
教科用図書調査報告書 

 甲府市教科用図書採択審議委員会 

１ 種目    算数 

２ 報告概要 

教科書名 

出版社名 
特     徴 

東京書籍 

 

新しい算数 

 

１～５年 

上・下 

 

６年 

合本 

 

東京書籍 

 

数と計算 

６７５ページ 

 

図形 

２７８ページ 

 

測定 

８３ページ 

変化の割合 

１１０ページ 

 

データの活用 

８９ページ 

 

その他 

４０７ページ 

 

総計 

１６４２ペー

ジ 

①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・能力を育成することができる内容であるか。 

・虫眼鏡のマークが随所にあり，数学的な見方・考え方を価値づけ，分

かりやすく示されている。 

・２学年以上の上巻の巻末に，「学びのとびら」を設定し，数学的活動

をもとにした問題解決の過程を具体的に紙面化し，見通しをもって１

年間臨めるように工夫されている。 

・２学年以上の各単元末で「つないでいこう算数の目」を設定している。

数学的な見方・考え方が端的に示され，数学的に考える見方の素地を

養おうと工夫されている。 

・数学的活動から，数学的見方・考え方を養う問題として「今日の深い

学び」を，２学年では１箇所，３学年以上は３箇所設定している。「今

日の深い学び」では，「問題をつかもう」「自分の考えをかき表そう」

「友だちと学ぼう」「学習を深めよう」「ふり返ってまとめよう」「使

ってみよう」の項目が教科書横に記され，具体的な方法が示されてい

る。問題解決の過程を可視化することで，児童が見通しをもって活動

に臨めるよう配慮がされている。 

・６学年の最終単元「算数の学習をしあげよう」では，「ふりかえろう

～の目」と題して，数学的な見方・考え方の視点で６年間の学習を振

り返ることができるように工夫されている。 

 

②心身の発達段階に適応した数学的活動を行うことができるよう配慮

されており，児童の生活や経験及び興味や関心に応じた内容である

か。 

・単元プロローグでは，対話を通して日常事象や生活経験を話題として

学習意欲をたかめたり，既習内容を整理し振り返ったりしながら，単

元の課題を創出するページとなっており活用できるように配慮され

ている。 

・単元末は，「いかしてみよう」では，学びを日常（現実）の世界で生

かす場があり工夫されている。 

・２学年以上の巻末に「ふりかえりコーナー」を設け，児童がいつでも

必要に応じて自力で既習の内容を確かめたり調べたりできるように

工夫をしている。 

・単元末には，単元で学習した基礎的・基本的な概念や性質の理解，技

能の定着を図る「たしかめよう」を設け，理解や技術の定着を一層確

実なものにする問題で構成がしてあり工夫されている。 

・学習後の基礎的・基本的な概念や性質の理解，技能の維持・強化につ

いては，単元と単元の間に復習問題「おぼえているかな？」を設け，

児童のつまずきや誤答の多い問題を中心に構成するように配慮され

ている。また，次単元のレディネスチェックもできるように工夫して

ある。巻末に解答も用意してあり自己評価することもできる。 



・練習問題には全単元に「ほじゅうのもんだい」を用意し，さらなる習

熟が必要な場合に教科書で対応できるようにしてある。一人一人の児

童の学習状況に幅広く柔軟に対応できるように配慮されている。 

・単元最終ページ「つないでいこう算数の目」下段ノートづくりのペー

ジ「算数マイノートを学習に生かそう」では，次に学習してみたいこ

とを想起する子どもの姿を例示し，学習したことを進んで学習に生か

そうとする態度が身につくように工夫されている。 

・２学年以上にコラム「ますりん通信」を設け，算数の学習に関連する

多方面からの話題や児童が気づいたり発見したりした見方・考え方な

どを取り上げている。 

・４学年以上に「算数で読み解こう」を設け，実際のデータを数学的に

読解・解釈したり考察し判断したりするなどの活動を取り入れてい

る。これらの学習を通して，日常の事象を数理の目で捉えることの面

白さや有用性，重要性が分かるように，児童が関心をもち主体的に関

わることができる教材を用意し，学習展開などの工夫がみられる。 

・単元内の問題，練習問題などを身近な生活事象の場面にしたり，「や

ってみよう」や「算数のおはなし」で身の回りにある算数に着目する

活動を設けたりして，児童が算数に興味や関心をもって意欲的に学習

に取り組めるように工夫されている。  

 

