
名前　○○　○○

算数・数学科　実態調査の実施にあたって

Ⅰ　実施方法

１． それぞれの児童生徒の段階を，「数量の基礎」，「数と計算」，｢図形｣，｢測定｣，
     ｢変化と関係｣，｢データの活用｣の６つの領域に沿って観点別に把握する。
２． 算数・数学科の実態調査においては，各領域の単元中や単元終了後，年度末
     に評価する。 
３． ｢知識及び技能｣については，それぞれの段階の指導項目にしたがい，○，△，
     無印で評価する。
     ｢思考力，判断力，表現力等｣については，それぞれの段階の指導事項の調査
     項目にしたがい，○，△，無印を記入する。
４． ○は調査項目を達成しており，いつでも，一人でできるものにつける。△はどん
     な条件だとできるのかを備考欄に端的に記入する。
５． △や無印の部分について，今後，授業づくりや指導計画作成の際に，指導事項
     の要素を反映できるよう検討する。

Ⅱ　留意点

算数・数学科　実態調査表を使用するにあたり，以下の点に留意をする。

〇知識及び技能は，習得状況として判断する。文末表現は「～できる」とする。
　 思考力，判断力，表現力等は，子どもの姿として判断しているため，文末表現は
　　「～している」とする。

○現状，指導要領解説等から転記し，調査項目を作成しているため，分かりづらい部
　 分もあるが，今後，より具体的な子どもの姿として，表すことができるように調査項
   目を改定していく。
〇調査項目が設定できていない段階や領域は，今後，加筆を行っていく。
○活動例については，実態調査を基に授業や活動を行った際に，今後の参考として
　 加筆していく。



　　　　　　　　　　　　部　　　組　名前

判定 段階の目標 指導事項 調査項目 判定
お皿に入っているたくさんのビー玉を１個ずつ別の容器に入れていき，ビー玉の
数が減少して，お皿の中にビー玉がなくなることに気付くことができる。

具体物の数を１個と表現することができる。

具体物の数を２個と表現することができる。

具体物の数をたくさんと表現することができる。

５までの範囲で数を唱える（４は「し」と唱える）ことができる。

１～３までの範囲で問われた数の具体物を取ることができる。

１～３までの範囲で，ものとものとを対応させて配ることができる。（例：３枚の皿に
ビー玉などの具体物を１つずつ置くことができる。）

りんごの「３個」も積み木の「３個」も同じ「３」で表すことができる。

３個のりんごの置き方を変えても「３」という数は変わらないことに気付くことがで
きる。

判定 段階の目標 指導事項 調査項目 判定

１０までの数唱ができる。

ものとものとを一対一に対応させ，どちらが多いかを指差しや言葉で伝えること
ができる。

ものとものとを一対一に対応させ，どちらが少ないかを指差しや言葉で伝えること
ができる。

ものとものとを一対一に対応させ，同じ数であるかを指差しや言葉で伝えることが
できる。

数えるものを動かして個数を正しく数えることができる。

指差しをしながら個数を正しく数えることができる。

具体物の個数を数え,対応が完成した最後の数詞を集合数として表すことができ
る。
（例：８個（10までの数）並んだビー玉を数え,｢８｣と言ったり書いたりする)

数や数詞と，数字を対応させられる（８個あるものを見て｢はちこ｣と言ったり，数字
の｢８｣を見て８個を取り出したりすることができる。)

散らばったビー玉を並べて，数えることができる。

指差しをせずに目で追いながら数えたり，書いたりすることができる。
（例：机上の複数のビー玉を，指ささずに正しく数をこたえることができる。）

いろいろなものの中から仲間集めをして数えたり，書いたりすることができる。
（例：赤青黄のブロックや○△□の形のものなど複数のものを仲間分けし，それ
ぞれの個数を正しく数えたり書き表したりすることができる。）

