
プログラムを取り入れた指導事例 (小学校６年 算数)

第６学年 算数科学習指導案

１ 単元名 速さ

２ 単元について
本単元は，学習指導要領６年の「Ｂ量と測定」領域(４)速さの内容「速さについて理

解し，求めることができるようにする。」を指導事項として構成し，速さの意味や表し

方を知り，速さに関する計算について学習する。

５学年で「単位量あたりの大きさ」を学習している。これと関連づけて学習していく。

まずは速さを求めること，次に，道のり，時間を求めることと学習を進めていく。また，

時速や分速，秒速の相互の関係についても学ぶ。

それぞれに公式があって，それを適用すれば問題を解くことはできる。しかし，それ

ぞれの意味や関連性をしっかり理解して活用できるようにしたい。

（１）児童の実態と考察
（省略）

（２）指導観

「速さ」は，自動車などの制限速度や列車の最高速度など，日常生活の中でも使われ

ている考え方である。幼い頃から，感覚的，経験的にも理解しているはずだが，進んだ

道のりと時間との比較で表した数値であることを理解しているわけではない。

導入の場面では，速さに興味・関心がもてるように，動物の速さ比べを取り上げ，ど

の動物が一番速いのか比べる中で、速さの概念を定着させる。また，自分たちの走る速

さも用いることで，その速さが実感を伴うものとなるようにしたい。

単位量あたりの学習を生かした比べ方から，「単位時間あたりに進んだ道のり」が一

般的な速さの表し方であることに気づかせ，様々なものの速さを求めたり，速さを利用

して道のりや時間を求めたりできるようにさせる。

道のり，時間，速さ，それぞれを数字だけで考えていくうちに，それぞれの関係がイ

メージできずに，機械的に問題を解いたり，誤りに気付かなかったりすることが考えら

れる。そこに速さの学習の難しさもある。

そこで，児童のわからなさに寄り添った学習の場となるような配慮を心がけたい。一

人が難しさを感じるところは，他の児童も難しいところである。まずは問題に「自力挑

戦」してみる。すると，わからないところが出てくる。難しい，と感じ，行き詰まって

いる点を全体で取り上げる。どこに悩んでいるのか，その悩みを解決する手立てを，他

の児童から既習を生かす発想や考え方を引き出していく。そして一人一人が自力解決の

見通しをもてるようにしていくのである。

難しい問題について，表や図に表してみたり，比の考え方を使ってみたり，自分の身

近なものと比べてみたり，様々な考え方に触れる中から，一番自分がわかりやすい考え

方を見いだすことができることが，速さの学習でも大切だと考える。

考えを共有する中で，速さの計算ができるだけでなく，単位時間あたりの道のりで速

さを表す良さにも気づくことができれば良いと考える。



３ 単元の目標

・単位量あたりの考え方を用いて，速さ・道のり・時間の関係を調べようとする。

（関心・意欲・態度）

・道のりと時間の関係から，速さの意味や表し方がわかる。 （数学的な考え方）

・速さの意味とその表し方がわかり，速さについての計算ができる。 （技能）

・速さの意味や表し方，比べ方を理解している。 （知識・理解）

４ 指導計画（８時間扱い）

次 小単元 学習の目的 場の構成と学びの姿 時配

第 速 ・速さの意味を理解す どれが一番速いか考えよう。 ２

一 さ る。 ・単位時間あたりの距離，単位距離あたりの時間で速さ

次 を 比べる。

１秒あたりに走る道のりが長い方が速い

１ｍあたりにかかる時間が短いほど速い

・道のりと時間から， どちらが速いか比べよう。 １

速さを求めることが ・道のりと時間から速さを求める。

できる。 ・時速，分速，秒速という用語を知る。

速さは，（道のり÷時間）で求められる。

・速さと時間から， 道のりの求め方を考えよう。 １

道のりを求めること ・速さと時間から，道のりを考える。

ができる。 4/8
道のりは，（速さ×時間）で求められる。

・道のりと速さから， 時間の求め方を考えよう。 １

時間を求めることが ・速さと時間から，道のりを求める。

できる。 時間は，（道のり÷速さ）で求められる。

・時速と分速と秒速と 時速と秒速の関係を調べよう。 １

の相互の関係がわか ・時速で表された速さと秒速で表された音の速さを比べ

り，いろいろな速さ る。