③各領域の構成・配列が適切であり，自主的な学習が進められるよう配

慮されているか。 

・目次には２学年から単元ごとに「前の学習」，「後の学習」を示し，学

習内容や数学的な見方・考え方の関連や系統を意識させる配慮がなさ

れている。６学年では，中学校数学との内容的な連結に重点を置き，

算数の学習内容が中学校の数学に結び付いていることが分かるよう

に，目次で「後の学習」や本文中の「中学の芽（中学の芽マーク）」

を脚注に設け，具体的なつながりを例示するなど工夫されている。 

・学習の入り口としての「単元プロローグ」や学習の仕上げとしての「い

かしてみよう」「たしかめよう」「つないでいこう算数の目」を設け，

既習にあたる内容の理解を振り返ったり，繰り返し学習したりするな

ど，理解と確認を重ねスパイラルに学習できるように工夫されてい

る。 

・１学年では，「さんすうのとびら」を用意し，学習場面として入学直

後の学校での生活場面を取り上げて，幼稚園・保育所とのなだらかな

連接を図り，小学校生活がスムーズにスタートできるように工夫され

ている。 

・６学年の第二単元で「文字と式」を扱うことで，６学年のはじめから

文字を使った式になれていく工夫がなされ，中学数学の学習がスムー

ズにはじめられるようになっている。 

・６学年の最終単元で「算数のしあげ」を扱うことで，算数の理解を確

実にして中学数学へつなげられるようになっている。特に，中学でも

つまずきが多い「速さ」「割合」がていねいに展開されている。 

・「算数のまとめ」ではすべての項に「算数・数学リレー」を設け各項

の内容における関連を紹介したり，「算数卒業旅行」の最初に「中学

校体験入学コース」を設けたりして，中学校の数学の内容を具体的に

経験することを通して，中学校での学習に関心を高める工夫がなされ

ている 。  



・単元の導入に｢単元プロローグ｣を設け，日常の事象や生活経験を写真

や絵で提示して日常生活と算数を結び付け，児童が見通しをもって主

体的・意欲的に学習に取り組めるように配慮されている。  

・「算数マイノートをつくろう」で，2 学年上巻から，児童一人一人の思

考や表現の場として，児童の書いたノートの例を取り上げ，ノートに

自分の考えなどを（数や式なども含む）言語で表現することを習慣化

できるように配慮されている。 

・２学年以上には，巻末に算数プラスのコーナーを設け，「ほじゅうの

もんだい」と「おもしろ問題にチャレンジ！」により，各単元の学習

内容の理解を個に応じて深化させたり，数学的なおもしろさを実感し

たりして，子どもたちが主体的に探究できるように配慮されている。

また，もっと練習したい と考える児童や難しい問題にチャレンジし

たいと考える児童の自主学習に対応している。 

 