２つの数字の大小を比べることができる。

「１，２，３，４，５，…」というように，１から数が順に並んでいることを指差しや言葉
で伝えることができる。

複数並べたビー玉の中の，指定のビー玉について○個目などとあらわすことがで
きる。

規則正しく並んだ物の位置を，右から２番目，上から３番目と表すことができる。

順序数と集合数を区別することができる。（例：８番目と８個を区別できる。）

１つも「ない」状態を「０」で表すことができる。

基点・スタート位置を０と数えることができる。

３を１と２に分けることができる。

１と２を３にまとめることができる。

５は３より２大きいと答えることができる。

「△と◇で１０」であることを，おはじきなどを並べたり，数えたりして答えることが
できる。

判定 段階の目標 指導事項 調査項目 判定

20までの数唱ができる。

20までの個数を数えることができる。

20までの数字を書くことができる。

20までの数の大小を比べることができる。

「個」，「人」，「本」，「冊」，「枚」など助数詞を用いて表現することができる。

100までの数唱ができる。

100までの個数を数えることができる。

100までの数字を書くことができる。

100までの数の系列が分かり，指差しや言葉で伝えることができる。

２飛びの数唱ができる。

２ずつまとめて数えることができる。

５飛びの数唱ができる。

数と計算
知識及び技能 思考力，判断力，表現力等

段階の目標 指導事項 調査項目

段階の目標 指導事項 調査項目 活動例

段階の目標 指導事項 調査項目 活動例

段
階

活動例

ものの有無に気づくこと

皿に入っているたくさんのビー玉を別の容器に入れる際，皿と容器を交互に見て
入れ替えている。

目の前のものを，１個，２個，たくさ
んで表すこと

５本のストローを５個のコップに１つずつ入れている。

５までの範囲で数唱をすること

カードを１人に１枚ずつ配っている。

３までの範囲で具体物を取ること

対応させてものを配ること

形や色，位置が変わっても，数は
変わらないことについて気付くこと

４本のストローを５個のコップに１つずつ入れ，｢足りない｣と言っている。

コップとストローを対応させて並べ数を比べている。

ものの集まりと対応して，数詞が分
かること

配る前にストローとコップの数を数えて，｢１つ足りない｣などと言っている。

ものの集まりや数詞と対応して数
字が分かること

個数を正しく数えたり書き表したり
すること

二つの数を比べて数の大小が分
かること

０の意味について分かること

一つの数を二つの数に分けたり，
二つの数を一つの数にまとめたり
して表すこと

具体的な事物を加えたり，減らした
りしながら，集合数を一つの数と他
の数とを関係付けてみること

10の補数が分かること

ものの数を数え間違えずに手際よく数えたり，比べたりしている。

身の回りの数字を読んだり，数字で表したりしている。

８本の鉛筆を２本ずつや４本ずつなど同じ数ずつまとめたり，分けたりしている。

２桁の数で，10の位に着目し，10の位が同じならば，１の位に着目して比べてい
る。

小
１
段
階

ものの有無や
３までの数的
要素に気付
き，身の回り
のものの数に
関心をもって
関わることに
ついての技
能を身に付け
る よ う に す
る。

身の回りのも
のの有無や
数的要素に
着目し，数を
直感的に捉
えたり，数を
用いて表現し
たりする力を
養う。

数詞とものとの関係に注目し，数
のまとまりや数え方に気付き，それ
らを学習や生活で生かすこと

コップがあるところに一対一対
応でストローを配る。

一人に一つずつ積み木を配る。

小
２
段
階

10 までの数
の概念や表し
方について分
かり，数につ
いての感覚を
もつとともに，
ものと数との
関係に関心を
もって関わる
ことについて
の技能を身に
付けるように
する。