を比べることができ 時速から分速，分速から秒速にするときは，速さに 60
る。 をかける。その逆は 60で割れば求められる。

第 た ・練習問題をし，学習 今まで学習したことを生かして問題を解こう。 １

二 し 内容を身につけるこ ・速さ，時間，道のりの関係を使って問題を解く。

次 か とができる。 線分図，表，公式などを使うと問題が解ける。

め

ま ・速さの求め方を活用 通過までの時間の求め方を考えよう。 １

し して，通過するまで ・通過するとはどんな状態か考え，通過するまでの時

ょ の時間を求めること 間を求める。 8/8
う ができる。 通過までの時間は，道のりが何ｍあるか考えれば求

められる。



５ 本時の指導（４／８）

（１）目標

・速さは単位量あたりの考え方のひとつであることがわかる。 （数学的な考え方）

・速さと時間を知って，道のりを求めることができる。 （技能）

（２）仮説との関わり

子どもの思考によりそい，学び合う場を工夫していけば，考える楽しさにつながるだろう

仮説との関わり③ 考えを伝え合い共有することができる場の工夫

本時は，速さと時間を元に，道のりを求めることができるようになることがねらいで

ある。前時までに，単位量あたりの考え方の発展として速さの表し方をとらえ，速さの

公式化を図ってきた。その速さの意味に基づいて，道のりを求めていく際に，速さと時

間の関係を表や数直線図に表すことを手がかりとして，順次考えさせていきたい。

導入の問題化の場面では，問題文の一部分だけを板書に示すことで，児童の考えや言

葉をつなぎながら，場面を作っていくようにする。問題文を全体で作っていく中から，

必要な情報が何なのかが浮かび上がり，学習問題へと導くことができる。問題に対する

条件設定として，「時間」を，児童から数値を任意に挙げさせる。その子ごとの考えが

表せる場となり，問題を考える意欲にもつながると考える。時間について様々な数字が

挙がったものと，その時の道のりを併記していくことで，それぞれの関係性が見えてく

るようになり，比例的に増えていく様子に気づくことができるはずである。

解決の場面では，時間が単純な整数ならば，比較的単純で，児童も容易に解答するこ

とができると思われる。しかし，小数や分数で表された時間だと，状況がわかりにくく

なり，混乱する児童も出てくるだろう。そこで，児童の困っているところを取り上げ，

なぜ困っているのかを全体で取り上げる。何となくかけ算で答えが求められると考えて

いる児童も，表のように並べた数値や，数直線図，比の考え方等を生かして説明をした

り，その説明を聞いたりして，より明確に見通しを立てていくことができると考える。

そのことで，単純な公式に当てはめるだけでなく，中途半端は時間でも連続的な軸上

に乗っていることを実感し，「速さ」の意味をより深く理解できると考える。

（３）展開

時配 場の構成と学びの姿 ・指導上の留意点と評価

◎考えを伝え合い共有することができる場の工夫

５ ○めあてにせまる。 ・チーターの走る姿を映像で見せたり，テープ図

で示したりして，関心を高める。

T:チーターは秒速 32mで走るそうです。 ◎課題を途中まで示し，ここからどんな問いが作

C:人間より速いのかな。 れそうか問いかける。児童からの発言をもとに

C:100mも３秒くらいで走れる！。 学級全体で作っていく。(仮説との関わり③）

C:この速さで何秒くらい走れるのかな。 ・必要に応じて，前時の確認をする。掲示物やノ

T:□秒間走ると，何ｍ進みますか。 ートを活用し，いつでも振り返ることができる

ようにしておく。

・道のりと速さから時間を求める形の問いが出て

きたら，次時に考えることを伝える。

・前時とは違い，道のりを求めるのが本時の問題

であることを確認する。

10 ○問題文の空欄を出し合う。 ◎児童がそれぞれに出した数字によって，学級全

C:２秒／５秒／９秒／ 10秒 体で問題が作られていく。(仮説との関わり③）

０．５秒／９．７秒 等 ・距離を視覚化するために，TV やテープを使っ
C:１０秒なら 320m進む。 て，元になる 1秒間の距離を示しておく。
C:計算は３２×１０でいいかな。 ・10 秒以下の場合を取り上げ，小数や分数の場
C:0.5秒でも，かけ算でいいのかな。 合も児童から挙がるようにする。