④用語，式，図，表，グラフ等の表記や表現が適切であり，学習内容の

理解や問題の解決に役立つよう配慮されているか。 

・演算決定に関わる図の取り扱いの配慮が見られる。加減法では，線分

図を１学年から素地的に扱い，具体物から半具体物，線分の順に，ま

た，分離量から連続量へ系統的に掲載し，発達段階を考慮した系統的

な指導への工夫がなされている。 

・乗除法では，２学年のかけ算から量を表した線分図と数直線を発達段

階に即して表記方法をかえ，系統的に取り扱っている。演算決定の場

面で，「数直線の図を使って考えてみよう」を設け，数直線図のかき

方，読み取り方を示し，数直線の図を通して２つの量の数量の関係を

理解できるよう工夫されている。 

・「マイノートを学習に生かそう」を設け，思考の過程を言葉，図，式

等の数学的な表現を使って説明できるようなノートの書き方，発達段

階に応じたノートの活用方法が例示されている。 

・実生活との関連を意識しやすいようできるだけ実物の写真を用いて意

欲を高め，内容をイメージ化できるように配慮されている。 

・解説や説明のしかたが正確である。また，文章問題に関しては，国語

科との関連を考慮して１学年の入門期からしばらくは文字の使用を

最小限にとどめ，長文を避けるなど細やかな配慮がされている。 

・漢字は，当該学年までの配当漢字を用い，当該学年の漢字や未習の漢

字ついては，ページごとに初出箇所にふり仮名をつけて，学習上支障

にならないように配慮されている。 

・書体や色使い等にユニバーサルデザインの視点が取り入れられ，学習

に取り組みやすくなるよう配慮されている。 

 

教科書名 

出版社名 
特     徴 

大日本図書 

 

たのしい算数 

 

１～６年 

合本 

 

①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・能力を育成することができる内容であるか。 

・数学的見方・考え方を問う場面では，どの学年でも教科書横に色で「問

題をつかもう」「自分で考えよう」「学び合おう」「まとめよう」「使

ってみよう」「ふりかえろう」と項目立ててあり，児童が見通しと数

学的見方・考え方の視点を持って臨めるよう工夫されている。 

・「ひらめきアイテム」が随所にあり，養いたい数学的見方・考え方が



 

大日本図書 

 

数と計算 

６４４ページ 

 

図形 

２５９ページ 

 

測定 

８２ページ 

変化の割合 

９１ページ 

 

データの活用 

９１ページ 

 

その他 

３６１ページ 

 

総計 

１５２８ペー

ジ 

記されている。また，巻末シートで「ひらめきアイテム集」が設けら

れ，「ひらめきアイテム」で獲得した数学的見方・考え方を自分で書

き込み，一覧にするよう工夫されている。 

・１学年の巻頭に「さんすうのまなびかた」を，２学年以上の巻頭には

「算数まなびナビ」を設定している。数学的見方・考え方を問う箇所

で筋道立てて，考えられるよう手順を具体的に例示し，問題解決的学

習に取り組める内容が取り上げられている。 

 

②心身の発達段階に適応した数学的活動を行うことができるよう配慮

されており，児童の生活や経験及び興味や関心に応じた内容である

か。 

・巻頭の「算数まなびナビ」では，学習を発展的に広げて新しい問題を

見いだすことや，日常生活から問題を見いだすことも示している。 

・キャラクターの吹き出しで，新しい問題を発見する態度を育成するよ

うに工夫されている。 

・児童の興味・関心を喚起する問題，解決の必要感をもたせた課題を設

定し，数学的活動を通して考えるたのしさや解決できたときの喜びを

感じることができるように配慮されている。 

・日常生活に関連した題材や，学習したことを生活の中で活用する問題

を積極的に採用している。 

・「ふくろう先生のなるほど算数教室」では，算数が社会で生かされて

いる事例を適宜取り上げる工夫がされている。 

・１～３学年では，学習を家庭で生かす「おうちで算数」というページ

を特設し，家庭との連携を図り，学習したことを家庭での生活にも生

かすよう促し，自ら考えて解決する面白さや楽しさが感得できるよう

に配慮されている。  

 

