
 

 
 

 

１ 単元設定の理由 

 〇単元について 

本単元は，小学校学習指導要領算数，第 1学年 2内容 A「数と計算」（2）に示された指導事項のうち，

加法及び減法の用いられる場合を知り，1位数と 1位数の加法及びその逆の減法の計算が確実にできる

ことを，3つの数の場合に拡張するために設定されたものである。 

  これまで「たしざん（1）」や「ひきざん（1）」において，5＋3，5－3のように（1位数）＋（1位数）

＝（10 以下の数），（1 位数）－（1 位数）＝（1 位数）となる加減計算を学習している。本単元では，

その学習を 5＋3＋2のような 3口の数の場合に拡張する。3口の数の場合においても，2口の数の場合

と同様に，加法や減法を使って 1 つの式に表すことができることを理解させ，計算ができるようにす

ることがねらいである。 

本単元の学習後に取り扱う繰り上がりのある加法や繰り下がりのある減法では，例えば 8＋7 では，

7を 2と 5に分解して，8＋2＋5，12－7では，12を 10と 2ととらえ，10－7＋2(減加法)と計算した 

り，または，7を 2と 5に分解して，10－2－5(減々法)と計算したりして，3つの数の計算を行う。そ

の意味でも，本単元の学習は，今後の加法・減法の学習の素地となる重要な内容といえる。 

 

〇児童について 

 本学級の児童は，小学校に入学し，新しいことに出会う毎日の中で，日々の学習にも意欲的に取り

組んでいる。児童はこれまでに，「あわせていくつ」「ふえるといくつ」「のこりはいくつ」「ちがいは

いくつ」で，加法や減法の意味と，繰り上がりのない 1位数＋1位数の加法とその逆の減法計算につい

て学習してきている。 

このような簡単な加減計算において，繰り返し計算練習を積み重ねた結果，素早く計算することが

できる児童が増えてきている。しかし，計算する際，指やブロックを使う児童もおり，個人差が見受

けられる。そこで，計算カードやドリル等を用いながら，式を読み反射的に答えることができるよう

に反復練習をした。 
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単元名 ３つの かずの けいさん 

【考え・基礎知識】 

1位数と 1位数の加法及

びその逆の減法の計算

をすることができる。 

【つながり】 

既習事項をもとに，3つ

の場面を式に表し，計算

することができる。  

【応用・ひろがり】 

繰り上がりのある加法

や繰り下がりのある減

法の方法を考える。 



 

また，文章問題における解決の手立てとして，問題場面の絵や，問題文の中の「あわせて」「ふえる

と」などのたし算言葉や，「のこりは」「ちがいは」などのひき算言葉に着目させ，加法減法どちらを

使う場面なのかを考えさせるようにしてきた。また，数図ブロックを活用し，問題→ブロック操作→

立式，または，問題→立式→ブロック操作といった過程で問題に取り組ませた。ブロックを操作する

ことで，より問題場面の数の増減への理解が深まり，場面を正しく捉え立式できるようになった児童

が増えた。しかし，特に具体的な絵がなく，問題文のみで解答することに難しさがあったり，問題文

を読まず，絵だけを見て直感的に立式したりして，題意を的確に捉えることができない児童がいる。 

本校で平成３０年 1 学期に実施した第 2 学年の標準学力調査において，加法を 2 回適用する 3 つの

数の計算の正答率は９７％，減法を 2 回適用する 3 つの数の計算は，正答率が９３％と高かった。し

かし，文章問題から 3 つの数の減法を立式した児童が７９％，正しい答えを出せた児童は７７％だっ

た。このことから，問題場面を正しく理解して立式し，正確に答えを導く力が必要である。  

  

