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第３・４学年 算数科学習指導案
（３学年） （４学年）

１．単元名 あまりのあるわり算（本時６/８） １．単元名 面 積（本時６/１３）

２．単元について ２．単元について

「８ わり算」では、乗法九九を１回適用して 児童はこれまで、長さ、かさ、重さの量の概念

わりきれる場合の除法を、等分除・包含除に分け とその数値化を学習してきている。本単元では、

て考え、答えを九九で求める学習をしてきた。本 まず直接比較、間接比較の広さ比べを通して、面

単元では、あまりのある（わりきれない）除法に 積の概念の形成とその表し方を学習する。次に、

ついて学習し、わり算の意味を拡張していくこと 面積の単位である㎠を知らせるとともに、二次元

になる。 的な広がりを表す面積も、他の量と同様に、１㎠

本単元の指導でまず留意したい点は、あまりの のいくつ分で表せることを理解させていく。その

意味やあまりの大きさについての十分な理解であ 上で、長方形と正方形の求積公式を理解させ、こ

る。除法では、除数分を取れるだけ取る、つまり れらを適用して図形の面積を求められるようにし

分けられるだけ分けた中で残ったものがあまりで ていく。また、大きな面積の単位として、㎡、㎢

あると定義され、あまりはいつも除数よりも小さ についても扱う。

くならなければいけない。それを理解させるため 本単元の指導では特に３つの点に留意していき

に、半具体物を操作させる活動を通して、あまり たい。１つ目は普遍単位の必要性である。任意単

について適切に処理できるように進めていく。ま 位では広さ比べが困難になる活動を通して、１㎠

た、第２次にある答えの確かめに躓くことが予想 で比べるよさを実感させたい。２つ目は、本単元

される。割り切れる場合の確かめから始め、その で初めて出る公式の扱い方である。長方形、正方

後にあまりの扱い方をアレイ図を用いて指導して 形の求積に対して一般化された公式の意味を確実

いきたいと考えている。 に理解させ、この後の自ら公式を導き出す学習に

単元全体を通して、半具体物を用いた算数的活 つなげていきたい。最後は、本時の学習場面であ

動で分かったことを、絵や図で表し、考えを発表 る、複合図形の求積である。この問題は学力テス

できるように支援していきたい。 トでも頻繁に取り上げられるが、正答率が低い問

本時は第６時で、わり算のあまりの処理の問題 題である。複合図形を分解して考える方法、全体

である。あまりの処理は、日常生活で実際に用い から部分を引いて考える方法等あるが、どの考え

る場面が多いので、統合小学校の学級での問題場 方も複合図形を長方形や正方形にして考えるとい

面を学習素材とし、解決の必要感を持たせたい。 うことを確実に身につけさせたい。

また、あまりの処理を図を用いて考えさせ、あま そこで本時では、①長方形や正方形に分解する、

りの分を切り上げる理由について理解させていき ②全体から部分を引く積、③等積変形の３つの方

たい。さらに、あまりを切り捨てる問題にも取り 法で求積できる複合図形に取り組ませる。いずれ

組ませ、問題に合わせた答えの出し方についても も「長方形」や「正方形」にすると解決できるこ

理解を深めたい。 とを見通しの段階でしっかり押さえ、自力解決さ

せていきたい。

３．児童について ３．児童について
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（事前調査の結果 ３年生）

