
◆ 算 数

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の基本方針

（１）算数の内容の系統性を重視しつつ、学年間や学校段階間で内容の一部を重複させて、発達や

学年の段階に応じた反復（スパイラル）による学習指導が進められるようにし、基礎的・基本

的な知識・技能の確実な習得を図る。

（２）言語をはじめ、数、式、図、表、グラフなどを用いて考えたり、自分の考えを説明・表現し

たりする学習活動を充実させ、数学的な思考力・判断力・表現力等の育成を図る。

（３）数量や図形の意味を理解する上で基盤となる素地的な学習を取り入れたり、反復（スパイラ

ル）による教育課程を編成したりすることで学ぶことの意義や有用性を実感できるようにする。

（４）各学年において算数的活動を具体的に示し、算数的活動を生かした指導や、言語活動及び体

験活動を重視した指導の一層の充実を図る。

２ 改訂の要点

（１）目標の改善

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 目標の冒頭に「算数的活動を通して」という文言を付加し、目標の全体にかけている。こ

れは児童が算数的活動に取り組み、教師が適切に指導を行うことによって目標に示されてい

ることを実現するという学習指導の基本的な考え方を示している。

② 「表現する能力」という文言を付加し、考える能力と表現する能力とは互いに補完し合う

関係であるということを示している。

③ 「学習」という文言を付加し、他教科の学習やこれから先の算数・数学の学習への活用を

重視しているということを示している。

（２）内容の改善

① 「Ａ数と計算」

・整数、小数、分数の意味と表し方を理解すること、数についての感覚を豊かにすること、

言葉や数による表現力を育てることを重視した。

・学年間でのスパイラルによる教育課程を重視し、学年間などで同じ系統の内容の接続を工

夫して取扱いの程度を少しずつ高めていけるよう改善した。

・主として第１学年から第４学年の内容である整数の計算について、その確実な習得を図る

ため、第４学年に「整数の計算の能力の定着」の内容を位置付けた。

・主として第３学年から第６学年の内容である分数の計算について、その確実な習得を図る

ため、第６学年に「分数の計算の能力の定着」の内容を位置付けた。

② 「Ｂ量と測定」

・様々な量の単位と測定について理解すること、量の大きさについての感覚を豊かにするこ

と、面積の求め方などを自分で考えたり説明したりすることを重視した。

・第２学年以降で量の単位と測定について理解する上での基盤となる素地的な学習として、

第１学年に「面積、体積の比較」を位置付けた。

③ 「Ｃ図形」

・図形の意味と性質について理解すること、図形についての感覚を豊かにすること、図形の

見方を生活や学習に活用することを重視した。

・算数全体を通して平面図形と立体図形の両者をバランスよく指導できるよう、第１学年か

ら平面図形の学習である身の回りにあるものの形を位置付けた。

④ 「Ｄ数量関係」

・数量についての事柄を、言葉や数、式、表、グラフなどによって表現すること、二つの数

量の間の変化や対応を調べるなど関数の考えを育てることを重視した。

・式による表現を重視し、第３学年で□などを用いた式、第４学年で□、△を用いた式の指
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導を行うとともに、第６学年では文字を用いた式（ａ，ｘなど）を中学校から移行して指

導する。

・第５学年で「簡単な比例の関係」を位置付け、第６学年での「比例」の内容へと、取扱い

の程度を少しずつ高めていけるようにした。

（３）言語活動の充実

① 言葉や数、式、図、表、グラフを使って論理的に考え、根拠を明らかにして筋道を立て

て説明し、互いに自分の考えを伝え合う活動の充実を図る。

② 算数科においても、基礎的・基本的な知識・技能を習得し、活用する授業を重視する。そ

の際、ここまでは習得、ここからは活用と必ずしも分ける必要はなく、相互に関連し合って

展開していくと考える。また、基礎的・基本的な知識・技能を活用することで、その習得が

より深まるととらえる。

３ 具体的な改善事項 （別紙）

Ⅱ 移行措置
１ 移行期間中の特例

(1) 次の表の第１欄に掲げる年度の同表の第２欄に掲げる学年の算数の指導に当たっては、
それぞれ、現行小学校学習指導要領第２章第３節第２に規定する事項のうち同表の第２欄

に掲げる学年に係る同表の第３欄に掲げる事項を省略し、現行小学校学習指導要領第２章

第３節第２の規定のうち同学年に係る同表の第４欄に掲げる規定は適用しないものとする。

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄

平成 21年度 第５学年 ２Ａ(4)エ ３(3)
第６学年 ２Ａ(2)ウ ３(2)

