
第 1学年 算数科学習指導案

日時 2021 年 １月 22日(金)第５校時

児 童 １年１組（25名）

指導者 速渡 恵理

(1)単元名 「たしざんとひきざん」

(2)育成する資質・能力

(3)教材について

児童はこれまでに，合併や増加の場面では加法が用いられること，求残や求補，求差の場面では減法

が用いられることを学習している。そこでは，集合数の学習を基盤として，算数ブロックを用いた操作

を通して加法と減法の意味をとらえさせてきた。

本単元では，新たに順序数を含む加減法，異種の数量を含む加減法，求大や求小の場面の加減法を学

習し，加法や減法の意味を拡張しながらその理解を深めさせていく。そして，その学習過程においては，

数量の関係を図に表すことで，問題文に表記されていない数量をとらえて立式できるという「数量関係

を図に表すよさ」を感じ取らせたり，式をもとに見方や考えを伝え合う活動を通して，「算数の言葉」と

も言われる「式の働き」に気づかせたりしていく。本単元で行われる，数量の関係を図に表す活動や図

をもとに立式の根拠を考えたり説明したりする活動，図と関連付けて式を読む活動は，これからの算数

の学習の根幹をなすものであり，丁寧な指導が必要である。

ここで育成される資質能力は，第２学年の２位数の加法及びその逆の減法や乗法などの考察に生かさ

れるものである。

(4)単元の目標

○順序数や異種の数量を含む加減の場面，求大や求小の場面についても加減計算が適用できることを理

解し，数量の関係を図に表し計算の意味を考える力を養うとともに，加減の意味を図に表して考えた

過程を振り返り，そのよさを感じ，今後の学習に活用しようとする態度を養う。

知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力，人間性等

(ア)加法及び減法の意味につい

て理解し，それらが用いられる

場合について知ること。

(イ)加法及び減法が用いられる

場面を式に表したり，式を読み

取ったりすること。

(ア)数量の関係に着目し，計算の

意味や計算の仕方を考えたり，

日常生活に生かしたりするこ

と。

○身の回りの数量に関する問題

解決を通して，算数で学んだこ

とのよさや楽しさを感じなが

ら学ぶ態度を養う。

【本時における「考え表現し，高め合う子ども」】

具体的な場面を数量の関係に着目して図に表し，問題の構造をとらえて式に表現したり，式をもと

に友だちの考えを図と関連付けて説明したりすることを通して問題解決能力を高める子ども。

１ 単元について

めざす子どもの姿



(5)単元の評価規準

本学級の児童は，課題解決の際，算数ブロックを操作したり，ホワイトボードを用いて考えをかいた

りすることに進んで取り組むことができるようになってきた。また，操作したことを言葉や式に表すこ

とにも慣れてきた。しかし，学び合いの場面では，発表することへの意欲がある児童と，自信がないせ

いか自分の意見をみんなの前で発表したがらない児童との差が見られる。そこで，ペアで考えを交流さ

せて自分の考えに自信をもたせるとともに，友だちに考えを伝える経験を重ねさせる中で勇気を出して

一歩を踏み出した児童を褒めたり励ましたりすることを通して「考え表現し，高め合う子ども」へと高

めていきたい。

11 月に行ったレディネステストの結果をみると，「求差の文章問題」を解くことができた児童は 100％，

「集合数（５ひき）と順序数（５ひきめ）」の違いを理解できている児童は 92％であった。計算につい

ては，「１位数＋１位数の加法（繰り上がりあり）の計算」の正答率は 92％，「10いくつ－１位数の減法

（繰り下がりあり）の計算」の正答率は 79％であった。正答率は比較的高い数値を示しているが，中に

は指やブロックを使わないと計算ができない児童が数名おり，今後も継続して計算練習を行っていく必

要がある。未習内容である「異種の数量について減法を適用する問題」では，24 名中 17 名の児童が正

答であった。一方で，７名の児童は，問題の意味を考えず，問題文の数値のみを見て立式していた。そ

のため，課題解決の際は，一つひとつの言葉を理解できているかどうかを確認しながら，大切な部分に