ものとものとを対応させることに
よって，ものの個数を比べ，同等・
多少が分かること

日常生活の
事象につい
て，ものの数
に着目し，具
体物や図など
を用いながら
数の数え方を
考え，表現す
る力を養う。

数詞と数字，ものとの関係に着目
し，数の数え方や数の大きさの比
べ方，表し方について考え，それら
を学習や生活で興味をもって生か
すこと

ブロックを並べて数える。

数字カードが表す数分、おはじ
きを並べることができる。

数の系列が分かり，順序や位置を
表すのに数を用いること

20までの数について，数詞を唱え
たり，個数を数えたり書き表した
り，数の大小を比べたりすること

日常の事象
について，も
のの数に着
目し，具体物
や図などを用
いながら数の
数え方や計
算の仕方を
考え，表現す
る力を養う。

数のまとまりに着目し，数の数え方
や数の大きさの比べ方，表し方に
ついて考え，学習や生活で生かす
こと

すごろくでサイコロの目分進む。

ボウリングで倒れたピンを数え
る。

2量のタイルを並べて比べ、多
い方を選ぶ。

2量のタイルを並べて比べ、少
ない方を選ぶ。

100までの数について，数詞を唱え
たり，個数を数えたり書き表した
り，数の系列を理解したりすること

数える対象を２ずつや５ずつのまと
まりで数えること



　　　　　　　　　　　　部　　　組　名前

５ずつまとめて数えることができる。

２等分することができる。

「10とあと幾つ」の考え方を活用して，加法の計算ができる。（例：１３+４などの繰
り下がりのない加法）

段階の目標 判定 段階の目標 指導事項 調査項目 判定
沢山のものを数える際，色や形，種類に着目して分類することができることで手
際よく，正確に数えることができる。

10のまとまりを10こ作って100とすることができる。

３位数を100のまとまり，10のまとまりと端数として捉えることができる。

800円を100円玉硬貨８枚に両替することができる。

800円を十円硬貨80枚に両替することができる。

３位数の数系列を理解できる。（例：１１０－１２０－□－１４０の□に入る数字を答
えることができる。）

３位数の順序を理解できる。（例：100－101－□－103の□に入る数字を答えるこ
とができる。）

３位数同士の大小を比較して，大きいのはどちらか答えることができる。
（例：１２０と１３０とでは１３０が大きい。）

数直線を読んで，数の大小を答えることができる。

数直線を読んで，数の順序を答えることができる。

数直線を読んで数の系列を答えることができる。（例：数直線上に書かれた110－
120－□－140の数字の並びを見て□に入る数字を答えることができる。）

一つの数をほかの数の積としてみることができる。（例：12を６×２，２×６，３×
４，４×３と表すことができる。）

繰り上がりのある２位数の加法の計算ができる。

繰り下がりのある２位数の減法の計算ができる。

繰り上がりのある２位数の加法の筆算ができる。

繰り下がりのある２位数の減法の筆算ができる。

３位数の加法の計算ができる。

３位数の減法の計算ができる。

３＋５と５＋３のように，記号の前後を入れ替えても答えが同じになると答えること
ができる。（加法の交換法則）

加法の答えの確かめに減法を使うことができる。（答え－足す数＝足される数）

減法の答えの確かめに加法を使うことができる。（答え＋引く数＝引かれる数）

計算機を使って加法の計算ができる。

計算機を使って減法の計算ができる。

累加（例：２＋２＋２＋…と同じ数を足すことを２×〇で表すことができる。）

１つの大きさの何倍かに当たる大きさを求める際に，乗法を使うことができる。
（例：２の３倍が６であることを，２×３＝６と求めることができる。）

１０ずつまとめて数えることができる。

２位数は10のまとまりと端数ととらえることができる。

総数を一つずつなくなるまで分けて同じ数になるように分配することができる。

４等分することができる。

合わせて幾つの言葉と具体物の操作を結び付けることができる。

みんなで幾つの言葉と具体物の操作を結び付けることができる。

記号（＋と＝）を用いて加法の場面を式に表すことができる。(合併や増加等の事
象を〇＋△＝□で表すことができる。)