１．下の問題に答えましょう。 児童の解答

（１）水そうに金魚が５６ひきいます。友だちに２８ひきあげました。今 （１）５６－２８＝２８

水そうには何びきいるでしょう。 答え ２８ひき

（２）１パックに７こ入っているみかんを８パック分箱に入れました。箱 （２）７×８＝５６

の中のみかんは何こでしょう。 答え ５６こ

（３）公園でたくさんの人が遊んでいました。お昼になったので２２人帰 （３）２２－１９＝３

りました。のこった人は１９人です。さいしょに何人いたでしょう。 答え ３人

（４）７人乗れる自動車があります。４２人の人が全員乗るには自動車は （４）４２÷７＝６

何台ひつようでしょう。 答え ６台

２．問題に答えましょう。また、問題に合った図もかきましょう。

（１）２４このくりがあります。６人で同じ数ずつ分けると、一人分はい

くつになるでしょう。 式 ２４÷６＝４

答え ４こ

（２）１５このいちごがあります。３こずつ分けると何人に分けられるで

しょう。 式 １５÷３＝５

答え ５人

３．４２÷７になる問題を２つつくりましょう。

①４２このアイスがあります。７人で分けると何こになるでしょう。

②４２このいちごがあります。７こずつ分けると何人に分けられるでしょう。

４．問題に答えましょう。

（１）２６このケーキを６人に４こずつ分けると、何こあまるでしょう。

図にかいて考えましょう。

（２）３１このビー玉を５こずつ分けると、何人に分けられるでしょう。

図にかいて考えましょう。
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（事前調査の結果 ４年生）

１．２まいの折り紙があります。広さをくらべるにはどのような 児童の解答

方法が考えられますか。 ・重ねる。

・周りの長さを測る。

・中に四角をかく。

あ い

２．一番広いものはどれでしょう。また、その理由も答えましょう。 い・え

あ え

か い・えの中にある□の数を数

えて決めた。

う

い

き

お

３．おはじきの数を計算で求めましょう ①４×５＝２０

① ○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

② ○○○ ②３×３＝９

○○○

○○○

③ ○○○○○ ③・５×７＋３×３＝４４

○○○○○ ・３×８＋４×５＝４４

○○○○○ ・８×４＋８×３－３×４＝４４

○○○○○

○○○○○○○○

○○○○○○○○

○○○○○○○○

④ ○○○○○ ○○○○ ④・７×５＋４×７＋３×３＝７２

○○○○○ ○○○○ ・３×１２＋４×５＋４×４＝７２

○○○○○ ○○○○ ・５×７＋４×７＋３×７－４×３＝７２

○○○○○ ○○○○ ・４×１２＋３×１２－３×４＝７２

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

４．□に入る数字を書きましょう。

①１ｍ＝□ｃｍ ①１００

②１ｋｍ＝□ｍ ②１０００
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４．単元の目標及び評価規準

（３年生）あまりのあるわり算

【目標】

（１）あまりのあるわり算の計算のしかたを知り、日常生活の中で積極的に使っていこうとする意欲を

もつ。

（２）乗法九九を１回適用する除法（包含除、等分除）で、あまりのある場合の意味とその計算方法に

ついて理解する。

（３）除法のあまりの意味や、あまりと除数の大小関係について理解する。

（４）あまりのある除法の確かめ方を、具体的な場面に基づいて理解する。

