
１　　　　　年 ２　　　　　年 ３　　　　　年 ４　　　　　年 ５　　　　　年 ６　　　　　年

※３年生のページ参照

※５年生のページ参照

※３年生のページ参照

※３年生のページ参照

　

平成２２年度の「数と計算」領域　学習内容一覧

０ なかまづくり
集合を作ったり、数量の多少を比べ

たりする。
１対１対応による比較ができる。

１０までの数詞や数字が表している

大きさが分かる。
数図やブロック等を用いて、数の大

小を比較する。

１ かずのなまえ

１対１対応の活動を大切

に

個数と数詞を対応させて

２ なんばんめ
数を用いてものの順番を表す。

３ いくつといくつ
１０までの数の合成、分解。

12 20よりおおきいかず
１０ずつまとめて数えることのよさが

分かる。

100までの数詞や数字が表している

大きさが分かる。

簡単な３位数の表し方が分かる。

簡単な２位数の加減計算ができる。

４ あわせていくつ

合併や増加のなどの場合を加法の

関係として統合的のとらえる。

５ のこりはいくつ

ちがいはいくつ

求算や求補、求差の場面を減法の関係

として統合的のとらえる。

被減数が10以内の減法計算ができる。

集合数と順序数の違

いを知る活動を

「10は3といくつ」という

表現を大切に

６ 10よりおおきいかず
１０といくつという数の構成に着目し

てとらえる。

２０までの数詞や数字が表している

大きさが分かる。

簡単な２位数の加減計算ができる。

10をまとまりと見る

数直線との出会い

８ ふえたり へったり
３口の数の加減計算が用いられる

場合や計算の仕方が分かる。

問題場面をブロックな

どを動かしながら考え

９ たしざん
20までの数の構成や10の補数に着

目して計算の仕方を考える。
繰り上がりのある計算の仕方が分

かる。

10 ひきざん
18までの数の構成や10の補数に着

目して計算の仕方を考える。

繰り下がりのある計算の仕方が分

かる。

10のまとまりを意識し

て

13 たしざんとひきざん
加減の適用場面の拡張。

順序数や異種の数量の加減計算に

ついて、集合数や同種の数量に置

き換えて考える。

問題文に合う図をかこ

う！（テープ図の素

地）

６ ３けたの数
1000までの数の表し方を考える。

1000までの数を数えたり書いたりで
きる。

13 ４けたの数
10000までの数の表し方を考える。

10000までの数を数えたり書いたり

できる。

位取り表（位の部屋）

と数直線を大切に

３ たし算のひっ算
２位数の加法の筆算の仕方が分か

る。

４ ひき算のひっ算
２位数の減法の筆算の仕方が分かる。

筆算形式による２位数の減法計算がで

きる。

求大や求小の場合でも、減法の式に表

せることが分かる。

７ 計算のくふう
加法の結合法則と（ ）の使い方

15 たし算とひき算
問題場面の構造をテープ図を用い

て表し、解決することができる。

８ たし算とひき算の

ひっ算

加法や減法の筆算の仕方を考える。

筆算形式による２位数、３位数の加

法や減法の筆算ができる。

問題文に合う図をかこ

う！（テープ図）

10 かけ算（１）

11 かけ算（２）
乗法の意味が分かる。

乗法九九の構成ができる。

乗法九九を確実に唱えることができ

る。

かけ算の意味に合う

図とアレイ図を用いて

既習の段を用いた段

の構成

九九表からきまりを見

付ける

◆ 分数
1/2、1/4など簡単な分数が分かる。

折り紙や紙テープを

折る活動と分数を関

連づけて

10 大きい数のしくみ
一億までの数の表し方がわかる。

一億までの数を読んだり書いたりで

きる。

位取り表と倍概念を

関係付けて

５ たし算とひき算の

ひっ算
数の仕組みに着目して、４位数まで

の加減計算を考える。

位数までの加減計算ができる。

７ 暗算
２位数どうしの加減の暗算ができる。

位の部屋を使って筆

算の仕方をとらえる

１ かけ算
被乗数や乗数が0や10の場合にも

乗法を適用したり、性質やきまりを

見つけたりする。

３ わり算
等分除、包含除の意味が分かる。

８ あまりのあるわり算
あまりのある場合の除法を既習の

除法と関連付けて考える。

あまりのある場合の除法計算がで

きる。

11 かけ算の筆算（１）
乗数が１位数の場合の乗法の筆算

ができる。

14 かけ算の筆算（２）

乗数が２位数の場合の乗法の筆算

ができる。

アレイ図や九九表で

乗法の見方を広げる

数直線図（数直線と

テープ図）との出会い