③各領域の構成・配列が適切であり，自主的な学習が進められるよう配

慮されているか。 

・もくじに，各単元に関する「前の学習」と「後の学習」が記載されて

おり，特に６学年では，中学数学の学習につながっていることを実感

することができる。 

・５・６学年の巻末の「中学校の数学ではこんなことを学ぶよ」では，

算数と中学数学とのつながりが示されている。 

・６学年の巻末で「６年間のまとめ」を扱うことで，算数の理解を確実

にして中学数学へつなげられるようになっている。 

・６学年の巻末の「数学の世界へ」では，これまでの算数の振り返りを

ふまえながら，中学数学の簡単な紹介がされており，算数と数学のつ

ながりを感じることができる。 

・毎時の適応問題と巻末補充問題の「たしかめ問題」や「プラス・ワン」

を設けることで授業の進度や児童の習熟度に対応し，「チャレンジ」

では難しい問題も取り入れることで，学習事項の習熟とともに，児童

の学力をより一層高めることができるように工夫されている。 

・前学年までの既習内容「ひと目でわかる○年までのまとめ」を教科書

の巻末に掲載することで，既習内容とのつながりを強調し，学年間の

円滑な接続ができるように工夫されている。５・６学年では，前学年

までの学習内容を復習する問題「チェックアンドトライ」を設定し，

既習内容を確認し，定着が図れるように配慮されている。 



・３～６学年では，「ふくろう先生のなるほど算数教室」を設け，児童

の算数への興味関心がさらに高められるように，主体的に学習に取り

組めるように配慮されている。 

 

④用語，式，図，表，グラフ等の表記や表現が適切であり，学習内容の

理解や問題の解決に役立つよう配慮されているか。 

・演算決定に関わる図の配慮が見られる。問題場面を図で表現できるよ

う「数直線図のかき方」を設けるとともに，演算決定の方法として「数

直線図で考える」「整数の場合におきかえて考える」の２つを掲載し，

演算決定する力を高めるための配慮がされている。 

・適宜方眼付きでドット図，テープ図，線分図，数直線図が示され，ノ

ートにかく時に参考になるよう配慮されている。 

・巻頭に「算数学びナビ」を設け，算数における学習の流れと図や式，

言葉等の数学的な表現を使って考えを表すなどのノートのかき方が

例示されている。 

・コンパスの使い方，角度のはかり方など写真が掲載されていて適切で

ある。 

 

教科書名 

出版社名 
特     徴 

学校図書 

 

みんなと学ぶ

小学校算数 

 

１～５年 

上・下 

 

６年 

合本 

 

学校図書 

 

数と計算 

６９３ページ 

 

図形 

２９８ページ 

 

測定 

１０２ページ 

変化の割合 

９７ページ 

 

データの活用 

１０６ページ 

 

その他 

①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・能力を育成することができる内容であるか。 

・数学的な見方・考え方の素地を養うために，「算数で見つけたい考え

方モンスター」を設定している。所々でモンスター達が大切にしてほ

しい見方・考え方を示し，児童に考える視点をあたえ，考えを促すよ

う配慮されている。 

・上巻の巻頭に前学年で学習し身につけたい見方や考え方を一覧にし，

既習の数学的な見方・考え方で物事を見ることができるように工夫し

ている。 

・２学年以上の巻頭に「３つの学びの力をそだてよう」として，算数の

学習を通して身につけたい「考える力」「判断する力」「表す力」を取

り上げている。 

 

②心身の発達段階に適応した数学的活動を行うことができるよう配慮

されており，児童の生活や経験及び興味や関心に応じた内容である

か。 

・導入は，各学年の児童の身の回りから算数を見つけたり，生かしたり

できるページ「みんなの町の算数」や統計分野につながる「数えたい，

まとめたい」などを適宜設けてあり工夫されている。 

・「深めよう」やコラムなどでは，学んだことを生活や遊びの場面に活

用することで算数のよさが実感でき，意欲的に学習できるように配慮

されている。 

・単元全体を問題発見から始め，そこから算数の問題として考察してい

くような流れにすることで，数学的活動を自然に扱うことができるよ

うに配慮されている。 

・学期末には，１つの課題で数学的活動が実現できる「活動！！」「ア

クティブ！！」を設けて工夫されている。  

 



４３３ページ 

 

