
第１学年 算数科学習指導案 
第１学年２組 ２９名 

                               

＜研究主題＞ 主体的に学ぶ児童の育成～読み解く力を高めるチーム学習を通して～ 

 

１ 単元名   ずをつかってかんがえよう （｢たのしいさんすう １年｣ 大日本図書 P１５５） 

 

２ 単元の目標 

 ・順序数や異種のものの数量、求大や求小の場合について、加法、減法の式に表せることを理解する。 

 ・順序数や異種の量、求大や求小の場面について、図に表して数量の関係を捉え、立式の根拠を説明す

ることができる。 

 ・図を用いて数量関係を捉えるよさに気付き、学習に生かそうとすることができる。 

 

３ 単元の評価規準 

知識・技能 
・順序数や異種のものの数量、求大や求小の場合について、加法、減法の式に表

せることを理解している。 

思考・判断・表現 
・順序数や異種のものの数量、求大や求小の場面について、図に表して数量の関

係を捉え、立式の根拠を説明している。 

主体的に学習に 

取り組む態度 
・図を用いて数量関係を捉えるよさに気付き、学習に生かそうとしている。 

 

４ 研究主題に迫るための指導の工夫 

＜視点① 読み解く力を高める＞ 
 〇INPUT(取り出す・読み取る) 
   これまで児童は、問題文を読み取り、提示された数値から立式し、答えを求めてきた。しかし、本

時では解決に必要な数値が問題文には直接提示されていない。そのため、多くの児童が誤った立式と
答えを導き出すことが予想される。そこで、立式後に本時の問題場面を児童が演出して、問題文に書
かれている情報の意味を正しく読み取ることのできる活動を取り入れる。 

 〇THINK(考えをもつ) 
   児童の演出場面を図で表すことで、問題文に書かれた情報を正しくつかむことができることに気

付けるようにする。そして、かいた図をもとに正解を求める式を考えられるようにする。 
〇OUTPUT(伝える) 
  まず、問題文に提示された数値だけでは、正解を求める立式はできないことを伝えられるようにす
る。次に、児童の考えた立式と答えとかいた図を根拠にして伝え合えるようにする。 
 

＜視点② 思考をバージョンアップする＞（練り上げる） 
 ○つなげる 
   まず、これまでの学習問題と本時の学習問題の相違点について考える。次に、本時のように解決に

必要な数値が直接提示されていない学習問題は、問題場面を図に表すことで正しく立式し、答えを求
められることのよさに気付けるようにして、児童の思考をバージョンアップできるようにする。さら
に、本単元を通して図を用いることで分かりやすく問題解決ができたり、自分の考えを分かりやすく
相手に伝えられたりすることのよさを味わうことで、これからもすすんで図を用いて考えようとす
る態度が身に付くようにする。 

〇チーム学習 
ペア学習や学級全体での集団解決を通して、学習問題に対して正しい式はどれであるのかを話し

合い、図を用いて自分の考えを伝え合う場面を設け、解決に必要な数値が直接提示されていない学習
問題の解決方法について練り上げる。また、図を用いて考えることのよさについて話し合えるように



する。 
 

 

５ 単元指導計画 

次 時 〇学習活動 ☆指導の工夫 ◆評価規準 

１ 

１
（
本
時
） 

○前と後ろに並んでい

る人数に１をたす問

題について、図を基

に問題の構造を捉

え、解決する。 

☆解決に必要な数値が直接提示

されていない学習問題は、問

題場面を図に表すことで正し

く立式し、答えを求めること

ができることのよさに気付け

るようにして、児童の思考を

バージョンアップできるよう

にする。 

◆図を用いて数量の関係を捉

えるよさに気付き、学習に生

かそうとしている。 （主） 

◆図をもとに数量の関係を捉

えて立式し、その理由を説明

している。 （思・判・表） 

２ 

２ 

○順序数について、加

法や減法が適用でき

ることを理解し、問

題を解決する。 

☆問題文から図をかくことで、

正しく立式することができる

ことを確認する。 

◆順序数の問題について、図を

基に数量の関係を捉えて立

式し、その理由を説明してい

る。   （思・判・表） 

３ 

○異種のものの量につ

いて、加法や減法が

適用できることを理

解し、問題を解決す

る。 

☆異種のものの数量同士の計算

は、それぞれの図を対応させ

て考えることの大切さに気付

けるようにする。 

◆異種のものの数量の問題に

ついて、図を基に数量の関係

を捉えて立式し、その理由を

説明している。   （思・

判・表） 

４ 

○求大の場面で加法を

適用し、問題を解決

する。 

☆問題文に書いていないことを

想起させることで求大の立式

を立てことができることに気

付けるようにする。 

◆求大の問題について、図を基

に数量の関係を捉えて立式

し、その理由を説明してい

る。    （思・判・表） 

５ 

○求小の場面で減法を

適用し、問題を解決

する。 

☆前時の学習を確認し、想像す

る個数を破線にする図をかく

ことで立式できることに気付

けるようにする。 

◆求小の場面で減法を適用し、

立式して答えを求めている。       

（知・技） 

３ ６ 

○基本的な学習内容を

理解しているかを確

認し、それに習熟す

る。 

☆前時までの問題が自力で解決

できるように様々な場面の問

題に対応できるようにする。 

☆支援が必要な児童は図に表し

て考えたり、理解している児

童は発展問題に取り組んだり

する。 

◆図を用いて数量関係を捉え、

問題を解決している。 

（思・判・表） 

 

 



 

