
内容解説資料では３つのページで教科書の内容が分かります

スマートフォンやタブレットをかざすと動画が見られます！

2 「カザスマート」で検索し,
アプリをダウンロード。

3 「カザスマート」アプリ
を立ち上げます。

カザスマート 検索

4 　　マークがあるページ
で紙面全体にかざすと，動
画が始まります！

1 スマートフォンまたはタブレット
で，ストアアプリを起動します。

★P.3（教科書の構成），P.9（図のよみ方・かき方をまとめる），P.28（デジタル教科書の紹介）で視聴できます。
※動画は，2014年8月31日まで視聴することができます。
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4年下
5年下

算数6416年下

教科書の表紙には，従来よりも工夫された表面加工を施すなど，化学物質に敏感な
児童に少しでもやさしいものに仕上げるような配慮をしています。
この冊子は，植物油インキと再生紙を使用しています。
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子どもたちの「生きる力」を
はぐくむ算数の学び

教科書の構成
教科書の特長
各学年の特色
教科書のしくみ

　昨年公表された国内学力調査や国際到達度調査の結果を見ますと，先生方の熱心な
取り組みの成果として，学力低下の傾向に歯止めがかかったように思われます。
　この教科書は，基礎学力，思考力・表現力，そして活用力の育成を目指して，以下の３点
の一層の実現を図ることを改訂方針とし，編集を行いました。

① 算数科における言語活動の充実を図ることにより，数学的な思考力・表現力をはぐくむ
② 算数的活動や個に応じた学習に取り組むことにより，確かな学力を育成する
③ 算数の主体的な学習をうながすことにより，学習意欲・学習習慣を向上させる

　この教科書を役立て，算数的活動を一層充実し，問題解決の過程に沿った学びを展開
することによって子どもたちと一緒に算数を創り，算数の学び方が身に付けられるような楽
しく確かな学習が行われることを期待しています。

数学的な思考力・表現力を
はぐくむために
　問題解決の手順を４段階に整理し，問題解決的な学習過程
に沿った着眼点を具体的に示す場面を充実するとともに，めあ
てやまとめなども示し，授業づくりの参考となるようにしました。
　低学年から図をかいて考えるような事例を掲載し，図による
表現と思考を結びつけることを重視しました。

確かな学力を
育成するために
　既習の確認－単元で学習した内容の徹底－定着度の向上
と，子どもたちが無理なく学力がつけられるように配慮しまし
た。また，各種学力調査で通過率等の低い問題や記述式の問
題を適宜取り上げ，子どもたちが苦手とする内容への対応を図
りました。

学習意欲・学習習慣の
向上のために
　作業的・体験的な活動や学習したことを実際の場面に活か
す活動を充実させたり，個に応じ，個を生かした学びに取り組
みやすいような構成にしたりすることを通して，算数の有用性
や意義を感じ，意欲的に学習に取り組み，学習習慣を身に付け
られるようにしました。

小山  正孝
広島大学大学院教授

クリン

7�算数的活動の一層の充実を図り，数量や図形についての基礎的・基本的な知識
及び技能を確実に身に付け，数学的な思考力・表現力を高め，算数を学ぶことの
楽しさやよさを実感できるようにする。

7�個に応じ，個を生かした学びを通して，算数の基礎・基本を確実に習得するとと
もに，問題解決の過程に沿った学びを展開し，算数の基礎・基本を進んで生活や
学習に活用できるようにして，算数の学び方を身に付け，自立的な探究につなが
るようにする。

7 子どもたちの算数の学びをデザインするとともに，子どもたちと創る算数の学習
をデザインできるような教科書にする。

─「わかる・できる・活かす・楽しむ」
 確かな算数の学習を目指して─

編集の基本方針
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教科書の構成 ～３つのまとまりで構成した質・量ともに  充実した教科書～