総計 

１７２９ペー

ジ 

③各領域の構成・配列が適切であり，自主的な学習が進められるよう配

慮されているか。 

・教科書の巻頭には，「学びの力をそだてよう」「○年生で見つけた考え

方」が設けられ，学習への心構えを確認したり，既習事項を振り返っ

てレディネス学習に活用できるようにしたりする工夫が見られる。 

・巻末には「力をつける問題」を設け，「サポート」「ほじゅう問題」「チ

ャレンジ」にわかれ，それぞれの児童に対応した問題の配列や提示に

工夫が見られる。 

・問題解決にあたって，低学年はドット図や絵，テープ図，中学年は数

直線を加え，高学年では２本の数直線を活用して考えていけるよう

に，１学年から６学年までの発達段階を考慮した系統的な図の学習が

できるように配慮されている。 

・１学年の入門期では，幼稚園や保育園で慣れ親しんだ絵本のような場

面やしかけを設け，課題に抵抗感なく関われるような工夫が見られ

る。 

・６学年の第二単元で「文字と式」を扱うことで，６学年のはじめから

文字を使った式になれていく工夫がなされ，中学数学の学習がスムー

ズはじめられるようになっている。 

・６学年の最終単元で「算数のまとめ」を扱うことで，算数の理解を確

実にして中学数学へつなげられるようになっている。 

・６学年別冊の「中学校へのかけ橋」では，中学数学の一部に触れた内

容について示され，これまでに示されてきた数学的な見方・考え方に

ついて，キャラクターごとに振り返る活動が設定されている。 

・単元末の練習問題では，どのようなことが単元を通して理解できたか

のチェック項目があり，振り返りを促す配慮がされている。 

・巻頭の「算数で見つけたい考え方」，単元末の「できるようになった

こと」「まなびをいかそう」や巻末の「ほじゅう問題」では，児童が

教科書を使って自主的・自発的な学習ができるように配慮されてい

る 。 

 

④用語，式，図，表，グラフ等の表記や表現が適切であり，学習内容の

理解や問題の解決に役立つよう配慮されているか。 

・ドット図，テープ図，数直線など演算決定をするための手立てである

図の学習が系統的に示され，問題解決にあたって図を活用できるよう

に配慮されている。４学年以降では，４マス関係表を取り入れている。 

・「考えるノート」と「まとめるノート」を掲載している「ノート名人

になろう」を設け，具体的な内容に関連させたノートの書き方を示し

ている。 

・新出の用語や重要な項目には，枠組みをし，博士のマークをつけるな

ど配慮がされている。 

・児童の感覚にマッチした現代的な絵やリアル感のある写真を用いて，

理解を深める工夫がされている。 

 

教科書名 

出版社名 
特     徴 

教育出版 

 

小学算数 

①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・能力を育成することができる内容であるか。 

・キャラクターがつぶやきで，児童に数学的見方・考え方の視点を与え，



 

１・５・６年 

合本 

 

２～４年 

上・下 

 

教育出版 

 

数と計算 

６５６ページ 

 

図形 

２８１ページ 

 

測定 

８２ページ 

変化の割合 

１０７ページ 

 

データの活用 

９６ページ 

 

その他 

４６２ページ 

 

総計 

１６８４ペー

ジ 

思考を促すように工夫されている。 

・数学的見方を養わせたい場面では，コラム「算数のミカタ」を設け，

数学的な見方を顕在化している。 

・単元導入では，児童が目的意識をもって数学的活動に臨めるように，

身近な場面から問題を発見し，その後の学習につなげるように工夫さ

れている。 

・単元末に４コマ漫画を用いて，その単元で養いたい数学的見方・考え

方を取り上げている。 

・２学年以上の上巻の巻末に「学びのマップ」が設けられ，前学年で育

成した数学的見方・考え方が分かりやすく提示されている。 

 

②心身の発達段階に適応した数学的活動を行うことができるよう配慮

されており，児童の生活や経験及び興味や関心に応じた内容である

か。 

・単元導入では身近な題材から算数の問題を見いだしたり，既習事項を

発展させて子ども自身が新たな問題をつくったりできるようにして，

目的意識をもって数学的活動に取り組めるように工夫されている。 

・単元末では，学習したことを活用して日常場面や算数の問題を解決す

る機会「学んだことを使おう」を設け，「何ができるようになったか」

を実感できるように工夫されている。 

・新学年の始めに，授業開きの特設教材を用意し，問題解決の楽しさ味

わいながら，学習の進め方・学び方・算数を学ぶ態度について学級で

共有できるように配慮されている。 

・学年末では，日常の事象を数理的に捉えて問題発見，問題解決する一

連の数学的活動を行う場面「算数を使って考えよう」を設け，数学の

よさを実感できるように工夫されている。 

・巻末の探求的なページや各種特設教材，コラムでは，算数への興味・

関心を一層高められるように工夫されている。  

 

