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７．本時の指導（１５/１８） ７．本時の指導（３/１０）

（１）ねらい （１）ねらい

４のいくつ分かの大きさを求めて、４の段の ２位数×１位数で、部分積にくり上がりのな

九九を構成することができる。 い乗法の計算原理や方法を理解し、筆算で計算

することができる。

（２）本校の研究仮説との関連 （２）本校の研究仮説との関連

【研究仮説】

問題が明確になるような学習素材の設定や提示方法を工夫し、自分なりの考えや方法で自力解決が

できる算数的活動を設定することによって、児童は学ぶ意欲を持ち、問題解決能力が身につくのでは

ないか。

①問題が明確になるような学習素材の設定や提示方 ①問題が明確になるような学習素材の設定や提示方

法について 法について

・４のかけ算の学習であることを意識できるように ・本時の学習素材には、現在取り組んでいる理科の

自動車のタイヤを学習素材として扱う。４の段の九 自由研究に関するものを提示し、２位数×１位数の

九を構成させるために、数台の自動車を作る場面を 乗法に対しての必要感をもたせる。

設定する。

②自力解決ができる算数的活動の設定について ②自力解決ができる算数的活動の設定について

・４の段の九九構成を解決するために、同数累加や、・分配法則の考え方を使った自力解決後、筆算方法

乗数の増減に伴って、積が４ずつ増減することに気 を教師から与えるのではなく、筆算の形式だけを知

づけるワークシートを用いる。 らせ、自力解決をもとに答えの表し方について考え

させる（応用的算数的活動）。

（３）学習過程 （３）学習過程

・留意点 学 習 活 動 段階 学 習 活 動 ・留意点

○評 価 ・予想される反応 直間 ・予想される反応 ○評 価

１．学習素材の提示 １．練習

・プリントを

つ 準備する。

・実際の車の

模型を準備す 車１台にタイヤは何個必要です か

る。 か。

・４つです。

１人に車を作ってもらうとタイ

ヤはいくつ必要で、式はどうな

りますか。理由はなんですか。

・４×１です。１つ分が４で、 む

いくつ分が１だからです。

２～５人分のタイヤの数を求め

る式はどうなりますか。

・６人から７ ・４×２、４×３、４×４、４

人分の式も尋 ×５ です。

ねる。 （４×６、４×７、４×８

４×９）

今日は４の段の九九を作ります。

２．学習問題の作成

４のだんの九九を作って、答えを見つけよう。

車のおもちゃを作ります。

１人、２人、３人、４人、５人では、タイ

ヤは何こひつようでしょう。
□に当てはまる数字を書きましょう。また、

問題に答えましょう。

① ３０×３

１０が→３×３＝９こ

１０が９こ→９０

３０×３＝９０

②４０×３

１０が→４×３＝１２こ

１０が１２こ→１２０

４０×３＝１２０

③７０×６

④５０×４

⑤３００×３

１００が→３×３＝９こ

１００が９こ→９００

３００×３＝９００

⑥５００×４

１００が→５×４＝２０こ

１００が２０こ→２０００

５００×４＝２０００

⑤２００×４

⑥４００×７
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３．自力解決 考 つ ２．学習素材の提示

・ワークシー (考え方）

トを用いる。 ４×１＝４

４×２＝８

４＋４＝８

４×３＝１２

４＋４＋４＝１２

４×４＝１６ え か

４＋４＋４＋４＝１６

４×５＝２０ 何算になりますか。

４＋４＋４＋４＋４＝２０ ・かけ算です。

４×６＝２４ ・一つ分が３２ｍの３つ分だから

４＋４＋４＋４＋４＋４ です。

＝２４ これまでの学習との違いはどこで

４×７＝２８ る む すか。

４＋４＋４＋４＋４＋４＋４ ・かけられる数が何十じゃないと

＝２８ ころです。

４×８＝３２

４＋４＋４＋４＋４＋４＋４ ３．学習問題の作成

＋４＝３２

４×９＝３６

４＋４＋４＋４＋４＋４＋４

＋４＋４＝３６

４．見通し

（気づいたこと） 計算の仕方

・１つ分は全部４になる。 ・十の位と一の位を分けて考え

・いくつ分は１～９まである。 る。

・かける数が１増えると答えは ・答えは９０ｍくらいです。

４増える。 筆算の仕方

・かける数が１減ると答えは４ ・ ３２

減る。 × ３

・答えは４ずつ増えている。

５．自力解決

４．発表 考え方①

・自分の考えを発表する。 ３２×３

３０×３＝９０

２×３＝ ６ ・考え方②が

考 出た場合に

９０＋６＝９６ は、児童の考

答え ９６ｍなので③の１００ｍ えを認める。

で間に合う。 ただ、被乗数

を十の位と一

考え方② の位に分けて

３２×３ 考えさせ、そ

え ３２＋３２＋３２＝９６ の上でかけ算

でできないか

考えさせる。

・筆算の形式

筆算の仕方 （表し方）に

① ３２ ② ３２ ついては教師

× ３ × ３ から与える。

る ９６ ６ 児童は分配法

９０ 則の考え方を

９６ 筆算に活用で

きるようにさ

せる。