巻頭 本編 巻末（算数マイトライ）学年当初に算数の学習のオリエンテーションが
できるようにしています。（2年以降の上巻）

学習指導要領に示された必修内容で，
学校での授業時間に扱います。

本編の学習をふまえた選択内容で
子どもの実態に応じて柔軟に扱います。
（2年以降，配当時間外）

さあ，
算数の学習を

始めよう
算数ノートを

つくろう
教科書の
使い方

これまでに
学習したこと

よみとろう
あらわそう単元 復習 なるほど

算数 活用 学年の
まとめ

選んで学ぼう
・じっくりチェック
・ぐっとチャレンジ

・算数をいかそう
・算数に親しもう
・考える力をのばそう

学びを深めよう
・ステップアップ練習

力をつけよう

１年は，年間を通して学習の振り返りを容易にするため合冊にしています。
高学年は，AB判という判型をふまえ，内容の質・量の充実に伴う，ページ数の増加によ
る子どもたちへの負担を軽減するために２分冊にしています。

7�判型は側注部の有効利用を目指してAB判を採用しています。
7�分冊は１年１冊，２～６年各２冊の11冊構成です。

巻末（算数マイトライ）の構成

選んで学ぼう
単元毎に，補充的な問題と応用的・発展的な問題を
用意しています。 ➡P.10・16・17

学びを深めよう
活用や探究につながる
課題解決の喜びが感じ
られるような問題を用意
しています。 ➡P.17

力をつけよう
各時間の学習の定着を図
るために練習問題を用意し
ています。 ➡P.11・16

単元の構成
次の学習のために
新しい単元に入る前に，既
習事項が定着しているかを
確認します。 ➡P.10

いち・に・算活

単元の学習内容を活かし
て作業的・体験的な算数的
活動を行います。 ➡P.15

単元アプローチ
単元の導入として，算数的
素材の体感，既習事項の振
り返りや関連づけに取り組
み，学習意欲を高めます。
 ➡P.14

たしかめポイント

観点別評価に配慮した問
題で，単元で学習したこと
を確認します。 ➡P.10

本文

既習事項を使って，見通しを立てて問題を考え，発表し
たり，話し合ったりしていく問題解決的な学習を通して，
子どもたちが主体的に学んでいきます。 ➡P.4～5

巻頭の構成
さあ，算数の学習を
始めよう
算数における問題解決的
な学習による展開例を掲載
しています。 ➡P.6

算数ノートを
つくろう
考えた過程やまとめのかき
方を示したノート例を掲載
しています。 ➡P.6

教科書の使い方

教科書のしくみと使われているマークの
意味を掲載しています。 ➡P.26

これまでに
学習したこと

これからの学習に必要な既
習事項を掲載しています。
 ➡P.6

じっくりチェック ぐっとチャレンジ 算数をいかそう

考える力をのばそう

算数に親しもう ステップアップ練習
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問題解決的な学習を推進する
数学的な思考力・表現力をはぐくむために

問題解決的な学習の手順を４段階に整
理し，問題解決的な学習過程を具体的
に示す場面を充実しています。

学習過程に沿った着眼点を具体的に示
しています。どのように考え，どのように
学習を進めればよいのか，問題を考える
手がかりとなります。

学習過程を示していない問題は，結果
や方法の見通しを立てたり，考えたこと
を話し合ったりするための着眼点を示し，
問題解決をサポートしています。

学習過程を示した問題は，めあてとまと
めも示し，先生方の授業づくりの参考に
なりやすくしています。

問題解決の手順を
４段階に整理！

子どもたちの
学びを支援

問題を考えるための
着眼点を明示

授業づくりを
サポート

『小学算数』でずっと大切にしてきたこと，それは「子どもによる主体的な算数の学び」です。
「問題解決的な学習」を子どもたちや先生方にわかりやすく伝えるため，横長のAB判の紙面をいかし，
側注に問題解決的な学習の手順と着眼点を具体的に例示しています。
先生方には授業づくりの参考に，子どもたちには問題を考える手がかりとなり，学習がスムーズに進みます。

