
第２・３学年 算数科学習指導案
（２学年） （３学年）

１．単元名 長さしらべ[１]（本時１/８） １．単元名 はこの形（本時２/６）

２．単元について ２．単元について

長さについては、１学年で直接比較や間接比 本単元では、「いろいろな形（１学年）」「形づ

較、任意単位による数値化などを学習してきてい くり（２学年）」「三角形と四角形（２学年）」「長

る。本単元ではこれらの既習を生かし、次のよう 方形と正方形、直角三角形（３学年）」といった

な展開をしていく。 学習との関連をはかりながら、まず立体図形の構

長さを比べる際に、異なる任意単位は正確に比 成要素の１つである面について取り上げ、面の形

較できない、また任意単位だけでは一般化できな や数について理解させていく。次に、箱作りを通

いという気付きを通して、普遍単位の必要性を認 して面の位置関係などについて考えさせ、平面図

識させていく。普遍単位にはｃｍがあることを知 形と立体図形の関係の初歩的な理解をさせると共

らせ、測定したり、長さについての簡単な加減計 に、展開図の初歩的な経験をさせていく。さら

算も扱っていく。また、１ｃｍでは計測できない に、ひごと粘土を使って、直方体や立方体を構成

長さの読み取りを通して、ｍｍ単位を知らせ、長 する活動を通して、立体図形の構成要素である辺

さを複名数で表したり、与えられた長さの直線を や頂点について、その長さや数について理解でき

かいたりしていく。さらに、実際に測定の場面を るように展開していく。

多く設定し、長さに対する量感を養っていきた 本時は２時間続きの小単元の第２時である。第

い。 １時において「面」の用語を知らせ、箱を観察し

本時は、単元の導入である。１年時の既習事項 て分かったことをまとめている。本時では、その

で、直接比較を行っていた「ながさくらべ」との 続きとして実際に直方体と立方体の面の形を紙に

弁別を図るために、模造紙に貼り付けられて、直 写し取り面の形や数、重なる面が２つずつあるこ

接的に比べられない魚の大きさについて考える活 とについて確認していく。また、面について表に

動を取り入れる。間接比較の方法として任意単位 まとめることで、直方体と立方体の相違点を明ら

で比べる活動を引き出したい。また、２つ以上の かにしていきたい。本時は児童の活動が主になる

任意単位での比較を通して普遍単位の必要性に気 ため、学習問題や問題解決の手立てをしっかり把

付かせ、長さの単位１ｃｍについて知らせ、魚の 握させたい。そのために、第１時に本時の学習問

長さをｃｍを使って表させる。 題や計画をしっかり確認しておく。

３．児童について ３．児童について

４．ねらい ４．ねらい

○長さに関心を持ち、意欲的に長さを測ろうと ○長方体や立方体の学習を通して、立体図形に

している。 （興味・関心・態度） 関心を持とうとする。 （関心・意欲・態度）

○普遍単位の必要性に気付くことができる。 ○直方体と立方体の面の特徴についてまとめる

（数学的な考え方） ができる。 （数学的な考え方）

○長さの単位ｃｍがわかる。 （知識・理解） ○直方体と立方体の面の形や特徴について理解

する。 （知識・理解）



５．学習過程 ５．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

つ １．学習問題の確認

か

む

・ワークシー

１．学習素材の提示 トを渡す。

・既習の長さ つ

比べについて ・飾りを切り

確認する。 ２．自力解決 取ったら、貼

調 ・紙に箱の形の面を写し取ってか る前に面につ

ら切る。 いて考えさせ

・直接比較は 「どの魚がどのくらい長いか調 か る。

できないこと べるにはどういう方法があるで

を確認する。 しょうか。」 ○気づいたこと

・テープだと ・直接並べてから比べる。 べ 【はこの形（直方体）】

「どのくら ・テープで印をつけて比べる。 ・面は６つある。

い」が分から ・おはじきや数え棒の何個分か ・面の形は長方形である。

ないことを確 で比べることができる。 む

認する

２．学習問題の作成 る 【さいころの形（立方体）】

・面は６つある。

・面の形はすべて正方形である。

・子どもが準 ３．見通し

備した任意単 解決方法

位の他に、教 ・おはじきや数え棒を使う。

師から２種類 ・先生のカードを使う。

の単位カード

も配る。（１ｃ

ｍ、３ｃｍ）

・教師と長さ

を比べあうこ 評①－行動観

とを知らせ 察から

る。

４．自力解決① 評②－ノート

・おはじきや数え棒、単位カー ①面の重なりに気付いていない場 から

ドなどの任意単位を使う。 合

調 「形も大きさも同じ面はいくつあ

るだろう？」

べ 【はこの形（直方体）】

・箱の形には、形も大きさも同じ

る 面が２つずつある。

【さいころの形（立方体）】

・さいころの形は、すべての面が ・ここまでの

形も大きさも同じ。 考えが容易に

でてきたら、

・同じ任意単 ５．発表① 展開図のよう

位同士だと長 ・自分の考えを説明する。 発 ②面の重なりまで気付いている場 な接続された

さ比べができ ・わたしの魚は～を使って○個 合 面についても

ることを確認 分でした。 「飾り紙を切れ目が見えないよう 考えさせる。

する。しかし ・先生の魚は～を使って○個分 につなげてかけないだろうか？」

任意単位では でした。 表 ・面と面の位置に注意しながら面

誰にでもその ・○○の方が○○分大きかった を写し取っていけばいい。

長さが伝わら です。

ないことも確 「おばあちゃんも、魚の大きさ

長さしらべができるようになろう。

はことさいころの形の面についてまとめよ

う。



認する。 がわかるかな？」

評②－発表か ・おばあちゃんはおはじきを持 す

ら っていないから分からないか

・普遍単位と もしれない。

して１ｃｍの

単位カードが

便利であるこ ６．自力解決② る

とを確認し、 ・共通の単位（１ｃｍ）を使っ

一つ分が１ｃ て長さ比べをする。

ｍであること

を確認する。 ・「１ｃｍ」をノートに写し、

音読する。

・１ｃｍずつ

で区切られて

いるテープを

渡す。 ７．発表②

評③－発表か ・わたしの魚は８ｃｍでした。

ら ・先生の魚は７ｃｍでした。

８．まとめ ま

と

め

る

評①－観察か

ら 発 評②－発表か

９．練習 表 ３．発表 ら

・身の回りにあるものをｃｍの す ・自分の考えを説明する。 評③－発表か

テープで測る。 る ら

４．適用

○他の箱の形にも当てはまるか調

べよう。

ま

と

め

る

５．まとめ

６．評価 ６．評価

①長さに関心を持ち、意欲的に長さを測ろうと ①長方体や立方体の学習を通して、立体図形に

している。 （興味・関心・態度） 関心を持とうとする。 （関心・意欲・態度）

（行動観察から） （行動観察から）

②普遍単位の必要性に気付くことができる。 ②直方体と立方体の面の特徴についてまとめる

（数学的な考え方） ができる。 （数学的な考え方）

（発表から） （ノート・発表から）

③長さの単位ｃｍがわかる。 ③直方体と立方体の面の形や特徴について理解

（知識・理解） する。 （知識・理解）

（発表から） （まとめの発表から）

ながさをくらべるときは、ｃｍをつかいま

す。ｃｍの一つ分は１ｃｍです。

【はこの形】

面は６つある。

面の形は長方形。

形も大きさも同じ面は２つずつある。

【さいころの形】

面は６つある。

面の形は正方形。

すべての面が形も大きさも同じ。