③各領域の構成・配列が適切であり，自主的な学習が進められるよう配

慮されているか。 

・「毎時の学習」「単元のまとめ」「家庭学習」の各段階で反復練習の機

会を充実させる構成・配列に工夫が見られる。 

・既習の知識・技能を振り返りながら学習が進められるように，巻末「学

びの手引き」や「学びのマップ」にリンクし，学びのつながりが意識

づけられるような構成・配列に工夫が見られる。 

・テープ図（線分図）や数直線，式などを使って考えたり説明したりす

る能力が，段階的に育てられる構成・配列に工夫が見られる。 

・各単元のまとめには，学んだことのよさや考え方を振り返る４コマ漫

画を設け，単元や領域を貫く考え方が理解できるように配慮がなされ

ている。 

・６学年の第一単元から「文字と式」を扱うことで，６学年のはじめか

ら文字を使った式になれていく工夫がなされ，中学数学の学習がスム

ーズはじめられるようになっている。 

・６学年の巻末で「６年のまとめ」「算数のまとめ」を扱うことで，算

数の理解を確実にして中学数学へつなげられるようになっている。 

・６学年の巻末の「数学へのとびら」では，中学数学の簡単な紹介がさ

れており，算数と数学とのつながりが示されている。 



・巻末に「ステップアップ算数」を設け，「きほんの問題」「レベルアッ

プ問題」にわかれ個々の児童に対応できるように配慮がなされてい

る。 

・「はてな？」「なるほど！」や解決の手がかりを示すふきだしを設け，

自主的・自発的な学習や振り返りに活用できる配慮がなされている。 

 

④用語，式，図，表，グラフ等の表記や表現が適切であり，学習内容の

理解や問題の解決に役立つよう配慮されているか。 

・コンパスの使い方，数直線の書き方など「学びの手引き」が写真とと

もに掲載されていて理解を深める工夫がされている。 

・「友だちのノートを見てみよう」を設け，具体的な内容に関連させな

がらノートの書き方を示している。 

・「たし算とひき算の図」「かけ算とわり算の図」を設け，テープ図と数

直線の見方，かき方，演算決定の時の活用のしかたなどを理解するの

に表記や表現が適切に示されている。 

・絵や写真は，子どもの理解を助け，見通しをもって意欲的に学習に取

り組めるよう工夫されている。 

 

教科書名 

出版社名 
特     徴 

啓林館 

 

わくわく算数 

 

１・５・６年 

合本 

 

２～４年 

上・下 

 

啓林館 

 

数と計算 

６１８ページ 

 

図形 

２４７ページ 

 

測定 

７６ページ 

変化の割合 

１０４ページ 

 

データの活用 

８６ページ 

 

その他 

５４３ページ 

①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・能力を育成することができる内容であるか。 

・随所に登場するキャラクターのつぶやきが，数学的な見方・考え方の

視点で児童の考えを促せるよう，工夫されている。 

・巻頭に「学習の進め方」や「わくわく算数学習」を設定し，問題解決

の際の数学的な視点を児童に具体的にモデルで示している。 

・巻末にある「算数資料集」には，２学年以上の上巻に図の活用の仕方

や，図や式などを用いて説明する術を具体的に提示し，数学的見方や

考え方の素地を養う手だてを丁寧に講じている。 

・２学年以上に「図をつかって考えよう」「表を使って考えよう」の単

元を設定し，数学的見方・考え方を働かせて思考できるよう，考え方

のプロセスを示している。 

 