問題解決の手順

２年上 P.21 ２年上 P.22
既習の計算との違いを
とらえさせる方法の見
通しを示しています。

子どもをゆさぶるよう
な投げかけをすること
により，思考を深め，
コミュニケーションを
うながしています。 ２年上 P.24

●見通しを立てる
●解決する

●問題の意味をつかむ
めあてを持つ

●発表する
●話し合う

ほかの問題でも
使えるかためす

●適用問題に取り組む
学習をまとめる

授業の流れが
わかりやすいね。

言語活動の充実
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２年以降の上巻頭に「さあ，算数の学習
を始めよう」を設け，問題解決的な学習
による展開例を掲載しています。
前学年で学習した算数の問題を用いて，
具体的に例示しており，これからの算数
の学習をどのように考え，進めていけば
よいのかが，よりイメージしやすくなるよ
うにしています。

考えた過程や学習のまとめのかき方などを示したノート例を掲載し
ています。わかりやすく整理されたノートづくりを通して，子どもた
ちの数学的な思考力・表現力が高まることが期待されます。

これからの学習に必要となる既習事項をまとめて
います。算数は系統性・連続性のある教科なので，
これまでの学習とのつながりが重要となります。

２年以降の上巻末の付録に「学び方ガイ
ド」を設け，問題解決的な学習過程と学
習を進めていく際の着眼点をコンパクト
にまとめて掲載しています。切り取って
常時参照することが可能で，子どもたち
の学習を支援し，学習過程をより明瞭に
する役割を果たします。

問題解決的な学習の
展開例を提示

具体的なノート例の掲載

付録を使って，
本編の学習をサポート

自分の考えを表現したり，わかりやすく
説明するための指針となる「算数で使い
たいことば・考え方」を設けています。
各学年で使いたいことばや考え方を３～
４事例掲載しています。

わかりやすく
表現（発表）するため
の指針

本編の「問題解決的な学習」をスムーズに進めるために，巻頭と巻末の付録では，さまざまな工夫をしています。
学年当初に算数の学習のオリエンテーションで利用したり，日々の算数の学習を
サポートしたりする役割を果たします。

２年上 P.2～3

２年上 P.4～5 ２年上 P.8

3年上 巻末付録 5年上 巻末付録

２年上 巻末付録

算数の学び方を学ぶ
数学的な思考力・表現力をはぐくむために

巻頭は，算数の学習を
どのように進めたらいいか

まとめているんだね。

学び方ガイド

算数で使いたいことば・考え方

言語活動の充実
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低学年から図をかいて考えるような事例を掲載
し，図による表現と思考を結びつけることを大切
にしています。また，ことば，数，式，図などの相
互関連を整理して取り上げています。

多様な表現様式（ことば・図・式など）
を関連づける

「よみとろう　あらわそう」は，加減や乗除，割合
で使用するテープ図や数直線図のよみ方，かき方
について系統的に整理し，思考の道具や説明の
道具として機能するようにしています。

図のよみ方，かき方を
まとめる

子どもたちが問題解決を進める際に重要な手がかりとなり，思考をうながす役割を果たす
数学的な表現様式の相互関連を図るために「よみとろう　あらわそう」を新設しました。
ここでは，お話，絵や図，ことば，式を相互に関連づけたり，テープ図や数直線図のよみ方・かき方を
まとめたりして，数学的な思考力・表現力をはぐくみ高められることを意図しています。

２年上P.72

1年 P.146

２年下 P.84

5年下 P.76

4年下 P.54

3年上 P.46

5年上 P.84

数学的な表現の相互関連を図る
数学的な思考力・表現力をはぐくむために

お話，
絵や図，ことば，
式の関連

図，式，
ことばの関連

１年生から
図に表してるんだね。

言語活動の充実

乗除の
数直線図を
整理

割合の
数直線図を
整理

加減のテープ図，
数直線図を整理
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基礎・基本を徹底する
確かな学力を育成するために

単元前の「次の学習のために」ではこれ
から学習する内容のもとになる既習事項
を，単元末の「たしかめポイント」では単
元で学習した内容を，巻末の「じっくりチ
ェック」では今後の学習のもとになる内
容を確かめられるようにしています。

