
プログラムを取り入れた指導事例（小学校２年 算数）

１ 単元名 かけ算（３）

２ 単元について
（１）単元観

本単元は，小学校学習指導要領第２学年「A数と計算」の「（３）乗法の意味について理解し，
それを用いることができるようにする。」に関連するものであり，「かけ算（１）」「かけ算（２）」
（２年)を受け構成したものである。関連事項は次のとおりである。

本単元では，前単元までに学習してきた乗法の意味や１から９の段までの乗法九九を表にま
とめたり，かけ算ゲームに親しむ活動を通して，乗法のきまりに気付いたり，簡単な２位数と
１位数との乗法の計算の仕方を考えたり，乗法九九を生活や学習の場面で活用できるようにす
ることをねらいとしている。九九表を構成する算数的活動や，身近な生活体験と結びつけなが
ら，かけ算を深め広げていきたい。さらに，乗法九九を生活や学習の場で活用することによっ
て，技能の習熟も図っていきたい。

【１０より大きいかず】

【２０より大きいかず】

【かけ算】

【かけ算（１）】

●１２×４の求め方

【計算のしかたを考えよう】

●倍にあたる大きさを求める

【かけ算（２）】 ●倍を求める

●九九表 【テープ作り】

●交換法則や数の乗法的分解

●（何十，何百）×（１位数）

【かけ算（３）】 の筆算 ●暗算

【かけ算の筆算】

●何十をかける計算

●（２，３位数）×（２位数）

【２けたのかけ算】

第１学年 第２学年 第３学年

●２とび，５とびの数

え方

●乗法の意味

（一つ分の大きさ）×（いく

つ分）＝（全体の大きさ）

●２，５，３，４の段の九九

●乗数が１増えると，積は被

乗数分だけ増えること

●０の乗法

●乗数が１増減すると積は

被乗数分だけ増減すること

●交換法則，結合法則

●１０の乗数

●６，７，８，９，１の段

の九九

●乗数が１増えると，積は

被乗数分だけ増えること



（２）児童の実態（男子 名 女子 名 合計 名）

〈前提テスト〉
等差数列の問題では，同じ数ずつ増え

設問 正 答 誤答 ている列であることが理解できないこと
（名） （名）や，同じ数ずつ増えていることは理解し

ていても，その数を□の前の数にたせば，
（１）あめを５こずつ，○でかこみ □の数が求められるということが理解で

ましょう。 きていないために間違ったと考えられ
る。数を同じ数のまとまりでとらえるこ

（２）５こずつのあつまりがいくつ とや，同じ数ずつふえていく等差数列の
できましたか。 数感覚に慣れるようにしたい。

（３）□にあてはまる数を書きまし
ょう。
・１０－□－３０－□
・５－１０－□－２０
・２－４－□－８－□

〈事前テスト〉
未習のかけ算の問題では，自学でかけ

設問 正答（名） 誤答（名） 算を学習している児童が多いために，正
答が多かった。誤答の児童も，問題文の

（５）２の４つぶんは，いく 数をそのまま機械的にかけ算の式に当て
つですか。かけ算の式を はめて書くことはできていたが，答えは
書いて答えましょう。 わからなかった児童である。図と式をし

っかりと照らし合わせて，かけ算の理解
（６）５×５はいくつですか。 を明確にさせる必要がある。

（３）指導観
仮説

問題把握の場面において，資料の提示や発問を工夫することで，児童が自ら問題意識をもち
能動的に学習に取り組むことができるであろう。

（～言語活動の充実を通して～）

「児童が自ら問題意識をもち，能動的に学習に取り組む」とは，実践モデルプログラムを意
識した学習過程の「見出す」「調べる」の場面で自ら考えようとしている姿，「深める」の場面
で自分の考えと友だちの考えとを比べながら聞いている姿と考えている。
そこで，「見出す」場面において，児童にとってなるべく身近なものを素材にしたい。２年

生の児童の実態から，身近な生活場面での問題を解決することは，児童自ら問題意識をもち，
能動的に学習に取り組むことにつながると考える。また，児童にとって，実感をともなった理
解となり，積極的にかけ算を使っていこうとする態度が，実生活でも算数を活用する意欲につ
ながると考える。さらに，その素材を提示する場面で，前時までの素材と比べられるような提
示の仕方をし，児童が思ったことやつぶやいたことをひろいあげ，そこから学習問題を考える
ようにしたい。
「調べる」場面では，九九表を構成したり観察したりして，計算の性質やきまりを見つける

算数的活動を行う。一人一人が，九九表を作り，見つけたきまりを「ひみつ発見カード」に書
いていくことは，発見する楽しさを味わうことにつながると思われる。さらに，個に応じたヒ
ントカードを用意し，自分の考えをまとめられない児童や他の方法が考えつかない児童に手助
けをしていきたい。
「深める」場面では，より多くの児童に発表の機会を与え，自分の考えと友だちの考えを比

