小学校算数

～皆野町文化会館～

ア 授業・研究協議の様子

イ 参加者感想
〇「主体的・対話的で深い学び」という新学習指導要領のキーワードについて、より具体的に理解するこ
とができました。今後の学習の核になる部分に触れることができたと思います。特に「練り上げの重要
性」と「単元全体のデザインを考える」の２点が印象に残っています。自校に戻って全職員にも伝えて
いきます。
〇児童役として参加したので、児童の立場で授業について考えることができました。様々な具体物がある
ことで、児童は視覚的に理解できること、何度も既習事項を振り返りながら考えることで１つ１つがつ
ながっていき、より深い学びができることなどがわかりました。
〇視点が明確になっていたこともあり、とても参考になる授業でした。先生と児童の会話の中で、何気な
い言葉の中に先生の教材研究の深さを学びました。導入、練り上げを大切にし、学習の振り返りもでき
るよう、時間配分に気を付けながら自分も取り組みたいと思います。
〇特に模擬授業②では、主体的・対話的で深い学びの効果的な手法が多く取り入れられており、納得させ
られる場面が多かったです。また、
「主体的」
「対話的」
「深い学び」というそれぞれの視点に分けて協議
を行うことで、自身の授業ではこの学びの場面が少なかった等、振り返ることができました。
〇授業の展開のつながりが素晴らしく、とても勉強になりました。児童の考えを比較・検討していく時に
も、すべての考えにつながりがあり、皆一生懸命やったという満足感、達成感を味わえると思います。
途中までの考えを完成させたいために力を出し合う練り上げは、すごく盛り上がると思いました。本時
で押さえたい事項は時間をかけてやること、自分でどんな学びをさせたいか考え計画することが、自分
自身はでできていないので、今日の研修を参考に、自分の授業を見直していきたいです。
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平成 29 年度北部地区学力向上授業研究会

第４学年

小学校算数

算数科

学習指導案
北部教育事務所

１
２

題材名

小数のかけ算とわり算

児童の実態と本題材の意図
今年度の全国学力・学習状況調査『算数Ａ』では、問題１で「計算の能力（計算の意味と計算
の仕方の理解）
」が出題された。北部教育事務所管内の児童の正答率は、設問(1)(2)(3)ともに全
国平均に近い値であった。しかし、市町別でみてみると、設問(1)では正答率のちらばりがあまり
なかったものの、設問(2)及び設問(3)では市町によって正答率の違いが明確に表れる結果となっ
た。

この問題の学習指導要領における領域・内容及び出題趣旨は以下のとおりである。
【学習指導要領における領域・内容】
〔第３学年〕Ａ 数と計算 (3) 乗法についての理解を深め，その計算が確実にできるようにし，それを適切に用いる能力を伸ばす。
イ 乗法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。
〔第５学年〕Ａ 数と計算 (3) 小数の乗法及び除法の意味についての理解を深め，それらを用いることができるようにする。
ア

乗数や除数が整数である場合の計算の考え方を基にして，乗数や除数が小数である場合の乗法
及び除法の意味について理解すること。
イ 小数の乗法及び除法の計算の仕方を考え，それらの計算ができること。また，余りの大きさに
ついて理解すること。
〔第５学年〕Ｄ 数量関係

【出題趣旨】

(1) 表を用いて，伴って変わる二つの数量の関係を考察できるようにする。
ア 簡単な場合について，比例の関係があることを知ること。

計算の能力を身に付けているかどうかをみる。
・乗法で表すことができる二つの数量の関係を理解していること。
・小数の乗法の問題場面において，二つの数量の関係を数直線に表すこと。
・小数の乗法において，乗数を整数に置き換えて考えるときに用いる，乗法の性質を理解していること。
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以上のことから計算の学習では、問題場面を的確に捉え、数量の関係を図や数直線などに表す
ことができるようにすること、問題を解決する過程で、
「計算の意味」と「計算の仕方」を関連付
けて、計算の能力を身に付けられるようにすることが大切である。
本題材では、第４学年の乗数や除数が整数の場合の小数のかけ算とわり算を扱う。児童はこれ
までに、かけ算が用いられる場合とその意味、被乗数や乗数が何十・何百のかけ算、小数の意味
や表し方、小数のたし算・ひき算、小数の仕組み等について学習している。第５学年における小
数のかけ算とわり算では、乗数や除数が小数の場合にも用いることができるように意味の拡張が
図られる。その学習に円滑に進められるよう、数直線図を用いながら計算の意味と計算の仕方を
関連付けながら学習を進めていく。
３

