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大分県教育委員会

改訂の経緯
◇今の子供たちが活躍する時代
→生産年齢人口の減少，グローバル化の進展
技術革新

◇一人一人が持続可能な社会の担い手として，
個人と社会の成長につながる新たな価値を生み
出していくことが期待される。

◇人工知能（ＡＩ）は飛躍的な進化を遂げ，人工
知能が自ら知識を概念的に理解し，思考し始め
ている。

◇一方で人工知能に思考の目的を与えたり，目的
のよさ，正しさ，美しさを判断できるのは人間
の最も大きな強み。

中央教育審議会答申において
“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”
目標を学校と社会が共有し，連携・協働しながら，

新しい時代に求められる資質・能力を子供たちに育
む「社会に開かれた教育課程」の実現を目指し，学
習指導要領の枠組みを６点にわたって改善すること
が求められた。

①何ができるようになるか
（育成を目指す資質・能力）

②何を学ぶか
（教科等を学ぶ意義と教科等間・学校段階間の
つながりを踏まえた教育課程の編成）

③どのように学ぶか
（各教科等の指導計画の作成と実施，学習・指
導の改善・充実）

④子供一人一人の発達をどのように支援するか
（子供の発達を踏まえた指導）

⑤何が身に付いたか
（学習評価の充実）

⑥実施するために何が必要か
（学習指導要領の理念を実現するために必要な
方策）

学校教育＝子供たちが様々な変化に向き合い，
他者と協働して課題を解決していくことや，
様々な情報を見極め知識の概念的な理
解を実現し，情報を再構成するなど新た
な価値につなげていくこと，複雑な状況
の変化の中で，目的を再構築することが
できるようにすることが求められる。

予測困難な時代

Ⅰ 小学校学習指導要領の改訂及び新教育課程編成・実施のポイント（第１章 総説）

ポイント①

改訂の経緯について
冊子版解説Ｐ.１～２



ポイント②

改訂の基本方針について
冊子版解説Ｐ.２～５

【改訂の基本的な考え方】

ア 「社会に開かれた教育課程の重視」
イ 知識及び技能の習得と思考力，判断力，表現力等の育成のバランスを重視する
ウ 道徳教育の充実や体験活動の重視，体育・健康に関する指導の充実

【改訂の基本方針】
○育成を目指す資質・能力の明確化
・「生きる力」をより具体化し，教育課程を通して育成
を目指す資質・能力を
ア 何を理解しているか，何ができるか
（生きて働く「知識・技能」の習得）

イ 理解していること・できることをどう使うか
（未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現
力等」の育成）

ウ どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送
るか
（学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向か
う力・人間性等」の涵養） の三つの柱に整理。

○ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

の推進

エ １回１回の授業で全ての学びが実現されるものではなく，

単元や題材など内容や時間のまとまりの中で実現を図る。

オ 深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせることが重要

になること。児童生徒が学習や人生において 「見方・考え

方」を自在に働かせることができるようにすることにこそ，

教師の専門性が発揮されることが求められること。

○各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進

「カリキュラム・マネジメント」三つの側面
・教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を
教科等横断的な視点で組み立てていくこと。

・教育課程の実施状況を評価し，改善を図ること。
・教育課程の実施に必要な人的・物的な体制の確保
と改善，組織的・計画的に教育活動の質を高める
こと。

○教育内容の主な改善事項

〔理数教育の充実〕

必要なデータを収集・分析し，その傾向を踏まえ

て課題を解決するための統計教育の充実

(小：算数 中：数学)

主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び

対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と，学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し，
社会と連携･協働しながら，未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

学習指導要領改訂の方向性

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習
得など，新しい時代に求め
られる資質･能力を育成

知識の量を削減せず，質の
高い理解を図るための学習
過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化，高校の新科目「公共
（仮称）」の新設など

各教科等で育む資質･能力を明確化し，目標や内容を
構造的に示す

学習内容の削減は行わない※

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

※高校教育については，些末な事実的知識の暗記が大学入学者選抜で問われることが課題になっ
ており，そうした点を克服するため，重要用語の整理等を含めた高大接続改革等を進める。

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養

「学習指導要領改訂の基本方針をまとめると･･･（中教審答申補足資料より）



◯数学的活動の充実
・実社会との関わりと算数・数学を統合的・発展的に構成していくこと。

◯統計的な内容等の改善・充実
・社会生活など様々な場面において，必要なデータを収集して分析し，その傾向を踏まえて課題を
解決したり意思決定をしたりすること。

（１）現行学習指導要領の成果と課題

◯ＰＩＳＡ２０１５及びＴＩＭＳＳ２０１５
・数学的リテラシーの平均得点は国際的に見ると高く，上位グループに位置している。
・中学生は数学を学ぶ楽しさや，実社会との関連に対して肯定的な回答をする割合は改善が見られる一方で，
学習意欲面で課題がある。
・小学校と中学校の間で算数・数学の勉強に対する意識に差がある。
・小学校から中学校に移行すると，数学の学習に対し肯定的な回答をする生徒の割合が低下する傾向にある。
◯全国学力・学習状況調査等
・小学校では，「基準量，比較量，割合の関係を正しく捉えること」や「事柄が成り立つことを図形の性質に関連
付けること」に課題。
・中学校では，「数学的な表現を用いた理由の説明」に課題。

ポイント③

算数科改訂の趣旨及び要点について

（１）現行学習指導要領の成果と課題 （２）算数科の目標の改善 （３）算数科の内容構成の改善

Ⅱ 小学校算数科学習指導要領の改訂及び新教育課程編成・実施のポイント（概要）

冊子版解説Ｐ.６～20

算数科改訂の趣旨及び要点

冊子版解説Ｐ．6

「事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え，根拠を基に筋道を立てて考え，統合的・発展的
に考えること」

②算数科の学習における「数学的な見方・考え方」

◯中央教育審議会答申
算数科・数学科における「数学的な見方・考え方」

「事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え，論理的，統合的・発展的に考えること」

◯算数科の学習における「数学的な見方・考え方」

小学校算数科の目標についても，「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性
等」の三つの柱で整理して示した。

冊子版解説Ｐ.７
（２）算数科の目標の改善

【現行】

「数学的な見方・考え方」については，これまで
の学習指導要領の中で，「数学的な考え方」として
教科の目標に位置付けられたり，思考・判断・表
現の評価の観点名として用いられたりしてきた。

【改訂】
目標において，児童が各教科等の特質に応
じた物事を捉える視点や考え方（見方・考え
方）を働かせながら，目標に示す資質・能力の
育成を目指すことを示している。

①目標の示し方

ポイント③-2



③算数科の学びの過程としての数学的活動の充実

これらの各場面で言語活動を充実し，それぞれの過程を振り返り，評価・改善することができるようにする。

ポイント③-3

冊子版解説Ｐ.７～９
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数学的活動とは，『事象を数理的に捉えて，算数の問題を見いだし，問題を自立的，協働的に解決する過程』を
遂行することである。（解説Ｐ.23）

数学的活動は，基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付けたり，思考力，判断力，表現力等を高めたり，
算数を学ぶことの楽しさや意義を実感したりするために，重要な役割を果たすものであることから，各学年の内容
の「Ａ数と計算」，「Ｂ図形」，「Ｃ測定」，「Ｃ変化と関係」及び「Ｄデータの活用」に示す事項については，数学的活動
を通して指導するようにすること。