②心身の発達段階に適応した数学的活動を行うことができるよう配慮

されており，児童の生活や経験及び興味や関心に応じた内容である

か。 

・新しい学習に入る単元導入段階では，日常生活や既習の学習と関連づ

けて，児童自らが課題意識や見通しをもって学習に取り組める場面

（単元のとびら）を設定することにより，児童の主体的な学習を引き

出す工夫がされている。 

・各時間の学習に「めあて」や「まとめ」が設定され，児童が見通しを

もったり振り返ったりしながら主体的に学習が進められるように配

慮されている。 

・２学年以上の巻末には「学習の進め方」「わくわく算数学習」が掲載

され，書いて考えを深める力の育成に役立つように配慮されている。 

・６学年には「ひろがる算数」のコーナーがあり，身近な職業において

算数が生かされていることが紹介され，キャリア教育の視点からの学

びの意義を持てるよう配慮されている。  



 

総計 

１６７４ペー

ジ 

 

③各領域の構成・配列が適切であり，自主的な学習が進められるよう配

慮されているか。 

・「図を使って考えよう，表を使って考えよう」が設定され，問題解決

の際に有効な考え方（思考法）や図・表などの書き方（基礎操作）が

系統的に取り上げられている。 

・６学年の第二単元で「文字と式」を扱うことで，６学年のはじめから

文字を使った式になれていく工夫がなされ，中学数学の学習がスムー

ズはじめられるようになっている。 

・６学年の巻末で「６年のまとめ」を扱うことで，６学年の内容を確実

に定着させ，中学数学へしっかりとつなげられるようになっている。 

・６学年の巻末の「中学校で学ぶ数学の簡単な紹介」では，実生活に関

わるシーンを取り入れた３コマのマンガを取り入れながら，中学数学

の簡単な紹介がされており，算数と数学とのつながりを分かりやすく

示されている。 

・各単元末の「学びのまとめ」には，「たしかめよう，ふりかえろう，

やってみよう」の３ステップの観点別評価問題が設定され，知識・技

能が確実に身につくよう配慮されている。さらに，「自分の力で」の

コーナーでは主体的に学びに向かう姿勢が育めるような工夫が見ら

れる。 

・巻頭に「学習の進め方」を実践する「わくわく算数学習」を設け，児

童が学習に取り組む態度を育むとともに，主体的に学習を進められる

ように配慮されている。 

・巻末には「もっと練習」を設け，練習問題の類題と解答を掲載し，繰

り返し問題に取り組むことで，学習内容の理解と定着が図れるように

配慮されている。 

 

④用語，式，図，表，グラフ等の表記や表現が適切であり，学習内容の

理解や問題の解決に役立つよう配慮されているか。 

・テープ図，線分図，関係図，数直線図などのかき方について巻末の「算

数資料集」に系統的に提示され，問題解決に必要な思考がわかりやす

く表現されている。 

・「わくわく算数ノート」を設け，図や式，言葉などを使い，考えがよ

くわかるノートのかき方が示されている。 

・臨場感のある写真が用いられ，理解しやすく意欲的に学習に取り組め

るように配慮されている。 

・学習感想の記入例が掲載されていて，児童がまとめる際の参考例が示

されている。 

 

教科書名 

出版社名 
特     徴 

日本文教出版 

 

小学算数 

 

１～５年 

上・下 

 

①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・能力を育成することができる内容であるか。 

・「自分で みんなで」と題し，数学的見方・考え方を問う場面では，

どの学年でも教科書横に色で「どんな問題かな」「考えよう」「学び合

おう」「振り返ろう」と４つの項目を立てている。また４つの観点に

沿って，問題に応じて具体的に手だてが示されており，児童の考えを

促すような配慮もなされている。 



６年 

合本 

 

日本文教出版 

 

数と計算 

６１１ページ 

 

図形 

２６０ページ 

 

測定 

６９ページ 

変化の割合 

９３ページ 

 

データの活用 

９０ページ 

 

その他 

５６５ページ 

 

総計 

１６８８ペー

ジ 

・数学的見方・考え方を働かせて，児童が思考できるよう，カギマーク

で手がかりを具体的に示している。 

・２学年以上の上巻の巻末に資料として「算数で使いたいことば，考え

方」がある。筋道立てることや，図や式を使うことなどを記し，考え

を分かりやすく表現するためのポイントをまとめており，数学的な見

方・考え方を働かせられるような手立てが講じられている。 

 