確認・
練習問題の充実

基礎的・基本的な知識や技能は，適度な量の練
習を本文で扱うとともに，側注の「もう一度考えよ
う」や巻末の「力をつけよう」で繰り返し練習する
ことによって，習熟・定着が図られるようにしてい
ます。さらに「復習」は，２～３単元毎に内容を振
り返り，学習したことの定着度の向上が図られる
ようにしています。

繰り返し
確認する機会を設定

算数・数学には，内容の系統性や学習の連続性が明確であるという特性があります。
新しい内容の学習に必要となる基礎的・基本的な内容の意味理解に重点をおいた構成にするとともに，
学習したことの定着度の向上を図る機会を適宜設け，今後の学習につながる力として
身に付けられるようにしています。

3年下 P.31

3年下 P.45

3年下 P.124

3年下 P.62

3年下 P.40

3年下 P.35 3年下 P.144

力をつけよう
直後の練習

もう一度考えよう

復習

どの学年・単元で学習した
内容かを明記しています。

単元のどこで学習したか 
フィードバックページ・
問題を明記しています。

評価の観点を明記
わかる…知識・理解
できる…技能
考えられる
　…数学的な考え方

単元内容の
確認

既習事項の
確認

今後の学習の
もとになる
内容の定着

次の学習のために

たしかめポイント
じっくりチェック
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5年上 P.114

「復習」の最後に「まちがいやすい問題」
として，全国学力・学習状況調査や各地
域での学力調査における通過率等の低
い問題を重点的に取り上げ，子どもたち
が苦手とする内容への対応が図られるよ
うにしています。

各種調査結果の反映
本編の「直後の練習」に設けた「どうして
がいえるかな」や「たしかめポイント」は，
各単元の内容を用いて理由や方法など
を説明させる記述式の問題を扱ってい
ます。

理由や方法を
説明する問題の充実

３年以降の本編末にある「活用」は，複数の
単元や領域を結びつけたさまざまな状況の
総合的な問題を扱うことによって，数学的な
見方・考え方を含めた，算数で学習したこと
を活用する力を高めることができるようにし
ています。

知識・技能等を
活用する力を高める

子どもたちの考える力，表現する力を伸ばすことを意図し，子どもたちが苦手としている
内容を中心にその対応を図っています。
また，「算数で学んだことはどのように活かせるの?」という子どもたちの思いに応えるために，
身に付けた知識・技能等を生活や学習へ活用する力をはぐくみ高められるような問題を取り上げています。

5年上 P.32

４年上 P.30

つまずきへの対応を図る
確かな学力を育成するために

2年下 P.64

4年上 P.116

４年上 P.73（折れ線グラフ）

6年下 P.66

3年下 P.62

方法の
説明

理由の
説明

算数科
固有

日常
生活

どうしてがいえるかな

たしかめポイント

活用

A調査による類題の正答率
① 45％　② 37％

B調査による類題の正答率　61％

C調査による類題の正答率　② 50％

他教科
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学習への動機をもたせる
学習意欲・学習習慣の向上のために

新しい単元の導入時に学習への動機づ
けや素地づくりを行う「単元アプローチ」
を設定しています。操作，既習事項の振
り返りや関連づけ，身の回りの観察など，
多様な導入の工夫によって，単元での学
習の課題を自ら見つけ，より滑らかに学
習に入ることができます。

学習意欲を高める
単元導入

実感を伴って算数を学習することを通し
て，算数の価値や算数の学習の意義を
感じられるようにするため，「いち・に・
算活」を設け，作業的・体験的な活動や
学習したことを実際の場面に活かす活動
を充実させています。

算数的活動の
ていねいな紹介

子どもたちの「やりたい」「知りたい」という学習意欲を高めるため，単元導入を工夫することによって，
学習の課題を自ら見つけ，より円滑に学習に入ることができるようにしています。
さらに，算数的活動への意欲を高めるため，どのように活動を行うのか，
活動内容をより具体的に示すようにしています。