（1）数学的活動を通しての指導

ただし，その指導の過程において，必要に応じて教師が説明をしたり，計算練習を行う場面を設けたりすることは
，当然あり得るものであり，そのことを否定するものではない。その意味で，例えば，教師の説明を一方的に聞くだ
けの学習や，単なる計算練習を行うだけの学習は，数学的活動には含まれない。

前回の小学校学習指導要領では「児童が目的意識をもって主体的に取り組む算数に関わりのあ
る様々な活動」を意味する「算数的活動」という用語を用いていた。算数的活動には，様々な活動が
含まれ得るものであり，作業的・体験的な活動など身体を使ったり，具体物を用いたりする活動が
主に挙げられることが多いが，そうした活動に限られるものではなく，算数に関する課題について考
えたり，算数の知識を基に発展的・応用的に考えたりする活動や，考えたことなどを表現したり，説
明したりする活動など，具体物などを用いた活動でない活動についても算数的活動に含まれるとし
てきた。これらの活動は全て数学的活動に含まれる。

今回の改訂では，数学的な問題発見，問題解決の過程における様々な場面とそこで働かせる「数

学的な見方・考え方」に焦点化を当てて算数科における児童の活動を充実するために，これまで使
用されてきた用語「算数的活動」を「数学的活動」と改めて，その趣旨を一層徹底しており，各領域に
示す全ての事項において，数学的活動を通した指導を行うことを求めている。

数学的活動の指導に当たっての配慮事項について

冊子版解説Ｐ.334～335
ポイント③-4



小学校算数科の内容の構成［数学的活動］

ア 身の回りの事象を観察したり，具体物を操作したりして，数量や図形に進んで関わる活動
イ 日常の事象から見いだした算数の問題を，具体物，図，数，式などを用いて解決し，結果を確かめる活動
ウ 算数の学習場面から見いだした算数の問題を，具体物，図，数，式などを用いて解決し，結果を確かめる
活動

エ 問題解決の過程や結果を，具体物，図，数，式などを用いて表現し伝え合う活動

第２学年，第３学年

ア 日常の事象を数理的に捉え問題を見いだして解決し，解決過程を振り返り，結果や方法を改善したり，
日常生活等に生かしたりする活動

イ 算数の学習場面から算数の問題を見いだして解決し，解決過程を振り返り統合的・発展的に考察する活動
ウ 問題解決の過程や結果を，目的に応じて図や式などを用いて数学的に表現し伝え合う活動

第６学年

ア 日常の事象から算数の問題を見いだして解決し,結果を確かめたり，日常生活等に生かしたりする活動
イ 算数の学習場面から算数の問題を見いだして解決し，結果を確かめたり，発展的に考察したりする活動
ウ 問題解決の過程や結果を，図や式などを用いて数学的に表現し伝え合う活動

第４学年，第５学年

ア 身の回りの事象を観察したり，具体物を操作したりして，数量や形を見いだす活動
イ 日常生活の問題を具体物などを用いて解決したり結果を確かめたりする活動
ウ 算数の問題を具体物などを用いて解決したり結果を確かめたりする活動
エ 問題解決の過程や結果を，具体物や図などを用いて表現する活動

第１学年

冊子版解説Ｐ.12～15

ポイント③-5

現行［算数的活動］

第３学年

第６学年第５学年

第１学年

ア 具体物を数える活動
イ 計算の意味や仕方を表す活動
ウ 量の大きさを比べる活動
エ 形を見付けたり，作ったりする活動
オ 場面を式に表す活動

ア 整数が使われている場面を見付ける活動
イ 乗法九九表からきまりを見付ける活動
ウ 量の大きさの見当を付ける活動
エ 図形をかいたり，作ったり，敷き詰めたりする活動
オ 図や式に表し説明する活動

第２学年

ア 計算の仕方を考え説明する活動
イ 小数や分数の大きさを比べる活動
ウ 単位の関係を調べる活動
エ 正三角形などを作図する活動
オ 資料を分類整理し表を用いて表す活動

第４学年

ア 計算の結果の見積りをし判断する活動
イ 面積の求め方を考え説明する活動
ウ 面積を実測する活動
エ 平行四辺形などを敷き詰め，図形の性質を調べる活動
オ 身の回りの数量の関係を調べる活動

ア 計算の仕方を考え説明する活動
イ 面積の求め方を考え説明する活動
ウ 合同な図形をかいたり，作ったりする活動
エ 図形の性質を帰納的に考え説明したり，演繹
的に考え説明したりする活動

オ 目的に応じて表やグラフを選び活用する活動

ア 計算の仕方を考え説明する活動
イ 単位の関係を調べる活動
ウ 縮図や拡大図，対称な図形を見付ける活動
エ 比例の関係を用いて問題を解決する活動

ポイント③-6

平成20年学習指導要領解説Ｐ.15



思考力，判断力，表現力等については主なものを記述するとともに，「数学的な見方・考え方」の数
学的な見方に関連するものを，「～に着目して」という文言により記述した。

算数科の内容

◯中央教育審議会答申

「内容」に関しては，育成を目指す「知識・技能」，「思考力・判断力・表現力等」がより明確となり，
それらを育成するための学習過程の改善が図られるよう，どのような「数学的な見方・考え方」を働
かせて数学的活動を行い，どのような「知識・技能」及び「思考力・判断力・表現力等」を身に付ける
ことを目指すのかを示していくことが必要である。その上で，「内容」の系統性，「内容」と育成される
資質・能力とのつながり及びこれまでに明らかになっている課題などを意識した「内容」の構成，配
列にすることが求められる。

◯「知識及び技能」と「思考力，判断力，表現力等」について
・児童が身に付けることが期待される資質・能力を三つの柱に沿って，指導事項のまとまりごとに
内容を示した。

◯「学びに向かう力，人間性等」について
・指導事項のまとまりごとに内容に示すことはせず，教科の目標及び学年目標において，まとめて
示した。

ポイント③-7

（３）算数科の内容構成の改善
冊子版解説Ｐ.９～11

【新】
数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資
質・能力を次のとおり育成することを目指す。
（１） 数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを理解す
るとともに，日常の事象を数理的に処理する技能を身に付けるようにする。
（２） 日常の事象を数理的に捉え見通しをもち筋道を立てて考察する力，基
礎的・基本的な数量や図形の性質などを見いだし統合的・発展的に考察す
る力，数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表したり目的に応じ
て柔軟に表したりする力を養う。
（３） 数学的活動の楽しさや数学のよさに気付き，学習を振り返ってよりよく
問題解決しようとする態度，算数で学んだことを生活や学習に活用しようと
する態度を養う。

算数科の目標

柱書
（１）知識及び技能
（２）思考力，判断力，表現力等
（３）学びに向かう力，人間性等

数学的に考える資質・能力全体を「数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して」育成することを目指
すことを柱書に示した。すなわち，小学校算数科の目標をなす資質・能力の三つの柱は，数学的な見方・考え方
と数学的活動に相互に関連をもたせながら，全体として育成されることに配慮する必要がある。

ポイント④

算数科の目標について
冊子版解説Ｐ.21～29

【現行】
算数的活動を通して，数量や
図形についての基礎的・基本的
な知識及び技能を身に付け，日
常の事象について見通しをもち
筋道を立てて考え，表現する能
力を育てるとともに，算数的活
動の楽しさや数理的な処理のよ
さに気付き，進んで生活や学習
に活用しようとする態度を育てる。



①「数学的な見方・考え方を働かせ」について

「数学的な見方・考え方」は，算数の学習において，どのような視点で物事を捉え，どのような考え方で思考をし
ていくのかという，物事の特徴や本質を捉える視点や，思考の進め方や方向性を意味すること。