線を引いたり，絵や図に言葉を書き入れたり，丸で囲んだりして題意をとらえさせていきたい。

また，本校では，数量の関係を図に表して問題解決に生かそうとする児童は，高学年になるほど少な

くなってくる。それに加えて，どのような図に表せばよいのか分からず立ち止まってしまう児童も多い。

式を読む活動についても，平成 31 年度全国学力・学習状況調査問題「1(3)」の正答率は 41.5％(県 44.6％，

全国 43.9％)であり，式から考えをとらえて説明することに弱さがある。そこで，低学年から数量関係

を図に表す活動を仕組み，図に表すよさを感得させていくことや，式と図，言語を関連させながら見方

や考えを互いに伝え合う活動に段階的・継続的に取り組んでいく必要がある。

(1)指導にあたって

本単元では，加法や減法が用いられる場面を拡張していく。順序数と集合数が混在した場面や異種の

量と同種の量が混在している場面を取り上げ，数量の関係を図に表すことによって「順序数」を「集合

数」に，「異種の量」を「同種の量」に置き換えることができることに気づかせて，加法や減法が適用で

きることを見出させるようにする。その学習の過程では，図に表すと「みえていなかったものがみえて

くる」というよさを感じ取らせて，「図に表して考えよう」という思いをもたせていく。また，これから

の算数の学習において重要な活動となる「数量の関係を図に表す」活動や「図をもとに立式の根拠を考

えたり説明したりする」活動，「図と関連付けて式を読む」活動を丁寧に扱いながら，思考力，表現力を

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学びに向かう態度

○順序数や異種の数量を含む加

減の場面，求大や求小の場面も

加減の式に表せることを理解

し，問題を解決することができ

る。

〇数量の関係に着目し，順序数や

異種の数量を含む加減の場面，

求大や求小の場面を図や式に

表して考え，表現している。

○順序数や異種の数量を含む加

減の場面，求大や求小の場面を

図に表して問題を解決した過

程や結果を振り返り，そのよさ

や楽しさを感じながら学ぼう

としている。

２ 子どもの実態

３ 単元デザイン

※当日の指導案に載せます。



育んでいきたいと考えている。

指導にあたっては，教科書で第１時に扱う「順序数についての加法や減法の意味と計算の仕方を考え

る」を第４時に扱う。これは，教科書の第１時と第５時がどちらも「人が並んでいる場面」を扱う問題

であり，連続して扱った方が子どもにとって取り組みやすくなるのではないかと考えたからである。ま

た，本単元で導入する「○」を用いた図は絵などと比べて抽象度が上がるため，必要に応じて具体物や

算数ブロックを用いた学習と組み合わせながら段階的な指導を踏んでいくようにする。その際，色や記

号の配置など数量の関係を的確に表そうとする工夫を価値付けて全体に広げていきたい。そして，図を

もとに立式の根拠を考えたり説明したりする活動，図と関連付けて式を読む活動などを丁寧に扱う。な

ぜなら，本単元で扱う問題は，「縄跳びに使っている跳び縄が５つ（第１時）」「どんぐりと同数のまつぼ

っくりが７個（第２時）」「えりさん＝１人（第５時）」など，問題解決に必要な数量が問題文に表記され

ていない。そこで，数量の関係を算数ブロックや「○」を用いた図に表現させることで数量の関係を可

視化し，順序数を集合数に，あるいは異種の数量を同種の数量に置き換える必要があることに気づかせ

ていく。そして，式を読む活動を取り入れて，数値の意味を図と関連付けて説明させることを通して理

解をより確かなものとしていく。図の指導にあたっては，絵や写真の一部分を見せて図に表す必要感を

もたせたり，「できそうだ！」と思わせるために図の続きをかかせるようにしたりして，図をかく活動が

より主体的に行われるようにしていく。そして，図に表すことで問題文に示されていない数値が見えて

きたり立式しやすくなったりするなど，数量関係を図に表すよさを感じ取らせていきたい。

第１時では，異種の数量を含む加法(跳び縄の数と人数)・減法(けん玉の数と人数)について学習する。
まず，問題文をもとに，跳び縄と人との数量関係を算数ブロックなどの半具体物で表現させる。ここで，