 

６ 本時（１／６時間） 

（１） ねらい 

前後の人数に１を加える問題について、図をもとに数量の関係を捉え、解決することができる。 

（２）展開 

  学習活動 
〇主な発問 ・児童の反応 

☆指導の工夫(視点①②) 
【基礎的読解力の視点】 

◆評価規準 
（観点） 

導
入 

つ
か
む 

１ 本時のめあてをつかむ。 
 

  

展
開 

取
り
出
す 

２ 学習問題を読み、式と答えを求め
る。 

 
 
 
○式はどうなりますか？ 
・３＋４ 
○答えは何人ですか？ 
・３＋４＝７で答えは７人です。 

 
 
 
 
 
☆問題文から解決に必要な数値
を取り出して立式し、答えを求
められるようにする。 

（視点①：INPUT） 

 

読
み
取
る
・
考
え
を
も
つ 

３ 問題場面を児童が演出する。 
○では、実際に問題文の通りに前に並ん
でみましょう。ひろさんが Aさん ひ
ろさんの前に B、C、Dさん ひろさ
んの後ろに E、F、G、Hさんが並んで
ください。 

・B・C・D・○A ・E・F・G・H 
○みんなで何人いますか？ 
・８人です。 
○答えは７人ではなく８人でした。 
○では今の並びを図に表してみましょ
う。ひろさんは●にします。前や後ろ
に並んだ人は○にします。ノートに図
をかいてみましょう。 

 
まえ  うしろ 

 
○○○●○○○○ 

      ひろさん 
 
○では図を基に正しい式と答えをノー
トに書きましょう。 

・４＋４＝８   ・３＋５＝８ 
・３＋４＋１＝８ ・３＋１＋４＝８ 
 

☆本時の問題場面を児童が演出
し、問題文に書かれている情報
の意味を正しく読み取る活動
を取り入れる。 

 
 
 
 
 
☆８人の児童を自席に戻す。 
☆問題文に書かれてあることを
正確に図に表せるようにする。 

（視点①：THINK） 
【イメージ同定】 

◆図をもとに数
量の関係を捉
えて立式し、
その理由を説
明している。
（思・判・表） 

めあて  もんだいのばめんをよみとり、どうすれば正しいこたえがもとめ
られるかをかんがえて、つたえよう。(共書き) 

問題  ひろさんのまえには３人います。うしろには４人います。
みんなでなん人いますか。 



練
り
上
げ
る
・
伝
え
る 

４ はじめにペアでそれぞれの式と答
えを確認して、次に学級全体で伝え
合う。 

○図を基に、自分の考えた式と答えを発
表してください。 

・４＋４＝８   こたえ８人 
・３＋５＝８   こたえ８人 
・３＋４＋１＝８ こたえ８人 
・３＋１＋４＝８ こたえ８人 
 
 
 
５ 既習と本時の問題の違いについて

考える。 
○これまでの問題と今日の問題はどこ
が違いますか。 

・今までは問題文に書いてある数を使 
えば式を作れましたが、今日は問題文
に書かれていない１を使わないと正
しい式を作れませんでした。 

○このような問題の答えを求めるのに
役立ったものはなんですか。 

・図です。 

 
 
 
☆それぞれの式の意味を、図を基
にみんなで考えられるように
する。 

☆問題文に書いてある３と４を
用いた立式を考えられるよう
にする。 

(視点①：OUTPUT) 
(視点②：チーム学習) 

【イメージ同定】 
☆これまでの学習問題と本時の
学習問題の相違点について考
えられるようにする。 

(視点②：つなげる) 
 
 
☆解決に必要な数値が直接提示
されていない学習問題は、問題
場面を図に表すことで正しく
立式し、答えを求められること
のよさに気付けるようにする。
(視点②つなげる) 

◆図を用いて数
量の関係を捉
えるよさに気
付き、学習に
生かそうとし
ている。 

（主） 

ま
と
め 

６ 本時の学習をまとめる。 
○今日のように問題文に必要な数が書
かれていない問題を考えるときには
図をかいてみると正しく求められる
ことが分かりましたね。 

 
 
 
 
 
 
７ 本時の学習を振り返る。 
 

☆本単元を通して図を用いるこ
とで分かりやすく問題解決が
できたり、自分の考えを分かり
やすく相手に伝えられたりす
ることのよさを味わうことで、
これからもすすんで図を用い
て考えようとする態度が身に
付くようにする。 

（視点②：つなげる） 
 
☆時間があれば、適用問題に取り
組めるようにする。 

 

 

                     ただしいしき 

                     ・４＋４＝８ 

                     ・３＋５＝８ 

  ・３＋４＋１＝８ 

〈しき〉 ３＋４＝７           ・３＋１＋４＝８    〈ふりかえり〉 

〈こたえ〉 ７人              こたえ ８人       ・ずをつかうとかんたんになる。 

〈ず〉              ◎いままでのもんだいとちがうところ ・いきなりしきにするのがむずかしい 

まえ   うしろ          ・もんだいぶんにかいていない     もんだいもある。 

○○○●○○○○           かずをつかうところ 

  ひろさん                

まとめ   もんだいのばめんをずに
あらわすと、どんなしきにな
るかが、わかりやすくなる。
（共書き） 

めあて 
もんだいのばめんをよみとり、どうすれ
ば正しいこたえがもとめられるかをか
んがえて、つたえあおう。 

まとめ 
もんだいのばめんをずにあらわす
と、どんなしきになるかが、わかり
やすくなる。 