「数学的な見方」
「事象を数量や図形及びそれらの関係についての概
念等に着目してその特徴や本質を捉えること」

「数学的な考え方」
「目的に応じて数，式，図，表，グラフ等を活用しつつ，
根拠を基に筋道立てて考え，問題解決の過程を振り返
るなどして既習の知識及び技能等を関連付けながら，
統合的・発展的に考えること」

「数学的な見方・考え方」

「事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え，根拠を基に筋道立てて考え，統合的
・発展的に考えること」

○数学的に考える資質・能力を支え，方向付けるもの。
○算数の学習が創造的に行われるために欠かせないもの。
○児童一人一人が目的意識をもって問題解決に取り組む際に積極的に働かせていくもの。
○資質・能力の三つの柱である「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」及び「学びに向かう力，人間性
等」の全てに対して働かせるもの。

ポイント④-2

目標の解説（柱書）
冊子版解説Ｐ.22～23

算数の学習を通じて，「数学的な見方・考え方」が更に豊かで確かなものとなっていくと考えられる。

また，「数学的な見方・考え方」は，算数の学習の中で働かせるだけではなく，大人になって生活し
ていくに当たっても重要な働きをするものとなる。

②「数学的活動を通して」について

数学的活動とは，事象を数理的に捉え，算数の問題を見いだし，問題を自立的，協働的に解決
する過程を遂行することである。
これは，「児童が目的意識をもって主体的に取り組む算数に関わりのある様々な活動」であると
する従来の意味を，問題発見や問題解決の過程に位置付けてより明確にしたものである。

【算数科における問題発見・解決の過程】
○「日常生活の事象を数理的に捉え，数学的に表現・処理し，問題を解決したり，解決
の過程や結果を振り返って考えたりする」こと
○「算数の学習場面から問題を見いだし解決したり，解決の過程や結果を振り返って統
合的・発展的に考えたりする」こと

ポイント④-3

③「数学的に考える資質・能力を育成すること」について

算数科の教科目標で示された三つの柱で整理された算数・数学教育で育成を目指す力のことで
ある。
これらの資質・能力は，「数学的な見方・考え方」を働かせた数学的活動によって育成されるもの
で，算数の学習はもとより，他教科等の学習や日常生活等での問題解決に生きて働くものである。

目標の解説（柱書）

冊子版解説Ｐ.23～24



ポイント④-4

④「数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを理解するとともに，日常の事象
を数理的に処理する技能を身に付ける」について

算数科においては，身に付けるべき基礎的・基本的な内容の習得を重視するとともに，その背

景にある概念や性質についての理解を深めながら，概念や性質の理解に裏付けられた確かな知
識及び技能を習得する必要がある。

※「方法知」とでも呼ばれる知識を身に付けることが大切

例えば，「比例の関係を用いた問題解決の方法を知ること」

目標の解説「知識及び技能」

冊子版解説Ｐ.24～25

例えば，分数の除法の計算の仕方を学ぶ際には，意味を踏まえないまま公式など

を暗記させたり，計算を形式的に速く処理できることを技能として求めたりするなど，
形式的な学習指導に終わるのではなく，計算の仕方の基に原理・原則があることや，
原理・原則をうまく使って形式的な処理の仕方が考え出されることを理解することなど
が大切である。

ポイント④-5

⑤「日常の事象を数理的に捉え見通しをもち筋道を立てて考察する力，基礎的・基本的な数量や図
形の性質などを見いだし統合的・発展的に考察する力，数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・
的確に表したり目的に応じて柔軟に表したりする力」について

日常の事象を数理的に捉え見通しをもち筋道を立てて考察する力

○「日常の事象」については，これをあまり狭く限定して考えるのではなく，児童の発達の段階に応じて，広く算数
の対象となる様々な事象を含めて考える必要がある。
○「数理的に捉える」とは，事象を算数の舞台にのせ数理的に処理できるようにすることである。
○「見通しをもつ」と示しているのは，物事について判断したり，推論したりする場合に，見通しをもち筋道を立てて
考えることの重要性を述べたものである。
○「筋道を立てて考える」ことは，正しいことを見いだしたり，見いだしたことの正しさを確かめたりする上で欠くこと
のできないものである。

基礎的・基本的な数量や図形の性質などを見いだし統合的・発展的に考察する力

○「統合的に考察する」ことは，異なる複数の事柄をある観点から捉え，それらに共通点を見いだして一つのもの
として捉え直すことである。
○「発展的に考察する」とは，物事を固定的なもの，確定的なものと考えず，絶えず考察の範囲を広げていくこと
で新しい知識や理解を得ようとすることである。

数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表したり目的に応じて柔軟に表したりする力

○数学的に表現することは，事象を数理的に考察する過程で，観察したり見いだしたりした数量や図形の性質な
どを的確に表したり，考察の結果や判断などについて根拠を明らかにして筋道を立てて説明したり，既習の算
数を活用する手順を順序よく的確に説明したりする場面で必要になる。
○算数の学習では，「つまり」と具体的な事柄を一般化して表現したり，「例えば」と抽象的な事柄を具体的に表現
したりすることも大切である。

冊子版解説Ｐ.25～27
目標の解説「思考力，判断力，表現力等」



⑥「数学的活動の楽しさや数学のよさに気付き，学習を振り返ってよりよく問題解決しようとする態度，
算数で学んだことを生活や学習に活用しようとする態度」について

数学的活動の楽しさや数学のよさに気付くこと

○「数学的な楽しさ」に気付く
・算数を日常生活の事象と結び付ける活動， ・具体物を扱った操作的・作業的な活動，

・実際の数や量の大きさを実験・実測するなどの体験的な活動，

・表や図，グラフなどからきまりを発見するなどの探究的な活動，

・解決した問題から新しい問題をつくるなどの発展的な活動，等を含んだ数学的活動を通して，児童が活動

の楽しさに気付くことをねらいとしている。
○「数学のよさに気付く」
・数学の価値や算数を学習する意義に気付くこと。
・学習意欲の喚起や学習内容の深い理解につながり，また，算数に対して好意的な態度が育成されること。

ポイント④-6

学習を振り返ってよりよく問題解決しようとする態度

○算数の学習に粘り強く取り組み，よりよい問題解決に最後まで取り組もうとする態度の育成を目指すという
ねらいを述べている。

算数で学んだことを生活や学習に活用しようとする態度

○基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付けるだけでなく，身に付けた知識及び技能を活用していくこ
とは極めて重要である。

○算数で学んだことは活用できるように学習されなければならないし，活用を重視した創造的な学習展開を用
意する必要がある。

目標の解説「学びに向かう力，人間性等」
冊子版解説Ｐ.27～29

ポイント⑤

学年の目標の見方について

児童の発達の段階に
応じて，第１学年，第２
学年と第３学年，第４
学年と第５学年，第６
学年の四つの段階を
意識した記述

冊子版解説Ｐ.29～32

「知識及び技能」

「思考力，判断力，

表現力等」

「学びに向かう力，

人間性等」

知識

技能

Ａ数と計算

Ｂ図形

Ｃ測定

Ｄデータの活用



今回の改訂では，算数科において育成を目指す資質・能力とそのために必要な指導内容について，数学的活
動のなかで働かせる数学的な見方・考え方を明示して，内容を整理した。この算数科の内容の骨子を簡略に述
べると次の①～⑧になる。