加法の式を具体的場面に即して読み取ることができる。

加法の式を読み取って具体物や絵図を用いて表すことができる。（２＋３＝
＋ ）

1位数と1位数の加法の計算ができる。（例：８＋７について，（８＋２）＋５と考えた
り，５+（３+７）と考えたりすることができる。）

残りは幾つの言葉と具体物の操作が結び付けることができる。

違いは幾つの言葉と具体物の操作が結び付けることができる。

記号（－と＝）を用いて減法の場面を式に表すことができる。（求残や減少の事象
を〇‐△＝□で表す。）

減法の式を具体的場面に即して読み取ることができる。（例：文章問題で，りんご
が１０個あり，２個食べて，残りはいくつであるかを式で説明できる。）

減法の式を読み取って具体物や絵図を用いて表すことができる。

繰り下がりのない減法の計算ができる。（１５－２など）

指導事項 調査項目 活動例

数を10のまとまりとして数えたり，
10のまとまりと端数に分けて数え
たり書き表したりすること

具体物を分配したり等分したりする
こと

加法が用いられる合併や増加等の
場合について理解すること

計算を扱う具体的な場面で，加法か減法か計算の仕方を考えたり，判断して用
いたりしている。

加法が用いられる場面を式に表し
たり，式を読み取ったりすること

１位数と１位数との加法の計算が
できること

１位数と２位数との和が20までの
加法の計算ができること

20までの数の範囲で減法の計算
ができること

1000までの数をいくつかの同じまと
まりに分割したうえで数えたり，分
類して数えたりすること

大きな数を数える際に，10ずつのまとまりを作ってから10ずつのまとまりと端数を
数えたり，10のまとまりを10ずつまとめて100のまとまりを作ったりしている。

３位数の表し方について理解する
こと

２つ以上の３位数を位ごとに比べて，数字から数の大小をとらえている。

数を十や百を単位としてみるなど，
数の相対的な大きさについて理解
すること

一つの数をほかの数の積としてみ
るなど，ほかの数と関係付けてみ
ること

加法では，ある位の数が10集まったら１繰り上がること，減法では，ある位の数ど
うしが引けない時は１繰り下がることを理解し，計算している。

生活場面において，２位数の計算が必要な場面で立式したり，筆算で計算したり
している。

簡単な場合について３位数の加法
及び減法の計算の仕方を知ること

加法や減法が使われる場面（文章題や生活場面）において，状況や計算の仕方
を絵や言葉，図などを用いて説明したり計算したりしている。

加法及び減法に関して成り立つ性
質について理解すること

計算機を使って，具体的な生活場
面における簡単な加法及び減法の
計算ができること

乗法が用いられる場合や意味につ
いて知ること

数（一つ分の大きさ）と量（幾つ分）の関係に着目して，乗法九九を日常生活の中
で活用している。

小
３
段
階

100 までの数
の概念や表し
方について理
解し，数に対
する感覚を豊
かにするとと
もに，加法，
減法の意味
について理解
し，これらの
簡単な計算
ができるよう
にすることに
ついての技
能を身に付け
る よ う に す
る。

日常の事象
について，も
のの数に着
目し，具体物
や図などを用
いながら数の
数え方や計
算の仕方を
考え，表現す
る力を養う。

日常の事象における数量の関係に
着目し，計算の意味や計算の仕方
を見付け出したり，学習や生活で
生かしたりすること

減法が用いられる求残や減少等の
場合について理解すること

中
１
段
階

３位数程度の
整数の概念
について理解
し，数に対す
る感覚を豊か
にするととも
に，加法，減
法及び乗法
の意味や性
質について理
解し，これら
を計算するこ
とについての
技能を身に付
けるようにす
る。