埼玉県学力・学習状況調査との関わり
埼玉県学力・学習状況調査は今年度３回目を実施した。本調査の特徴は「学力の伸び」に着目
するところにあり、児童生徒一人一人の学力の状況応じたきめ細かな指導に資するものである。
平成２９年１２月に発行された「平成２９年度埼玉県学力・学習状況調査報告書」によると、今
年度小学校算数科の「学力の伸び」が見られた児童の割合は、
「小６→中１」で 69.2% (前年比＋3.1%)、
「小５→小６」で 65.2% (前年比＋0.3%）であった。一方で、「小４→小５」では、71.4%と「学力の
伸び」が見られた児童の割合は他の学年に比べて多いものの、前年比－5.4%と減少している。算
数科においては、学習内容が系統的につながっていることを踏まえ、指導する際には、この学習
はどの題材からつながってきているのか、この学習が今後どの題材とつながっていくのかという
系統性を意識した指導と学習内容をその学年でしっかりと定着させることが重要となる。
また、この報告書では学習指導のポイントに、
「場面を図に表して数量の関係を的確に捉える指
導」を挙げ、数量の関係を的確に捉え、演算決定等にテープ図や数直線図、線分図を有効に使え
るように指導することを求めている。また、平成 27 年度の報告書『指導上の改善のポイント』で
は、
「複雑な問題を線分図に表す方法（かき方）についての指導」を挙げており、テープ図、線分
図、数直線図、関係図を段階的に指導することを求めている。
本時では、テープ図から数直線図につなげるステップとして、テープの図と数直線を合わせた
図を使い、問題場面の２つの数量関係をその図に表す活動を児童とともに進めていく。その上で、
図と関連付けながら、式を立てたり計算の結果を求める方法を考察したりする活動を設定する。

４

「主体的・対話的で深い学び」の視点について
算数科では、児童自らが、問題の解決に見通しをもち、粘り強く取り組み、問題解決の過程を
振り返り、よりよく解決したり、新たな問いを見いだしたりするなどの「主体的な学び」を実現
することが求められる。また、数学的な表現を柔軟に用いて表現し、それを用いて筋道を立てて
説明し合うことで新しい考えを理解したり、それぞれのよさや事柄の本質を明らかにしたりする
など、自らの考えや集団の考えを広げ深める「対話的な学び」を実現することが求められる。さ
らに、日常の事象や数学の事象について「数学的な見方・考え方」を働かせ、数学的活動を通し
て、問題を解決するよりよい方法を見いだしたり、意味の理解を深めたり、概念を形成したりす
るなど、新たな知識・技能を見いだしたり、それらを既習の知識と統合したりして、思考や態度
が変容する「深い学び」を実現することが求められる。
導入時には、児童自らが「ジュース１本のかさが小数であったらどのような式になるのかな。」
などと問いをもつことができるようにしたい。そこでまず、ジュース１本のかさが２Ｌの場合に
ついて考察する場を設ける。その後、児童が日常生活を振り返ったり、今までに学習した数につ
いて確認したりすることで、ジュース１本のかさを小数にして考えてみようとする態度を引き出
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したい。その上で、乗数が整数である小数のかけ算の場合について、テープ図と数直線を合わせ
た図に数量の関係を表現する。児童自らが既習の内容をもとに、未習の内容について主体的に考
えようとする態度を育てながら、二つの数量の関係を捉えることができるようにする。自力解決
後の練り上げでは、児童の考えや発言をつなぐことで児童自らの考えや集団の考えを広げ深める
ようにする。また適用問題では、計算の仕方をグループで筋道立てて説明し合う活動をとおして、
新しい考え方の理解を深める。本時においては、数を構成する単位に着目したり、乗法のきまり
と関連付けたりして計算の仕方を学習させることで、小数×整数の計算においても整数×整数の
計算に帰着して考えることができること理解させ、しっかりと身に付けさせる。
５

６

題材の目標
・小数×整数や小数÷整数の計算の意味や計算の仕方を、既習の整数の乗法や除法の計算と関連
付けてとらえようとする。（関心・意欲・態度）
・小数×整数や小数÷整数の計算を既習の整数の乗法や除法の計算をもとにして考え、具体物や
図、式を用いて答えを求めたり、計算の仕方をまとめたりすることができる。
（数学的な考え方）
・小数×整数、小数÷整数、整数÷整数で商が小数になる場合の計算ができる。
（技能）
・小数×整数、小数÷整数、整数÷整数で商が小数になる場合の計算の意味や計算の仕方を理解
する。
（知識・理解）
指導と評価の計画
時
学習活動
１ ○立式し、その式になる理由を考える。
本
時
２

３

おもな学習内容
・テープと数直線を合わせた図
の表し方、見方
・小数に整数をかけることの意
味と計算の仕方
・数直線図の表し方、見方
・1/10 位までの小数に１位数を
かける筆算の仕方