小学校算数科の内容の骨子

①数概念の形成とその表現の理解，計算の構成と習得
②図形概念の形成と基本的な図形の性質の理解
③量の把握とその測定の方法の理解
④事象の変化と数量の関係の把握
⑤不確定な事象の考察

⑥筋道を立てて考えること
⑦ 数学的に表現すること
⑧数学的に伝え合うこと

①〜⑤は，主として算数科の学習において考察対象となるものとその考察の方法に関する事項

⑥〜⑧は，算数科の学習全体を支える数学的な方法などに関する事項

ポイント⑥

内容構成の考え方について
冊子版解説Ｐ.33～41

内容領域の構成～五つの領域について～

ポイント⑥-2
冊子版解説Ｐ.37～41

数の概念
（整数，小数，分数）
計算の意味
加法，減法
乗法，除法
概数と見積り

量の概念
（長さ，重さなど）
量の大きさの比較
量の単位
量の測定

図形の概念
（平面図形，
立体図形）
図形の構成・分解
図形の性質

数の概念
（整数，小数，分数）
計算の意味
加法，減法
乗法，除法
概数と見積り
〔Ｄ数量関係〕
式の表現と読み
四則に関して
成り立つ性質

量の概念
（長さ，重さなど）
量の大きさの比較
量の単位
量の測定

図形の概念
（平面図形，立体図形）
図形の構成・分解
図形の性質

〔Ｂ量と測定〕
角

図形の計量
（面積・体積）

〔Ｂ量と測定〕
単位量当たりの大きさ，速さ
〔Ｄ数量関係〕
割合，比，比例，反比例

〔Ｂ量と測定〕
測定値の平均
〔Ｄ数量関係〕
表，グラフ



この領域のねらいは，次の三つに整理することができる。
・整数，小数及び分数の概念を形成し，その性質について理解するとともに，数についての感覚を豊かにし，それ
らの数の計算の意味について理解し，計算に習熟すること
・数の表し方の仕組みや数量の関係に着目し，計算の仕方を既習の内容を基に考えたり，統合的・発展的に考え
たりすることや，数量の関係を言葉，数，式，図などを用いて簡潔に，明瞭に，又は，一般的に表現したり，それ
らの表現を関連付けて意味を捉えたり，式の意味を読み取ったりすること
・数や式を用いた数理的な処理のよさに気付き，数や計算を生活や学習に活用しようとする態度を身に付けること

「Ａ 数と計算」の領域のねらい

この領域で働かせる数学的な見方・考え方に着目して内容を整理すると，次の四つにまとめることができる。
①数の概念について理解し，その表し方や数の性質について考察すること
②計算の意味と方法について考察すること
③式に表したり式に表されている関係を考察したりすること
④数とその計算を日常生活に生かすこと

「Ａ 数と計算」の内容の概観

これらの観点から，各学年の内容を整理したもの

・数の表し方の仕組み，数量の関係や問題場面の数量の関係などに着目して捉え，根拠を基に筋道を
立てて考えたり，統合的・発展的に考えたりすること

数の概念について理解し，その表し方
や数の性質について考察すること

計算の意味と方法に
ついて考察すること

式に表したり式に表されている
関係を考察したりすること

数とその計算を日常
生活に生かすこと

数学的
な見方・
考え方

・２位数，簡単な３位数の比べ方や数え方 ・加法及び減法の意味

・１位数や簡単な２位数
の加・減

・加法及び減法の場面の式表現・
式読み

・数の活用
・加法，減法の活用第１学年

ポイント⑦

各領域の内容の概観の見方について
冊子版解説Ｐ.42～75

（例）「Ａ 数と計算」

（１）数量の整理に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付け
ることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
（ア） ものの個数について，簡単な絵や図などに表したり，それら
を読み取ったりすること。 現行 Ｄ数量関係（2）

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
（ア） データの個数に着目し，身の回りの事象の特徴を捉えること。

第１学年 Ｄ（１）絵や図を用いた数量の表現

第２学年 Ｄ（１）簡単な表やグラフ

（１）データの分析に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
（ア）身の回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読み取ったりすること。

現行 Ｄ数量関係（3）
イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
（ア）データを整理する観点に着目し，身の回りの事象について表やグラフを用いて考察すること。

ポイント⑧

「Ｄ データの活用」の内容について ～第１・２学年～
冊子版解説Ｐ.94～96，125～127

ア(ｱ) 絵や図を用いた数量の表現

身の回りの事象について表や
グラフを用いて考察すること

データを整理する観点に着目すること

どの町に多いのかという観点や，どんな規模のものが多い
のかといった観点に着目して分類する。



（１）データの分析に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
（ア）日時の観点や場所の観点などからデータを分類整理し，表に表したり読んだりすること。
（イ）棒グラフの特徴やその用い方を理解すること。 現行 Ｄ数量関係（3）ア
イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
（ア）データを整理する観点に着目し，身の回りの事象について表やグラフを用いて考察して，見いだしたこと
を表現すること。

第３学年 Ｄ（１）表と棒グラフ

（内容の取扱い）
（８）内容の「Ｄデータの活用」の（１）のアの（イ）については，最小目盛りが２，５又は２０，５０などの棒グラフや，複数
の棒グラフを組み合わせたグラフなどにも触れるものとする。 新設

複数の棒グラフを組み合わせたグラフ

第３学年では，身の回りにある事象について観点を定め，データを分類整理して表やグラフに表し，データの特徴を捉え考察し
たり，見いだしたことを表現したりできるようにすることをねらいとしている。

「Ｄ データの活用」の内容について ～第３学年～
冊子版解説Ｐ.168～171

ポイント⑧-2

現行 Ｄ数量関係(3)
算数的活動（1）オ

身の回りの事象について表やグラフを用いて考察すること

１組と２組の好きな遊び

（１）データの収集とその分析に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
（ア）データを二つの観点から分類整理する方法を知ること。 現行 Ｄ数量関係（4）ア
（イ）折れ線グラフの特徴とその用い方を理解すること。 現行 Ｄ数量関係（4）イ
イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
（ア）目的に応じてデータを集めて分類整理し，データの特徴や傾向に着目し，問題を解決するために適切
なグラフを選択して判断し，その結論について考察すること。

第４学年 Ｄ（１）データの分類整理

（内容の取扱い）
（９）内容の「Ｄデータの活用」の（１）のアの（ア）については，資料を調べるときに，落ちや重なりがないようにす
ることを取り扱うものとする。 現行 Ｄ数量関係（7）

（１０） 内容の「Ｄデータの活用」の（１）のアの（イ）については，複数系列のグラフや組み合わせたグラフにも触
れるものとする。 新設

二つの種類のグラフを組み合わせたもの 一つのグラフとしてまとめたもの

「Ｄ データの活用」の内容について ～第４学年～
冊子版解説Ｐ.220～226

ポイント⑧-3

ア(ｲ) 折れ線グラフの特徴と用い方 二つのグラフを比べ判断したことを考察し，グラフを作り替
え考察を深める活動 ～折れ線グラフ～



（１）データの収集とその分析に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
（ア）円グラフや帯グラフの特徴とそれらの用い方を理解すること。 現行 Ｄ数量関係（4）
（イ） データの収集や適切な手法の選択など統計的な問題解決の方法を知ること。 新設
イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
（ア）目的に応じてデータを集めて分類整理し，データの特徴や傾向に着目し，問題を解決するために適切な
グラフを選択して判断し，その結論について多面的に捉え考察すること。