べながら聞くことができるように，同じ考えの二人組で発表するようにしたい。その際，一人
が説明し，一人がホワイトボードを指すというような役割を決め，全体の前で発表させていき
たい。

３ 単元の目標
・乗法のきまりや乗法九九表を活用して，楽しいゲームを工夫したり，身近な問題に生かそう
とする。 （関心・意欲・態度）

・乗法九九表を観察して，乗法についての性質を見いだすことができる。また，簡単な２位数と
１位数の計算について，乗法のきまりをもとに考えることができる。 （数学的な考え方）

・乗法のきまりを用いて，乗法九九を構成できる。 （技能）
・被乗数，乗数，積の関係や交換法則を理解する。 （知識・理解）



４ 指導計画（本時８／１１）

時 目標 学習活動 評価規準（方法）

１ ・乗法九九の表の仕組 ・乗法九九の表の書き方を知る。 ・乗法九九の表の仕組みを理
みを理解し，表を完 ・４，１６，３０はどんな乗法の 解し，表を完成することが
成させることができ 答えなのか考える。 できる。
る。 ・乗法九九の答えを表に書く。 （技）（知）［ノート］

２ ・九九表のよさに気付 ・九九の表から，いろいろなきま ・九九表のよさに気付き，九
一 き，九九のきまりや りや特徴を考え，発表する。 九のきまりや特徴を見いだ

特徴を見いだすこと ・九九表に一円玉を積んだものを している。
次 ができる。 見て高さの増え方を考える。 （考）［発言］

３ ・被乗数と乗数に着目 ・かけられる数が３（３の段）の ・被乗数と乗数に着目して，
して，答えが同じに 答えと，かける数が３の答えを 図や式を用いて表現し，答
なるわけを考えるこ 比べる。 えが同じになるわけを考え
とができる。 ・答えが同じになるわけを考え， ている。

発表する。 （考）［発言］
・交換法則を用いて問題を解く。

４ ・簡単な２位数と１位 ・ブロックの数を求める式を考え ・簡単な２位数と１位数の計
数の計算について， る。 算について，交換法則や乗
交換法則や乗法のき ・交換法則や乗法のきまりを使っ 法のきまりをもとに考えて

二 まりをもとに考える て，１２×３の計算のしかたを いる。
ことができる。 考える。 （考）［発言・ノート］

次
５ ・簡単な２位数と１位 ・１２×３の計算のしかたを分配 ・簡単な２位数と１位数の計

数の計算について， 法則を使って考えることができ 算について，分配法則をも
分配法則をもとに考 る。 とに考えている。
えることができる。 ・１２×３の計算のしかたを考 （考）［発言・ノート］

え，答えを求める。

６ ・九九表パズルを楽し ・九九表パズルを楽しみながら， ・九九表パズルを楽しみなが
みながら，かけ算九 かけ算九九を確認する。 ら，かけ算九九を確認して
九の定着を図ること いる。
ができる。 （関）［観察］

７ ・九九表ビンゴを楽し ・九九表ビンゴを楽しみながら， ・九九表ビンゴを楽しみなが
三 みながら，かけ算九 かけ算九九を確認する。 ら，かけ算九九を確認して

九の定着を図ること いる。
次 ができる。 （関）［観察］

８ ・かけ算九九を想起し，・靴の数を工夫して求める。 ・かけ算九九を想起し，場の（

場の状況を考えなが 状況を考えながら，かけ算
本 ら，かけ算九九を生 九九を生活場面で活用でき
時 活場面で活用できる るように考えることができ）

ように考えることが る。
できる。 （考）［ワークシート］

９ ・既習事項の習熟を図 ・九九表のきまりや乗法のきまり ・練習問題を解くことができ
る。 を使って問題を解く。 る。 （技）［ノート］

10 ・既習事項の習熟を図 ・九九表のきまりや乗法のきまり ・練習問題を解くことができ
る。 を使って問題を解く。 る。 （技）［ノート］

11 ・既習事項の習熟を図 ・各自の習熟に合わせ，巻末の「サ ・練習問題を解くことができ
る。 ポート」「補充問題」「チャレ る。 （技）［ノート］

ンジ」に取り組む。



５ 本時の指導
（１）目標

・日常生活の場面で，かけ算を使って答えを出そうとしている。 （関心・意欲・態度）
・かけ算九九を想起し，場の状況を考えながら，かけ算九九を生活場面で活用できるように考
えることができる。 （数学的な考え方）