平成 22年度 第２学年 ２Ｂ(2)
第３学年 ２Ｂ(3)アのうち「日、時、分」に関する部分、２Ｃ(1)、2

〔用語・記号〕のうち「直角」

第４学年 ２Ｃ(1)
第５学年 ２Ａ(3)ア、２Ａ(4)エ、２Ａ(5)、２Ｂ(1)イ、２Ｃ(1) ３(3)

ア及びイ、２Ｄ(1)のうち整数の四則に関して成り立つ
性質に関する部分、２〔用語・記号〕のうち「平行

垂直 対角線」

第６学年 ２Ａ(2)ウ、２Ｃ(1)ア及びイ、２〔用語・記号〕のう ３(2)
ち「平面」

(2) 次の表の第１欄に掲げる年度の同表の第２欄に掲げる学年の算数の指導に当たっては、
それぞれ、現行小学校学習指導要領第２章第３節第２に規定する事項のうち同表の第２欄

に掲げる学年に係る第３欄に掲げる事項に、新小学校学習指導要領第２章第３節第２に規

定する事項のうち同表の第４欄に掲げる学年に係る同表の第５欄に掲げる事項を加え、新

小学校学習指導要領第２章第３節第２の規定のうち同学年に係る同表の第６欄に掲げる規

定を適用するものとする。

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄 第６欄

平成 21年度 第１学年 ２Ａ(1) 第１学年 ２Ａ(1)カ
２Ａ(2) 第１学年 ２Ａ(2)ウ
２Ｂ(1) 第１学年 ２Ｂ(1)のうち「面積、体積」

に関する部分

２Ｂ 第１学年 ２Ｂ(2)
第２学年 ２Ａ(1) 第２学年 ３(1)

２Ａ(2) 第２学年 ２Ａ(2)イ
２Ｂ 第２学年 ２Ｂ(3)
２Ｃ(1) 第２学年 ２Ｃ(1)イ及びウ
２〔用語・記号〕 第２学年 ２〔用語・記号〕のうち「直

角 頂点 辺 面 ＞ ＜」

第３学年 ２Ａ(1) 第３学年 ３(1)
２Ａ(2) 第３学年 ２Ａ(2)のうち４位数の加法及

び減法に関する部分
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小学校 算数
２Ａ(3) 第３学年 ２Ａ(3)のうち３位数に２位数

をかける乗法に関する部分

２Ｂ(1)エ 第３学年 ３(7)
２Ｃ 第３学年 ２Ｃ(1)

第４学年 ２Ａ(2) 第４学年 ２Ａ(2)ウ
２Ａ 第４学年 ２Ａ(5)ウ、２Ａ(7)
２Ｂ(1)イ 第４学年 ３(5)
２Ｃ 第４学年 ２Ｃ(1)、２Ｃ(2) ３(6)
２Ｄ 第４学年 ２Ｄ(3)のうち整数の四則に関

して成り立つ性質に関する部

分

２〔用語・記号〕 第４学年 ２〔用語・記号〕のうち「以

上 以下 未満 平行 垂直

対角線 平面」

第５学年 ２Ａ(4) 第４学年 ２Ａ(6)イ
２Ｂ(1) 第５学年 ２Ｂ(1)アのうち「ひし形及び

台形の面積の求め方」に関す

る部分

２Ｃ(1) 第５学年 ２Ｃ(1)ア及びイ
２Ｃ 第４学年 ２Ｃ(2) ３(6)
２〔用語・記号〕 第４学年 ２〔用語・記号〕のうち「平

面」

第６学年 ２Ａ(2) 第５学年 ２Ａ(4)オ
２Ｂ 第６学年 ２Ｂ(5)
２Ｃ 第５学年 ２Ｃ(1)イ

第６学年 ２Ｃ(1)ア
２Ｄ 第６学年 ２Ｄ(3)

平成 22年度 第１学年 ２Ａ(1) 第１学年 ２Ａ(1)カ
２Ａ(2) 第１学年 ２Ａ(2)ウ
２Ｂ(1) 第１学年 ２Ｂ(1)のうち「面積、体積に

関する部分

２Ｂ 第１学年 ２Ｂ(2)
２ 第１学年 ２Ｄ(2)

第２学年 ２Ａ(1) 第２学年 ２Ａ(1)オ ３(1)
２Ａ(2) 第２学年 ２Ａ(2)イ
２Ｂ 第２学年 ２Ｂ(2)及び(3)
２Ｃ(1) 第２学年 ２Ｃ(1)イ及びウ
２〔用語・記号〕 第２学年 ２〔用語・記号〕のうち「直