○0.3×6 の計算の仕方を考える。
○0.3×6 の計算の仕方をまとめる。
○計算問題に取り組み、一般化する。
○立式し、積の見当付けをする。
○3.6×7 の計算の仕方を考える。
○3.6×7 の筆算の仕方を考える。
○3.6×7 の筆算の仕方をまとめる。
○計算問題に取り組み、一般化する。
○0.2×4、0.8×5、7.5×4 の筆算の仕方を考える。 ・1/10 位までの小数に１～２位
○計算問題をする。
数をかける筆算の仕方
○1.8×34 の筆算の仕方を考える。
○1.8×34 の筆算の仕方をまとめる。
○問題に取り組む。
（計算問題、文章題）

４ ○1.36×7 の計算の仕方を考える。

５

○1.36×7 の筆算の仕方を考える。
○1.36×7 の筆算の仕方をまとめる。
○計算問題に取り組み、一般化する。
○小数×整数の計算の意味と計算の仕方、筆算の
仕方の練習問題に取り組む。

評価観点・方法
関、考
学習の様子の観察
ノート等の考察
考、技
学習の様子の観察
ノート等の考察

考、知
学習の様子の観察
ノート等の考察

・1/100 位までの小数に１位数
をかける筆算の仕方

関、技
学習の様子の観察
ノート等の考察

・学習内容の定着、習熟

技、知
学習の様子の観察

※小数のかけ算の部分のみ（以下、小数のわり算の部分は略）

７ 本時の学習指導
（１）目標
・小数×整数の計算の意味や計算の仕方を、既習の整数のかけ算と関連付けて考えよう
としている。 （関心・意欲・態度）
・小数×整数の計算のしかたを、整数のかけ算をもとにして考え、説明することができる。
（数学的な考え方）
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（２）展開
学習活動
及び
学習内容【 】
１ 問題場面を知り、
学習課題を設定
する。

予想される児童の反応（・）、留意点（○）評価（☆）、支援（→）

１本 ２Ｌ（0.3Ｌ）入りのジュースがあります。
このジュースを６本買うと、
ジュースは全部で何Ｌになりますか。
○まず、１本が２Ｌ（整数）の場合の全部の量を考えさせる。
次に、１本が 0.3Ｌ（小数）の場合を扱う。その際には、日常生活場面や
今までに学習した数について想起させ、ジュース１本のかさが小数のとき
のことを考えてみようとする態度を引き出せるようにする。

【テープの図と数
直線を合わせた図
のかき方、見方】

○テープの図と数直線を合わせた図を使い、
「0.3Ｌの６つ分」であること
を視覚的に捉えさせ、整数のかけ
算と同じ構造であることに気付か
せる。

【小数に整数をかけ
ることの意味及び
小数×整数の立式】

○問題場面の数量の関係を表したテープの図と数直線を合わせた図は、児
童一人一人にもかかせる。
○被乗数が小数であっても整数の場合と同じようにかけ算で立式できるこ
１本の量× 本

とを図や言葉の式等を使って確認する。

数 ＝全体の量

課題 ０.３×６の積は、どのように考えて求めればよいのでしょうか。
２

課題解決への
見通しをもつ。

○解決方法についての見通しをもたせる。
○教師は、整数であればかけ算ができるのに…という程度の発言にとどめ
る。
○１つの方法について、図、式、言葉で説明できるようにさせる。

３ 自力解決をする。

・ア

0.3×6 は 0.3L が６こ分だから、

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

L

L

L

L

L

L

3×6 = 18

３

３

３

３

３

３

18dL = 1.8L

dL

dL

dL

dL

dL

dL

0.3+0.3+0.3+0.3+0.3+0.3 = 1. 8
答え 1.8L
・イ

・ウ

0.3L = 3dL
答え 1.8L

6本

0.3L は 0.1L を 3 こ集めたかさ
だから、0.1 をもとにして考えると、
3×6 = 18

0.3L

0.1L が 18 こ分で 1.8L
答え 1.8L
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・エ

3×6 は 18 です。

・オ

それに小数点をつけて 1.8
答え 1.8L

3×6 は 18 っていうことは
わかるのだけれど、どう考えれば
よいのだろう…。

→自力解決が進まない児童には、ヒントコーナーにて見通しをもたせる。
○机間支援において、エのような考えの児童には、３×６を使ったことを認
め、なぜ小数点を１と８の間におくことができるのかを考えるように促
す。また、オのような考えの児童には、３×６を使おうとしているとこ
ろを認める。その後、練り上げをとおして考え方を理解したか見届ける。

☆小数×整数の計算の意味や計算の仕方を、既習の整数のかけ算と関連
付けて考えようとしている。 （関心・意欲・態度）
４

それぞれの考え
方について知り、

○ア（同数累加）で答えをおさえ、その後、イ（単位変換）
、ウ（0.1 をもと
にする）の考えを取り上げる。

比較検討をする。

○ウの考えが自力解決で児童が出てきていない場合は、教師側から示す。

（練り上げ）

○答えは 1.8L であること確認する。
○イ（単位変換）
、ウ（0.1 をもとにする）の共通している点を問い、
整数×整数（３×６）をしていることを焦点化する。
○アウの考えを、図と関連付けて
とらえ直す。

