろばんで簡単な加減計算ができ

る。 

Ｔ・Ｔ ・これはそろばんといいま

す。何に使うものだと思

いますか。 

【定着】 

反復練習 

自校プリント 

２ ・ 64－23，70－48の計算をして，ひき算の基

本運珠の仕方を知る。 

Ｔ・Ｔ ・ひき算の計算をたくさん

練習しましょう。 

【定着】 

反復練習 

自校プリント 

３ ・ 1.2＋0.4や2.6－0.3，4万＋3万，6万－2

万などの計算に取り組み，小数や大きな数

でもそろばんで計算できることを知る。 

・ 「算数のおはなし」を読み，そろばんの歴

史について知り，そろばんへの興味・関心

を高める。 

Ｔ・Ｔ ・小数や大きい数の計算を

しましょう。 

【定着】 

反復練習 

自校プリント 

 

 

＊かたちであそぼう「ペントミノ」 下p.109 １時間 

 そろばん 下p.106～108 
   〔指導時期〕３月中旬  〔指導時数〕３時間 

【単元の目標】 ○ 

 

□関  

□考  

 

□技  

□知  

そろばんによる数の表し方について知り，そろばんを用いて簡単な加法及び減法の計算ができるようにする。 

 

・ そろばんに興味をもち，十進数の仕組みと関連づけてみようとする。 

・ そろばんの仕組みや十進位取り記数法の仕組みを生かして，数の入れ方，払い方を考えることができる。 

 

・ そろばんを使って簡単な加減計算をすることができる。 

・ そろばんを使った加減計算の仕方を理解する。 

１ ○いくつかの図形を組み合わ

せて正方形や長方形を作る

活動を通して，図形に親し

み，その楽しさを味わう。 

・ 正方形を5こつなげてできた12種類の形か

らいくつかを選んで，正方形や長方形を作

る。 

＊デジタルコンテンツがあります。 

□関図形を工夫して組み合わせて正方形

や長方形を作ろうとしている。 

□考形の特徴に着目して，正方形や長方

形の作り方を考え，表現している。 

Ｔ・Ｔ ・全部で何種類の形を使え

ばいいかな。 

＊学習内容に応

じ本時は，適用

問題はなし。 
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＊考える力をのばそう「間の数に目をつけて」 下p.110～111 １時間 

 

 

＊３年のふくしゅう 下p.112～116 ３時間 

 

１ ○直線や円周上に等間隔に配

置されたものの数と間の数

との関係に着目して問題を

解決することを通して，問

題解決の能力を伸ばす。 

・ 場面をとらえ，解決の仕方を考える。 

・ 図を見て，間の数が木の数より1小さいこ

とに気づき，答えを求める。 

・ 場面をとらえ，解決の仕方を考える。 

・ 図を見て立式し，間の数と木の数が等しい

ことに気づき，答えを求める。 

□考対応の考えを基に，直線上に等間隔

に配置された場合について，間の数

とものの数の関係を考えている。 

□知直線上に配置された場合と円周上に

配置された場合の違いを理解してい

る。 

少人数 

【習熟度別】 

【どんどん】 

・仕上げの問題に取り組み

ましょう。 

【じっくり】 

・仕上げの問題に取り組み

ましょう。 

＊学習内容に応

じ本時は，適用

問題はなし。 

１
～
３ 

○既習内容の理解を確認す

る。 

・ 問題に取り組み，解決する。 □知既習内容について解決の仕方を理解

している。 

少人数 

【習熟度別】 

【どんどん】 

・ふくしゅうの問題に取り

組みましょう。 

【じっくり】 

・ふくしゅうの問題に取り

組みましょう。 

【定着】 

Ｐ１１２～ 

Ｐ１１６ 

3年のふくしゅう 


