第２学年算数科学習指導案
指導者
令和元年９月２７日（金） ５校時
第２学年（男子１６名 女子１４名 計３０名）
単元名 考えを広げよう,ふかめよう ふえたりへったり
（啓林館 わくわく算数
単元名
【考え・基礎知識】
加減の組み合わされ
た，３要素２段階の問題
を，順に考えたりまとめ
て考えたりして，解くこ
とができる。

１

単元設定の理由

○

単元について

２年）

【応用・ひろがり】
「計算のじゅんじょ」に
おいて，まとめて計算する
ときには（
）を使って
計算することができる。

【つながり】
３要素２段階の問題
を，まとめて考えること
で，２要素となり,処理し
やすくなることに気付
く。

本単元は，小学校学習指導要領算数第２学年「Ａ数と計算」に示された指導事項（２）ウ「加法及
び減法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考えたり計算の確かめをしたりすることに
生かすこと」を受けて設定したものである。
本単元は，現実の生活場面にある様々な数量関係に着目させ，それを具体的に処理する中で法則や
決まりを見いださせ，その後抽象的な法則を学習させるという方針で構成されている。加減の組み合
わされた３要素２段階の問題を増減する数量に着目し，「まとめて考える」というよさに気付き，ま
とめて考えるという考え方で解くことができるようにすることをねらいとしている。よって，次の単
元「計算のじゅんじょ」の前に，具体的な場面をもとにした加減の関係を理解させるために適してい
る学習内容であると考える。
○

児童について
本学級の児童は，１学期に「かくれた数はいくつ」で，日常の具体的な事象の中における数量関係の増

減を図に表して考える学習を行った。問題文に書かれている内容を丁寧に確かめながら，数量のみに着目
させるのではなく，事象一つずつの場面を分けてイメージさせながら，図をかいたり，式に表したりする
指導を行ってきた。しかし，逆思考の問題であっても，
「帰った」
「あげた」などの言葉だけで，ひき算で
あると判断する児童が多く，図を基にして演算決定をしていないことや思考の面で場面のイメージをせず，
言葉だけを手掛かりに立式をしてしまっていることも分かる。また，授業においては，自分の考えを説明
したり，なぜそのような式になるのか理由を説明したりする場面では，消極的になってしまう児童が多く
見られた。
６月に行った標準学力調査の結果では，「Ａ数と計算」領域の異種の量の加法の式に合った図を選ぶ問
題や，絵を読み取って文章問題を解くための減法の立式をし，正しい答えを求める問題が，正答率 60％台
と低く，観点別に見ると数学的な考え方に課題があるということが分かった。
レディネステストでは，次のような結果であった。
①文章や挿絵を参考に演算決定をすることができる。

９６．６％

②３口の計算をすることができる。

９６．１％

③３要素２段階の増増の文章題を解くことができる。

９０．０％

④３要素２段階の減減の文章題を解くことができる。

８６．６％

⑤３要素２段階の増減（減増）の文章題を解くことができる。

８９．６％

８６．６％

これらの結果から，挿絵があれば演算決定はできるが，問題文のみの演算決定は難しい実態があること

が分かる。３口の計算問題での誤答は，１３－６－４や１６－９＋６などの繰り上がりや繰り下がりのあ
る計算問題であった。また，文章問題から児童が考えた式は全て自然発生的な「順に足す（引く）」とい
う考え方であり，２つの式で解いたり「まとめて考える」という考え方で解いたりしている児童はいなか
った。
○

指導について
指導にあたっては，本単元までに，たし算とひき算の問題文を読み取れるように，分かったことや聞か

れていることなどに印をさせたり，下線を引かせたりする。算数科の授業では，問題提示→自力解決→集
団解決→まとめ→練習問題→振り返りという一連の流れを習得させ，見通しをもたせた授業展開を行い，
学習へ取り組みやすくする。また，たし算の言葉（「あわせると」
「ぜんぶで」など）やひき算の言葉（「ち
がいは」
「のこりは」など）を手掛かりのキーワード「算数のかぎ」としてまとめておく。その上で，本
単元へ入る。
本時の導入部分では，問題場面を絵で提示し，学習課題に対して興味をもたせ意欲的に取り組ませたい。
児童が問題場面を正確に捉えられるようにするため，場面を３つに分けながら問題文を１文ずつ順に提示
し，増えたり減ったりしているということに着目させる。その際，問題文だけでなく，挿絵を提示するこ
とで，よりイメージしやすくしたい。それらをもとに，前時までの学習を生かしまとめて考える方法を活
用させながら，計算の仕方を考えさせる。学力フォローアップ校重点取組の低学年の具体的取組内容であ
る「具体物を用いて答えの求め方を言葉で伝える活動」については，自力解決の場面で，数図ブロックや
図を使って視覚的に数量関係に気付かせたり，図をもとに計算の仕方を考えるよう促したりする。また，
全体交流の場面では，ブロック操作をさせたり，図をホワイトボードに示させたりしながら，自分の考え
た計算の仕方を伝える活動を取り入れる。さらに，増加の場合には，はじめの数に向かう動きシートを使
い，減少の場合には，はじめの数から出ていく動きシートを使って，差し引きの場面を視覚的に気付かせ
るようにする。適用問題では，個々に応じた問題数を用意しておき，様々な問題に取り組ませることによ
り，習熟を図り，理解をさらに深めていきたいと考える。
★

