
2教　内容解説資料

A 数と計算 数
「たのしい算数」領域別指導内容系統表①

０. なかよし

1年
幼稚園・
保育園，
生活経験

2年 3年 4年 5年 6年 中学

１. 10までの かず

５. 100より 大きい 数

13. 1000より 大きい 数

15. かけ算の きまり

８. 大きな数

11. 小数

13. 分数

そろばん

4. 大きな数

７. がい数

11. 小数

１. 整数と小数

８. 整数の性質

9. 分数のたし算とひき算

７. 分数のかけ算

14. 分数

そろばん

 ●正負の数の概念
（中1）
 ●平方根（中3）

 ●1000までの数の数概念 ●なかま集め，1対1対応による
多少比較

 ●素朴な集合の意識
 ●多少を比べる経験

 ●10までの数の数概念

2. なんばんめ
 ●順序数と集合数の違い

3. いくつと いくつ
 ●10までの数の合成・分解

7. 10より おおきい かず
 ●30までの数の数概念

16. 大きな かず
 ●120程度までの数の数概念

 ●1つの数を他の数の積と
みること

16. 分数
 ●2等分，3等分，…したときの
１つ分の大きさの表し方

12. 分数と小数，整数
 ●商の分数表示，分数と小数，
整数の変換

 ●10000までの数の数概念

 ●分数の概念
 ●分数と小数の関係

 ●整数，小数のおき方と
はらい方

 ●億，兆の位までの数の数概念
 ●十進位取り記数法のまとめ

 ●概数，四捨五入の意味と方法

 ●「真分数」，「仮分数」，
「帯分数」の意味，帯分数と
仮分数の変換

 ●大きさの等しい分数

●整数，小数のおき方とはらい方

 ●整数と小数の統合的な見方

 ●偶数，奇数の意味
 ●倍数，公倍数，約数，公約数
などの意味，見つけ方

 ●通分，約分の意味と方法

 ●逆数の意味

 ●数を数える経験

 ●1億までの数の数概念
 ●10倍，100倍，1000倍の数や
10でわった数

 ●̶の位までの小数の概念1
10

 ●̶の位までの小数の概念1
1000



A 数と計算 加法,減法
2教　内容解説資料「たのしい算数」領域別指導内容系統表②

３. いくつと　いくつ

1年 2年 3年 4年 5年 6年 中学

４. あわせて いくつ ふえると いくつ
5. のこりは いくつ ちがいは いくつ

2. ２けたの たし算

3. ２けたの ひき算

５. 100より 大きい 数

2. たし算とひき算の筆算

８. 大きな数

11. 小数

13. 分数

16. □を使った式

そろばん

５. 式と計算

７. がい数

11. 小数

９. 分数のたし算とひき算

12. 分数と小数，整数

４. 文字を使った式

14. 分数

そろばん

 ●正負の数の加法，
減法（中1）

 ●素数（中1）
 ●文字式による
数量の表し方
（中1）
 ●1次式の加法，
減法（中1～2）

 ●方程式（中1～3）

 ●根号を含む式の
加法，減法（中3）

 ●2位数までの加法の筆算
 ●加法の交換法則

 ●10までの数の合成・分解

９. ３つの かずの けいさん
 ●3口の数の加法，減法

８. たし算と ひき算の ひっ算
 ●百の位にくり上がる加法と
その逆の減法の筆算

 ●加法の結合法則
 ●簡単な場合の3位数と
1，2位数の加法，減法

12. たしざん 
14. ひきざん
 ●くり上がりのある加法，
くり下がりのある減法

14. たし算と ひき算の かんけい
 ●逆思考の問題

13. 1000より 大きい 数
 ●何百の加法，減法

 ●加法，減法の意味と式，計算

７. 10より おおきい かず
16. 大きな かず
 ●簡単な2位数と1位数の
加法，減法

11. たしざんカード
      ひきざんカード
 ●加法，減法の習熟

 ●何十の加法とその逆の減法

 ●4位数までの加法，
減法の筆算

 ●万を単位にした加法，減法 ●2位数までの減法の筆算