活動内容を示してい
ます。
●つくろう
●さがそう
●調べよう
●体験しよう
●やってみよう
などがあります。

準備物や手順を掲載
して，活動の内容をよ
り具体的に示してい
ます。

問題番号をつけることで本編
の学習内容であることを確実
に位置づけています。振り返り 身の回り

操作

これから学習することは，
どんなことかな。
楽しそうだね！

活動のイメージが
しやすいね。

2年上 P.92～93

4年上 P.264年下 P.92

3年上 P.78 5年下 P.91

6年上 P.10
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子どもたちが意欲的に学習に取り組むため，教科書にもさまざまな工夫が求められています。
学力を保障し，算数好きの子どもを育てるために，２年以降の巻末に「算数マイトライ」を新設しました。
家庭学習や学校での予備時間などに利用できる教材を豊富に用意し，個に応じ，個を生かした学習の
充実を図るとともに，学習習慣を身に付けられることを意図しています。「算数好き」の子どもを育てる

学習意欲・学習習慣の向上のために

『算数マイトライ』は，「選んで学ぼう」「学びを深めよう」「力をつけよう」
の3つのコーナーで構成しています。基礎・基本から応用・発展まで，子
どもの実態に応じた柔軟な取り扱いができるようにしており，習熟度別
指導等，幅広い子どもたちへのきめ細かな指導にも利用できます。

個に応じ，個を生かした学習が可能

『算数マイトライ』の「選んで学ぼう」や
「学びを深めよう」には，手応えがあり，
数学的なおもしろさを感得できる問題を
多数取り上げ，算数が得意，算数をもっ
と学習したいような子どもへの対応がで
きるようにしています。

算数をもっと
学習したい
子どもへの対応

選んで学ぼう

学びを深めよう
もっと算数を学習したい
と思った子どもたちへ手
応えのある問題を用意し
ています。 ➡P.17

３年下 P.136

各単元で，子どもの習熟状況に応じ
て選べるページです。「じっくりチェ
ック」は補充的な問題，「ぐっとチャ
レンジ」は応用的・発展的な問題を
取り上げています。
３年下 P.120～121

５年上 P.125

５年上 P.130 ５年上 P.136 ５年上 P.138

ぐっとチャレンジ

学びを深めよう

単元で学習した内容を応用
的・発展的に考える問題

複数の領域や内容を融合して,
生活や学習に活用する問題

数学的センスや思考の柔軟性を
みがく問題

数学的な問題解決能力や
論理的思考力をはぐくむ問題

おもしろそうな問題が
たくさんあるね。

算数を
いかそう

算数に
親しもう

考える力を
のばそう

３年下 P.142

各時間に，本編での学習
の定着を図るための練習
問題を用意しています。

力をつけよう
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特別支援教育

カラーユニバーサルデザイン

道徳教育（伝統・文化）との関連

防災教育 小中連携

色だけの区別ではなく，一方に 
ドットを入れることで形状による
区別を可能にしています。

皿の上にのっているものが直観的にとらえにくいの
で，のせられているものをテキスト表記しています。

7�専門家に校閲を依頼して検証を行いました。

7�専門家に校閲を依頼して検証を行いました。

7�「いち・に・算活」や「なるほど算数」で紹介しています。道徳
の内容や我が国の伝統と文化に親しむことができる話題につ
いて，算数と関連づけて扱っています。

7�＜防災クリン＞を掲載しています。防災教育について，算数と
関連づけて紹介したり，考えさせたりする内容を扱っています。

7�６年下に「もうすぐ中学生」を新設し，中学
校数学の学習の素地となるような内容を
紹介しています。

４年上 P.56

現行教科書 ４年上 P.58
３年上 P.50

４年上 P.114

５年下 P.75

６年下 P.11

６年下
P.96

５年下 P.78

４年上 P.91

３年下 P.80

１年 P.27

さまざまな
教育課題への対応

問題文や重要事項は，枠囲みや
網掛けをして，注目しやすいよ
うに配慮しています。

すべての文章を，読みやすい位置
（文節）で改行しています。

きまりを
まもる

図形の
美しさ

和算

そろばん



年の特色
小学算数

年の特色
しょうがくさんすう

20 21

これから始まる学校生活にわくわくしている
１年生。親しんだ絵本のようなイラストで描
かれた学校を探検する場面から，算数の学
習が始まります。

見開きページで写真を提示し，学習活動を
生き生きと見せています。

テープ図を用いて考える学習の前に図のかき
方を学ぶ場面を設定し，学習の中でスムーズ
に図が使えるように配慮しています。

平面図形の内容を1つの単元で連続的に扱
い，効率よく学習できるようにしています。

「楽しそう！」「やってみたい」と子どもたちが
興味を持てるような活動，場面から単元が始
まるようにしています。

計算のしかたを習得させる「９＋４」，多様な
考えを練り上げていく「８＋７」。学級の状況
に応じて，どちらからでも学習できるように，
折り込みを用いて工夫しています。

