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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