（５）あまりのある除法を適用する場面で、あまりの処理のしかたを理解し、問題を解決することがで

きる。

単元の評価規準 評価場面（方法） 具体的評価目標

【関心・意欲・態度】 ・具体的な操作を通して、余りの 知① 「余り」の意味、余りと除

①余りのある除法計算を用いる場 ある除法場面もあることを理解 数の大小関係、および余りの

合でも、余りのない除法計算と する場面。 ある除法計算の仕方を理解す

同様に問題解決に活用しようと （行動観察・発言・ノート） る

する。

・問題場面から立式し、答えの求 考① 余りのない除法をもとに、

【数学的な考え方】 め方を考える場面。 余りのある場面の除法でもか

①余りのない除法をもとに、余り （発言・ノート） け算九九を用いて答えの求め

のある場合の除法でも、乗法九 方を考えることができる。

九を用いて答えの求め方を考え ・余りのある場合の計算方法につ 表① 余りのある除法計算がで

ることができる。 いて、確かめの仕方を理解する き、答えの確かめをすること

②問題場面によって余りの処理の 場面。 ができる。

仕方を工夫することができる。 （発言・ノート）

・余りのある除法計算の問題場面 関① 余りのある除法計算を用い

【表現・処理】 を解決する場面。 る場面でも、余りのない除法

①余りのある除法計算ができ、答 （発言・ノート） 計算と同様に問題解決に活用

えの確かめをすることができ しようとする。

る。

②余りのあるわり算を数学的な問 考② 問題場面によって余りの処

題の解決や日常生活に適切に用 理の仕方を工夫することがで

いることができる。 きる。

【知識・理解】 表② 余りのあるわり算を数学的

①「余り」の意味、余りと除数の な問題の解決や日常生活に適

大小関係、及び余りのある除法 切に用いることができる。

計算の仕方を理解する。

（４年生）面積

【目標】

（１）面積の概念や求め方について理解し、日常生活の中で進んでそれらを活用しようとする意欲を持

つ。

（２）広さ比べを通して、「面積」の用語とその概念や表し方を理解する。

（３）面積の単位㎠を知り、方眼に表されたいろいろな形の面積を求めたり、与えられた面積になるい

ろいろな形をかくことができる。

（４）長方形や正方形の面積を計算によって求める方法を理解し、それらを求積公式としてまとめ、実

際の場に適用することができる。

（５）公式を適用して、複合図形の面積を求めたり辺の長さを求めたりすることができる。

（６）大きな面積の単位として㎡、㎢などがあることを知り、１㎡＝１００００㎠、１㎢＝１００００

００㎡の関係を理解し、測定する対象に応じて単位を選ぶことができる。

単元の評価規準 評価場面（方法） 具体的評価目標

【関心・意欲・態度】 ・長方形と正方形の広さの比べ方 考① 広さも長さやかさと同じよ

①面積の大きさを数値化して表す を考える活動を通して、単位と うに単位となる大きさを決め、数

便利さや面積の公式の有用性に なる大きさを決め、数値化する 値化して比べる方法を考えること

気付き、進んで用いようとする。 必要性に気付く場面。 ができる。

②正方形、長方形の面積の公式を （発言・行動・ノート）

作り出そうとする。 ・面積の単位「㎠」について知り、知① １㎠のいくつ分かで面積が

１㎠の正方形の数により正方形や 求められることを理解する。

長方形の面積を表す場面。
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【数学的な考え方】 （発言・ノート）