 ○指導について 

  本単元では，問題文から数の変化をとらえ，それを 1つの式に表す活動を行う。「増えて増える」場

面，「減って減る」場面を学習した後，「減って増える」場面「増えて減る」場面の学習に入る。ここ

では，問題文の言葉から「増える」「減る」すなわち「たす」「ひく」を判断し，式に表す力が必要と

なる。 

  そこで，増減の概念を身につけさせるために，本文中の「乗る」「降りる」の言葉の意味に注目しな

がら学習を進めていく。文の言葉と「たす」「ひく」を照らし合わせることで，根拠をもって式をたて

ることができるようにする。そのために色分けした「たす」「ひく」のカードを用いる。 

また，問題文を正確に読みとるために，場面絵を 1枚ずつ提示する。「はじめに」「つぎに」「そのつ

ぎに」など，お話の順序を表す言葉にも着目させたい。それぞれが数の増減の場面に対応しているこ

とを，実際に児童に演じさせてつかませ，その順に数を式に表せばよいことをおさえていく。あわせ

て，数図ブロックの具体的操作を通して，順序よく考えながら計算の仕方を捉え，立式させる。3つの

数の計算の仕方を考える際には，問題場面に合わせてブロックを操作しながら考えさせる。問題場面

のお話に合わせて操作させることで，実感を伴いながら，理解していくことができるようにしたい。1

学期の「たしざん（1）」「ひきざん（1）」の学習では，「たす」「ひく」を，数図ブロックをつかって，

動作化したり，動くシートを活用した学習もしてきている。また，この操作を通して，数値の増減を

正しく意識させ，計算の手順を捉えられるようにする。 

  さらに，3 つの数でも，1 つの式で表せることを理解し，3 つの数の計算が正確にできるように習熟

を図りたい。ブロックで操作した手順にしたがって，左から計算すればよいことを定着させる。はじ

めのうちは，例えば「5－3＋4」では，「5―3」の下に線を引き，「2」と書き，次に「2」と「4」を線

でつないで「2＋4」の計算をする等の答えをメモする方法の指導も行うようにする。そして，「5 から

3をひいて 2。その 2に 4をたして 6。」と声に出して言わせて，左から順番に計算するという計算の仕

方を定着させたい。加えて，式から問題場面を想起させ，順を追って計算する方法をペアで話させる

活動を設定し，式を順序よく計算する習熟を図りたい。 

   

 



 

 

 

２ 単元の目標 

・３つの数をたしたり，ひいたりする計算を１つの式に表すことのよさを知り，進んで用いようと

する。〔算数への関心・意欲・態度〕 

・３つの数をたしたり，ひいたりする計算を１つの式に表して考えることができる。〔数学的な考え 

方〕 

・３つの数をたしたり，ひいたりする計算を１つの式に表し，計算することができる。〔数量や図形

についての技能〕 

・３つの数をたしたり，ひいたりする計算の意味を知る。〔数量や図形についての知識・理解〕 

３ 単元の計画（全４時間） 

時 学習内容 関 考 技 知 評価規準 評価方法 

１ 

・ふえて，ふえる事象を教科書の

挿絵を見たり，文章をよんだり

して理解する。 

・数図ブロックを用いて，増える

様子を表し，たし算の式にする。 

◎   ○ 1つの式に表すよさを知

り，進んで用いようとし

ている。 

ノート 

２ 

・へって，へる事象を教科書の挿

絵を見たり，文章をよんだりし

て理解する。 

・数図ブロックを用いて，減る様

子を表し，ひき算の式にする。 

 ○ ◎  ひき算でも，たし算のと

きと同じように 1つの式

に表すことができ，計算

(－，－)することができ

る。 

ノート 

３ 

 

・教科書の 3枚の絵や，文章から，

「へって，ふえる」場面をとら

える。 

・数図ブロックを操作して，場面

を 1つの式に表す。【本時】 

 ◎ ○  減って増える場面を 1つ

の式に表して考えるこ

とができる。 

ノート 

 

指導のポイント ～昭和北中学校区 「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 

○問題場面を正しく捉え，立式して計算す

ることができるよう，言葉の意味の確

認・動作化・場面絵の提示・数図ブロッ

クの操作などを行う。 

○できたことを適切に褒め，自信をもたせ

る。 

★協働学習に関わって 

〇ペアで立式や計算の仕方について発表し

合うなかで，自分の言葉でやり方を発表

できるようにする。 



 

４ 

・教科書の挿絵や文章から，「あわ

せて，へる」場面をとらえる。 

・数図ブロックを操作して，場面

を 1 つの式に表し，答えを求め

る。 

 ○ ◎  3つの数の計算(＋，－)

の場面を理解し，1つの

式に表して計算するこ

とができる。 

ノート 

 

４ 本時の目標 

3つの数の計算（―，＋）の場面を理解し，1つの式に表すことができる。 

５ 本時の流れ（3時間目/全 4時間） 

学習活動 
指導上の留意点（◇） 

学力に課題のある児童への支援（◆） 

評価規準 
〔観点〕 

（評価方法） 

１ 問題を提示し，本時のめあてを確認す

る。 

 

◇問題文を聞かせながら，場面絵のみ

を１枚ずつ提示する。 

◇場面絵から，時間を表す言葉に気を

つけて，問題文を確認する。 

◇既習の問題場面との違いに気付か

せ，本時の課題を確認する。 

 

 

 

 

2 見通しをもつ。 

・「おりました」は減るからひき算かな。 

・「のってきました」は増えるからたし算

かな。 

 

 

 

3 自分で問題を解決する。 

・個人でブロック操作をし，立式する。 

→4－2＋5＝7 

→4－2＝2 2＋5＝7 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇既習の学習を想起させ，問題文から，

たし算・ひき算のヒントになる言葉

を探させる。 

◆時系列に問題場面を動作化すること

で「減る・増える」を意識できるよ

うにする。 

 