算数ブロックの色を変えている子や配置を工夫している子を取り上げるようにする。その思いをもとに

数量の関係を図に表すことによって，跳び縄と人，ケン玉と人とを１対１対応させながら「異種の量」

を「同種の量」に置き換えることができることに気づかせて，加法や減法が適用できることを見出させ

るようにする。ここでは，算数ブロックで表した数量の関係をもとに，異種の数量は異なる記号で表す

ことを確認してノートに図をかかせるようにする。

第２時では，求大(大小２つの数量があり，小さい方の数量と２つの数量の差から大きい方の数量を求
める)，第３時では，求小(大小２つの数量があって，大きい方の数量と２つの数量の差から小さい方の
数量を求める)を学習する。ここでも，算数ブロックを用いて問題場面を表させ，色を変えたり置き方を
工夫したりしている子を取り上げ，問題文中の数値にあたるブロックをどこに置けばよいのかをみんな

で考えながら数量の関係を可視化していく。そして，図に表したときに「多い部分はどこかな」「少ない

部分はどこかな」などと問いながら，２量の関係が分かりやすくなるように印や数値を書き込むように

する。図に表すことで，どんな式になるのかわかるというよさも実感させたい。求大の場面では１対１

対応させて置き換えたり，求小の場面では図を基に２つの数量の関係をとらえたりすることで演算の根

拠を説明できるようにしたい。また，求大と求小は逆の関係であり，「ＡはＢより３個多い」（求大）は，

「ＢはＡより３個少ない」（求小）と表すことができる。図を基に考察させることで，このような関係に

も気づかせたい。そして，図を基に，立式したり，その根拠を図に戻って説明したりする活動を大切に

していく。

第４時では，順序数を含む加法・減法について学習する。教科書では，第１時に扱われている内容で

ある。前時までは２列に表すと分かりやすい図を扱ってきたが，ここでは１列に並んでいる場面を図に

表させる。まず，問題文をもとに算数ブロックを使ってえりさんの位置を確認させる。それをもとに，

「○」を用いた図に表現できるようにしていく。そして，図をもとに「Ａ番目までにＡ人いる」ことを

確かめることで，順序数（Ａ番目）を集合数（Ａ人）に置き換えることができ，既習の計算が適用でき

ることを理解させる。



第５時（本時）は，式を読む活動に重点をおく。式をもとに友だちの考えを読み取り，図と関連させ

ながら説明する活動を通して式を読む力を育んでいく。まず，子どもが興味をもって学習に取り組める

ように映画館で列に並んでいる場面を問題として取り上げ，「えりさんの前に４人，後ろに３人」という

条件から「７人？８人？どっちかな？」という問いを引き出す。そして，写真を使って「全部で８人」

であることを明らかにさせ，「どうして８人になるのかな？図と式を使って説明しよう」というめあてを

確認する。あらかじめ答えが８人であることを明らかにするのは，式を読む活動を重視するためと，答

えが８人になるという見通しをもたせることで考えを式に表す活動に主体的に取り組めると考えるから

である。式を読む活動では，今回は数値の意味を図と関連させながら説明する活動を重視する。例えば，

「５＋３＝８」の５の意味を「４＋１＝５」と「式」で表したり「えりさんの前の４人とえりさんで５

人」と「言葉」で表現したり，あるいは「○○○○●」と「図」で表現したりさせながら，見方を広げ

たり考えを確かなものとしたりするとともに，式を読む力を育んでいく。

(2)指導計画（全５時間扱い）

時 主な学習内容 主な学習評価(めざす子どもの姿) 見方・考え方

１ ○異種の数量について加法や減法の意

味と計算の仕方を考える。

知・技異種の数量の場合について，図によ

る１対１対応で同種の数量としてとら

え，加減の意味を拡張し問題を解決する

ことができる。 （観察・ノート）

２ ○求大の場合についての，加法の意味

と計算の仕方を考える。

知・技求大の場合について，図から数量の

関係を読み取り，加法の式に表して解決

することができる。 （観察・ノート）

３ 〇求小の場合についての，減法の意味

と計算の仕方を考える。

知・技求小の場合について，図から数量の

関係を読み取り，減法の式に表して解決

することができる。 （観察・ノート）

４ ○順序数について加法や減法の意味と

計算の仕方を考える。

知・技順序数を含む場面も加減法の式に表

して問題を解決することができる。

（観察・ノート）

思判表図を用いて，順序数を含む計算の仕

方を考え，説明している。

（観察・ノート）

５

本

時

○数量の関係を図に表して問題を解決

したり，式から友だちの考えを読み