学力の課題（要因）と考えられる手立て
学力の課題（要因）
○問題場面を把握し，演算決定をすることが難
しい。
・読み取る際の活動が多く，混乱して下線や囲
みをする活動ができていない。

・読むことに抵抗があり，問題文を最後まで読
みきることができない。
Ａ
・言葉の意味を理解し，問題場面をイメージす
ることができない。

○正しく計算することが難しい。
・図や言葉を使って計算の仕方を考えることが
できず，答えを導き出せない。
・集中力が持続せず，課題を最後までやり切れ

考えられる手立て

☆聞かれていることや分かっていることに，あ
らかじめ波線や下線を引いた問題文を活用さ
せる。波線や囲みなどを使い分けることで，
視覚的に場面の把握をしやすくさせる。
☆挿絵と文を対応させながら，問題を提示する。
また，問題文を読みやすいよう，一文ずつ提
示する。
☆視覚的に捉えやすいように，動作化したり，
挿絵を動かしたりしながら，数が増えたり減
ったりすることを意識させる。
☆たし算言葉とひき算言葉をまとめた「算数の
かぎ」を活用させながら，青と赤で色分けを
することで視覚的に立式しやすくさせる。
☆数図ブロックを操作させたり，ヒントとなる
図や言葉を提示したりして，自力解決の手助
けになるようにする。
☆練習プリントを活用し，学習の見通しをもた

ない。

せる。また，適用問題に意欲的に取り組むこ
とができるよう，シールを活用する。

○立式の間違いや計算の間違いが多々ある。
・速く解こうとするあまり，具体物の操作や図
を書くことをおろそかにしてしまうため，計
算間違いをする。
Ｂ
・問題文から場面のイメージをせず，言葉だけ
で，たし算であるかひき算であるかを決定す
る。

☆立式する前に必ず図をかかせる授業展開にす
る。また，図をかくだけでなく，なぜその図
になったのかを言葉で伝える活動を取り入
れ，理解を深めさせる。その際，説明の話型
を提示したり，
（
）抜きのヒントカードを
活用させたりする。
☆問題文のみの提示だけでなく，挿絵を提示し
たり，動きシートを活用したりすることで，
「増えた」
・
「減った」のイメージをしやすく
する。

○問題文を読み取り，演算決定をすることが難
しい。
・分かっていることや聞かれていることなどに
は，きまりに従って印はするが，たし算言葉
とひき算言葉が混乱していたり，場面のイメ
ージができていなかったりする。

Ｃ
○加法と減法の計算が混乱している。
・３つの計算であったり，１０よりも大きい数
になったりすると，どの数に足したらよいの
か，どの数から引いたらよいのか分からなく
なっている。

・繰り上がりや繰り下がりが十分習得できてい
ない。
指導のポイント ～昭和北中学校区
☆

☆視覚的に捉えやすいようにするため，動作化
したり，挿絵を動かしたりしながら，数が増
えたり減ったりすることを意識させる。
☆たし算言葉とひき算言葉をまとめた「算数の
かぎ」を提示し，それを参考にさせながら，
演算決定をさせる。その際，赤と青を使って
視覚的に分かりやすいように印をさせる。
☆挿絵と文を対応させながら，学習課題を提示
する。また，問題文を読みやすいよう，一文
ずつ提示する。
☆増えた・減ったを矢印で表せるようなヒント
カードを活用させることで，加法や減法の習
得を確実にさせる。
☆「来た」
「帰った」
「もらった」
「食べた」など
の場面を一つずつ確認しながら，数図ブロッ
クを操作させ，問題場面を把握させる。
☆計算が正しくできるよう，数図ブロックを操
作させながら，計算に取り組ませる。

「学びの変革」アクション・プラン～

育成を目指す資質・能力に関わって

○図や言葉・式などを使って，
「まとめて考える」考え方で，答えを求めることができる。
○集団解決の場面で，自分の考えと他者との考えを比べながらよりよい考え方を見付ける。
○自信をもって意欲的に取り組むことができるよう，適用問題において，個々に応じた問題
数を用意しておき，様々な問題に取り組ませる。