 ●｢差＋減数＝被減数｣の関係

 ●和が1までの同分母分数の
加法とその逆の減法

 ●□を用いた数量関係の
式表示，□にあてはまる数の
求め方

 ●簡単な加法，減法

 ●（　）を用いた式，四則混合式
 ●○，△，□を用いて計算法則を
式に表すこと

 ●四則計算の見積もり

 ●同分母分数の加法，減法

 ●加法，減法

 ●通分，約分の意味と方法
 ●異分母分数の加法，減法

 ●小数と分数の加法，減法

 ●x，yを使った式表示

幼稚園・
保育園，
生活経験

 ●2つの集合を
合わせたり，
集合から部分を
とりさったりする
経験

 ●̶の位までの小数の
加法，減法

1
10

 ●̶の位までの小数の
加法，減法

1
1000

18. ずを つかって かんがえよう
 ●順序数の加減法など



A 数と計算 乗法,除法
2教　内容解説資料「たのしい算数」領域別指導内容系統表③

9. ３つの かずの けいさん

1年 2年 3年 4年 5年 6年 中学

12. たしざん

10. かけ算

11. かけ算九九づくり

15. かけ算の きまり

1. かけ算

4. わり算

6. かけ算の筆算

9. あまりのあるわり算

10. 大きな数のわり算

17. ２けたの数をかける計算

18. 倍とかけ算，わり算

4. 大きな数

2. わり算の筆算

5. 式と計算

4. 小数のかけ算

6. 小数のわり算

12.  分数と小数，整数

2. 分数と整数のかけ算・わり算

7. 分数のかけ算

8. 分数のわり算

7. がい数

8. ２けたの数でわる計算

10. 倍とかけ算,わり算

13. 小数と整数のかけ算・わり算

 ●正負の数の乗法，
除法（中1）

 ●単項式，多項式の
乗法，因数分解
（中1～3）
 ●方程式（中1～3）
 ●根号を含む式の
乗法，除法（中3）

 ●乗法の意味と式表示，
2～5の段の九九

 ●倍概念

 ●具体物を等分すること

 ●くり上がりのある加法

 ●乗法の計算法則の素地
 ●九九表の拡張
 ●九九を用いた問題解決

 ●乗法の交換，分配法則など
 ●10や0の乗法

 ●除法の意味と式，計算 ●6～9，1の段の九九

 ●2，3位数×1位数の筆算
 ●乗法の結合法則
 ●言葉の式や図表示

 ●あまりのある除法の計算

 ●商が2位数になる除法

 ●2，3位数×2位数の筆算
 ●乗数や被乗数が10倍に
なると積も10倍になること

・倍と乗法，除法

 ●3，4位数の乗法，計算の工夫

 ●2，3位数÷1位数の筆算
 ●除法の確かめ

 ●（  ）を用いた式，四則混合式
 ●○，△，□を用いて計算法則
を式に表すこと

 ●四則計算の見積もり

 ●2，3位数÷2位数の筆算
 ●除法の計算のきまり

 ●倍と乗法,除法

 ●小数×整数，
小数÷整数の筆算

 ●小数倍

 ●乗法の意味の拡張
 ●小数をかける計算の筆算

 ●除法の意味の拡張，
小数でわる計算の筆算

 ●小数倍と乗法，除法の関係

 ●商の分数表示
 ●分数倍

 ●分数×整数，分数÷整数の
計算

 ●分数をかける計算
 ●逆数の意味 

 ●分数でわる計算
 ●整数，小数，分数の乗法，除法
 ●分数倍と乗法，除法の関係



B 図形
2教　内容解説資料「たのしい算数」領域別指導内容系統表④

２. なんばんめ

1年
幼稚園・
保育園，
生活経験

2年 3年 4年 5年 6年 中学

15.  いろいろな かたち

９. 三角形と 四角形

17. はこの 形

7. 円と球

14. 三角形と角

３. 角度

６. 垂直，平行と四角形

12. 面積

２. 図形の角の大きさ

５. 体積

７. 合同な図形

１. 対称な図形

15. 直方体と立方体

 ●作図，移動，直線や
平面の位置関係
（中1）
 ●柱体，錐体，
球の体積，表面積
（中1）
 ●おうぎ形（中1）
 ●平行と角の性質，
三角形の合同
条件，基本図形の
性質と証明（中2）