（２）授業観
児童は，前単元までにかけ算九九を習得し，さらに「身のまわりのかけ算探し」で生活の中

からかけ算を見つける学習をしている。ここで，児童が探してきたものは，均等に並んでいる
もので，それをかけ算で求めることができることを学習した。しかし，実生活の中には均等に
並んでいないものがたくさんある。そんなときでもかけ算が使えるだろうかと考えさせたい。
そのために，本時は，導入場面で均等に並んでいない靴箱の靴の写真を提示し，これもかけ算
が使えるだろうかと考えさせる。靴箱は，普段の学校生活で見慣れているので，取り組みやす
い上に，靴箱に入っているために，全部の数から，空いている数を引くという考えも出やすい
と考えた。
今回扱う靴の数は，一見かけ算が使えそうにないと思うものを，かけ算を使える形に変形さ

せる活動を通して，かけ算で求める有用性に気付かせていきたい。

（３）展開

時配 学習内容と学習活動 指導・支援 ◆評価（方法） 資料

【見出す】
７ １ 素材について話し合い，学習問題 ・前時までの学習を想起させる。 前時までに

をつかむ。 （一斉） ・今までのかけ算の写真は，同じ数 集めたかけ
のかたまりがいくつかあったこと 算の写真

くつばこに，くつがこのように を想起させ，違いを見つけさせる。
入っています。くつは全部で何足 靴箱に入っ
でしょうか。 ・いろいろな方法を考えやすくするた た靴の写真

めに，靴箱の写真を提示する。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・およその数を予想させる。

・ばらばらに見える靴をかけ算で求
めるには，どうしたらよいのか考
えさせる。

３ ２ 学習問題を設定する。

ばらばらになっているくつの数をかんたんにもとめるにはどうしたら
よいだろうか。

【調べる】
２０ ３ ワークシートのアレイ図に自分の ・かけ算でできる同じ数のかたまりが 靴の絵をア

考えを書く。 （個別） 意識できるように，アレイ図に印を レイ図にし
①分ける方法（縦） つけ，「○こずつ○こ分」の式を書 たワークシ
・二つに分けると，それぞれでかけ き込むようにさせる。 ート

今までは同じ数のかたまりがいくつかあったね。

今日はばらばらだ。

何足ぐらいあるのかな。４０よりは少ないだろう。

一足ずつ数えるのはめんどうだ。かけ算で

できないかな。

同じ数のかたまりにすれば、かけ算がつかえそうだ。



算が使えそうだ。

5× 4=20
3× 4=12 ◆かけ算九九を使って答えを出そうと
20+12=32 している。 （観察・ワークシート）

②分ける方法（横）
・横に分けても，かけ算が使えそう
だ。

・考えつかない児童には，アレイ図 ヒントカー
2× 4＝ 8 のヒントカードを見せ，それを使 ド
3× 8＝ 24 って考えられるように支援する。
8＋ 24＝ 32

・１つの方法を見つけたら，他の方法
も考えるように助言する。

③移動させて長方形にする方法
・出っぱっている部分を動かせば平
らになるね。 ・ほかの方法が思いつかない児童には

ヒントカードを見せ，他の方法を考
4× 8＝ 32 えるヒントにする。

④移動させて長方形にする方法
・二つに切ってくっつけると，一つ
の四角になるね。

8× 4＝ 32

⑤全体から引く方法
・くつばこにくつが全部入っている
として，そこを引けばかけ算が使
えるね。

5× 8＝ 40
2×４＝ 8
40－ 8＝ 32

◆かけ算九九を生活場面で活用できる
ように考えることができる。

（ワークシート）
【深める】

１３ ４ 自分の考えを発表し，話し合う。 ・自分の考えはどのやり方と同じなの ホワイトボ
（一斉） か考えながら聞くようにさせる。 ード

・同じ考え方の二人組で，一人が説
明し，一人がホワイトボードを指 ・発表を二人組で行うことにより，自
すなど役割分担し，それぞれの考 分と友だちの考えを比べながら，聞
えをみんなの前で発表する。 くことができるようにする。

・みんな同じ数のかたまりをつくっ ・それぞれの発表で，共通する言葉に
て，かけ算を使っているね。 注意しながら聞くように伝える。

【まとめあげる】
２ ５ 本時の学習のまとめをする。

（一斉）

ばらばらのものでも，同じ数のかたまりにして，かけ算を使えば，
かんたんにもとめることができる。



６ 板書計画

問 くつばこに，くつがこのように 学 ばらばらになっているくつの数を

入っています。くつはぜんぶで かんたんにもとめるにはどうした

何足でしょうか。 らよいだろうか。

今までは同じ数の 考

今までは同じ数のかたまり

・みんな同じ数のかたまりをつくってかけ算

をつかっているね。

ま ばらばらのものでも，同じ数のかた

まりにして，かけ算をつかえば，かん

たんにもとめることができる。

今までは同じ数のかたまりだったね。

今日はばらばらだ。

一足ずつ数えるのはめんどうだ。

同じ数のかたまりをみつけられ

ないかな。