算数との出会い 生き生きとした
活動場面

図のかき方を学ぶ
図形の学習を
切れ目なく

楽しみながら学習

くり上がりのある
たし算

１年 P.２～３ 2年上 P.62～63

2年上 P.56～57

2年上 P.108

2年上 P.103

2年下 P.76

１年 P.90,93

１年 P.74～75

１年 P.100～101



年の特色
小学算数

年の特色
小学算数

22 23

理科で学習する昆虫の飼育と関
連づけて題材を選択し，表やグラ
フの学習を進めていきます。 ５年以降の学習とのつながりを見

据えて，小数倍に関する内容をて
いねいに扱っています。

子どもたちにとって難しい垂直な
直線，平行な直線のかき方は，連
続写真でわかりやすく手順を示し
ています。

AB判の紙面をいかして，表やグラフを大きく
示しています。

分数で表すことができるものとできないもの
を提示して，これからの学習への意欲を持た
せます。

量と測定の単元では，実際に測定したり量感を養ったり
する算数的活動を多く取り入れています。

他教科と
関連させて 充実した

倍の扱い

難しい手順を
わかりやすく

大きく，見やすい
表やグラフ

既習事項を
振り返って

積極的に活動に取り組む

３年上 P.68～69

4年下 P.103～104

4年上 P.98～99

4年上 P.102～103

4年上 P.64
4年下 P.58

３年下 P.10

３年下 P.64３年下 P.86



年の特色
小学算数

年の特色
小学算数

24 25

小数の乗法・除法の意味，面積や体積などい
ろいろな場面で比例の考えは使われます。早
い段階で簡単な比例を扱い，後の学習で段
階的に理解を深めていきます。

５年で学習した円周の長さも振り返らせ，
円の面積の公式と混同させないようにし
ています。

式に表された場面を言葉で表すことを通して，
数学的な思考力・表現力を伸ばすとともに，
中学校数学科の「文字と式」の学習へとつな
ぎます。

これまでに学習した量の単位や計器を
数多く提示して，量の学習のまとめがで
きるようにしています。

これから学習する図形に興味を持
ち，楽しみながら取り組めるよう
な算数的活動から，学習を始める
ようにしています。

小数の乗法・除法で使った数直線図を
比較し，確認できるようにしています。こ
れらの図を用いて「どんな計算になるか
考えよう」に取り組み，思考・表現の道
具として使えるようにしています。

比例をていねいに

円周の長さと
面積を混同しない

式を読み取る

量の単位を
まとめる

活動を
取り入れて

数直線図の
よみ方・かき方

5年上 P.48

5年上 P.84～85

5年下 P.53

5年下 P.80～81

6年上 P.27

６年上 P.69～70

６年上 P.134

６年下 P.58
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学習してわかったことや大切なことば，
きまりをまとめています。

子どもの視点から表現した「活動名」
を大きく提示しています。単元の学習
内容は「単元名」として小さく提示して
います。

わかりやすく説明するための具体的な
発表内容例を示しています。

以下のような内容を掲載しています。

問題を提示しています。枠でかこんで，
目立つようにしています。

４段階の学習過程を提示した問題は，
この時間の学習のめあてを示していま
す。

AB判という判型をいかし，各ページの右端にうすい水色を施した側注を設けています。
側注には，数学的な思考力，表現力をのばすための内容を中心に，学習をサポートするための情報を掲載しています。