計算を分けて、既習

の乗法に近づけて

◆ 大きい数のわり算
□÷１位数＝２位数の除法の計算

ができる。

具体的な活動を通し

て場面理解を→図へ

◆ 分数

端数部分の大きさを表す分数の意

味を知り、表し方を理解する。

◆ 小数
小数も整数と同じ十進位取り記数

法になっていることがわかる。

16 そろばん
そろばんによる数の表し方を知り、

そろばんによる簡単な加減計算が
できる。

既習のわり算にする

工夫を（１０のまとまり

と１のバラに分け

数直線や面積図で10

等分する経験を

もとになる量(１ｍ、１ℓ)

を意識して

１ 大きい数のしくみ
大きな数を十進位取り記数法に基

づいて表すことができる。

11 がい数の表し方

概数の意味を理解し、数を手際よく

とらえたり処理したりできる。

目的に応じて、和、差、積、商を概

数で見積もることができる。

16 そろばん
そろばんによる加減計算ができる。

３ わり算の筆算（１）
乗数が１位数の場合の除法の筆算

ができる。

９ わり算の筆算（２）
乗数が２位数の場合の除法の筆算

ができる。

６ 小数
小数も整数と同じ十進位取り記数

法になっていることがわかる。

数直線や面積図で10

等分する経験を

８ 分数
端数部分の大きさを表す分数の意

味を知り、表し方を理解する。

もとになる量(１ｍ、１ℓ)

を意識して

◆ 小数の

かけ算とわり算

小数×整数、小数÷整数の計算が

できる。

◆ 小数のしくみ

１/1000の位までの小数について理

解する。加減法の筆算ができる。

位取り表と倍概念を

関係付けて

数直線を大切に

※見積りや計算の処理として、

この単元以外でも概数を用いる

ので、概数を用いる技能をしっ

かり身につけたい。

数直線図（数直線と

テープ図）を読む

計算を分けて、既習

の乗法に近づけて

習ったことを使えるよ

うに問題を工夫をする

１ 小数と整数のしくみ
整数および小数は十進位取り記数

法に基づいて表すことができる。

４ 分数の

たし算とひき算

同分母分数の加減計算をすること

ができる（帯分数を含む）。

◆ 分数の

たし算とひき算

異分母分数の加減計算をすること

ができる（帯分数を含む）。

５ 偶数と奇数
整数は偶数と奇数に類別できること

を理解する。

◆ 倍数と約数
約数や倍数の意味が分かる。

最小公倍数や最大公約数の意味を

理解する。

７ 小数のかけ算
乗数が小数の乗法の意味を理解し、

計算ができる。

８ 小数のわり算
除数が小数の除法の意味を理解し、

計算ができる。

２ 小数のかけ算とわり算

整数や小数を整数でわって、わり進

みができる。

12 分数と小数
分数を小数になおしたり、小数、整

数を分数になおしたりする方法を理

解する。

◆ 分数の

かけ算とわり算

乗数や除数が整数の場合の分数の

乗法及び除法の計算ができる。

１ 倍数と約数
約数や倍数の意味が分かる。

最小公倍数や最大公約数の意味を

理解する。

２ がい数の計算
積や商をがい数で見積もる仕方を

理解し、目的に応じてそれらを活用

することができる。

３ 分数の

たし算とひき算

異分母分数の加減計算をすること

ができる（帯分数を含む）。

６ 分数のかけ算と

わり算（１）

乗除数が整数の場合の乗除計算と

乗数が分数の場合の乗法の仕方を

筋道立てて考えるとともに、その計

算ができる。

７ 分数のかけ算と

わり算（２）

除数が分数の場合の除法の仕方を

筋道立てて考えるとともに、その計

算ができる。

位取り表と倍概念を

関係付けて

数直線を大切に

※必要なすべての倍数や約数

が求められることと、文章題では

条件に合うように倍数や約数を

使うことができる技能をしっかり

式を図に表す

習ったことを使えるよ

うに問題を工夫をする

習ったことを使えるよ

うに問題を工夫をする

基になる分数のいくつ

分で考える

※必要なすべての倍数や約数

が求められることと、文章題では

条件に合うように倍数や約数を

使うことができる技能をしっかり

身に付ける。

問題を数直線に表し

て

習ったことを使えるよ

うに問題を工夫をする

問題を数直線に表し

て

習ったことを使えるよ

うに問題を工夫をする

位の部屋を使って筆

算の仕方をとらえる

※並び順は、指導時期とは関係あ

りません。
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地）
連づけて