２けた×１けたの計算と筆算の仕方を考え

よう。

評① 評価基準（発表から）

おおむね満足

・４の段の九九の答えは、同数累加と乗数・

積の関係で見つけられることに気づくことが

できる。

努力を要する

・３の段では答えが３ずつふえたことを想起

させ、４の段では、答えが４ずつふえていく

ことに気づかせる。

評② 評価基準（ノート・発表から）

おおむね満足

・４の段の九九構成を、同数累加を用いて表

すことができる。

努力を要する

・３の段の九九構成を想起させ、４の段の九

九は答えが４ずつふえていくことに気づか

せ、たし算で表させる。

理科の自由研究用に３２ｍの麻糸が３本必

要です。どの麻糸を買ってくれば間に合うで

しょう。

お店で売っている麻糸の種類

①９０ｍ ②９５ｍ ③１００ｍ
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５．話し合い

答えはどのようにして見つけま 発

・３の段から したか。

扱っている乗 ・前の答えに４ずつたしていき

数と積の関係 ました。

をここでもし 表

っかり押さえ ・４の段の九九はかける数が１

る。 つふえると、答えが４増えま

す。

・４の段の九九はかける数が１ す

へると、答えが４減ります。

・かけられる数は全部４です。

・かける数は１から９までです。る

６．まとめ

４の段の九九と気づいたことを

ノートにまとめましょう。 ま

と

め

る

1人分 ４×１＝４ ４こ

2人分 ４×２＝８ ８こ

3人分 ４×３＝１２ １２こ

4人分 ４×４＝１６ １６こ

5人分 ４×５＝２０ ２０こ

6人分 ４×６＝２４ ２４こ

7人分 ４×７＝２８ ２８こ

8人分 ４×８＝３２ ３２こ

9人分 ４×９＝３６ ３６こ

４×１＝ ４

４×２＝ ８

４×３＝１２

４×４＝１６

４×５＝２０

４×６＝２４

４×７＝２８

４×８＝３２

４×９＝３６

評① 評価基準（ノート・発表から）

おおむね満足

・繰り上がりのない２位数×１位数は、分配

法則を用いて計算すればいいことに気づく。

努力を要する

・何十×１位数の方法を想起させ、かけられ

る数を十の位と一の位に分けると既習を利用

できることを知らせる。

評③ 評価基準（まとめから）

おおむね満足

・４の段の九九をノートに書き、乗数が１増

減すると、積は４増減することに気づくこと

ができる。

努力を要する

・４の段の九九を見ながら、教師と一緒に乗

数と答えの関係を振り返る。

はっけんしたこと

・前の答えに４ずつたしてい

きました。

・４の段の九九はかける数が

１ふえると、答えが４増え

ます。

・４の段の九九はかける数が

１へると、答えが４減りま

す。
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７．練習 発 ６．発表

練習問題に取り組む。 ・自分の考えを発表する。

４の段の九九練習に取り組む。

７．話し合い

表 ・十の位と一の位を分けて計算す

ればいい。

・筆算は、位を揃えること

かける数の九九を使う ・話し合いで

す 一の位から計算する 筆算の仕方を

に気をつける。 確認し、まと

めにつなげ

８．適用 る。

る ２１×４＝８４

２１

× ４

８４

２０×４＝８０

１×４＝ ４

９．まとめ

ま

と

め

る

８．評価 ８．評価

①４の段の九九の答えは、同数累加と乗数・積 ①繰り上がりのない２位数×１位数の計算方法と

の関係で見つけられることに気づくことがで して、分配法則に気づく。

きる。 （ノート・発表から）

（ノート・発表から） ②繰り上がりのない２位数×１位数を筆算で計算

②４の段の九九を、同数累加で構成することが できる。

できる。 （適用問題から）

（発表から） ③筆算の表し方と手順を理解する。

③４の段の九九は、乗数が１ずつ増減すると、 （まとめから）

積は４ずつ増減することを理解することがで

きる。

（まとめから）

２けた×１けたのかけ算は、筆算で計算で

きる。

①位をそろえること

②かける数の九九を使うこと

③１の位から計算すること

に気をつける。

評② 評価基準（適用問題から）

おおむね満足

・分配法則の考え方をもとにして、筆算で表

すことができる。

努力を要する

・かけ算の筆算の形式を知らせ、分配法則の

考えを使うことを理解させてから、筆算の計

算方法を示す。

評③ 評価基準（まとめ・練習問題から）

おおむね満足

・かけ算の筆算の方法と手順を教師と一緒に

まとめることができる。

努力を要する

・筆算の方法を確認し、教師と一緒にもう一

度筆算をやる。

①４×３＝１２

４×４＝□□

②４×８＝３２

４×９＝□□

③４×７＝□□

４×８＝３２

④４×５＝□□

４×６＝２４

⑤４×２＝８

↓

４×４＝□□

⑥４×３＝□□

↑

４×５＝□□

４のだんの九九を書

きましょう。

４×１＝４

４×２＝

４× ＝１２

４×４＝

４×５＝

４× ＝２４

４×７＝

４× ＝

４×９＝