第５学年 Ｄ（１）円グラフと帯グラフ

（内容の取扱い）
（５）内容の「Ｄデータの活用」の（１）については，複数の帯グラフを比べることにも触れるものとする。 新設

複数の帯グラフを比べること

目的に応じて適切なグラフを選択して表現する。

「Ｄ データの活用」（１）円グラフと帯グラフの内容について ～第５学年～

冊子版解説Ｐ.271～274，276～278ポイント⑧-4

統計的な問題解決とは，「①問題－②計画－③データ－④分析－⑤結論」という五つの段階を経て問題解決すること。

(ア) 円グラフや帯グラフの特徴と用い方 〔数学的活動〕
データに基づいて身の回りの問題を解決する活動 ～学年とけがの関係の考察～

（１）データの収集とその分析に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
（ア） 代表値の意味や求め方を理解すること。 現行 中学校第１学年 Ｄ資料の活用（1）より，代表値の扱いを移行
（イ） 度数分布を表す表やグラフの特徴及びそれらの用い方を理解すること。 現行 Ｄ数量関係（4）イ
（ウ） 目的に応じてデータを収集したり適切な手法を選択したりするなど，統計的な問題解決の方法を知ること。 新設

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
（ア） 目的に応じてデータを集めて分類整理し，データの特徴や傾向に着目し，代表値などを用いて問題の結論につ
いて判断するとともに，その妥当性について批判的に考察すること。

第６学年 Ｄ（１）データの考察

〔用語・記号〕 ドットプロット 新設 平均値 中央値 最頻値 階級 現行 中学校第１学年 Ｄ資料の活用より移行

統計的な問題解決とは，「①問題－②計画－③データ－④分析－⑤結論」という五つの段階を経て問題解決すること。

自分たちが出した結論について，ま

た第三者によって提示された統計的な
結論について，信頼できるのかどうか
を検討していくことが，批判的に考察
するということである。

↓

新聞やニュース，雑誌など第三者によ
る統計を用いた主張にも当てはまる。

「Ｄ データの活用」（１）データの考察の内容について ～第６学年～
冊子版解説Ｐ.306～312

ポイント⑧-5

ドットプロットとは数直線上の該
当する箇所にデータを配置し，同じ
値のデータがある際には積み上げ
て表したものである。ドットプロット
を用いることでデータの散らばりの
様子が視覚的に捉えやすくなる。Ｖ
左の図は，学級内で地域の空き缶
拾いの缶の数を調べてまとめたドッ
トプロットであるが，最も高く積み上
がった２本が最頻値ということにな
る。

第６学年では，データをドットプロットに
表したり，ドットプロットからデータの特徴
や傾向を読み取ったり，最頻値や中央値
を見付けたりできるようにする。

ア(ｱ) 代表値の意味や求め方 妥当性について批判的に考察すること



単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向けて，数学的活動を通して，
児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際，数学的な見方・考え方を働かせながら，
日常の事象を数理的に捉え，算数の問題を見いだし，問題を自立的，協働的に解決し，学習の過程を振り返り，
概念を形成するなどの学習の充実を図ること。

「主体的な学び」
算数科では，児童自らが，問題の解決に向けて見通しをもち，粘り強く取り組み，問題解決の過程を振り返り，よ
りよく解決したり，新たな問いを見いだしたりするなどの「主体的な学び」を実現することが求められる。

「対話的な学び」
また，数学的な表現を柔軟に用いて表現し，それを用いて筋道を立てて説明し合うことで新しい考えを理解した
り，それぞれの考えのよさや事柄の本質について話し合うことでよりよい考えに高めたり，事柄の本質を明らかに
したりするなど，自らの考えや集団の考えを広げ深める「対話的な学び」を実現することが求められる。

「深い学び」
さらに，日常の事象や数学の事象について，「数学的な見方・考え方」を働かせ，数学的活動を通して，問題を解
決するよりよい方法を見いだしたり，意味の理解を深めたり，概念を形成したりするなど，新たな知識・技能を見い
だしたり，それらと既習の知識と統合したりして思考や態度が変容する「深い学び」を実現することが求められる。

このような学習は，算数科において全く新たな学習活動なのではなく，これまでも行われてきている活動であり，本
事項は，このような学習活動の質を向上させることを意図するものである。

ポイント⑨

指導計画作成上の配慮事項について

（1）主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

冊子版解説Ｐ.322～328

冊子版解説Ｐ.322～323

第２の各学年の内容は，次の学年以降においても必要に応じて継続して指導すること。数量や図形についての
基礎的な能力の習熟や維持を図るため，適宜練習の機会を設けて計画的に指導すること。なお，その際，第１章
総則の第２の３の（２）のウの（イ）に掲げる指導を行う場合には，当該指導のねらいを明確にするとともに，単元な
ど内容や時間のまとまりを見通して資質・能力が偏りなく育成されるよう計画的に指導すること。また，学年間の
指導内容を円滑に接続させるため，適切な反復による学習指導を進めるようにすること。

「第１章総則の第２の３の（２）のウの（イ）に掲げる指導を行う場合には，当該指導のねらいを明確にするととも
に，単元など内容や時間のまとまりを見通して資質・能力が偏りなく育成されるよう計画的に指導すること。」

１５分を単位時間とした学習が，技能の習熟のみに偏らないようにすべきであることを示したものである。

第２の各学年の内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ図形」，「Ｃ測定」，「Ｃ変化と関係」及び「Ｄデータの活用」の間の指導
の関連を図ること。

複数の領域間の指導の関連を図るようにする。（例：図形の面積の求め方「Ｂ図形」と「Ａ数と計算」）

（2）継続的な指導や学年間の円滑な接続

（3）領域間の指導の関連

（4）低学年における他教科等や幼児教育との関連

低学年においては，第１章総則の第２の４の（１）を踏まえ，他教科等との関連を積極的に図り，指導の効果を高
めるようにするとともに，幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮すること。
特に，小学校入学当初においては，生活科を中心とした合科的・関連的な指導や，弾力的な時間割の設定を行う
などの工夫をすること。

他教科等における体験などの学習活動の経験を関連付けること

冊子版解説Ｐ.324～326
ポイント⑨-2



障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を計
画的，組織的に行うこと。

（5）障害のある児童への指導

障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し，児
童の自立と社会参加を一層推進していくためには，通常の学級，通級による指導，特別支援
学級，特別支援学校において，児童の十分な学びを確保し，一人一人の児童の障害の状態や
発達の段階に応じた指導や支援を一層充実させていく必要がある。
通常の学級においても，発達障害を含む障害のある児童が在籍している可能性があること

を前提に，全ての教科等において，一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援
ができるよう，障害種別の指導の工夫のみならず，各教科等の学びの過程において考えられ
る困難さに対する指導の工夫の意図，手立てを明確にすることが重要である。
これを踏まえ，今回の改訂では，障害のある児童などの指導に当たっては，個々の児童に

よって，見えにくさ，聞こえにくさ，道具の操作の困難さ，移動上の制約，健康面や安全面
での制約，発音のしにくさ，心理的な不安定，人間関係形成の困難さ，読み書きや計算等の
困難さ，注意の集中を持続することが苦手であることなど，学習活動を行う場合に生じる困
難さが異なることに留意し，個々の児童の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫するこ
とを，各教科等において示している。
その際，算数科の目標や内容の趣旨，学習活動のねらいを踏まえ，学習内容の変更や学習

活動の代替を安易に行うことがないよう留意するとともに，児童の学習負担や心理面にも配
慮することが必要である。
なお，学校においては，こうした点を踏まえ，個別の指導計画を作成し，必要な配慮を記