①面積を比べる時に、既習の長さ ・長方形、正方形の面積を計算で 考② 辺の長さに１㎠の正方形の

やかさなどの考えを基にして、 求める方法を考え、公式をつくる 辺がいくつ含まれるかに着目し

普遍単位の必要性に気付き、面 場面。 て、長方形や正方形の面積の求め

積を数値化して考えることがで （行動観察・ノート） 方を考えることができる。

きる。 ・公式を用いて、長方形や正方形 表② 長方形、正方形の面積の公

②単位となる大きさを基にして、 の面積を求めたり、辺の長さを求 式を活用することができる。

長方形や正方形の面積の表し方 めたりする場面。

を考えたり、公式をつくり出し （発言・ノート）

たりすることができる。

・複合図形の面積の求め方を考え 関① 公式を活用できる長方形や

【表現・処理】 る場面。 正方形に分割などして面積を求め

①正方形、長方形について、必要 （発言・ノート） ようとする。

な辺の長さを測るなどして、公

式を用いて面積を求めることが 考② 複合図形の面積を求める際

できる。 に公式の使える形に分割するなど

工夫することができる。

【知識・理解】

①単位のいくつ分かで面積を表す

ことと面積の単位（１㎠）の意 ・教室や体育館の面積を調べる活 知③ １㎡がどれくらいの広さな

味について理解する。また、面 動を通して、大きな面積の単位を のかの感覚を持つ。

積の単位「㎡」「㎢」について 知る場面。

知る。 （発言・ノート）

②必要な辺の長さを測ることによ

り、正方形・長方形の面積が計

算によって求められることを理

解する。

③身の回りにある具体物の面積の

大小をとらえるなど、面積の大

きさについての豊かな感覚を持

つ。

５．指導と評価の計画

（３年生） ８時間

次 ねらい・学習内容 時 小単元毎の具体の評価規準など

１ 単元の構成を知り、あまりのある除法の 《関心・意欲・態度》

学習に見通しと意欲を持つことができる。 １ ・学習計画を立てて、見通しと意欲を持つことがで

次 ・学習の計画を立てる。 きる。 （発表や作業の様子観察）

乗法九九を１回適用する除法（包含除） 《意欲・関心・態度》

で、あまりの意味と計算方法がわかる。ま ・除法で解決する場面を見出したり，進んで除法

た、除法のあまりと除数の大小関係がわか を使おうとする。

２ る。

・乗法九九を１回適用する除法（包含除）２ 《数学的考え方》

で、あまりのある場合の答えの求め方 ・除法が用いられる場面で，根拠を明確にして立

を半具体物を用いて理解し、除法の式 式したり，立式した式の意味を説明したりする。

次 に表す。 ・わり切れない除法計算のしかたを既習のわり切

・「わりきれない」、「わりきれる」など れる場合と結びつけて考える。

の用語とその意味や、あまりは常にわ

る数より小さくなることを理解する。 《表現・処理》

等分除の場面においてもあまりの意味が ・除法が用いられる場面で除法の式表示ができる。

わかり、立式して、その答えを求めること ・あまりのある除法の計算ができる。

ができる。 ・あまりのある除法計算の確かめができる。

・乗法九九を１回適用する除法（等分除）

で、式に表し、あまりのある場合の答 １ 《知識・理解》

えの求め方を理解する。 ・あまりのある除法の意味と計算のしかたがわか

・あまりについて調べ、あまりは常にわ る。

る数よりも小さくなることを確実に理 ・「わりきれる」，「わりきれない」の用語の意味

解する。 が分かる。

あまりのある除法の確かめのしかたがわ ・あまりの意味やあまりと除数の大小関係がわか

かり、確かめをしながら正確に計算できる。１ る。



- 15 -

・あまりのある除法の確かめを半具体物 ・あまりのある除法の確かめ方がわかる。

を用いて理解する。

あまりのある除法を適用し、問題場面に 《数学的考え方》

即してあまりの処理のしかたを考え、問題 ・あまりの処理の必要な問題解決の場で，根拠を

を解決することができる。 １ 明確にしてあまりの処理をする。

・あまりが出た場合には、問題場面に即 ( 《表現・処理》

３ してあまりを繰り上げたり、切り捨て 本 ・あまりのある除法を適用する場で，あまりを適

たりする処理の仕方に気づき、問題を 時 切に処理することができる。

次 解決することができる。 ) 《知識・理解》

・あまりのある除法を適用する場で，あまりの処

理のしかたがわかる。

４ 学習したことを生かして、問題を解決す 《関心・意欲・態度》

次 ることができる。 ・これまでの学習内容を生かし、進んで取り組んで

・練習問題とまとめの問題に取り組む。 いる。