角 頂点 辺 面 ＞ ＜」

第３学年 ２Ａ(1) 第３学年 ３(1)
２Ａ(2) 第３学年 ２Ａ(2)のうち４位数の加法及

び減法に関する部分

２Ａ(3) 第３学年 ２Ａ(3)のうち３位数に２位数
をかける乗法に関する部分

２Ａ(4) 第３学年 ２Ａ(4)エ
２Ａ 第３学年 ２Ａ(5)及び(6) ３(6)
２Ｂ(1)エ 第３学年 ３(7)
２Ｃ 第３学年 ２Ｃ(1)
２Ｄ 第３学年 ２Ｄ(2)イ
２〔用語・記号〕 第３学年 ２〔用語・記号〕のうち「不

等号 小数点 1/10 の位 数

直線 分母 分子」

第４学年 ２Ａ(2) 第４学年 ２Ａ(2)ウ
２Ａ 第４学年 ２Ａ(5)ウ、２Ａ(6)及び(7)
２Ｂ(1)イ 第４学年 ３(5)
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２Ｃ 第４学年 ２Ｃ(1)及び(2) ３(6)
２Ｄ 第４学年 ２Ｄ(3)
２〔用語・記号〕 第４学年 ２〔用語・記号〕のうち「以

上 以下 未満 平行 垂直

対角線 平面」

第５学年 ２Ａ(1) 第５学年 ２Ａ(1)イ ３(1)（ただし、「素数に
ついて触れる」に関する

部分を除く。）

２Ａ(4) 第４学年 ２Ａ(6)イ
第５学年 ２Ａ(4)ウ、エ、オ及びカ

２Ｂ(1) 第５学年 ２Ｂ(1)のうち「ひし形及び台
形の面積の求め方」に関する

部分

２Ｂ 第５学年 ２Ｂ(2)及び(4)
２Ｃ(1) 第５学年 ２Ｃ(1)ア及びイ
２Ｃ 第５学年 ２Ｃ(2) ３(3)
２ 第５学年 ２〔用語・記号〕のうち「最

大公約数 最小公倍数 通分

約分 底面 側面」

第６学年 ２Ａ(2) 第５学年 ２Ａ(4)オ
２Ｂ 第６学年 ２Ｂ(5)
２Ｃ 第６学年 ２Ｃ(1)ア
２Ｄ 第６学年 ２Ｄ(3)及び(5)

(3) 平成２１年度及び平成２２年度の第１学年から第６学年までの算数の指導に当たっては、
新学習指導要領第２章第３節第２の２〔算数的活動〕に規定する事項を加えることができる。

２ 移行措置の解説

（１）移行措置の内容

・別紙「小学校算数の移行措置について」、「移行期間中の小学校算数の（用語・記号）につ

いて」、「小学校算数科の内容の構成」を参照。

（２）学習指導上の留意事項

・「小学校算数の移行措置について」と「移行期間中の小学校算数の（用語・記号）について」

の表中の「現行課程」（明朝体（細字）は省略）に「新課程」のゴシック体（太字）を追加

して指導する。また、明朝体（細字）の内容に付随する内容の取扱い（内取）は適用され

ない。

・移行期間中、〔算数的活動〕は新学習指導要領の規定によることも可能。

・移行期間中、現在の教科書にはない事項を指導する際には、国からの補助教材と「小学校

学習指導要領解説算数編」を用いて適切に実施する。

３ 移行期間中の指導計画

（１）指導計画の作成

① 算数科の指導では、数量や図形についての基礎的・基本的な知識・技能や思考力・判断

力・表現力等の維持や習熟を図るために、適切な練習を位置付けた指導計画を作成する。

② 言語を使った活動を重視し、言葉、数、式、図、表、グラフを使って論理的に考え、根

拠を明らかにして筋道を立てて説明し、自分の考えを伝え合う活動を位置付けた指導計画

を作成する。

（２）授業時数

各学年とも以下のとおりとする。

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

Ｈ２１年度 １３６ １７５ １７５ １７５ １７５ １７５

Ｈ２２年度 １３６ １７５ １７５ １７５ １７５ １７５

Ｈ２３年度（完全実施） １３６ １７５ １７５ １７５ １７５ １７５



（別紙）
３ 具体的な改善事項

改訂の要点 補足点・強調点

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の基本方針
（１）基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着