数とその表現
や数の関係
に着目し，具
体物や図など
を用いて，数
の表し方や計
算の仕方など
を筋道立てて
考えたり，関
連付けて考え
たりする力を
養う。

数のまとまりに着目し，考察する範
囲を広げながら数の大きさの比べ
方や数え方を考え，日常生活で生
かすこと

定規で測る。

計量カップの目盛りを読む。

３位数の数系列，順序，大小につ
いて，数直線上の目盛りを読んで
理解したり，数を表したりすること

２位数の加法及び減法について理
解し，その計算ができること。ま
た，それらの筆算の仕方について
知ること

数とその表現
や数の関係
に着目し，具
体物や図など
を用いて，数
の表し方や計
算の仕方など
を筋道立てて
考えたり，関
連付けて考え
たりする力を
養う。

数量の関係に着目し，数を適用す
る範囲を広げ，計算に関して成り
立つ性質や計算の仕方を見いだす
とともに，日常生活で生かすこと

数とその表現
や数の関係
に着目し，具
体物や図など
を用いて，計
算の仕方など

数量の関係に着目し，計算に関し
て成り立つ性質や計算の仕方を見



　　　　　　　　　　　　部　　　組　名前

乗法を用いる場面を式にして表すことができる

式を読み取ってその場面を図や具体物を用いて表すことができる

「３個ずつのセットが５セット」を３×５，「５個ずつのセットが３セット」を５×３と答え
ることができる。

乗数が１増えれば，積は被乗数分だけ増えることを理解できる。（例：３×１の積
より３×２の積の方が３増えている）

乗法九九を言うことができる。

調査項目 判定 段階の目標 指導事項 調査項目 判定
10000までの数について，十進位取り記数法で表記することができることができ
る。

10000までの数の大小を比べることができる。

10000までの数の順序を答えることができる。

ある数を10倍，100倍にした数を答えることができる。（例：１は１０倍にすると１０，
１００倍にすると１００になる。）

ある数を１／10倍にした数を答えることができる。（例：１０は１／１０倍すると１に
なる）

十，百，千を単位として数を相対的に捉えることができる。（例：3600は，1000を３
個と100を６個，または100を36個集めた数，と捉えるなど）

十，百，千を単位として数を相対的に表して比較することができる。

等号，不等号を用いて数の大小を表すことができる。

３位数や４位数の加法の計算ができる。

３位数や４位数の減法の計算ができる。

３位数や４位数の加法の筆算ができる。

３位数や４位数の減法の筆算ができる。

１２３＋１４５と１４５＋１２３のように，記号の前後を入れ替えても答えが同じにな
ると答えることができる。（３位数や４位数の加法の交換法則）

３位数や４位数の加法の答えの確かめに減法を使うことができる。（答え－足す
数＝足される数）

３位数や４位数の減法の答えの確かめに加法を使うことができる（答え＋引く数
＝引かれる数）

生活の中で加法もしくは減法が使われる場面について，加法か減法かを判断し，
計算機で計算することができる。

乗法を長さやかさなどの量に用いることができる。（例：２ｄＬの牛乳が５パックで
10ｄＬなど）

乗数または被乗数が０の場合に答えが０になることを理解し，計算できる。

乗数が１増減すると，積が被乗数の大きさずつ増減することを理解し，計算でき
る。（例：５×（９＋１）＝５×９＋５である。）

７×６は６×７と同じ答えになることを理解し，計算することができる。（乗法にお
ける交換法則）

（８＋５）×６＝８×６＋５×６が成り立つことを理解し，計算できる。（乗法におけ
る分配法則）

除法が求められる場面を通して，具体物を操作しながら除法の意味（等分除と包
含除）を調べることができる。

ある数量がもう一方の幾つ分かを求める場合と，ある数量を等分した時にできる
１つ分の大きさを求める場合で，除法を用いることができる。

「12個のあめを３人に同じ数ずつ分ける」という表現から，12÷３を立式することが
できる。

〇やテープなどの図を用いた表現から除法の立式をすることができる。

15÷３の式から「15個のミカンを一人に３個ずつ分ける」などの場面を見いだすこ
とができる。

割り算の答えを，累減で求めることができる。（例：12÷３の答えを12‐３‐３‐３‐３
＝０で３を４回取り去ると０になるから４という方法で求めることができる。）

２×□＝８（包含除）の□を求める場合に，乗法九九を用いて求めることができ
る。

□×２＝８（等分除）の□を求める場合に，乗法九九を使って求めることができ
る。

具体物を操作しながら，除数と商が１位数の場合の除法を行うことができる。
（例：８÷２のように乗法九九を１回用いて商を求めることができる計算）