取り図と関連付けて説明したりす

る。

思判表数量関係に着目して，図を用いて問

題の解決の仕方を考え，式や言葉を用い

て説明している。 （観察・ノート）

態 度図に表して問題を解決した過程や結

果を振り返り，そのよさに気づいている。

（観察・ノート）

【本単元終了時のめざす子どもの姿】

順序数や異種の数量を含む加減の場面，求大や求小の場面を数量関係に着目して図に表し，図をもと

に考えを式に表して意味を説明したり，式から友だちの考えを読み取り図と関連させて説明したりする

ことを通して，数量の関係を図に表すよさを感じ取り，学んだことを今後の学習や生活に活用しようと

する子ども。

操
作
や
図
を
も
と
に
数
量
の
関
係
に
着
目
し
、
計
算
の
意
味
や
計
算
の
仕
方
を
考
え
る



(1) 目標

○問題場面を図に表して問題の構造をとらえ，式と図を関連させながら考えを説明することができる。

(2) 評価規準

【思判表】・数量関係に着目して，図を用いて問題の解決の仕方を考え，式や言葉を用いて説明して

いる。(観察・ノート）

【態 度】・図に表して問題を解決した過程や結果を振り返り，そのよさに気づいている。

(観察・ノート）

(3) 準備物

図 算数ブロック ホワイトボード 掲示物 児童の写真

(4) 仮説検証に向けた手立て・働きかけ

４ 本時の指導 ５/５時間

○子どもが興味をもって学習に取り組むことができる問題場面の設定

どの子もが興味をもって学習に取り組むことができるように，身近な生活の中から問題場

面を設定する。本時は映画を観るために，学級の友だちや先生が映画館で列になって並んで

いる場面を問題として本時の学習に繋げていく。

○答えの数を明らかにしておくことで活動に見通しをもたせる

問題文を提示し，「全部で何人ですか？」と問うと，多くの子は問題文の数値をそのまま用

いた「４＋３＝７」と答えるだろう。しかし，中には文意を読み取り「８人」と答える子も

いるだろう。この違いに気づかせることで「７人？８人？どっちかな？」という問いを生じ

させ，「はっきりさせたい！」という思いをもとに主体的に取り組む姿を引き出していく。こ

こでは，問題文をもとに写真や算数ブロックを用いて場面を表現させながら「全部で８人」

であることを明らかにさせる。そして，「どうして８人なのかな？式と図を使って説明しよう」

というめあてへとつなげていく。「８人」という結果と算数ブロックで場面を表現させておく

ことで，どの子も見通しをもって課題解決に取り組めるようにしていく。

〇式を読む活動で，子どもの見方や考えを積極的に褒めたりみんなで認め合ったりすること

で進んで表現しようとする姿を引き出す

式を読む活動を取り入れる。そこでは複数の式を取り上げて自分とは異なる考えに出会わ

せることで「どんな考えなのかな？知りたい！」という思いを生じさせる。そして，例えば，

「５＋３＝８」の「５」の意味を「４＋１＝５の『５』」「えりさんの前の４人とえりさんを

合わせて『５』人」「前から５番目の『５』」「○○○○●の『５』」など「式」「言葉」「図」

などの算数的表現を用いて多様に表現させるようにする。このような表現を積極的に褒めた

りみんなで認め合ったりしていくことで，進んで表現しようとする姿を引き出していく。

≪主体的な学びをつくる≫ための手立て・教師の働きかけ



○数値の意味を式や図と関連させて説明させながらどの子も考えを深められるようにする

式を読む活動では，数値の意味に焦点を当て，式や図，言語による説明を互いに関連付ける

ことで，子どもの見方を広げ，考えを確かなものとしていく。

T：全部で何人かな？
C：４人と３人だから４＋３で７人！？
T：なるほど！写真で確認してみようか。
C：えりさんの前に４人だから…４人並べたよ。
C：えりさんの後ろに３人だから…３人並べたよ。
T：これで７人って分かったね。
C：あれ！？えりさんがいないよ！
C：本当だね！ここにえりさんがいるんだよ。
C：あれ？だったら全部で８人だ！
C：問題文には４と３しかないのに…。どんな式になるのかな…。

T：４＋１＋３や４＋３＋１の「＋１」って何かな？問題文にはなかったよね！？
C：それは，えりさんの１だよ。
T：図のどこを見たらいいかな？
C：前に４人いて，えりさんがいて，後ろに３人だよ。色を塗ると分かりやすいよ。
C：図を見ると，見えなかった１がはっきりわかったよ。
T：「５」っていう数字も問題になかったよね！？
C：それは，前の４人とえりさんをたして５人っていう意味だよ。
C：それぞれの式やたす順番が違うね。でも，答えは同じだよね。
C：式を見ると友だちの考えが分かったよ。