◆動くシ－ト         を活用して数

図ブロックの動きを考えさせる。 

◆時系列に沿って考え，立式できるよ

う，問題文を 3 つに分けて書いたワ

ークシートを用意する。 

◆□－□＋□＝□というような計算の 

  □    手立てになるヒントカ  

    □  ―ドを用意する。 

◇式が 2 つになっている児童には，1

つの式に，表すことができるか考え

させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○めへってふえるときの けいさんのしかたを かんがえよう。 

かんがえよう 

 はじめに４ひきのっています。つぎ

に２ひきおりました。そのつぎに５ひ

きのってきました。なんびきになりま

したか。 

 



 

4 全体で解決する。 

 

 

5 ペアでブロック操作の説明をし合う。 

→はじめに 4こおきます。次に，2匹おり

たので 2ことると 2こになります。。そ

の次に，5匹乗ってきたので 5こたしま

す。だから，2と 5を合わせて答えは 7

匹です。 

 

6 本時の学習をまとめる。 

  

 

 

7 練習問題をする。 

 

◇3 つの場面に合わせて，数図ブロッ

クの動かし方や式を全体で交流させ

る。 

◇ブロック操作を説明し合うことで，1

つの式の問題場面がイメージできる

ようにする。 

◆式と場面絵を表したカードを使わせ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇時系列に沿ってブロック操作を行う

ことで，立式できるようにする。 

◆問題文を 3 つに区切ったワークシー

トを使う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○減って増える

場面を 1 つの式

に表して考える

ことができる。

（ノート）【考え

方】 

8 学習の振り返りをする。 

・減って増えるときも，1つの式に表すこ

とができた。 

・ひき算とたし算を 1つの式で計算するこ

とができた。 

◇分かったことを発表することで，学

習を深めさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○まひきざんとたしざんをつかって，１つのしきでけいさんする。 

 はじめに 5こもっています。つぎに

２こたべました。そのつぎに 3こもら

いました。なんこになりましたか。 



 

6 板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 児童の変容および成果と課題 

【児童の変容】 

 本単元で目指す資質・能力を育成するため指導の工夫を行った結果次のような変容がみられた。 

・ ひらがなを一文字ずつ読んでいるため，問題場面の理解が難しい児童に対して，場面絵と問題文 

を短く区切ったカードを用意することで，数の増減を意識することができた。また，文字を読むこ 

とで精一杯になり，内容を捉えにくい児童については，問題文を読んで聞かせたり，指で押さえな 

がら読んだりすることで，内容理解につなげた。 

・ 問題場面を捉えることができるように，場面を動作化することで図や式などの自分の考えをかくこ 

とができた。 

・ 自力で立式することが難しい児童に対して，日頃から，たし算言葉・ひき算言葉を意識して色分け 

することで，文章問題を解く基礎的な知識・技能が身に付いた。 

・ 全体指導での理解が難しい児童には，個別に「降りたら数はどうなる？」などと問い掛け，問題の 

数の増減を意識しながら立式できるよう声をかけた。そうすることで，降りたということは数が減

るから引き算と理解し，色分けして立式につなげることができた。 

【成果】 

○ 問題文の中から，分かっている数字，たし算言葉，ひき算言葉，求めることに着目させ，色分け

をして題意を読み取る習慣化を図ったことで，児童自身で立式することができるようになった。 

○ 児童が理解しやすいよう，問題文を読み聞かせて動作化させたり，図にかかせたりして，個別の

支援をすることで，児童が自ら立式しようとする意識が高まった。 

【課題】 

● たし算言葉，ひき算言葉として覚えている単語ではなく，別の単語が問題文に出てきた場合，対

応ができない。単語とたし算，ひき算を結びつける力は身に付いたが，題意の場面を理解した上で

10/9 3つのかずのけいさん              ○ま  

○め   へってふえるときのけいさんの              

しかたをかんがえよう。         

          

                           ○れ  はじめに 5こもっています。 

                          つぎに 2こたべました。 

はじめに       つぎに      そのつぎに      そのつぎに 3こもらいました。 

4ひき          2ひき       5ひき         なんこになりましたか。 

のりました。   おりました。 のってきました。   □□□□□ 

          へる      ふえる       □□ □□□ 

□□□□    □□□□   □□ □□□□□   しき ５－２＋３＝６ 

しき ４－２＋５＝７                              こたえ ６こ 

こたえ ７ひき 

場面絵

① 

場面絵

② 

場面絵

③ 

ひきざんとたしざんをつか

って，ひとつのしきでけい

さんする。 



 

の演算決定は十分ではない。問題場面の意味理解をさらに深めていくために，動作化や図にかき表

す手立てが必要である。 

● 学習後は習熟している内容でも，次の単元になると，前の単元の解き方等を忘れてしまっている

ことが多々ある。既習事項を活用していくことができるよう，のびっこタイムや家庭学習での習熟

や，西風タイムで解き方を丁寧に指導するなどの効果的な定着方法を工夫していかなければならな

い。 

 

 