道のりの求め方を考えよう。



C:表のように並べ替えてみると，時間も道 ・挙がった時間のうち，求めやすいものから答え

のりも増えている。 を導くようにする。

C:時間と道のりは，等しい比のようになっ ◎求めにくいと感じる数値について全体で取り上

ている。(比例している) げ，互いに説明し合う場を作る。

C:人の走るのと比べると…。 (仮説との関わり③）

C:1 秒ならほんのちょっとの差だけど，10
秒進むと大きな道のりの差になるね。 ・表にしてみると，比例的に変化していることが

わかりやすいことに気付かせたい。

15 ○身近な数字を元にした場面を考える。 ・２つの車の道のりを比較しやすいようにテープ

で示す。

T:A 車は時速 80km で，B 車は 50km でド ◎式の元になる，図や表等を使って説明し合う場

ライブします。それぞれの時間がたった を設けることで，自分に合った解き方を見つけ

ときの道のりの差はどれだけですか。 たり，多様な考え方に触れたりすることができ

る。 (仮説との関わり③）

C:それぞれに進む道のりを求めよう。
C:数直線図で表すと…。 ・表を使って，連続的に変化を考えようとしたも

C:表にしてみると…。 のや，数直線図で表したノートの記述を TV で
C:道のりの差が，時間とともに増えてい 紹介し，認めていく。

くね。 ◎児童が途中まで発言したところや，図や数字だ

C:表にしてみたら，金額の計算のように， け書いた時点で止め，次に言いたいことや説明

時速の差の分ずつ大きくなっている。 を他の児童に発言させることで，解決方法を共

C:2 倍の時間がかければ，道のりも 2 倍 有する。 (仮説との関わり③)

に比のようになっている。

C:いつでも，時速×時間のかけ算で道の
りが求められそうだ。

C:1時間より短い時間ではどうかな？

５ ○本時のまとめをする。

10 ○適用問題を解く。 ・時速や分速でも，秒速の時と同じような速さと

・時速 45kmの車が 2時間に進む道のり 時間の関係になっていることをおさえる。

・分速 1.6kmの鳩が 30分間に飛ぶ距離
・2時間で 100km進む車が 3時間で進む
道のり

（４）板書計画

11/2 道のりの求め方を考えよう。

時速 0 1 2 3 4
チーター 32 ？(m) 80km 80 160
秒速３２ｍ 0 1 2 3 4 5 (秒) 50km
↓ 0 50 100 …

1秒で 32m ２秒５秒９秒 10秒 0.5秒 9.7秒
64m ? ? 320m ? ? 時間 1 2 3 4 5 6 …

A 80 160
買い物で１こ 32円の B 50 100
ものを何個か買う時 差 30 60
と式が同じかな？ × 2

速さを知っていれば，進む道のりは，時間が増えるとその分増えていく。

「速さ×時間」で求めることができる。

数直線で

表みたいに

速さを使う良さに気づき，単位量あたりの

考え方の一つであることに気づくことがで

きたか。 （発言，ノート）【考】

速さと時間から道のりを求めることができ

たか。 （ノート） 【技】

速さがわかれば，時間が増えるとその分道のりも増える。

道のり＝速さ×時間



５ 本時の指導（8／8）

（１）目標

・速さの考え方を活用して，進んで問題を解決しようとすることができる。

（関心・意欲・態度）

・速さの考え方を活用して，電車がトンネルを通過するまでの時間の求め方を考えるこ

とができる。 （数学的な考え方）

（２）仮説との関わり

仮説との関わり③ 考えを伝え合い共有することができる場の工夫

本時は，速さの考え方を活用して問題を解決することがねらいである。いわゆる「通

過算」を素材とし，電車がトンネルを通過するまでの時間を求める。一見，問題の意味

が分からずに難しい問題と感じるが，解き方がわかれば，既習を生かしてすぐに解ける

問題でもある。ここでは自分なりの問題解決の糸口，方法を見つけることを大切にした

い。

本学級は，文章題が苦手な児童が多く，問題を読み取れない児童がいることが予想され

る。まず，通過のイメージをつかむために，電車の長さを伏せた素材を提示する。通過

する状況を押さえてから，解決の糸口，方法を見つける。その手だてとしてヒントコー

ナー（ヒントデスク）を作り，教師からヒントをもらったり，解決の見通しがもてた児

童からヒントを教えてもらったり，考えを交流する場となるようにする。そして，どの

ように問題解決ができたのか，友達の考えを聞くなかで， ICT 機器を活用してノートを
テレビモニターで映したり，黒板を使って説明したりし，学級全体で考えを共有させた

