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教科用図書調査研究報告書 

１ 校種及び種目 

 

２ 調査研究の観点及び各教科用図書の特徴 

       発行

者 

調査研究の観点    

東書 大日本 学図 教出 啓林館 日文 

[観点１] 

基礎・基

本の定着 

①筋道を

立てて

考える

力を育

成する

ための

工夫 

 

 

【第５学年（図形の面積）平
行四辺形の面積の求め方】 
〇導入 
・周りの長さと面積の関係を

意識させていない。 
・１㎝方眼上に平行四辺形の

図を示す。 
 
 
〇学習内容 
【複数の考え方の提示】 
・３通りの考え方を提示す
る。 

【公式】 
・平行四辺形を長方形に等積

変形して導く。 
 
○問題提示 

「下の平行四辺形の面積
の求め方を考えましょ
う。」 

・３通りの考え方を（図・吹
き出し）で示し， 
「３人の考えを，図を使
って説明しましょう。」 
「この平行四辺形の面積
は，縦と横の長さがそれ
ぞれ何㎝の長方形の面積
と等しいでしょう。」 

・その上で 
「平行四辺形の面積は何
㎠ですか。」 

 
 
 
 
 
 
※それぞれの図形に記号が
つきすぎていること，考え
の説明も最後まで書かれ
ておらず，言葉ばかりで数
式がない。例示の平行四辺
形と公式を導くための平
行四辺形のつながりがな
い。 

【第５学年（図形の面積）平
行四辺形の面積の求め方】 
〇導入 
・周りの長さと面積の関係を

意識させている。 
・同じ１㎝方眼上に長方形と

平行四辺形の図を示す。 
 
 
〇学習内容 
【複数の考え方の提示】 
・２通りの考え方を提示す
る。 

【公式】 
・平行四辺形を長方形に等積

変形して導く。 
 
○問題提示 

「○いの平行四辺形の面積
を求めて，○あの長方形の
面積と同じかどうか調べ
ましょう。」 

・２通りの考え方を（図・式）
で示し， 
「２人の考え方を説明し
ましょう。」 
「２人の考え方の似てい
るところについて話し合
いましょう。」 

・その上で 
「２人の考え方をもとに
して面積の求め方をまと
めましょう。」 

 
 
 
 
 
※２通りの考え方を比較し
ながら考えていく流れに
なっているが，言葉の説明
と数式が離れていて分か
りにくい。例示の平行四辺
形と公式を導くための平
行四辺形は導入の平行四
辺形を使っている。 

【第５学年（図形の面積）平
行四辺形の面積の求め方】 
〇導入 
・周りの長さと面積の関係を

意識させている。 
・１㎝方眼のついた長方形と

１㎝方眼上にぴったりの
平行四辺形の図を２つ示
す。 

〇学習内容 
【複数の考え方の提示】 
・長方形，平行四辺形と順番
に提示する。 

【公式】 
・平行四辺形を長方形に等積

変形して導く。 
 
〇問題提示 

「四角形○ア～○ウの面積を
比べてみましょう。」 
「○ア～○ウの四角形のそれ
ぞれの辺の長さを測って
みましょう。」 
「○ア～○ウの四角形の面積
を比べてみましょう。」 
「それぞれの面積を計算
で求める方法を考えまし
ょう。」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※公式を導くまでの思考の
流れがスムーズで分かり
やすい。まず，長方形の面
積の求め方を確認し，次に
その考えを使って平行四
辺形の面積を求め，最後に
前に出た２つの考え方を
使って公式につなげてい
る。 

【第５学年（図形の面積）平
行四辺形の面積の求め方】 
〇導入 
・周りの長さと面積の関係を

意識させている。 
・１㎝方眼上に平行四辺形の

図を示す。 
 
 
〇学習内容 
【複数の考え方の提示】 
・２通りの考え方を提示す
る。 

【公式】 
・平行四辺形を長方形に等積

変形して導く。 
 
〇問題提示 

「平行四辺形○いの面積の
求め方を考えましょう。」 

・２通りの考え方を（図）で
示し， 
「２人の考え方を説明し
ましょう。」 
「共通していることは何
かな。」 

・その上で 
「平行四辺形の面積を求
めましょう。」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※面積の求め方を図で提示
しただけで，言葉での説明
も数式も書かれておらず，
自分の考えが持てない児
童にとっては教科書が考
えるための手引きになり
にくい。 

 