②心身の発達段階に適応した数学的活動を行うことができるよう配慮

されており，児童の生活や経験及び興味や関心に応じた内容である

か。 

・単元のあらゆる場面で，子どもたちが教室内外で取り組むことができ

る作業的・体験的な数学的活動を積極的に取り入れ，主体的に学習活

動を行い，活動の楽しさを味わうことができるよう工夫されている。 

・子どもの身近な生活場面から多くの問題を見つけ，数理的な処理のよ

さを感じられるようにするとともに，算数を実際の生活場面と結びつ

けていく数学的活動を随所に取り入れ，算数が生活の中で身近な物と

して感じられるように配慮されている。 

・「わかる」「できる」だけでなく，習得した知識及び技能を用いて数学

的活動に取り組む「生かす」を重視し，単元後半に「ハロー！算数」

「Hello! Math」のタイトルを付けて取り上げる工夫がされている。 

・４学年以降の場・下巻本編末「活用」では，算数科固有，他教科等の

学習，日常生活といったさまざまな状況を考慮した総合的な問題を用

意している。 

・２学年以降の下巻本編末「算数アドベンチャー」では，算数への興味・

関心を高めたり，数学的なおもしろさを実感できたりするような題材

を用意する配慮がされている。 

 

③各領域の構成・配列が適切であり，自主的な学習が進められるよう配

慮されているか。 

・新しい単元に入る前に，「次の学習のために」を設け，単なる知識や

技能を確認するだけではなく，学習の根底となる考え方も振り返るこ

とができるように構成・配列に工夫が見られる。 

・「よみとろうあらわそう」は，言葉，数，式，図など数学的な表現の

相互関連を整理するような内容や，テープ図や数直線図のよみ方，か

き方についても系統的に整理して扱うなど工夫が見られる。  

・６学年の巻末で「６年間のまとめ」を扱うことで，算数の理解を確実

にして中学数学へつなげられるようになっている。 

・６学年の巻末の「もうすぐ中学生」では，中学数学の一部に触れた内

容が示されており，数学への興味・関心が持てるように工夫されてい

る。 

・単元後半に探求的な内容に取り組めるよう「算数アドベンチャー」を

設け，習得した知識や技能を用いて数学的活動に積極的に取り組む

「活かす」を重視した学習への配慮がなされている。  

・巻末に「算数マイトライ」を設け，「ぐっとチャレンジ，もっとジャ

ンプ」といった応用的・発展的な問題を用意し，個に応じて問題のレ

ベルを選択できるように配慮されている 。 

・身近な生活場面を題材として設定したり，実際のさまざまな生活や他

教科，総合的な学習の時間での活用を意図した題材が設定されたりし



て，３学年以降の本編末「活用」では，算数科固有，他教科等の学習，

日常生活といったさまざまな状況への対応が配慮されている。また，

「データの活用」領域の新設に伴い，自分でデータの収集や分類・整

理を楽しめるような題材が工夫され，統計的手法を学習に活かす力を

育てるよう配慮されている。 

 

④用語，式，図，表，グラフ等の表記や表現が適切であり，学習内容の

理解や問題の解決に役立つよう配慮されているか。 

・ことばの式，式，数直線などを組み合わせて計算の仕方を導き出させ

計算の意味が理解しやすいよう配慮されている。「よみとろう あら

わそう」を設け，図や式，ことばなどの数学的な表現の相互関連やテ

ープ図や数直線図のよみ方，かき方を系統的に整理し，図を使いこな

せるよう工夫されている。 

・「キャラクターの吹き出し」「考え方のヒント」で学習の見通しを示す

など児童が内容を理解できるよう配慮されている。 

・「算数ノートをつくろう」を設け，考えの過程を言葉，数，式，図な

どを使って説明できるようにノートのかき方の例が示されている。

「つなげよう！学びとノート」では，学び方とノートとの対応がわか

るよう工夫されている。 

・問題場面を把握・理解できるよう身近で興味深い資料を取り上げ，意

欲的に学習できるよう工夫されている。 

 