載し，翌年度の担任等に引き継いだりすることが必要である。

冊子版解説Ｐ.327～328

ポイント⑨-3

小学校


ਯ

困 難●「商」「等しい」など，児童が日常使用することが少なく，抽象度の高い言葉の理解が
困難な場合

意 図○児童が具体的にイメージをもつことができるようにする。

配 慮 例・児童の興味・関心や生活経験に関連の深い題材を取り上げて，既習の言葉や分かる言葉
に置き換える。

困 難●文章を読み取り，数量の関係を式を用いて表すことが難しい場合

意 図○児童が数量の関係をイメージできるようにする。

配 慮 例・児童の経験に基づいた場面や興味ある題材を取り上げ，場面を具体物を用いて動作化さ
せる。

・解決に必要な情報に注目できるよう文章を一部分ごとに示したり，図式化したりする。

困 難●空間図形のもつ性質を理解することが難しい場合

意 図○空間における直線や平面の位置関係をイメージできるようにする。
配 慮 例・立体模型で特徴のある部分を触らせるなどしながら，言葉でその特徴を説明する。

・見取図や展開図と見比べて位置関係を把握したりする。
困 難●データを目的に応じてグラフに表すことが難しい場合

意 図○目的に応じたグラフの表し方があることを理解するために，よりよい表し方に気付くこ
とができるようにする。

配 慮 例・同じデータについて折れ線グラフの縦軸の幅を変えたグラフに表す。
・同じデータを棒グラフや折れ線グラフ，帯グラフなど違うグラフに表したりして，見比
べる。

新学習指導要領解説（算数科における障がいのある児童への配慮）

ポイント⑨-4



第１章総則の第１の２の（２）に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科などとの関連を考慮しながら，第３章特
別の教科道徳の第２に示す内容について，算数科の特質に応じて適切な指導をすること。

算数科の目標
「日常の事象を数理的に捉え見通しをもち筋道を立てて考察する力」の育成
→道徳的な判断力の育成にも資するもの
「算数で学んだことを生活や学習に活用しようとする態度」の育成
→工夫して生活や学習をしようとする態度の育成にも資するもの

算数科における道徳教育の指導においては，学習活動や学習態度への配慮，教師の態度や行動による感化
とともに，以下に示すような算数科と道徳教育との関連を明確に意識しながら，適切な指導を行う必要がある。

○学習指導要領の第１章総則第１の２（２）において
「学校における道徳教育は，特別の教科である道徳（以下「道徳科」という。）を要として学校の教育活動全体を
通じて行うものであり，道徳科はもとより，各教科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞ
れの特質に応じて，児童の発達の段階を考慮して，適切な指導を行うこと」と規定されている。

算数科と道徳教育との関連

算数科の年間指導計画の作成などに際して，道徳教育の全体計画との関連，指導の内容及び時期等に配慮
し，両者が相互に効果を高め合うようにすることが大切である。

（6）道徳科などとの関連～

ポイント⑨-5

冊子版解説Ｐ.328

ポイント⑩

内容の取扱いについての配慮事項について

（1）考えを表現し伝え合うなどの学習活動
（2）コンピュータなどの活用
（3）具体的な体験を伴う学習
（4）用語・記号の指導
（5）およその大きさや形を捉え，適切に判断すること
（6）筆算による計算の技能や計算の結果の見積り

（3）具体的な体験を伴う学習
各領域の指導に当たっては，具体物を操作したり，
日常の事象を観察したり，児童にとって身近な算数
の問題を解決したりするなどの具体的な体験を伴う
学習を通して，数量や図形について実感を伴った理
解をしたり，算数を学ぶ意義を実感したりする機会を
設けること。

冊子版解説Ｐ.329～334

新設

（２）コンピューターなどの活用
数量や図形についての感覚を豊かにしたり，表やグラフを用いて表現する力を高めたり
するなどのため，必要な場面においてコンピュータなどを適切に活用すること。また，第１
章総則の第３の１の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理的思考力を身に
付けるための学習活動を行う場合には，児童の負担に配慮しつつ，例えば第２の各学年
の内容の〔第５学年〕の「Ｂ図形」の(1)における正多角形の作図を行う学習に関連して，
正確な繰り返し作業を行う必要があり，更に一部を変えることでいろいろな正多角形を同
様に考えることができる場面などで取り扱うこと。



プログラミング教育とは

子供たちに，コンピュータに意図した処理を行うよう
に指示することができるということを体験させながら，
将来どのような職業に就くとしても，時代を超えて普
遍的に求められる力としての「プログラミング的思
考」などを育成するもの

プログラミング的思考とは

自分が意図する一連の活動を実現するために，どの
ような動きの組合せが必要であり，一つ一つの動き
に対応した記号を，どのように組み合わせたらいいの
か，記号の組合せをどのように改善していけば，より
意図した活動に近づくのか，といったことを論理的に
考えていく力

プログラミング教育を通じて目指す育成すべき資質･能力

思考力・判断力・表現力等知識・技能

学びに向かう力・人間性等
【知識・技能】
（小）身近な生活でコンピュータが活用されていることや，問題の解決に
は必要な手順があることに気付くこと。
【思考力・判断力・表現力等】
発達の段階に即して，「プログラミング的思考」を育成すること。
【学びに向かう力・人間性等】
発達の段階に即して，コンピュータの働きを，よりよい人生や社会づくりに
生かそうとする態度を涵養すること。

H28.12 中央教育審議会答申 別紙資料より

プログラミング教育について

ポイント⑩-2

新大分スタンダード

・ 知識の関連付け、問題の発見・解決、情報を精査した考えの形成、思いや考えに基づく創造
・ 様々な人との対話・協働による自分の考えの深化・拡充

「学びに向かう力」と思考力・判断力・表現力を育成するワンランク上の授業

１ １時間完結型

*学習の見通しをもたせ、意欲を高める「めあて」
*学びの成果を実感し、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげる「振り返り」
*追究すべき事柄を明確にする「課題」、追究した結果を明確にする「まとめ」

2 板書の構造化

*思考を整理したり促したりする板書、思考の過程を振り返ることができる板書

３ 習熟の程度に応じた指導

*「具体的な評価規準」に基づく確かな見取り
*「努力を要する状況」の児童生徒に対する手立ての工夫

４ 生徒指導の３機能を意識した問題解決的な展開

*各教科等の見方・考え方を働かせて展開する
「課題設定 情報収集 整理・分析 まとめ・表現・交流 振り返り・評価」等の学習過程の繰り返しの中で行われる

「主体的な学び」を促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」

主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）を創造する学習展開

新大分スタンダードで
主体的・対話的で深い学びを実現！

安心して学べる「学びに向かう学習集団」

H30.3月版



小学校算数単元計画（例）【第６学年：速さ】

【単元のねらい】速さの表し方や比べ方について，単位量当たりの大きさの考えを基に数直線や式を用いて考える活動を
通して理解し，速さや道のり，時間を求め方を説明できるようにする。

１時

【単元の振り返り】「１時間に4500枚コピーする機械と５分間に500枚コピーする機械の速さはどのように比べればよいか」を問い，本単元の速さの求め方と
関連付けて時間か枚数のどちらかにそろえて考えることで，本単元の速さの求め方を振り返る。