・式から友だちの考えがわかったよ！

・図に表すと，問題文にはない数が見えてきたよ！図って便利だね！

≪協働的な学びをつくる≫ための手立て・教師の働きかけ

どうして８人になるのかな？図と式を使って説明しよう。

４＋３＋１＝８ ４＋１＋３＝８ ５＋３＝８

＝

４＋４＝８

＝

○○○○●〇〇〇

４ １ ３

○○○○●〇〇〇

４ １ ３

○○○○●〇〇〇

４ ４

まず，前にいる

４人，次に後ろの

３人，そして，えり

さんの１をたして

８人です。

まず，前にいる

４人，次にえりさ

んの１，そして，

後ろの３人を足

して８人です。

まず，前に４人いま

す。次にえりさんの１

と後ろの３人を足して

１＋３で４人。そして，

４＋４で８人です。

まず，前の４人とえ

りさんの１を足して４

＋１＝５。次に５人と

後ろの３人を足して

５＋３で８人です。

どんな考えかな？

○○○○ 〇〇〇

４ ３

４＋３＝７

○○○○● 〇〇〇

５ ３

前に ４人いま

す。後ろに３人並

んでいます。で

も，えりさんがいな

いことになるよ！



１．問題場面を捉える

※問題文を提示して，分かっている

数・聞かれていることを確認する。

Ｃ：４＋３で７人です。

Ｃ：問題文に４と３があるから７人！

Ｔ：なるほど！写真で確認してみる？

※並んでいる様子の写真を提示して場

面のイメージをもたせる。

Ｃ：えりさんの前に４人並んでいるか

ら４人貼りました。

Ｃ：後ろに３人だから３人貼ります。

Ｃ：あれ！？数えてみると８人だ！

※問題文に返ることで，「えりさんの前

に・後ろに」という意味を確かめる。

Ｔ：問題には前に４人，後ろに３人っ

てあるよ？おかしいね。前に４人…

Ｃ：前に４人いて，えりさんがいるよ。

Ｃ：前から５番目とも言えるよ。

Ｔ：なるほど！いろいろな言い方がで

きてすごいね。後ろの方は？

Ｃ：後ろには３人並んでいるんだよ。

えりさんがいて，それから３人。

Ｔ：じゃあ全部で８人ってことがわか

ったよね。式で表せそう？

Ｃ：「全部で」だからたし算だよね。

Ｃ：どんな式になるんだろう？

Ｃ：これまでみたいに図も使えそう。

２．図を使って，式を考える

※自力解決が難しい児童には，図を囲

んだり数値を書き込んだりするよう

助言する。

４．まとめる

※図を使うことで，場面を

正確にとらえ，立式でき

ることや意味を説明で

きることを確認する。

５．適用問題に取り組む

※正しい図を選択させ，式

について説明する。