【第５学年（図形の面積）平
行四辺形の面積の求め方】 
〇導入 
・周りの長さと面積の関係を

意識させていない。 
・１㎝方眼上にぴったりの平

行四辺形の図を示す。 
 
 
〇学習内容 
【複数の考え方の提示】 
・４通りの考え方を提示す
る。 

【公式】 
・平行四辺形を２つの三角形の

分割する方法と長方形に等
積変形して導く。 

〇問題提示 
「右のような平行四辺形の
面積を求めましょう。」 

・４通りの考え方を（図・式・
問答式の吹き出し）で示
し， 
「面積の求め方をいろいろ
考えましょう。」 
「面積の求め方を話し合っ
てみましょう。」 
「話し合ってよかったこと
をノートにかきましょう。」 

・その上で 
「平行四辺形の面積の公式
を考えましょう。」 

 
 
 
 
 
 
※提示の仕方としては，まず
補助線をいれた図形，次に
数式と言葉の説明と，考え
る道筋は工夫されている
が，考え方の例示が多く，
公式へ導くまでが長い。 

【第５学年（図形の面積）平
行四辺形の面積の求め方】 
 
〇導入 
・周りの長さと面積の関係を

意識させている。 
・１㎝方眼上に平行四辺形の

図を示す。 
 
〇学習内容 
【複数の考え方の提示】 
・２通りの考え方を提示す
る。 

【公式】 
・平行四辺形を長方形に等積

変形して導く。 
 
〇問題提示 

「上の平行四辺形の面積
は何㎠ですか。」 

・２通りの考え方を（図・吹
き出し）で示し， 
「平行四辺形の面積の求
め方について話し合いま
しょう。」 
「この平行四辺形の面積
は何㎠ですか。」 
・その上で 
「ためしてみよう」で長
方形と平行四辺形の縦と
横の長さをくらべさせ
「まとめ」で平行四辺形
の面積は長方形に形を変
えれば求められることを
確認し 
「どうしていえるかな」
で平行四辺形の面積を求
め，求め方を説明させる。 

※２通りの考え方を提示し
ているが，言葉だけの説明
で数式はない。面積の求め
方を考えた後，公式までに
３つの平行四辺形を提示
して，繰り返しが多くなる
ことで，逆に考える道筋が
すっきりしない。 

校種 小学校 種目 算 数 
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       発行

者 

調査研究の観点    

東書 大日本 学図 教出 啓林館 日文 

[観点２] 

主体的に

学習に取

り組む工

夫 

②問題解

決的な

学習を

実施す

るため

の工夫 

 

【第３学年（円と球）】 
○導入の課題：「一人が一個
ずつ玉を持って，立ってい
るところからかごをめが
けて球を投げます。玉をか
ごに入れた人が勝ちです。
どのように並べばよいか
考えましょう」 

・13 人が一直線に並んでい
る。 

→かごからの長さが同じに
なる並び方を考えよう。 

・楕円，正方形，丸に近い形
の絵を示し，それぞれの考
えについて話し合う。 

→かごからの長さが同じよ
うに並んだ様子は，人数が
増えると，きれいな丸い形
に近づいていきます。 

 
 
 
【定義：１つの点から長さが
同じになるようにかいたま
るい形を，円といいます】 

【第３学年（円と球）】 
○導入の課題：「●（中心）
から４㎝はなれた葉の下
に，ありが隠れています。
かくれているところをさ
がしましょう」 

・●（中心）から４㎝はなれ
た葉全部に，色を塗りまし
ょう。 

・色を塗った葉はどのような
形に並んでいるでしょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【定義：上のように（一点を
固定した穴の開いた定規を
利用して）かいたまるい形を
円といいます】 

【第３学年（円と球）】 
○導入の課題：「12 人で玉を
かごに入れようとしてい
ます。並び方について考え
ましょう」 

・12人が，かごからてんでに
はなれて並んでいる。 

・一直線に並んで中心に近い
人が喜んでいるのはなぜ
か考えさせる。 

・正方形に並んで頂点の位置
に立っている人が不満を
言っているのはなぜか考
えさせる。 

・楕円形に並んで膨らみの位
置に立っている人が不満
を言っているのはなぜか
考えさせる。 

・みんなが納得いく並び方を
考えさせる。 

→円形に並んでかごまでの
距離が等しいことを示す。 

【定義：１つの点からの長さ
が等しくなるようにかいた
丸い形を，円といいます】 

【第３学年（円と球）】 
○導入の課題：「わ投げゲー
ムをします。公平にわ投げ
をするにはどのようにな
らべばいでしょうか」 

・４人：一直線と正方形に並
んだ場合 

・８人：正方形に並んだ場合
に加わった場合 

・12人：さらに 4人加わった
場合 

→たくさんの人が公平に輪
投げができる並び方を考
えましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
【定義：1 つの点から同じ長
さになるようなまるい形を，
円といいます】 