除法には，割り切れない場合があることを理解し，計算できる。

13÷４の商と余りを，４×□や□×４が13以下で13に最も近くなる時の整数とそ
のときの余りで求めることができる。

余りの大きさは，除数よりも小さくならなければならないことを理解し，答えを確か
めることができる。

0.1が１０こ集まると１になることを理解できる。

0.1がいくつ分かで整数で表せない数の端数部分を表すことができる。（例：1.5Ｌ
の飲み物を１Ｌと0.5Ｌで表すなど）

数直線のどこに小数が位置づけられるかおよそ答えることができる。（例：3.6が３
と４の間にある。）

数直線の中に，小数を位置づけることができる。（例：3.6は３と４の間を10等分し
た目盛りの６番目）

段階の目標 指導事項 活動例

乗法が用いられる場面を式に表し
たり，式を読み取ったりすること

乗法九九を覚えて生活の中で使っている。

乗法に関して成り立つ簡単な性質
について理解すること

乗法九九について知り，１位数と１
位数との乗法の計算ができること

４位数までの十進位取り記数法に
よる数の表し方及び数の大小や順
序について理解すること

10000までの数を10倍したり１／10倍したりして，数の大きさを相対的にとらえて
いる。

日常生活の中で使われる10000までの数（統計資料など）について，その大きさを
読み取ったり比較したりしている。

10倍，100倍，１／10倍の大きさの
数及びその表し方について知るこ
と

数を千の単位としてみるなど，数の
相対的な大きさについて理解を深
めること

大きな数になっても計算の仕方は２位数のときと同じであることを理解し，計算し
ている。

大きな数になったときの繰り上がりや繰り下がりの意味を，「10が10個で100」など
の数の性質と２位数の計算方法とを組み合わせてとらえている。

加法及び減法に関して成り立つ性
質を理解すること

幾つかの数をまとめたり順序を変えたりすることで，計算を能率的に行っている。
（387＋75＋25＝385＋100とみている。）

計算機を使って，具体的な生活場
面における加法及び減法の計算が
できること

１位数と１位数と乗法の計算がで
き，それを適切に用いること

かける数が１増えれば積が被乗数分だけ増えることや，交換法則が成り立つこと
など，乗法の計算の性質を見いだしている。

交換法則や分配法則といった乗法
に関して成り立つ性質を理解する
こと

乗法の性質から，３×９＝９×３＝９＋９＋９＝27など，知っている性質を用いて
積を求めるなど，工夫して計算している。

日常生活の中で，同じ個数のものの集まりの数を知りたい時に乗法を活用してい
る。

除法が用いられる場合や意味につ
いて理解すること 等分除（15個のミカンを３人に同じ数ずつ分ける）や包含除（15個のミカンを１人に

５個ずつ分ける）のそれぞれの場面の問題を，具体物や図で考え，除法は乗法
の逆算とみることができることに気付き，計算の仕方を考えている。

除法が用いられる場面を式に表し
たり，式を読み取ったりすること

得られた商（割り算の答え）と除数の積が被除数に一致するかどうかで計算の確
かめをしている。

除法と乗法との関係について理解
すること

日常生活の中で，あるものを何人かで等しく分けたり，あるものから同じ数ずつ取
り去ったりするときに，除法で求めている。

除数と商が共に１位数である除法
の計算ができること

余りについて知り，余りの求め方が
分ること

端数部分の大きさを表すのに小数
を用いることを知ること

日常生活にある量や数を小数や分数を用いて表したり，量や数を小数を用いて
比べたりしている。

１／１０の位までの小数の仕組み
や表し方について理解すること

日常生活の中にある小数や分数を見つけ，どのくらいの量を表しているのかとら
えている。（例：1.5Ｌのペットボトルが，１Ｌと５ｄＬを表していることが分かる，2分の
1カップとは，料理で使う計量カップ1杯の半分の量を意味することが分かるなど）

算の仕方など
を筋道を立て
て考えたり，
関連付けて
考えたりす
る。

いだすとともに，日常生活で生かす
こと

中
２
段
階

整数の概念
や性質につ
いて理解を深
め，数に対す
る感覚を豊か
にするととも
に，加法，減
法，乗法及び
除法の意味
や性質につ
いて理解し，
それらの計算
ができるよう
にする。

数を構成する単
位に着目して，
数の表し方やそ
の数について考
えたり，扱う数の
範囲を広げ，計
算の仕方を見い
だし，筋道立てて
考えたりするとと
もに，日常生活
の問題場面を数
量に着目して捉
え，処理した結
果を場面をもと
に振り返り，解釈
及び判断する力
を養う。