Ｃ：３＋３だと，りかさん

が並んでいないことに

なるから違うよ。

Ｃ：じゃあ○いの図だね。

Ｃ：色をつけるといいよ。

Ｃ：３＋１＋３＝７だよ。

Ｃ：前の３人，りかさん，後ろ

の３人を順にたしている。

Ｃ：私は４＋３＝７だよ。

Ｃ：前の３人とりかさんで

４。その４に後ろの３人

をたして４＋３だね。

６．学習を振り返る

Ｃ：図を使うと，問題には

ない１が見えたよ！

Ｃ：図を使うと考えがわか

って，説明できたよ。

Ｃ：式が違うと考え方が違

うし，式から友だちの考

え方がわかったよ。

態度 上に記載

① １１－２

② １４－５

③ １７－８

(5)板書計画と展開

３．学び合う

(1)式についてペアで説明し合う

※図を用いて説明させながらどん

な順序で計算したのかを確認さ

せる。

(2)式を読み友だちの考えを説明

する

※図と関連付けて説明させながら

数値の意味を明らかにさせる。

※４＋３や５＋３については「え

りさんはどこにいるの？」と問

い，位置を図で確認させながら

＋１の必要性や５＝４＋１であ

ることなどに気づかせていく。

Ｔ：どんな式になったのかな？

Ｃ：４＋１＋３＝８です。…①

Ｃ：４＋３＋１＝８です。…②

Ｃ：５＋３＝８です。

Ｃ：４＋３＝７です。

Ｃ：あれ？式がそれぞれ違うね！

Ｔ：それぞれどんな考えかな？図

を使って説明できるかな？

Ｃ：①はえりさんの前の４人，えりさ

ん，後ろの３人を順にたすよ。

Ｃ：②はえりさんの前に４人，後

ろに３人，最後にえりさんをたし

て８人ということになります。

Ｃ：４＋３は…。えりさんがたさ

れていないよ。

Ｔ：ということは「＋１」の１は？

Ｃ：えりさんの１だよ！

Ｔ：図ではどこにいるの？

Ｃ：図の色を塗ったところだよ。

※図の中に，数値や言葉を書き込

んでいる児童を紹介し，認める。

※誤答も扱い，問題文の数値だけ

で立式できないことを確認する。

思判表 上に記載

○問いをもつ

○自分なりの考えをもつ

○見方・考え方を共有する

○比較・検討し，ねらいにせまる

○まとめる

○適用・活用する

どうして８人になるのかな？

図と式を使って説明しよう。

りかさんのまえに３人な

らんでいます。うしろに３

人ならんでいます。

ぜんぶで何人ですか。

○あ○○○○○○

○い○○○○○○○

ずと式から友だちのかんが

えがわかったよ。

えいがかんに人がならんでいます。

えりさんのまえに４人ならんでいま

す。えりさんのうしろに３人います。

ぜんぶでなん人ですか。