【第３学年（円と球）】 
○導入の課題：「工作用紙を
使って，こまをつくりまし
ょう」(３つのこまにはそ
れぞれ３点が記入されて
いる) 

・こまを回すと，点はどんな
形をえがきますか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【定義：コンパスでかいたよ
うな丸い形を，円といいま
す】 

【第３学年（円と球）】 
○導入の課題：「玉入れをし
ます。並び方について考え
ましょう」 

・12人が， 
ア ばらばらに並んでい
る。 

イ  一直線に並んでい
る。 

ウ  正方形に並んでい
る。 

エ  楕円形に並んでい
る。 

 写真を示している。 
→円形に並んで，一人が玉入
れに結ばれたひもを持っ
ている。 

 
 
 
 
 
【定義：上でかいた（糸を中
心に止めてその端に鉛筆を
むすんでかいた）ようなまる
い形を円といいます】 
 

[観点３] 

内容の構

成 ・ 配

列・分量 

③単元や

資料等

の配列 

○単元内の構成 
準備→問題・解決→小発問→
解決・まとめ→練習問題→練
習問題→算数的活動→評価
問題 
 
○単元内の配列と分量（ペー
ジ数） 
【第３学年（かけ算の筆算
①）】 
・全 18ページ 
・準備：かけ算の表（１） 
→何十・何百のかけ算（２） 
→２けた×１けたのかけ算
（６） 
→３けた×１けたのかけ算
（４） 
→倍の計算（２） 
→練習問題（１） 
→評価問題（２） 

○単元内の構成 
準備→問題→小発問→解
決・まとめ→練習問題→練習
問題→まとめの練習問題→
活用→活用→復習 
 
○単元内の配列と分量（ペー
ジ数） 
【第３学年（かけ算の筆算
①）】 
・全 14ページ 
・準備（０） 
→何十・何百のかけ算（２） 
→２けた×１けたのかけ算
（５） 
→３けた×１けたのかけ算
（２） 
→かけ算のきまり（１） 
→かけ算と言葉の式や図
（２） 
→練習問題（1.7） 
→活用（0.3） 

○単元内の構成 
準備→問題→小発問→解
決・まとめ→練習問題→練習
問題→評価問題→活用→復
習 
 
〇単元内の配列と分量（ペー
ジ数） 
【第３学年（かけ算の筆算
①）】 
・全 13ページ 
・準備（０） 
→何十・何百のかけ算（２） 
→２けた×１けたのかけ算
（４） 
→３けた×１けたのかけ算
（４） 
→暗算（１） 
→練習問題（１） 
→評価問題（１） 

○単元の構成 
準備→問題→小問題→解
決・まとめ→たしかめ・練習
問題→活用→特設→活用 
 
 
○単元内の配列と分量（ペー
ジ数） 
【第３学年（かけ算の筆算
①）】 
・全 15ページ 
・準備（０） 
→何十・何百のかけ算（１） 
→２けた×１けたのかけ算
（６） 
→３けた×１けたのかけ算
（３） 
→倍の計算（１） 
→暗算（１） 
→練習問題（１） 
→評価問題（１） 
→活用（１） 
 
 

○単元の構成 
準備→単元のめあて→毎時
間のめあて→小発問→解
決・まとめ→練習問題→評価
問題→特設→活用 
 
○単元内の配列と分量（ペー
ジ数） 
【第３学年（かけ算の筆算
①）】 
・全 15ページ 
・準備：導入の絵（１） 
→何十・何百のかけ算（２） 
→２けた×１けたのかけ算
（５） 
→練習問題（１） 
→３けた×１けたのかけ算
（３） 
→練習問題（１） 
→暗算（１） 
→評価問題（１） 

○単元の構成 
準備→単元の導入→問題→
小発問→解決・まとめ→練習
問題→算数的活用→たしか
め→復習 
 
○単元内の配列と分量（ペー
ジ数） 
【第３学年（かけ算の筆算
①）】 
・全 15ページ 
・準備：既習事項の確認（１） 

導入の絵（１） 
→２けた×１けたのかけ算
（６） 
→３けた×１けたのかけ算
（３） 
→倍の計算（１） 
→活用（１） 
→暗算（１） 
→評価問題（１） 
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       発行