２

単元の目標
○増減する数量に着目して，「まとめて考える」という考え方のよさに気付き，これを活用しようとす
る。
〔算数への関心・意欲・態度〕
○増減する数量に着目し，まとめて考えることができる。
〔数学的な考え方〕
○増減する数量を，数図ブロックを操作して表したり，図をかいて表したりすることができる。
〔数量や図形についての技能〕
○増減する数量に着目し，
「まとめて考える」という考え方を理解する。
〔数量や図形についての知識・理解〕

３

単元の評価規準
算数への

数学的な考え方

関心・意欲・態度
変量に着目して，進ん
で考えようとする。

４

変量に着目して，まと
めて考えている。

数量や図形についての

数量や図形についての

技能

知識・理解

変量に着目して，まと

めて 考える考え 方で解 用いて，変量に着目する
くことができる。

ことを理解している。

単元の計画
評

次

数図ブロ ックや図 を

時
１

２

学習活動

関

○増増の場面の問題を，順に考えた
り，まとめて考えたりして解決す
る。
○色々な解決方法を知る。
○

考

技

知

○

○増増の場面の問題を，増加する
数量に着目し，まとめて考え解
決する。
○まとめることのよさをつかむ。

○

○

価
評価規準

評価方法

・順に考えたり，まとめて
考えたりするなどして，
進んで色々な考え方で解
こうとしている。
・変量に着目して，色々な
計算の仕方を考えてい
る。

発言
ノート

・オペレータに着目し，ま
とめて考える考え方で解
くことができる。
・数図ブロックや図を用い
て変量に着目することを
理解している。

発言
ノート

・増減の場面の問題を，オ
ペレータに着目して差し
引きいくら増えたことに
なるかまとめて考える方
法で，計算の仕方を考え
ている。

発言
ノート

一
３

４

○増減の場面の問題を，増減の数
量に着目して，差し引きいくら
増えたかを考え解決する。
○「差し引きいくら増えたか」を
考えて解くよさをつかむ。

○減増の場面の問題を，減増の数
量に着目して，差し引きいくら
増えたかを考え解決する。
○「差し引きいくら増えたか」を
考えて解くよさをつかむ。

○

○

・減増の場面の問題を，オ 発言
ペレータに着目して差し ノート
引きいくら増えたことに
なるかまとめて考える方
法で，計算の仕方を考え
ている。

５

６

本時の目標
○増減の場面の問題を，オペレータに着目して差し引きいくら増えたことになるか，まとめて考える方
法で，計算の仕方を考えることができる。
本時の流れ（３時間目／全４時間）
学習活動

１

予想される児童の反応

本時の問題
を確認する。
広場にさるが 12 ひきいました。
そこへ６ぴき来ました。
そのあと４ひき帰りました。
さるは何びきになりましたか。

２

見 通 し を も ・はじめの数 12 ひき
つ。

・6 ぴき来た
・4 ひき帰った
・「来た」ということは数
が増えるので,たし算で
ある。
・「帰った」ということは
数が減ったということ
でひき算である。
・聞かれていることは，さ
るが何びきになったか

指導上の留意点（◇）
学力の課題（要因）に対する手立て（◆）

評価規準
〔観点〕
(評価方法)

◇問題文を聞かせながら，場面絵を提示
し，問題のイメージをしやすくする。
◆問題場面を把握しやすいよう，挿絵と
文を対応させながら一文ずつ提示す
る。（Ａ，Ｃ）
◆視覚的に捉えやすいように，挿絵を動
かしながら，数が増えたり減ったりす
ることを意識させる。（Ａ，Ｂ，Ｃ）

◇問題から分かっていることや聞かれ
ていることを確認し,きまりに従って,
囲みをしたり,下線を引いたりさせる。
◆問題文で分かっていることや聞かれて
いることを確認し，波線や囲みなどを
使い分けることで，視覚的に場面を把
握しやすくする。
（Ｂ）
◆聞かれていることや分かっていること
に，あらかじめ波線や下線を引いた問
題文を活用させる。
（Ａ）
◆たし算言葉とひき算言葉をまとめた
「算数のかぎ」を提示し，それを参考
にしながら，演算決定をさせる。その
際，赤と青を使って視覚的に分かりや
すいように印をさせる。
（Ａ，Ｃ）

