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算数科学習指導案
授業者 桐原健児・坂本和実

藤原昭子・稲垣久代

１，日 時 １９９９年１１月３０日（火）１時３０分から２時３０分

２，場 所 ランチルーム・図書室

３，学年・組 ２年１組２６名・２組２５名・３組２６名 計７７名

４，単 元 名 「かけ算」

５，単元のねらい
かけ算の学習に際し、子どもたちが難しいのは、１あたりの量の考え方であろう。おさらとみかんといった２

つのものをひとまとまりに考えることも、読み方、書き方も難しい。それを子どもたちに印象深く、わかりやす
くとらえさせるため、毎年いろいろな工夫がなされてきた。
今年度は、かけ算の導入を今までとはがらりと変えて、お店やさんを舞台にして進めてきた。その流れは以下

の通りである。
①みかんが「同じ数ずつ」ある時に、かけ算を使うこと、
②見本や、看板（絵タイル）を１あたりの量ということ、
③見本がいくつ分か（分量）がわかると、かけ算の式で全部の量がわかること、
④全部の量を絵やタイルを数えて求めること

その結果、子どもたちの中に「同じ数ずつ」がかなり意識されてきた。
しかし、九九の学習に入ると、機械的な操作と、暗記が中心になってしまっている。

、 、 、 、そこで 九九を覚えることにやっきになっている子どもたちに 最後にもう一度 かけ算の意味を思い出させ
「かけ算するときは、１あたりの量と分量があるんやな 「かけ算ってこんな時もつかえるんやな」といったこ」
とに気付かせたい。そして、３学期のかけ算の文章題の学習への橋渡しとしたい。
その手だてとして、絵や具体物を見て、自分で１あたりの量を探し出し 「かけ算のおはなしづくり」に取り、

組む。文章題という形には、まったくふれていないので、表現のし方はいろいろであるが 「観覧車の絵を見て、
考えました。どの箱にも２人ずつのっていて、箱が６つあるから全部で人は１２人です 」というように、１あ。
たりの量と分量が入った話を作ることで、かけ算の意味の理解を深め、かけ算が使えるいろんな場面を広げてい
きたい。
そのときに、子どもが自分の興味がある題材を選択すること、行き詰まったときの支援が保障されていること

などを考えて、学年全体のコース学習とすることとした。そして 「絵で考えるコース 「具体物で考えるコー、 」
」 、 （ ） （ ） 。 、ス の大きく２コースを設定し それぞれにＴ１ チェック Ｔ２ ヒント が入るという体制にする そして

それぞれのコースの中でも、課題に難易度をつけて、いろいろな課題にチャレンジできるようにする。また、支
援の体制として、わからなかったとき、すぐに教師との個別学習に入るのではなく、ヒントカードを何段階にも
用意し、まずは自分でじっくり考えることを大事にしたい。さらに、少人数でのグループでの発表、グループで
の発表、そして、のちの「かけ算のお話の本」づくりなどを通して、かけ算の場面理解を深めるとともに、学習
したことが友達どおしの関わりの中で確かめられ、自信につながることを期待したい。

６，学習目標
①１あたりの量を見つけたり、１あたりの言い方で表したりする事から、かけ算の意味を理解する。
②かけ算の式・図の表し方を知る。
③九九の唱え方を知り、正しく覚える。
④九九の有用性を知り、これを活用する。

７，指導計画 （全２７時間）

かけ算 第１次 １あたりの量の学習
第１時 「同じ数ずつ」
第２時 「見本をつくろう」
第３時 「１あたりの量をさがせ」
第４時 「見本のとおりに」
第５時 「全部でいくつ」

第２次 九九の学習
第６・７時 ５の段
第８・９時 ２の段
第１０・１１時 ３の段
第１２・１３時 ４の段
第１４・１５時 ６の段
第１６・１７時 ７の段
第１８・１９時 ８の段
第２０・２１時 ９の段
第２２時 １の段
第２３時 ０の段
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第３次 かけ算のまとめ
第２４～２６時 「かけ算のお話をつくろう」 本時 ／３2
第２７・２８時 習熟
第２９時 テスト

８，本時のねらい
具体物や絵を見て、１あたりの量に注目し、かけ算のお話作りをする。
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９，本時の展開
《具体物のコース》

学習形態 時 間学習活動 指導上の留意点

個別学習 １：３０教室にあるものの中から、全部の量を ・今日の学習の流れを知らせる。
、かけ算の式で表せるものを見つけて、 ・困ったときはヒントカードを見に行くこと