子どもたちの学習を常に支える
キャラクター『クリン』と

６人の子どもたちが
算数の学習を進めていきます。

教科書のしくみ まとめ

単元名・活動名

発表例 側注

問題番号

めあて

練習

性質やきまり定義

各時間の練習問題です。
計算問題では　 で型分けをしています。

● 問題解決のための方法， 
結果，演算の見通し

● 子どもをゆさぶるような 
投げかけや話し合いの観点

● 各時間の学習内容の 
さらなる習熟を図る補充問題

➡P.4

●問題解決的な学習過程

● 巻末にある「力をつけよう 
（ステップアップ練習）」へのリンク
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従来からの範囲指定拡大に加えて，教
科書の問題文や写真・図版などをクリッ
クひとつで拡大できる機能を搭載しま
す。授業で学ぶ内容を焦点化することが
できるため，子どもたちの集中力が増し，
学習の効果を高めます。

授業に集中できる
拡大機能

「デジタル教科書」のご紹介
算数の学びを強力サポート／CoNETS「共通ビューア」採用

考えるだけでは理解や体感が難しい算数の概念的な内容を，アニ
メーションやシミュレーションで見る・操作することで考える意欲
が高まり，理解を助けます。

動いて，操作して
意欲や理解が向上

指定したページへのジャンプ機能を使うことで，既習事項への振
り返りなどに活用することができ，知識や技能の定着を促進します。
また，ジャンプ機能は新規作成することができるため，学習状況に
あわせたカスタマイズにより，学びがさらに深まります。

スパイラルで深まる学び

CoNETS「共通ビューア」を採用します！

「小学算数」
デジタル教科書
DVD-ROM版，ダウンロード版（仮）
発売：平成27年（2015年）4月 予定
価格：未定
※価格などの情報は，日本文教出版Webサイトにて順次お知らせいたします。

対応OS：Windows，iOS
教科で異なるデジタル教科書の操作感を統一します。「共通ビュ
ーア」の詳しい情報は，CoNETS公式Webサイトをご参照ください。
◎ このソフトおよびCoNETS「共通ビューア」は開発中です。本記載の内容および商品の仕様は予
告なく変更する場合があります。
◎ CoNETS「共通ビューア」を使用したコンテンツ画像および電子黒板に使用している画像は合成
です。実際のものとは異なる場合があります。

1～6年

学びを支える指導資料

弱視などの子どもたちにとって見やすく使いやすいように，拡
大教科書を発行します。できる限り教科書と同じ体裁をとり，
違和感なく学習できるように配慮します。また，できる限り
多くの弱視の子どもたちに拡大教科書がゆきわたるように文
字の大きさによる複数の種類を用意します。

※ なお，教師用指導書の紙面及び付属のDVDの仕様は現在企画中につき，供給時には若干の変更をすることがあります。あらかじめご了承ください。

教師用指導書は，朱書編，研究編，
資料編，算数マイトライ編の４分冊構成です。
（※資料編は上巻のみ，算数マイトライ編は２年以上）

教師用指導書

拡大教科書

毎日の授業に直接役立つように，教科書の縮刷ページ
に解答や解説などを掲載しています。また，横欄には展
開例や発問例，子どもの反応例などを掲載し，問題解決
的な学習の手助けとなるようにしています。

日々の学習指導に役立ちます。
朱書編

各単元の詳しい解説と指導案例などを掲載し，指導計
画を立てたり，研究を深めたりするのに活用できます。

各単元の内容を詳しく解説します。
研究編

教科書のデジタル紙面や資料編の評価テスト，ワーク 
シート，年間指導計画などのデジタルデータを添付

ＤＶＤ

コピーすればすぐに使えるワークシート集です。授業な
どで活用できます。

各単元の学習をサポートします。
資料編

教科書の巻末に新設した「算数マイトライ」への対応を
図ります。子どもたちが自学自習するときに役立つワー
クシートを掲載するとともに，「選んで学ぼう」について
は各単元で考えられる個に応じた学力の定着と向上を
目指すために留意すべきこと，「学びを深めよう」につい
ては学習材の解説と授業で扱う場合のポイントや指導
案例を掲載します。

算数マイトライ編
板書例を毎時間
掲載しています。