【単元のめあて】速さの意味や表し方を理解し，道のり，時間と関連付けて求められるようになろう。

２時

振り
返り

【課題】道のり，時間の異なる
２人の速さを単位量当たりの大
きさの考えを使って比べるとど
のように求められるか。

【活動】距離と時間のどちらも異
なる場合の速さの比べ方を考える。

【まとめ】速さを比べるには
・「1ｍ当たり」にかかる時間で比べればよい。
・「1秒当たり」の道のりで比べればよい。

３時

４時

【課題】道のりと時間から，電
車とバスの速さはどのように求
められるか。

【活動】3000mを15分で進む路面電
車と4500mを６分で進むバスの速さ
を求め方を考える。

【まとめ】電車とバスの速さは，１分当たり
の道のりの考えで『速さ＝道のり÷時間』で
求められる。

【めあて】単位量当たりの大きさの復習をしよう。○レディネステストを行う。○単位量当たりの問題の復習をする。

５時

【課題】速さと時間から，目的
地までの道のりはどのように求
められるか。

【活動】分速200mで20分進む路面
電車の道のりの求め方を考える。

【まとめ】進む道のりは，速さとかかる時
間から『道のり＝速さ×時間』で求めるこ
とができる。

６時

7，8
時

【課題】速さと道のりから，目
的地までの時間はどのように求
められるか。

【活動】分速100mで1400m歩いた
ときの時間の求め方を考える。

【まとめ】かかる時間は，進む道のりと速
さから『時間＝道のり÷速さ』で求めるこ
とができる。

【課題】決まった道のりを，単
位の異なる速さで進むとき，か
かる時間はどのように求められ
るか。

【活動】分速750mで進むバスが約
15km進んでときにかかる時間の求
め方を考える。

【まとめ】速さと道のりの単位が異なると
きの時間の求め方は，道のりを速さの単位
にそろえて『道のり÷速さ』で求められる。
求められた単位は速さの単位である。

【めあて】「速さ」の学習のまとめをしよう。○いろいろな速さ（時速・分速・秒速）の練習問題を解き復習する。

振り
返り

振り
返り

振り
返り

振り
返り

振り
返り

振り
返り

【第２学年】
◯1/2，1/3など簡単な分数：「Ａ 数と計算」

【第３学年】
◯10倍，100倍，1000倍， 1/10の大きさ：「Ａ 数と計算」
＜内容の取扱い＞
◯最小目盛りが２，５などの棒グラフや複数の棒グラフを組み合わせたグラフを追加：「Ｄ データの活用」

【第４学年】
◯小数を用いた倍：「Ａ 数と計算」
◯簡単な場合についての割合：「Ｃ 変化と関係」
＜内容の取扱い＞
◯複数系列のグラフや組み合わせたグラフを追加：「Ｄ データの活用」

【第５学年】
◯10倍，100倍，1000倍，1/10 ，1/100などの大きさ：「Ａ 数と計算」
◯割合／百分率：「Ｃ 変化と関係」
◯統計的な問題解決の方法：「Ｄ データの活用」
＜内容の取扱い＞
◯複数系列の帯グラフを比べることを追加：「Ｄ データの活用」

【第６学年】
◯目的に応じた統計的な問題解決の方法：「Ｄ データの活用」

（太字下線は主な新設の内容を示す）

冊子版解説Ｐ.12～15

Ⅲ 小学校算数科の内容の構成「主な新設の内容について」



平成３０年度

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄 第６欄

平成３０年
度

第３学年 ２Ｂ（１） 第３学年 ３（７）のうち「接頭語（キロ(k)やミ
リ(m)）についても触れる」

第４学年 ２Ｂ（１）ア 第３学年 ３（７）のうち「接頭語（キロ(k)やミ
リ(m)）についても触れる」

２Ｂ（１） 第４学年 ２Ｂ（４）イ（ア）のうち「面積の単位とこれ
までに学習した単位との関係を考察す
る」

平成３１年度

平成３１年
度

第３学年 ２Ｂ（１） 第３学年 ３（７）のうち「接頭語（キロ(k)やミ
リ(m)）についても触れる」

第４学年

２Ａ（５） 第４学年 ２Ａ（４）ア（ア）

２Ｂ（１） 第４学年 ２Ｂ（４）イ（ア）のうち「面積の単位とこれ
までに学習した単位との関係を考察す
る」

２Ｄ 第４学年 ２Ｃ（２）ア（ア）

第５学年

２Ｂ（２） 第５学年 ２Ｂ（４）イ（ア）のうち「体積の単位とこれ
までに学習した単位との関係を考察す
る」

２Ｂ（４） 第５学年 ２Ｃ（２）ア（ア）

平成３１年度の第５学年の算数の指導に当たっては，現行小学校学習指導要領第２章第３節第２〔第５
学年〕の２Ａ（４）カに規定する事項を省略するものとする。

Ⅳ 算数科における移行措置（移行措置関係規定）

移行措置 文部科学省告示第九十三号 平成二十九年七月七日 ４ 算数

現行（2 内容） 新学習指導要領（2 内容 3 内容の取扱い）

平成30年度 平成31年度
第
３
学
年

【加える内容】
〔Ｂ 量と測定〕Ｂ(1) 「長さ，重さの単位と測定」を指導する際，
「接頭語（キロ(k)やミリ(m)）」についても触れること
（新学習指導要領3 内容の取扱い(7)）

【加える内容】
〔Ｂ 量と測定〕Ｂ(1) 「長さ，重さの単位と測定」を指導する際，
「接頭語（キロ(k)やミリ(m)）」についても触れること
（新学習指導要領3 内容の取扱い(7)）

第
４
学
年

【加える内容】
〔Ｂ 量と測定〕Ｂ(1)「 面積の単位と測定」のアを指導する際，
「接頭語（キロ(k)やミリ(m)）」についても触れること
（新学習指導要領3 内容の取扱い(7)）

〔Ｂ 量と測定〕Ｂ(1)「 面積の単位と測定」に，新学習指導要領
の2 内容Ｂ 図形(4)イ（ア）のうち「面積の単位とこれまでに学
習した単位との関係を考察する」を加えること

【加える内容】
〔Ａ数と計算〕Ａ(5)「小数の仕組みとその計算」に，新学習
指導要領の2 内容Ａ 数と計算(4)ア（ア）「ある量の何倍か
を表すのに小数を用いることを知ること。」を加えること

〔Ｂ 量と測定〕Ｂ(1)「 面積の単位と測定」に，新学習指導要
領の2 内容Ｂ 図形(4)イ（ア）のうち「面積の単位とこれま
でに学習した単位との関係を考察すること。」を加えること

〔Ｄ 数量関係〕に，新学習指導要領の2 内容Ｃ 変化と関
係(2)ア（ア）「簡単な場合について，ある二つの数量の関係
と別の二つの数量の関係とを比べる場合に割合を用いる
場合があることを知ること。」を加えること

第
５
学
年

【加える内容】
〔Ｂ 量と測定〕Ｂ(2)「体積の単位と測定」に，新学習指導要
領の2 内容Ｂ 図形(4)イ（ア）のうち「体積の単位とこれま
でに学習した単位との関係を考察する」を加えること

〔Ｂ 量と測定〕Ｂ(4)「異種の二つの量の割合」に，新学習指
導要領の2 内容Ｃ 変化と関係(2)ア（ア）「速さなど単位量
当たりの大きさの意味及び表し方について理解し，それを
求めること。」を加えること

【省略する内容（現行学習指導要領）】
〔Ａ 数と計算〕Ａ(4)カ「乗数や除数が整数である場合の
分数の乗法及び除法の意味について理解し，計算の仕
方を考え，それらの計算ができること」