（２）数学的な思考力・表現力の育成

（３）学ぶことの意義や有用性の実感

（４）算数的活動の一層の充実

２ 具体的改善事項
（１）発達や学年の段階に応じた反復（スパイラ

ル）による指導を充実

（２）必要な指導内容を充実

（３）算数的活動を指導内容として規定

Ⅱ 目標及び内容
１ 今回の改訂の主な特徴
（１）算数的活動を通した目標の実現

（２）反復（スパイラル）を可能とする指導内容
の充実と配列

（３）小・中学校の円滑な接続

２ 具体的な改善の内容
（１）教科の目標

・「算数的活動を通して」

・「筋道を立てて考え、表現する能力を育てる」

・「進んで生活や学習に活用しようとする態度
を育てる」

・（１）は学年間などで同じ系統の内容の接続を工夫し、

取扱いの程度を少しずつ高めていく教育課程を編成す

ることを示している。

・（２）は言語、数、式、図、表、グラフを用いて考えた

り、説明・表現したりする学習活動を充実させること

を示している。

・（３）は適切な段階で数量や図形についての理解など

の素地的な学習活動を取り入れたり、反復（スパイ

ラル）による教育課程により学ぶ意欲を高めたりする

ことを示している。

・（４）は算数的活動を生かした指導や、言語活動及び体

験活動を重視した指導の一層の充実を図ることを示し

ている。

・（１）は複数学年にわたり指導内容の一部を重複させ

ることで基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着

を図るよう改善したことを示している。

・（２）は国際的な通用性、内容の系統性の確保や小・

中学校の学習の円滑な接続の観点から、指導内容の

充実を図ったことを示している。

・（３）は基礎的・基本的な知識・技能を確実に身に付け、

数学的な思考力・表現力を高めたり、学ぶことの意義

や重要性を実感したりできるよう、「算数的活動」を各

学年の内容として規定したことを示している。

・目標の冒頭にこの文言があり、この部分が目標の全体

にかかっている。これは児童が算数的活動に取り組み、

教師が適切に指導を行うことによって目標に示されて

いることを実現するということを意味している。

・算数的活動とは「児童が目的意識をもって主体的に取

り組む算数にかかわる様々な活動」を意味する。

・教師の説明を一方的に聞くだけの学習や、単なる練習

を行うだけの学習は算数的活動に含まない。

・「表現する」の文言が付加され、「考える」と並記され

ているのは、考える能力と表現する能力とは互いに補

完しているというとらえである。

・考えを表現する過程で、自分のよい点に気付いたり、

自分の考えを表現することで、筋道を立てて考えを進

めたり、よりよい考えをつくっていくというとらえで

ある。

・「生かそうとする」が「活用しようとする」に修正され

るとともに、「学習」の文言が付加され、「生活」と並

記された。

・これは、算数を他教科等の学習はもとより、これから

先の算数や数学の学習に活用していくことを重視する

という意味である。
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（２）各学年の目標及び内容
①目標及び内容の示し方
１ 目標
２ 内容
Ａ 数と計算
Ｂ 量と測定
Ｃ 図形
Ｄ 数量関係
〔算数的活動〕
〔用語・記号〕

３ 内容の取扱い

②〔算数的活動〕について
・言語活動を通した、言語力の育成・活用
の重視

【第１学年】
・具体物を用いたり、言葉、数、式、図を
用いたりして表す活動

【第２学年】
・図や式に表し、説明する活動

【第３・４学年】
・具体物を用いたり、言葉、数、式、図を
用いたりして考え、説明する活動

【第５学年】
・具体物を用いたり、言葉、数、式、図（数
直線）を用いてたりして考え、説明する
活動
・演繹的に考え、説明する活動

【第６学年】
・言葉、数、式、図、数直線を用いて考え、
説明する活動

※各学年の算数的活動の中で特に言語活動
との関連が深い活動

（３）各領域の内容の改善
①「Ａ数と計算」
・整数の意味や整数の計算の学年間のスパイ
ラルを重視
【第１学年】
「簡単な３位数の表し方」「簡単な２位数
の加法及び減法」

