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１(5) [第４学年] Ａ数と計算(3) 数学的な考え方 Ｈ28Ｂ 3 (2)
小学校 算数Ｂ

数と計算  4年  平成28年度小学校  算数Ｂ(3)  小数の乗法
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H28/H28syosa/H28syosaB(3).pdf

Ｈ23Ａ 5 (1)
小学校 算数Ａ

量と測定  5年  平成23年度 小学校  算数Ａ(5)  直方体の体積
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H23/H23syosa/H23syosaA(5).pdf

[第2学年] Ａ数と計算(3) Ｈ25Ｂ 3 (1)
小学校 算数Ｂ

量と測定  5年  平成25年度 小学校  算数Ｂ(3)  面積
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H25/H25syosa/H25syosaB(3).pdf

２(2) [第2学年] Ｄ数量関係(2) 数学的な考え方 Ｈ26Ａ 7 
小学校 算数Ａ

図形  4年  平成26年度 小学校  算数Ａ(7)  直方体
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H26/H26syosa/H26syosaA(7).pdf

[第5学年] Ｃ図形(2) Ｈ27Ａ 6 (1)
小学校 算数Ａ

図形  4年  平成27年度 小学校  算数Ａ(6)  直方体
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H27/H27syosa/H27syosaA(6).pdf

Ｈ28Ｂ 5 (1)
小学校 算数Ｂ

量と測定  5年  平成28年度  小学校  算数Ｂ(5)  図形の角の大きさ
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H28/H28syosa/H28syosaB(5).pdf

Ｈ31  1 (3)
小学校 算数

量と測定  5年  平成31年度  小学校  算数(1)  台形
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H31/H31syosa/H31syosa(4).pdf

Ｈ20Ａ 7 
小学校 算数Ａ

図形  5年  平成20年度 小学校  算数Ａ(7)  円周率
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H20/H20syosa/H20syosaA(7).pdf

２(3) [第5学年] C図形(1) 数量や図形についての知識・理解 Ｈ25Ａ 7 (2)
小学校 算数Ａ

図形  5年  平成25年度 小学校  算数Ａ(7)  円柱
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H25/H25syosa/H25syosaA(7).pdf

Ｈ30Ａ 7 (1)
小学校 算数Ａ

図形  5年  平成30年度 小学校  算数Ａ(7)  円周率
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H30/H30syosa/H30syosaA(7).pdf

[第３学年] Ａ数と計算(6)

[第５学年] Ａ数と計算(4)

Ｈ25Ａ 1 (2)

小学校 算数Ａ

数と計算  5年  平成25年度 小学校  算数Ａ(1)  小数の乗法  分数の乗法

他

http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H25/H25syosa/H25syosaA(1).pdf

Ｈ27Ａ 1 (2)
小学校 算数Ａ

数と計算  4年  平成27年度 小学校  算数Ａ(1)  小数の減法
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H27/H27syosa/H27syosaA(1).pdf

小学校 算数Ａ

数と計算  5年  平成22年度  小学校  算数Ａ(2)  小数の除法

３(4) [第４学年] Ａ数と計算(5) 数学的な考え方

http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H22/H22syosa/H22syosaA(2).pdf

全国学力・学習状況調査の結果分析及び対応策

３(2) 数学的な考え方 Ｈ22Ａ 2 (２)
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Ｈ21Ａ 7 
小学校 算数Ａ

数量関係  5年  平成21年度 小学校  算数Ａ(7)  百分率
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H21/H21syosa/H21syosaA(7).pdf

Ｈ21Ｂ 5 (3)
小学校 算数Ｂ

数量関係  5年  平成21年度 小学校  算数Ｂ(5)  割合(グラフ）
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H21/H21syosa/H21syosaB(5).pdf

Ｈ22Ａ 9 (1)
小学校 算数Ａ

数量関係  5年  平成22年度 小学校  算数Ａ(9)  割合
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H22/H22syosa/H22syosaA(9).pdf

Ｈ22Ｂ 5 (1)

小学校 算数Ｂ

数量関係  5年  平成22年度 小学校  算数Ｂ(5)  割合(基準量,比較量,割

合）

http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H22/H22syosa/H22syosaB(5).pdf

Ｈ24Ａ 3 (1)
小学校 算数Ａ

数と計算  5年  平成24年度 小学校  算数Ａ(3)  小数の除法
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H24/H24syosa/H24syosaA(3).pdf

Ｈ24Ｂ 5 (3)
小学校 算数Ｂ

数量関係  5年  平成24年度 小学校  算数Ｂ(5)  割合,比例
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H24/H24syosa/H24syosaB(5).pdf

Ｈ26Ｂ 5 (2)
小学校 算数Ｂ

数と計算  5年  平成26年度 小学校  算数Ｂ(5)  小数倍
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H26/H26syosa/H26syosaB(5).pdf

Ｈ28Ａ 8 
小学校 算数Ａ

数量関係  5年  平成28年度 小学校  算数Ａ(8)  割合
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H28/H28syosa/H28syosaA(8).pdf

Ｈ28Ａ 9 (2)

小学校 算数Ａ

数量関係  5年  平成28年度 小学校  算数Ａ(9)  割合（基準量,比較量,割

合）他

http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H28/H28syosa/H28syosaA(9).pdf

Ｈ29Ｂ 5 (1)

小学校 算数Ｂ

数量関係  5年  平成29年度 小学校  算数Ｂ(5)　割合(基準量,比較量,割

合）

Ｈ29Ｂ 5 (2)

小学校 算数Ｂ

数量関係  5年  平成29年度 小学校  算数Ｂ(5)　割合(基準量,比較量,割

合）

Ｈ30Ａ 8 
小学校 算数Ａ

数量関係  5年  平成30年度 小学校  算数Ａ(8)  百分率
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H30/H30syosa/H30syosaA(8).pdf

Ｈ22Ａ 9 (2)
小学校 算数Ａ

数量関係  5年  平成22年度 小学校  算数Ａ(9)  割合
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H22/H22syosa/H22syosaA(9).pdf

Ｈ30Ａ 9 
小学校 算数Ａ

数量関係  4年  平成30年度 小学校  算数Ａ(9)  折れ線グラフ
http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H30/H30syosa/H30syosaA(9).pdf

http://www.news.ed.jp/gimu/yumeako/gakuryoku/H29/H29syosa/H29syosaB(5).pdf

４(1) [第５学年] Ｄ数量関係(3) 数量や図形についての知識・理解

４(2) [第３学年] D数量関係(3) 数学的な考え方
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