かけ算のお話を作りましょう。 それでも困ったときは、Ｔ２に相談に行くこ
お皿や袋の中に自分で入れてつくる場 とを知らせる。

所もあります。
Ｔ１の支援のポイント

・いちばんはじめにできたものは、Ｔ１に ・１あたりの量がかかれているか。
見せましょう。 ・いくつ分（分量）がかかれているか。

・全部の量がかかれているか （たずねる。
・２つ目からは、どんどん自分でかいてい 文になっていなくてもよい）
きましょう。

・抜けているときは 「もっと詳しく書い、
てほしい」と助言する。

ヒントカード

・ どれで作ったらいいのか分からない」「
→見本が作れる物をさがしましょう。
・ どんなふうにかけばいいの」「
→①１あたりの量を書きましょう。
②いくつ分ありますか
「 」 。③ 全部で という言葉を使いましょう

個別指導

・数が同じ時しか見本が作れない
（お皿とみかんで見本づくりをする）

・１あたりの言い方になおす
・いくつ分あるのか数える
・口で言って確かめてから、文を書く
・見本の文にあてはめて書く

グループ ２：００グループで、できたお話を発表し合い ・全員が一つのお話をつくるまでは待つ。
ましょう。

・話し合いの観点を示す。

・全員が発表したら、いちばん分かりやす ・自分の自慢の作品を１つだけ発表する
いもの、工夫されていると思うものをグル 「○○を見て作りました （読む）。
ープの代表として選びましょう。 どうでしたか 」。

・聞いた人は、どんなところが分かりやす
かったか、工夫されていたか、または、ど
んなふうになおしたらよく分かるのかを一
言ずつ言うようにする。

・Ｔ１・Ｔ２は、話し合いの様子をつかむ。

２：１０
それぞれのグループから、一人ずつ発 ・具体物を参照しながら聞けるようにする。一 斉

表して下さい。
・個別指導した子が発表するときは、その時
の様子をＴ２からみんなに知らせる。

発表をきいて思ったこと、気がついた
とを発表してください。 ・１あたりの量・分量に着目した児童の発言

を使ってまとめをする。

２：２５今日できたお話を集めて、かけ算のお
話の本を作りましょう。
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《絵のコース》

学習形態 時 間学習活動 指導上の留意点

個別学習 １：３０教室にはっている絵の中から、全部の ・今日の学習の流れを知らせる。
、量をかけ算の式で表せるものを見つけ ・困ったときはヒントカードを見に行くこと

て、かけ算のお話を作りましょう。 それでも困ったときは、Ｔ２に相談に行くこ
大きな遊園地の絵の中にも、一場面ず とを知らせる。

つばらばらにかいた絵の中にもあります
Ｔ１の支援のポイント

・いちばんはじめにできたものは、Ｔ１に ・１あたりの量がかかれているか。
見せましょう。 ・いくつ分（分量）がかかれているか。

・全部の量がかかれているか （たずねる。
・２つ目からは、どんどん自分でかいてい 文になっていなくてもよい）
きましょう。

・抜けているときは 「もっと詳しく書い、
てほしい」と助言する。

ヒントカード

・ どれで作ったらいいのか分からない」「
→見本が作れる物をさがしましょう。
・ どんなふうにかけばいいの」「
→①１あたりの量を書きましょう。
②いくつ分ありますか
「 」 。③ 全部で という言葉を使いましょう

個別指導

・数が同じ時しか見本が作れない
（お皿とみかんの具体物で見本づくりを
する）

・１あたりの言い方になおす
・いくつ分あるのか数える
・口で言って確かめてから、文を書く
・見本の文にあてはめて書く

２：００
グループで、できたお話を発表し合い ・全員が一つのお話をつくるまでは待つ。グループ

ましょう。
・話し合いの観点を示す。

・全員が発表したら、いちばん分かりやす ・自分の自慢の作品を１つだけ発表する
いもの、工夫されていると思うものをグル 「○○を見て作りました （読む）。
ープの代表として選びましょう。 どうでしたか 」。

・聞いた人は、どんなところが分かりやす
かったか、工夫されていたか、または、ど
んなふうになおしたらよく分かるのかを一
言ずつ言うようにする。

・Ｔ１・Ｔ２は、話し合いの様子をつかむ。
２：１０

。一 斉 それぞれのグループから、一人ずつ発 ・場面の絵を参照しながら聞けるようにする
表して下さい。

・個別指導した子が発表するときは、その時
の様子をＴ２からみんなに知らせる。

発表をきいて思ったこと、気がついた
とを発表してください。 ・１あたりの量・分量に着目した児童の発言

を使ってまとめをする。

２：２５
今日できたお話を集めて、かけ算のお

話の本を作りましょう。