者 

調査研究の観点    

東書 大日本 学図 教出 啓林館 日文 

[観点３] 

内容の構

成 ・ 配

列・分量 

④発展的

な学

習，中

学校と

の関連

に関す

る内容

の記述 

【第６学年（拡大図・縮図）】 
〇形が同じで大きさの違う

図形の関係（四角形） 
〇２倍に拡大した三角形の
かき方 

〇一点を中心にした三角形
の拡大図のかき方 

〇これまで学習した図形に

ついて必ず拡大図・縮図
の関係になっている物 

【第６学年（拡大図・縮図）】 
〇二つの図形で同じ形と言

える物(五角形) 
〇二つの図形の関係 
〇２倍に拡大した三角形の

かき方（方眼の利用） 
〇２倍に拡大した三角形の
かき方 

〇一点を中心にした三角形
の拡大図のかき方 

 

【第６学年（拡大図・縮図）】 
〇比較をして形が同じで大

きさの違う図形の確認
(五角形) 

〇対応する辺や角の比較

（五角形） 
〇拡大図・縮図の確認（四
角形） 

〇２倍に拡大した四角形の
かき方（方眼の利用） 

〇二分の一に縮小した三角

形のかき方（２種類の方
眼の利用） 

〇２倍に拡大した三角形の

かき方 
〇三分の一に縮小した三角
形のかき方 

〇一点を中心にした三角形
の拡大図のかき方 

〇図形の中にある一点を中

心とした四角形の拡大図
のかき方 

 

【第６学年（拡大図・縮図）】 
〇形が同じで大きさの違う

図形の確認(三角形) 
〇２倍に拡大した三角形の
かき方（方眼の利用） 

〇二分の一に縮小した三角
形のかき方（方眼の利用） 

〇２倍に拡大した三角形の

かき方 
〇一点を中心にした三角形
の拡大図のかき方 

〇一点を中心にした四角形
の拡大図のかき方 

 

【第６学年（拡大図・縮図）】 
〇比較をして形が同じで大

きさの違う図形の確認
(三角形) 

〇対応する辺や角の比較

（三角形） 
〇拡大図・縮図の確認（四
角形） 

〇２倍に拡大した三角形の
かき方（方眼の利用） 

〇２倍に拡大した三角形の

かき方 
〇２倍に拡大した四角形の
かき方 

〇一点を中心にした三角形
の拡大図のかき方 

〇一点を中心にした三角形

の縮図のかき方 

【第６学年（拡大図・縮図）】 
〇形が同じで大きさの違う図形

の確認(家の形) 
〇対応する辺や角の比較(三角
形) 

〇２倍に拡大した猫型のかき方
（方眼の利用） 

〇二分の一に縮小した猫形のか

き方（方眼の利用） 
〇２倍に拡大した三角形のかき

方 

〇一点を中心にした三角形の拡
大図のかき方 

〇一点を中心にした四角形の拡

大図・縮図のかき方 
 

[観点４] 

内容の表

現・表記 

 

 

 

⑤イラス

ト・写

真・吹

き出し

等の活

用 

【第２学年(かさ)】 
○問題解決の見通しや方法
に気付かせるキャラクタ

ーの吹き出し箇所が 12か
所であり，一部の吹き出
しに色が付いている。 

 
【第４学年(垂直と平行)】 
○垂直な直線のかき方につ

いて，三角定規を使った
方法を６枚の写真を提示
して説明している。写真

は，左から右に並んでい
る。 

 

 
 
○平行な直線のかき方につ

いて，三角定規を使った
２種類の方法をそれぞれ
６枚の写真を提示して説

明している。写真は，左
から右に並んでいる。 

 

【第２学年(かさ)】 
○問題解決の見通しや方法
に気付かせるキャラクタ

ーの吹き出し箇所が 10か
所であり，吹き出しに色
は付いていない。 

 
【第４学年(垂直と平行)】 
○垂直な直線のかき方につ

いて，三角定規を使った
方法を５枚の写真を提示
して説明している。写真

は，左から右に並んでい
る。 

 

 
 
○平行な直線のかき方につ

いて，三角定規を使った
方法を６枚の写真を提示
して説明している。写真

は，左から右に並んでい
る。 

 