小学校における内容の移行 （解説Ｐ11）

（◯：移行して入ってきた内容，●：移行してなくなった内容）

第３学年 ○メートル法の単位の仕組み（ｋ（キロ），ｍ（ミリ）など接頭語について ）

第６学年から

第４学年 ○メートル法の単位の仕組み（ 長さと面積の単位の関係について ） ← 第６学年から

第５学年 ●素数 → 中学校第１学年へ

●分数×整数，分数÷整数 → 第６学年へ

○メートル法の単位の仕組み（ 長さと体積の単位の関係について ） ← 第６学年から

○速さ ← 第６学年から

第６学年 ○分数×整数，分数÷整数 ← 第５学年から

●メートル法の単位の仕組み → 第３学年，第４学年，第５学年へ

●速さ → 第５学年へ

○平均値，中央値，最頻値，階級 ← 中学校第１学年から

基礎的・基本的な知識及び技能の習得や思考力，判断力，表現力等の育成を図るために，一部の内容の指導
時期を改めた。小・中学校間で移行された内容及び小学校において学年間で移行された内容は以下のとおりであ
る。

移行期間中における学習指導等について 事務連絡 平成３０年３月３０日

補助教材の作成を予定している内容について

①平成３１年度第４学年
「小数を用いた倍」(小学校特例告示４(1))
「簡単な場合についての割合」 (小学校特例告示４(1))

②平成３１年度第５学年
「速さ」(小学校特例告示４(1))



平成３０年度第３学年及び第４学年並びに平成３１年度第３学年

「接頭語（キロ（k）やミリ（m））についても触れる」（小学校特例告示４（1））
・ 指導に当たっては、新小学校学習指導要領解説算数編（163-166頁）が参考になること。

移行措置により現行学習指導要領に追加して指導することとされている指導内容等について

平成３０年度第４学年及び平成３１年度第４学年

「面積の単位とこれまでに学習した単位との関係を考察する」（小学校特例告示４（1））
・ 指導に当たっては、新小学校学習指導要領解説算数編（208-211頁）が参考になること。

平成３１年度第５学年

移行期間中における学習指導等について 事務連絡 平成３０年３月３０日

「体積の単位とこれまでに学習した単位との関係を考察する」（小学校特例告示４（1））
・ 指導に当たっては、新小学校学習指導要領解説算数編（259-261頁）が参考になること。

平成３０年度第３学年及び平成３１年度第３学年

〔Ｂ 量と測定〕
Ｂ(1) 長さ，重さの単位と測定
(1) 長さについての理解を深めるとともに，重さについて単位と測定の意味を理解し，重さの測定ができるようにする。
ア長さの単位（キロメートル(km)）について知ること。
イ重さの単位（グラム(g)，キログラム(kg)）について知ること。

※B（1）を指導する際，下記の内容の取扱いについても触れること
「接頭語（キロ（k）やミリ（m））についても触れる」（小学校特例告示４（1））
・ 指導に当たっては、新小学校学習指導要領解説算数編（163-166頁）が参考になること。

平成20年学習指導要領Ｐ.103



平成３０年度 第４学年の指導

〔Ｂ 量と測定〕
Ｂ(1) 面積の単位と測定

(7)  面積について単位と測定の意味を理解し，面積を計算によって求めることができるようにする。
ア面積の単位（平方センチメートル(cm2 )，平方メートル(m2)，平方キロメートル(km2 )）について知ること。
イ正方形及び長方形の面積の求め方を考えること。

※アを指導する際，下記の内容の取扱いについても触れること

※Ｂ(1)を指導する際，下記の内容を加えること

「接頭語（キロ（k）やミリ（m））についても触れる」（小学校特例告示４（1））
・ 指導に当たっては、新小学校学習指導要領解説算数編（163-166頁）が参考になること。

平成３０年度第４学年及び平成３１年度第４学年

「面積の単位とこれまでに学習した単位との関係を考察する」（小学校特例告示４（1））
・ 指導に当たっては、新小学校学習指導要領解説算数編（208-211頁）が参考になること。

平成20年学習指導要領Ｐ.124

平成20年学習指導要領Ｐ.120

平成３１年度 第４学年の指導

〔Ａ 数と計算〕
Ａ(5) 小数の仕組みとその計算

(5) 小数とその加法及び減法についての理解を深めるとともに，小数の乗法及び除法の意味について理解し，
それらを用いることができるようにする。
ア小数が整数と同じ仕組みで表されていることを知るとともに，数の相対的な大きさについての理解を深めること。
イ小数の加法及び減法の計算の仕方を考え，それらの計算ができること。
ウ乗数や除数が整数である場合の小数の乗法及び除法の計算の仕方を考え，それらの計算ができること。

※下記の内容を加えること

〔Ａ 数と計算〕
Ａ(4) 小数の仕組みとその計算
(4) 小数とその計算に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
(ｱ) ある量の何倍かを表すのに小数を用いることを知ること。

ある量の何倍かを表すのに小数を用いてもよいことを指
導し，「基準量を１としたときに幾つに当たるか」という拡張
した「倍」の意味について理解できるようにする。
このように，小数は量を表すだけでなく，倍を表す場合が
あることを理解できるようにする。

冊子版解説Ｐ.190～191新設



平成３１年度 第４学年の指導

〔Ｄ 数量関係〕に下記の内容を加えること

〔Ｃ 変化と関係〕
Ｃ(2)簡単な場合についての割合
(2) 二つの数量の関係に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができる
よう指導する。
ア次のような知識及び技能を身に付けること。
(ｱ) 簡単な場合について，ある二つの数量の関係と別の二つの数量の関係とを比べる
場合に割合を用いる場合があることを知ること。

簡単な場合とは，二つの数量の関係が，基準とする数量を１とみたときにもう一方の数量が，２倍，
３倍，４倍などの整数で表される場合について，二つの数量の関係と別の二つの数量の関係とを比
べることを知る程度を指している。

「ある店で，トマトとミニトマトを値上げしました。トマトは１個100円が200円に，ミニトマトは１個50円が150円に
なりました。トマトとミニトマトではどちらがより多く値上がりしたといえますか。」という問題場面がある。

冊子版解説Ｐ.217～220
新設

平成３１年度 第５学年の指導

〔Ｂ 量と測定〕

Ｂ(2) 体積の単位と測定

(2) 体積について単位と測定の意味を理解し，体積を計算によって求めることができるようにする。
ア 体積の単位（立方センチメートル(cm3)，立方メートル(m3)）について知ること。
イ 立方体及び直方体の体積の求め方を考えること。

※B（2）を指導する際，下記の内容を加えること

平成20年学習指導要領Ｐ.152

「体積の単位とこれまでに学習した単位との関係を考察する」（小学校特例告示４（1））
・ 指導に当たっては、新小学校学習指導要領解説算数編（259-261頁）が参考になること。



平成３１年度 第５学年の指導

(4) 異種の二つの量の割合としてとらえられる数量について，その比べ方や表し方を理解できるようにする。
ア 単位量当たりの大きさについて知ること。

Ｂ(4) 異種の二つの量の割合

〔Ｃ変化と関係〕
Ｃ(2) 異種の二つの量の割合
(2)異種の二つの量の割合として捉えられる数量に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に
付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
(ｱ) 速さなど単位量当たりの大きさの意味及び表し方について理解し，それを求めること。

平成20年学習指導要領Ｐ.154

※Ｂ（４）を指導する際，下記の内容を加えること

冊子版解説Ｐ.264～266