ということ。
３

◇問題場面の絵を提示し，前時との違い
を見付けさせ，本時のめあてにつなげ
る。

本時のめあ
てを確認する。

まとめて作せんをつかって，ふえてへるときのけい算のし方を考えよう。

４

計 算 の 仕 方 ①ブロック操作
を考える。
（☆）

はじめ
12 ひき

②図や動きシートなど
・
・

はじめ
12 ひき

はじめ
12 ひき

③言葉

増減の場
面 の 問 題
を，オペレ
ータに着目
して差し引
きいくら増
えたことに
◆数図ブロックを操作させたり，ヒント な る か ま と
となる図や言葉を提示したりして，自 め て 考 え る
力解決の手助けになるようにする。
方法で，計
（Ａ）
算の仕方を
◆立式する前に図を必ずかかせる。
（Ｂ） 考 え て い
る。
◆計算が正しくできるように，また，問 〔 数 学 的 な
題場面の把握のため，
「来た」
「帰った」 考え方〕

◇図や言葉で計算の仕方を考えて，式に
表すよう声かけをする。
◇動きシートを活用したり，図や言葉・
矢印などを使ったりさせ，計算の仕方
を考えさせる。

の場面を一つずつ確認しながら，数図 （ノート）
ブロックを操作させ，問題に取り組ま
ので６－４＝２
せる。
（Ｃ）
◆増えた・減ったを矢印で表せるような
・２ひき増えたことにな
ヒントカードを活用させることで，加
る。
法と減法の読み取りを確実にさせる。
（Ｃ）
・だから 12＋２＝14

・６ぴき来て４ひき帰った

・答え 14 ひきになる。
(しき)６－４＝２
12＋２＝14

◇考えた計算の仕方をホワイトボード
に書かせ，全体での交流に備えさせ
る。

こたえ 14 ひき
５

全体で学び
合う。 （☆）

６

本時の学習
のまとめをす
る。

７

適用問題を
する。 （☆）

◇図と式と場面を関連付けながら，どの
ように考えたのかを説明させる。
◇図の矢印の向きと意味を押さえなが
ら，いくつ増えたのか減ったのかを確
認する。
◆図をかくだけでなく，なぜその図にな
ったのかを言葉で伝えさせる活動を
通して，理解を深めさせる。その際，
説明の話型を提示したり，（
）抜
きのヒントカードを用意したりして
おき，必要であれば活用させる。
（Ｂ）
◆視覚的に捉えやすいように，動作化
し，数が増えたり減ったりすることを
意識させる。（Ａ，Ｃ）
いくつふえたのかを考えて，はじめの数にたすとよい。

あめを 20 こもっていました。
お母さんに９こもらいました。
そのあと６こたべました。
今あめは何こありますか。
（図）
はじめ
20 こ

(しき)９－６＝３
20＋３＝23
こたえ 23 こ

◇図をかいてから式，答えを求めるよう
にさせる。
◇問題を解いた後，ペアトークする時間
を設け，まとめて考える問題の定着を
図る。
◇個々に応じた問題数を用意しておき,
取り組ませる。
◆「もらった」「食べた」などの場面を
一つずつ確認しながら，数図ブロック
を操作させ，問題場面を把握させる。
（Ａ，Ｃ）
◆適用問題に意欲的に取り組むことが
できるよう，シールを活用してゴール
まで意欲をもたせる。（Ａ）
◆あらかじめ下線や囲みをしている問
題を配付し，問題に取り組ませる。
（Ａ）
◆挿絵を入れた問題文を用意し，演算決
定をしやすくさせる。（Ｃ）
◆ヒントカードが必要な場合には，図や
（ ）抜きのものを用意し，活用させ
る。（Ａ，Ｂ，Ｃ）
◆説明の話型を用意しておき，考えを伝
えやすくさせる。（Ａ，Ｃ）

増減の場
面 の 問 題
を，オペレ
ータに着目
して差し引
きいくら増
えたことに
なるかまと
めて考える
方法で，計
算の仕方を
考 え て い
る。
〔数学的な
考え方〕
（ノート）

８

本時の学習
を振り返る。

◇学習を通しての気付きや分かったこ
となどの振り返りをさせる。その際，
話型を提示し，振り返りの参考にさせ
る。
☆は育成を目指す資質・能力に関わる活動

７

板書計画
9/27

ふえたり へったり
と
○

P110
め
○

(言葉)

まとめて作せんをつかって，
(しき)６－４＝２

ふえてへるときの
けい算のし方を考えよう。
も
○

(図)

(ブロック)

問題文の挿絵

ま
○

(しき)６－４＝２

(しき)６－４＝２

12＋２＝14

12＋２＝14

12＋２＝14

こたえ 14 ひき

こたえ 14 ひき

こたえ 14 ひき

いくつふえたのかを考えて，はじめの数
にたすとよい。

広場にさるが１２ひきいました。

れ
○

あめを２０こもっていました。

そこへ６ぴき来ました。

お母さんに９こもらいました。

そのあと４ひき帰りました。

そのあと６こたべました。

さるは何びきになりましたか。

今あめは何こありますか。
ふ
○