【第２学年(かさ)】 
○問題解決の見通しや方法
に気付かせるキャラクタ

ーの吹き出し箇所が 11か
所であり，全ての吹き出
しに色が付いている。 

 
【第４学年(垂直と平行)】 
○垂直な直線のかき方につ

いて，分度器を使った方
法(３枚の写真)と三角定
規を使った方法（２枚の

写真），方眼紙を使った方
法の３種類を提示して説
明している。写真は，左

から右に並んでいる。 
 
○平行な直線のかき方につ

いて，三角定規を使った
２種類の方法をそれぞれ
３枚の写真を提示して説

明している。写真は，左
から右に並んでいる。 

【第２学年(かさ)】 
○問題解決の見通しや方法
に気付かせるキャラクタ

ーの吹き出し箇所が 11か
所であり，一部の吹き出
しに色が付いている。 

 
【第４学年(垂直と平行)】 
○垂直な直線のかき方につ

いて，三角定規を使った
方法を２枚の写真を提示
して説明している。写真

は，左から右に並んでい
る。 

 

 
 
○平行な直線のかき方につ

いて，三角定規を使った
方法を２枚の写真を提示
して説明している。写真

は，左から右に並んでい
る。 

 

【第２学年(かさ)】 
○問題解決の見通しや方法
に気付かせるキャラクタ

ーの吹き出し箇所が 12か
所であり，吹き出しに色
は付いていない。 

 
【第４学年(垂直と平行)】 
○垂直な直線のかき方につ

いて，三角定規を使った
方法を４枚の写真を提示
して説明している。写真

は，左右交互に並んでい
る。 

 

 
 
○平行な直線のかき方につ

いて，三角定規を使った
方法を４枚の写真を提示
して説明している。写真

は，左右交互に並んでい
る。 

 

 

【第２学年(かさ)】 
○問題解決の見通しや方法に気
付かせるキャラクターの吹き

出し箇所が 10か所であり，吹
き出しに色は付いていない。 

 

 
【第４学年(垂直と平行)】 
○垂直な直線のかき方につい

て，三角定規を使った方法を
６枚の写真を提示して説明し
ている。写真は，左から右に

並んでいる。 
 
 

 
 
○平行な直線のかき方につい

て，三角定規を使った方法を
６枚の写真を提示して説明し
ている。写真は，左から右に

並んでいる。 
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者 

調査研究の観点    

東書 大日本 学図 教出 啓林館 日文 

［ 観 点

５］ 

言語活動

の充実 

⑥算数的

な表現

を用い

て自分

の考え

を説明

する活

動の工

夫 

 

・説明させる小発問の数 
１年-３，２年-５，３年-17 

４年-23，５年-32，６年-29 
 
・記載例 

【第６学年（比例と反比例）
比例の活用】 

【課題】画用紙 300枚を，全

部数えないで用意する方
法を考えましょう。比例の
関係を使って，画用紙の枚

数から重さを求める方法
を考えよう。 

○この画用紙の 10 枚の重さ

をはかったら，73ｇありま
した。このことをもとにし
て，300 枚を用意する方法

を考え，自分の考えを表や
式を使ってかきましょう。 

・みほさんの表を見て，みほ

さんの考えを式に表し，説
明しましょう。 

・ひろきさんの式を見て，ひ

ろきさんの考えを，表を使
って説明しましょう。 

・かおりさんの式を見て，か

おりさんの考えを，表を使
って説明しましょう。 

・３人の考えで，共通してい

ることやちがうことはど
んなことでしょうか。 

 

 
 
※自分で説明する活動に向

けて，考え方のきっかけと
なる記述があり，さらに言
葉を付け加えて説明した

り式に表したりすること
を求めているが，手掛かり
となる言葉が少なくやや

難しい。 
 
 

 
 
 

・説明させる小発問の数 
１年-２，２年-11，３年-28 

４年-38，５年-51，６年-32 
 
・記載例 

【第６学年（比例と反比例）
比例の活用】 

【課題】はしが 70 本必要で

す。５本のはしの重さをは
かったら，17.5ｇでした。
このはし 70 本の重さは何

ｇになるでしょう。 
○求め方を考えましょう。 
○次の２人の考え方を説明

しましょう。 
・「はし１本あたりの重さを
求める。 17.5÷５＝ 3.5

（ｇ）はし 70本の重さは，
3.5×70＝□」 

・「はしの本数が何倍になっ

たかを考える。70÷５＝14
（倍）はし 70 本の重さは
17.5×14＝□」 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
※言葉で説明する活動が設

定されているが，あらかじ
め考え方も式もほぼ記述
されている。 

 
 