い。問題が解決した後も確かめる活動をさせる。公式を当てはめるだけでなく，様々な

問題解決の糸口があることを知り，今後の学習に活用できるようにしたい。

（３）展開

時配 場の構成と学びの姿 ・指導上の留意点と評価

◎考えを伝え合い共有することができる場の工夫

５ ○素材を提示する。

◎通過するイメージをもたせるために，※（電車

の長さは 40 ｍです。）の部分を伏せて素材を提
示する。 （仮説との関わり①）

◎通過のイメージをつかむために，電車がトンネ

ルを通過する様子を児童に見せる。

（仮説との関わり③）

５ ○解決の見通しをもつ。 ◎通過するとは，電車のどこがトンネルのどこを

C：200÷ 20で答えは 10秒です。 過ぎたときなのか，学級全体で考える。

C：通過するのに何秒かかるかだよ。 （仮説との関わり③）

T：通過するって，どういうことですか。 ・通過するとはどんな状況なのかを考えさせる

C：トンネルに入ってから出るまでです。 ・答えを求めるためには，電車の長さが必要なこ

とに気づかせる。

10 ○求め方を考える。 ◎問題の意味が理解できない児童のためにヒント

T：考え方を言葉でまとめてから式を立て コーナー（ヒントデスク）を設ける。

ましょう。 （仮説との関わり③）

C：求めるのは時間だよ。 ・ヒントコーナー（ヒントデスク）には①問題の

C：電車がトンネルに入ってから通過する 状況の絵，②問題の状況を操作できるもの，を

まで何ｍあるかな。 準備しておく。

通過までの時間の求め方を考えよう。

秒速 20 ｍで走っている電車があります。
※（電車の長さは 40ｍです。）
この電車が長さ 200 ｍのトンネルを通過す
るのに何秒かかりますか。

子どもの思考によりそい，学び合う場を工夫していけば，考える楽しさにつながるだろう。



・考えを整理しやすいように「まず」「次に」「そ

して」などの順を表す言葉を使って考えを整理

するように助言する。

・自力解決の時間に，問題が解けなくても，解決

の見通しがもてていればよいことを知らせる。

◎絵を書いたり線分図に表したりして考えている

児童のノートを書画カメラでテレビモニターに

映し，解決の見通しがもてない児童へのヒント

になるようにする。 （仮説との関わり③）

10 ○自分の考えを発表する。 ◎解決できない児童には，解答を発表するだけで

C：絵を書いて考えました。 なく，友達の考えを聞いて解決の見通しができ

C：線分図にするとすぐにわかりました。 るような場にする。 （仮説との関わり③）

C：トンネルの長さに電車の長さを足せ
ば，道のりがわかります。 ・どうやって考えたら問題解決の糸口を見つけら

C：（200+40）÷ 20＝ 12 答え 12秒です。 れたのかも発表させる。

・答えを確かめる活動をする。

５ ○本時のまとめを書く。

10 ○適用問題を解く。
・チャレンジ問題（適用問題）を解くときに，絵

をかく，線分図で表すなど，自力で解決の見通

しをもち解決するようにする。

（４）板書計画

11/2 通過までの時間の求め方を考えよう。

時間を求める

(200+40)÷ 20=12 答え 12秒
200÷ 20＝ 10 答え 10m (500+40)÷ 20=27

答え 27m

通過までの時間を自分の言葉で説明できたか。

（発言，ノート）

通過までの時間を，速さの考え方を使って求

めることができたか。（発言，ノート）

通過まで何ｍあるか考えれば，簡単に求めることができる。

長さ 500 ｍの鉄橋を通過するのに 20 秒か
かりました。電車の長さは 40mです。
この電車の秒速は何ｍでしょうか。

通過するとは？秒速 20ｍで走っている
電車があります。

この電車が長さ 200ｍの
トンネルを通過するのに

何秒かかりますか。
電車の長さは？

４０ｍだとしたら…

長さ 500m の鉄橋を通過す
るのに 20秒かかりました。
電車の長さは 40mです。
この電車の秒速は何ｍで

しょうか。

今日の学習

通過まで何ｍあるか考えれば簡単に

求めることができる。線分図にする

と通過まで何ｍあるかわかりやすい

？