【整数×整数の計
算をもとにした
小数×整数 の
計算のしかた】

○アの考えについても、0.1 をもとにする考えで累加していることに触れ、
小数のたし算・ひき算で使った 0.1 をもとにする考えが、かけ算でも使え
ることを明らかにする。
○整数×整数を使っていることを明らかにした後、0.3×6 の計算のしかたに

ついて、右のように２つの式を縦に
並べて示し、かけ算のきまりを使っ
た小数×整数の計算のしかたを考察
させる。
○その際には、整数×整数で学習した『かけ算のきまり（被乗数が 10
になると、積も 10

(100)

(100)

倍

倍になる）
』が、小数の場合

でも成り立っていることを明らかにし、かけ算
のきまりを使うことでも整数×整数に帰着して
考えられることをおさえる。

「0.3×6 の積は、まず 0.3 を 10 倍して 3 にします。
次に、3×6 を計算し、18 をだします。
18 は 0.3×6 の積の 10 倍になっているので、
最後に 18 を 10 でわって、
1.8 と求めることができます。
」
☆小数×整数の計算のしかたを、整数のかけ算をもとにして考えることがで
きる。
（数学的な考え方）
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５

適用問題に取り
組む。

○計算の答えを出すだけでなく、考え方も表現させる。
○３人グループで①②③を分担し、各自その問題に取り組ませる。その際に、
できる児童は「かけ算のきまりを使う方法」と「0.1 をもとにして考える
方法」の両方で取り組むように指示する。
① 0.2×6

② 0.7×9

0.2 × 6 = □
↓10 倍
↓10 倍
2 × 6 = 12

0.7 × 9 = □
↓10 倍
↓10 倍
7 × 9 = 63

1/10

答え 1.2
0.2 は 0.1 を２こ集めた数だから、
0.1 をもとにして考えると、
２×６ ＝ １２
0.1 が１２こ分で 1.2

③0.4×2

答え

1/10

6.3

0.7 は 0.1 を７こ集めた数だから、
0.1 をもとにして考えると、
７×９ ＝ ６３
0.1 が６３こ分で 6.3

答え 1.2

答え

0.4 × 2 = □
↓10 倍
↓10 倍
4 × 2 = ８

答え

1/10

0.8

0.4 は 0.1 を４こ集めた数だから、
0.1 をもとにして考えると、
４×２ ＝ ８
0.1 が８こ分で 0.8

6.3

答え

0.8

○自分で担当した問題について３人グループで相互に説明し合う。考え方を
筋道立てて説明できているか、答えが合っているかを確認させる。
☆小数×整数の計算のしかたを、整数のかけ算をもとにして考え、説明する
ことができる。
（数学的な考え方）
６

まとめをする。

○適用問題において、練り上げた考え方が使えたことを確認し、一般化する。
○本時では、(1/10 のくらいまでの小数)×(整数) の計算の仕方について学
習したことを捉えさせ、(1/10 のくらいまでの小数)×(整数)は、「小数を
整数になおして計算すればよい。
」ということを確認する。
○児童の言葉を使ってまとめをする。

(1/10 のくらいまでの小数)×(整数)は、小数を整数になおして計算すればよい。
・「0.1 をもとにする」考え
・「かけ算のきまり」を使う
７

学習を振り返る。 ・かけられる数の小数を 10 倍した式を計算し、その積を 10 でわれば答えが
でることがわかった。
・小数×整数の計算でも、小数を 10 倍したり、0.1 をもとにして考えたりす
ることで、今までと同じように（整数×整数）で考えることができるんだ。
・0.1 をもとにして考える方法は、小数のたし算やひき算の計算のときにも
使っていました。
・小数を使ったものが身近にあるから、かけ算を使ってみたい。
・かけられる数が 1/100 までの小数だったらどうなるのか考えてみたい。
≪参考：振り返りの工夫（例）≫
毎時間同じように振り返りをさせることもできますが、例えば、題材の中
で数回、以下のような工夫した振り返りをさせることもできると思います。
＊（例）児童がまちがいやすい考え方を提示し、それを正しく直させる。
さくらさんは、0.3×5 を下のような考えで計算しました。
さくらさんの考えのまちがいを見つけ、正しい考え方を教えましょう。
0.3 × 5 を計算するのに、3 × 5 をしました。
れい
3 × 5 ＝ 15 の 15 を 0.（零点）のあとに書いて 0.15 になりました。
だから、0.3 × 5 ＝ 0.15 です。

36