《数学的な考え方》

２ ・問題にあわせて、あまりのある除法を活用できる。

《表現・処理》

・あまりのある除法を正確に活用できる。

《知識・理解》

・あまりのある除法の意味と計算の仕方を理解して

いる。

（４年生） １３時間

次 ねらい・学習内容 時 小単元毎の具体の評価規準など

１ 単元の構成を知り、面積に関する学習に 《関心・意欲・態度》

対して見通しと意欲を持つことができる。 １ 学習計画を立てて、見通しと意欲を持つことができ

次 ・学習の計画を立てる。 る。 （発表や作業の様子観察）

広さ比べを通して、「面積」の用語を知 《関心・意欲・態度》

り、面積も単位のいくつ分かで表せること ・既習の量の場合と関係付けながら、いろいろな方

を理解する。また、面積の単位「㎠」を知 法で広さの比べ方を考えようとする。

り、㎠を用いて面積を表すことができる。 ・長方形や正方形の面積の求め方を公式として表そ

２ ・２つの図形の広さをいろいろな方法で １ うとする。

くらべ、「面積」の用語とその概念や ・長方形や正方形の求積公式を進んで生活に生かそ

表し方を知る。 うとする。

・面積の単位「㎠」を知り、方眼に表さ

次 れたいろいろな形の面積を求める。

１㎝の方眼上に描かれた形の面積を求め

たり、指示された面積を１㎝の方眼上に表 《数学的考え方》

すことができる。 １ ・面積を比べるときに、既習の長さやかさなどの場

・方眼を用いて、与えられた面積になる 合と同じように、単位の大きさを決めてその何個

いろいろな形を描く。 分として数値化して考える。

長方形や正方形の面積を計算で求める方 ・長方形や正方形の面積の求め方を辺の長さに着目

法を理解し、それらを求積公式にまとめる してとらえる。

ことができる。 １ ・複合図形の面積を長方形に分割するなど、求め方

３ ・長方形や正方形の面積を計算で求める を工夫する。

方法を理解し、それらを求積公式とし

てまとめる。

身の回りにあるものの面積を求めること

次 ができる。 １ 《表現・処理》

・求積公式を適用して、身の回りにある ・面積を単位とする大きさのいくつ分として、数値

ものの面積を求める。 を使って表すことができる。

求積公式を適用して、複合図形の面積を ・長方形や正方形の面積を計算によって求めること

求めることができる。 １ ができる。

・複合図形は合成や分解、等積変形する ( ・長方形や正方形の求積公式を適用して複合図形の

ことで、長方形や正方形の求積公式が 本 面積を求めることができる。

適用できることに気づくと共に、複合 時

図形の求積ができる。 )

長方形の面積とたてか横の一方の長さが

分かっているとき、他方の長さを求めるに 《知識・理解》
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は、未知量を□として公式を適用して立式 ・面積の意味がわかる。

し、□に当てはまる数を求めればよいこと ・面積は、単位とする広さのいくつ分として、数値

を理解する。 １ を使って表せることや、面積の単位１c㎡がわかる。

・長方形のたてや横の長さを求めるとき ・長方形や正方形の面積の求め方や公式がわかる。

は、未知量を□として公式を適用して

立式し、□に当てはまる数を求めれば

いいことを理解する。

これまでの学習を生かして問題を解くこ

とができる。 １

・練習問題を解く。

比較的広いところの面積を表す単位とし 《関心・意欲・態度》

て「㎡」を知り、それを用いて求積したり、 ・大きな面積に関心をもち、１㎡の面積を進んでつ

㎡と㎠の単位の関係を理解したりする。 １ くろうとしたり、単位の関係を調べようとしたり

・面積を表す単位として㎡があることを する。

知り、それを用いて求積したり、１㎡ ・面積の単位を進んで生活に生かそうとする。

＝１００００㎠の関係を理解したりす

る。 《数学的な考え方》

学校の中のいろいろなところの面積を求 ・面積の単位を場面に応じて適切に選ぶ。

４ めることができる。 １

・求積公式を適用して、比較的広いとこ

ろの面積を実際に求める。 《表現・処理》

次 町や県のような大きな面積を表す単位と ・㎡やk㎡の単位を使って面積を表すことができる。

して「㎢」の単位を知り、それを用いて求

積したり、㎢と㎡の単位の関係を理解した

りする。 ２ 《知識・理解》

・大きな面積を表す単位として㎢がある ・㎡とc㎡、k㎡と㎡の関係がわかる。

ことを知り、それを用いて求積したり、

１㎢＝１００００００㎡の関係を理解

する。

単元で学習したことを生かして、問題を １

解くことができる。