数のまとまりに着目し，考察する範
囲を広げながら数の大きさの比べ
方や数え方を考え，日常生活で生
かすこと。

値段の表示を見て、位に合わせ
た硬貨を数えて並べる。

表に数をまとめる。

棒グラフ、折れ線グラフをつく
る。

グラフを読む。

文章題から立式する。

活動に必要な数、金額等を計算
して求める。

３位数や４位数の加法及び減法の
計算の仕方について理解し，計算
ができること。また，それらの筆算
についての仕方を知ること

数を構成する
単位に着目し
て，数の表し
方やその数
について考え
たり，扱う数
の範囲を広
げ，計算の仕
方を見いだ
し，筋道立て
て考えたりす
るとともに，日
常生活の問
題場面を数
量に着目して
捉え，処理し
た結果を場面
をもとに振り
返り，解釈及
び判断する力
を養う。

数量の関係に着目し，数の適用範
囲を広げ，計算に関して成り立つ
性質や計算の仕方を見いだすとと
もに，日常生活で生かすこと

数を構成する
単位に着目し
て，数の表し
方やその数
について考え
たり，扱う数
の範囲を広
げ，計算の仕
方を見いだ
し，筋道立て
て考えたりす
るとともに，日
常生活の問
題場面を数
量に着目して
捉え，処理し
た結果を場面
をもとに振り
返り，解釈及
び判断する力
を養う。

数量の関係に着目し，計算に関し
て成り立つ性質や計算の仕方を見
いだすとともに，日常生活で生かす
こと

数を構成する
単位に着目し
て，数の表し方
やその数につ
いて考えたり，
扱う数の範囲
を広げ，計算
の仕方を見い
だし，筋道立て
て考えたりする
とともに，日常
生活の問題場
面を数量に着
目して捉え，処
理した結果を
場面をもとに振
り返り，解釈及
び判断する力
を養う。

数のまとまりに着目し，数の表し方
の適用範囲を広げ，日常生活に生
かすこと



　　　　　　　　　　　　部　　　組　名前

おはじきなどを用いて，ある数を１／２，１／４にすることができる。

折り紙やひもなどを用いて，ある長さや面を１／２，１／４にした長さや面をつくる
ことができる。

計量カップや軽量スプーンを用いて，ある量を１／２，１／４にした量をつくること
ができる。

ある量や数を半分にした量や数を，１／２と答えることができる。

ある数や量を２回半分にした量や数を，１／４と答えることができる。

加法と減法，乗法と除法の相互関係について，式と図を関連付けてとらえること
ができる。

加法と減法，乗法と除法の相互関係について，図を用いて説明することができ
る。

テープ図を用いて，数量の関係を図に表すことができる。（絵や具体物，ブロック
図からテープ図に移行）

式の意味を読み取り，図に表している。

未知の数量を表す□などの記号を用いて，文脈通りに数量の関係を立式するこ
とができる。

□に当てはまる数を，１，２，３…と順番に当てはめて調べることができる。
式を用いて計算の仕方や立式に至った過程を説明している。

□に当てはまる数を，およそ見当をつけて，８，９と当てはめて調べることができ
る。

□に当てはまる数を，四則計算の相互の関係を基に逆算で調べることができる。

数量の関係を式に表したり，式と
図を関連付けたりすること

図や場面から読み取った数量の関係を式に表している。

□などを用いて数量の関係を式に
表すことができることを知ること

□などに数を当てはめて調べるこ
と

小数及び分
数の意味や
表し方につい
て知り，数量
とその関係を
表したり読み
取ったりする
ことができる
ようにするこ
とについての
技能を身に付
けるようにす
る。

１／２，１／４などの簡単な分数に
ついて知ること

数を構成する
単位に着目し
て，数の表し
方やその数
について考え
たり，扱う数
の範囲を広
げ，計算の仕
方を見いだ
し，筋道立て
て考えたりす
るとともに，日
常生活の問
題場面を数
量に着目して
捉え，処理し
た結果を場面
をもとに振り
返り，解釈及
び判断する力
を養う。

数量の関係に着目し，事柄や関係
を式や図を用いて簡潔に表したり，
式と図を関連付けて式を読んだり
すること