 ●相似，平行線と
線分の比（中3）

 ●円周角の定理
（中3）
 ●三平方の定理
（中3）

 ●三角形，四角形，長方形，
正方形，直角三角形の概念

 ●位置の表し方

 ●位置を聞いたり，
話したりする
素朴な経験

 ●基本的な立体図形の特徴，
分類，面の形

19. かたちづくり
 ●色板や数え棒などによる
平面図形の構成

16. 四角形と三角形の面積
 ●平行四辺形や三角形，台形，
ひし形の求積

11. 拡大図と縮図
 ●拡大図，縮図の意味，性質と
かき方，活用

18. 角柱と円柱
 ●角柱，円柱の概念と構成要素

13.  およその面積や体積
 ●およその面積や体積の求め方

 ●箱の形やさいころの形の
分解，構成，及び構成要素の
特徴

 ●角度の表し方と測定，かき方

 ●垂直，平行，台形，平行四辺形，
ひし形の概念，かき方，対角線
の性質

 ●直方体と立方体の概念，
展開図，見取図，面・辺の関係

 ●位置の表し方

 ●多角形の内角の和

 ●体積の単位と直方体，
立方体の求積，容積

３. 円の面積
 ●円の面積の求め方

 ●合同の意味，かき方

 ●正多角形の概念，かき方
 ●円周率の意味と円周の求め方

６. 角柱と円柱の体積
 ●角柱，円柱の求積

 ●線対称 ，点対称な図形の
意味と性質，かき方

 ●「箱の形」
「ボールの形」
などの表現

 ●積み木遊び

 ●円と球の概念，半径，直径
 ●コンパスの使い方

 ●二等辺三角形，正三角形の
概念，かき方

 ●角の概念と角の大小

 ●面積の単位と長方形，
正方形の求積

15. 正多角形と円



C 測定 C 変化と関係
2教　内容解説資料「たのしい算数」領域別指導内容系統表⑤

８. なんじ なんじはん
17. なんじなんぷん

1年
幼稚園・
保育園，
生活経験

2年 3年 4年 5年 6年 中学

10. ながさくらべと ひろさくらべ ４. 長さの たんい

６. かさの たんい

５. 時こくと時間

12. 長さ

９. 変わり方

10. 倍とかけ算，わり算

３. ２つの量の変わり方

５. 体積
15. 正多角形と円
16. 四角形と三角形の面積

11. 単位量あたりの大きさ

４. 文字を使った式  ●関数，比例，反比例，
座標（中1）

 ●1次関数（中2）
 ●関数y＝ax²
（中3）

 ●長さの単位（cm，mm）と測定

 ●時刻の読み方

 ●時刻について
聞いたり，時計を
読んだりする
経験

 ●長さや広さの直接，間接比較，
任意単位による比較

13. かさくらべ
 ●かさの直接，間接比較，
任意単位による比較

17. 速さ
 ●速さの意味と求め方，速さ・
時間・道のりの関係

 ●かさの単位と測定

７. 時こくと 時間
 ●時刻と時間の概念，
簡単な時刻の求め方

12. 長い ものの 長さの たんい
 ●長さの単位（m）と測定

 ●2量の関係を表，式，
グラフに表すこと

 ●倍と乗法，除法
 ●簡単な場合の割合

 ●比例の意味

 ●いろいろな比例

10. 比
 ●比の意味と表し方

 ●混み具合などの求め方
12. 比例と反比例
 ●比例を活用した問題解決
 ●比例の性質，式表示，グラフ
 ●反比例の概念と，性質，
式表示，グラフ

 ●x，yを使った式表示

 ●量を比べたり，
」い広「」い長「 

などと表現したり
する経験

 ●時刻や時間の求め方
 ●短い時間の単位（秒）

 ●巻尺による測定
 ●長さの単位（km）

15. 重さの単位
 ●重さの直接，間接比較，任意
単位による比較，重さの単位
と測定

 ●単位のしくみ

13. 割合
 ●割合，百分率，歩合の意味と
表し方，割合・比べる量・
もとにする量の関係

 ●4年　角度，面積
 ●5年　体積
　　　　　　　　          など

B 図形



D データの活用
2教　内容解説資料「たのしい算数」領域別指導内容系統表⑥

６. かずしらべ

1年 2年 3年 4年 5年 6年 中学

１. せいりの しかた ３. ぼうグラフと表 １. 折れ線グラフと表 10. 平均 ５. データの活用  ●度数分布多角形，
相対度数など
（中1）
 ●統計的確率（中1）
 ●四分位数，
箱ひげ図（中2）

 ●数学的確率（中2）
 ●標本調査（中3）

 ●簡単な表や○を使ったグラフ ●絵を用いたグラフ  ●折れ線グラフの特徴
 ●複数系列のグラフ，
棒グラフとの複合グラフ

 ●二次元の表，2観点4分類の表

 ●平均の意味と求め方

14. 帯グラフと円グラフ
 ●帯グラフと円グラフの意味と
特徴

９. 場合の数
 ●順列，組み合わせの調べ方

 ●代表値（平均値，最頻値，
中央値）の意味

 ●ドットプロット，度数分布表，
柱状グラフの特徴

 ●棒グラフ，簡単な二次元の表，
複数の棒グラフを組み
合わせたグラフ