【第２学年】
「簡単な３位数の加法及び減法」「簡単な
２位数と１位数の乗法」

【第３学年】
「商が２位数になる簡単な除法」

【第４学年】
「整数の計算の能力の定着」

・小数及び分数の意味や表し方、及びその計
算の学年間のスパイラルを重視
【第２学年】
「簡単な分数」

・内容の系統性や発展性を分かりやすくするため、現行

と同様に４領域に分けて示した。

・低学年に「Ｄ数量関係」の領域を加え、第１学年から

第６学年まで４領域ごとの内容を示した。

・４領域の内容に続けて〔算数的活動〕の内容を示した。

・算数的活動において「言葉、数、式、図を用いて考え、

説明する活動」、「目的に応じて表やグラフを選び、活

用する活動」などを規定。

・各領域に示すすべての事項において算数的活動を通し

て指導する。

・第２学年より、一貫して「説明する活動」を重視して

いる。第３学年からは、「考え」を付加し、「考え、説

明する活動」となっている。これは、見通しをもち筋

道を立てて考えることを一層大切にしていくという意

味である。

・〔算数的活動〕は「例えば」とあるように例示であり、

その通り行うこともあるし、類似した活動を行うこと

もあるし、工夫して行うこともある。

・「簡単な３位数」とは、１２０程度までの３位数。

・「簡単な２位数の加法及び減法」とは、十を単位として

みられる数の加法、減法、及び繰り上がりや繰り下が

りのない２位数と１位数との加法、減法。

・主として第１学年から第４学年において指導する整数

では、学年間では内容の接続を工夫し、取扱いの程度

を少しずつ高めていっている。第４学年において、整

数の四則計算について計算の能力を定着させ、それを

用いる能力を伸ばすことができるよう工夫されている。

・「簡単な３位数の加法及び減法」とは、百を単位として

みられる数の加法、減法、及び３位数と２位数などの

加法、減法。

・「簡単な２位数と１位数の乗法」とは、１２程度までの

２位数と１位数との乗法。

・「商が２位に数になる簡単な除法」とは、被除数が何十

で、被除数の十の位の数が除数で割りきれる計算、被

除数が２位数で、十の位と一の位がそれぞれ除数で割

りきれる計算。

・「簡単な分数」とは 1/2、1/4など。
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・主として第３学年から第６学年において指導する小数

及び分数では、学年間では内容の接続を工夫し、取扱

いの程度を少しずつ高めていっている。第６学年にお

いて、小数及び分数の四則計算について計算の能力を

定着させ、それを用いる能力を伸ばすことができるよ

う工夫されている。



【第３学年】
「小数の加法・減法」「簡単な分数の加法
び減法」

【第４学年】
「小数の乗法及び除法」「同分母分数の加
法及び減法」

【第５学年】
「小数の乗法及び除法」「異分母分数の加
法及び減法」「分数の乗法及び除法」

【第６学年】
「小数及び分数の計算の能力の定着」

・計算の範囲を拡張
・計算の結果の見積もりを四則併せて指導

②「Ｂ量と測定」
・低学年からの面積と体積についてのバラン
スのよい指導
【第１学年】
「面積、体積の比較」

【第２学年】
「体積の単位（リットル）」

【第５学年】
「体積の単位（立方センチメートル）」
「ひし形及び台形の面積の求め方」

【第６学年】
「角柱及び円柱の体積の求め方」

③「Ｃ図形」
・低学年からの平面図形と立体図形のバラン
スのよい指導
【第１学年】
「身の回りにあるものの形」

【第２学年】
「正方形、長方形、直角三角形」
「箱の形」

【第３学年】
「二等辺三角形、正三角形」「角」
「円・球」

【第４学年】
「平行四辺形、ひし形、台形」「立方体、
直方体」

【第５学年】
「多角形や正多角形」「角柱、円柱」
「図形の合同」

【第６学年】
「縮図や拡大図」「対称な図形」

④「Ｄ数量関係」
・低学年からの式による表現の指導の充実
【第１学年】
「加法及び減法の式」
【第２学年】
「加法及び減法の相互関係の式」「乗法の式」
【第３学年】
「除法の式」「□などを用いた式」
【第４学年】
「□、△などを用いた式」
【第６学年】
「文字を用いた式」
・比例や反比例の指導の充実
【第５学年】
「簡単な比例の関係」
【第６学年】
「比例」「反比例」

・計算の見積もりの際は「内容の取扱い」の(2)に示すよ
うに暗算を活用。

・第１学年から面積や体積という量の意味や測るという
ことの意味を理解する上での基礎となる経験をさせる。

・具体的には、第１学年において、長さに加え「面積、
体積の比較」を位置付けており、第２学年以降で量と
測定について理解する上で基盤となる素地的な学習活
動ができるようにしている。