・説明させる小発問の数 
１年-４，２年-11，３年-12 

４年-28，５年-24，６年-23 
 
・記載例 

【第６学年（比例と反比例）
比例の活用】 

【課題】ひろあきさんのグル

-プは，紙の枚数と重さの
関係を調べてレポートを
つくりました。ひろあきさ

んのグループで調べた紙
は，1400ｇありました。こ
の紙は何枚あるでしょう。 

○下の□に数を入れて，それ
ぞれの考え方を友だちに
説明してみましょう。 

・「重さが，70ｇの 20倍にな
っているので，枚数も 20
倍になっている。□×20＝

□」 
・「１ｇあたりの枚数を求め
ると，10÷70＝1/7 １ｇ

あたりの枚数の 1400 倍だ
から，□×1400＝□」 

・「1400ｇのときの枚数をｘ

枚として，枚数どうしの比
とそれに対応している重
さどうしの比を考える。」 

 
 
 

 
 
※自分で説明する活動に向

けて，考え方の記述があ
り，さらに言葉を付け加え
て説明することを求めて

いる。 
 

・説明させる小発問の数 
１年-３，２年-12，３年-17 

４年-19，５年-18，６年-14 
 
・記載例 

【第６学年（比例と反比例）
比例の活用】 

【課題】みきさんは，折り紙

をたくさんもらいました。
全部で何枚ぐらいあるか
調べるのに，よい方法がな

いか考えています。 
・「一枚ずつ数えるのは大変
だな・・・。比例の考えが

使えないかな。」 
・みきさんは，折り紙が 10
枚，20 枚，30 枚のときの

重さを調べてみて，折り紙
の重さは枚数に比例する
と考えました。次に，全部

の折り紙の重さを調べた
ところ，984gでした。この
ことを使って，全部の折り

紙の枚数を求めましょう。 
○けんじさんとゆみさんの
考え方を説明しましょう。 

・「重さが□倍になると，枚
数も□倍になると考え
て・・・。」 

・「枚数と重さの関係を式に
表して，984ｇのときの枚
数を求めると・・・。」 

 
 
※自分で説明する活動に向

けて，説明の出だしの記述
があり，「考え方を言葉で
説明する」ことがどういう

ことかを示している。 
 

・説明させる小発問の数 
１年-３，２年-27，３年-17 

４年-28，５年-21，６年-17 
 
・記載例 

【第６学年（比例と反比例）
比例の活用】 

【課題】パネルをつくるため

に，ベニヤ板とくぎをたく
さん用意しました。 

○1枚の厚さが４mmのベニヤ

板を全部積み重ねて厚さ
をはかったら，約 60cm あ
りました。このベニヤ板の

枚数を調べるのに，ひなた
さんは次のように考えま
した。どのように考えたか

説明してみましょう。 
・「60÷0.4＝150 なので，ベ
ニヤ板の枚数は約150枚に

なります。」 
○用意したくぎは，すべて同
じ種類です。全部のくぎの

重さをはかったら，約 400
ｇありました。くぎの本数
を求めるためには，ほかに

何を調べてどのような計
算をすればよいですか。ま
た，それを使ってくぎの本

数を求めるしかたを説明
しましょう。 

○上の二つの場合で，全体の

数を求める仕方に共通す
る考えを説明しましょう。 

※自分で説明する活動に向

けて，空欄を埋めるなど段
階を追っており，「考え方
を言葉で説明する」ことが

どういうことか具体的な
記述例があるが，一例にと
どまっている。 

 
 

・説明させる小発問の数 
１年-７，２年-33，３年-43 

４年-65，５年-70，６年-40 
 
・記載例 

【第６学年（比例と反比例）
比例の活用】 

【課題】25本のくぎの重さを

はかると，50g ありまし
た。 

○このくぎを数えないで 100

本用意するには，どのよう
にすればよいですか。 

・「一本の重さを求めてから

考えました。」 
・「本数が何倍になっている
かを求めてから重さを計

算しました。」 
○くぎの重さが 700ｇありま
した。くぎは何本あると考

えられますか。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
※言葉で説明する活動が設

定されていない。 

 

・他者の考え方と式，図

表を解釈→求め方の説
明の設問が計３問 

・他者の考えと図表を解

釈→式と求め方を説明 

・他者の考えと図表と式
→求め方の説明の設問

が計３問 

・他者の考え方と表を解

釈→求め方の説明の設
問が計２問 

・他者の式と□の虫食い

説明が示してある。 

・他者の式と説明がセッ

トで最初から記述して
ある。 

・他者の考えと式を解釈

→求め方の説明の設問
が計２問 