・低学年から「数量関係」の内容を位置付けた。具体を
抽象化することはこれまでも授業で多く見られたが、
それに比べて抽象化されたものを具体に戻す指導があ
まり行われておらず、これをしっかり授業で取り入れ
ることがねらいである。

・式を身の回りにある数量に置き換えたり、逆に身の回
りにある数量を式に表したりして、具体と抽象の行き
来を数多くさせる。
・文字が本格的に使用されるのは中学校からである。数

学科へ、少しずつ取扱いの程度を高めて接続していく

という観点からも、簡潔に表すことができるなど、ａ，

ｘなどの文字を用いて式に表すことのよさを味わう基

礎的な経験をさせる。

・第５学年で表を用いて簡単な場合の比例の関係を指導
する。第６学年で本格的に比例を指導し、これまでに
学習してきた数量の関係を整理する立場から考察する
など、取扱いの程度を少しずつ高めていく。

・反比例を中学校から一部移行し、中学校の接続に配慮
した。

・「簡単な分数の加法及び減法」とは、真分数どうしの加

法及び減法、和が１までの加法とその逆の減法。

・整数では、「４位数の加法及び減法」「３位数に２位数
をかける乗法」の内容を新規に位置付け、小数や分数
では「はどめ規定」を設けないことにした。

・第４学年から、見積もりを生かして計算の仕方や結果
について適切に判断することを重視する。そのため、
これまで、第５学年で指導した「和、差」、第６年で指
導した「積、商」の見積もりを第４学年でまとめて指
導し、和、差、積、商を概数で見積もる。

・各学年で平面図形と立体図形をバランスよく指導でき
るようにしている。
・第１学年で、身の回りにあるものの形を取り上げ、平

面図形と立体図形の両方を指導する点が改善されてい

る。

・【第５学年】の「図形の合同」、【第６学年】の「縮図や

拡大図」「対称な図形」は中学校から移行。
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Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱い
（１）継続的な指導や学年間の円滑な接続

（２）領域間の指導の関連

（３）算数的活動を通しての指導

（４）道徳教育との関連

（５）考えを表現し伝え合う活動

Ⅳ 移行期間中の留意事項

（１）別紙「小学校算数の移行措置について」の
「現行課程」のゴチックの内容に「新課程」
のゴチックの内容を加えて指導。

（２）教科書に補助教材を加えて指導。

（３）新学習指導要領で規定された〔算数的活動〕
を先行実施することも可。

・学年間で内容の程度を少しずつ高めていくスパイラル
な構成が多い。指導した内容が身に付いているかどう
かを評価し、次の学年以降においても必要に応じて継
続して指導ができる指導計画を作成する。

・知識や技能については、その習熟や維持を図るため、

適切な練習の機会を設ける。

・ある領域で指導した内容を、他領域の内容の学習指導
の場面で活用するなどして、複数の領域間の関連を図
った指導計画を作成する。
【例：面積の求め方における領域のかかわり】

「Ａ数と計算」・・面積を計算で求めること

「Ｂ量と測定」・・面積の意味や表し方

「Ｃ図形」・・・・面積を求める対称となる図形

「Ｄ数量関係」・・公式をつくることや式の見方

・各領域に示すすべての事項において、算数的活動を通
した指導ができるよう指導計画を工夫する。

・言葉、数、式、図を用いたりして考え、説明する活動

や目的に応じて表やグラフを選び活用する活動を指導

計画に積極的に位置付ける。

・移行期間中、以下の２つは「はどめ規定」をなくし、「新
課程」で指導する内容。
【第５学年】

「Ａ数と計算」(4)ア同分母分数（真分数）の加法・
減法

【第６学年】

「Ａ数と計算」(2)ウ異分母分数（真分数）の加法・
減法

・教科書に加え、国が作成する補助教材を用いて、新た

に加わる内容を適切に指導する。

・その際、「小学校学習指導要領解説算数編」を参考にし

て適切に指導する。

・補助教材は平成２０年度末に配布予定。

・各学年に例示された〔算数的活動〕を実施することも

可。

・算数科の目標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。

・例えば、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高めることは、道徳的判断力の

育成に資するものである。また、数理的にものごとを

考えたり処理することを生活や学習に活用しようとす

る態度を育てることは、工夫して生活や学習をしよう

とする態度の育成に資するものである。

・思考力・判断力・表現力等を育成するため、各学年の
指導においては、言葉、数、式、図、表、グラフを用
いて考えたり、説明したり、互いに自分の考えを表現
し伝え合ったりするなどの学習活動を積極的に位置付
ける。
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