
プログラムを取り入れた指導事例（小学校６年 算数）

１ 単元名 比例と反比例

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６学年「D 数量関係」の「（２）伴って変わる二つの数量の
関係を考察することができるようにする。」に関連するものであり，「記録比べ」「比とその応
用」「拡大図と縮図」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，これまでに指導してきた数量関係についての見方をまとめるために，伴って変わ
る二つの数量の中から，特に比例の関係にあるものを中心に考察し，関数の考えを伸ばすことを
ねらいとしている。日常の事象における二つの伴って変わる数量関係を表などに表し，変化と特
徴を調べることを通して，比例の関係を見出すような活動を取り入れる。そして，日常生活や算
数の学習の場面で，効率のよい処理の方法を求めて，積極的に比例の関係を生かしていこうとす
る態度を養うものである。

（２）児童の実態（男子 名 女子 名 合計 名）

設問 〈前提テスト〉 全問正答（名） 誤答（名）

１ 右のグラフは，９月３０日の気温の変化を示したものです。
①午前９時の気温は何℃でしょうか。
②気温が２５℃になったのは何時でしょうか。
③午前９時から午後０時までの間に，気温は何℃上がりましたか。
④この日午後５時の気温は１８℃でした。このことをグラフに書き
入れましょう。

１ 正三角形の１辺の長さとまわりの長さの関係について，次の問
題に答えましょう。

①１辺の長さとまわりの長さの関係を下の表にまとめましょう。
1辺の長さ□（cm） 1 2 3 4 5 6

まわりの長さ○(cm) 3 6
②まわりの長さは１辺の長さに比例するといえるでしょうか。その
理由も書きましょう。

【記録比べ】

【ともなって変わる量】 【比例】

【比とその応用】

【拡大図と縮図】

【比例と反比例】

第５学年 第６学年 中学１学年
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前提テストの結果から，折れ線グラフの読み方，書き方については，学習内容が概ね定着してい
ると言える。文章から，２つの数量を□や○を使った式で表す問題では，正答した児童は 名だ
った。文章を読み，その場面を想像して，立式するために，式の中にある二つの数量の対応や変化
の仕方にどんな特徴が見られるのかを表などを用いて調べたり，二つの数量関係を言葉の式などに
表したりする活動を十分に行いながら，本単元に入っていきたい。

設問 〈事前テスト〉 正答（人） 誤答（人）

１ 直方体の形をした水そうに水を入れたときの，時間と水の深さを調べ
ました。

水を入れた時間と水の深さ

時間 X（分） 0 1 3 4

深さ Y（cm） 0 4 8 16 24
① 上の表のあいているところに、あてはまる数を書きましょう。

② ＸとＹの関係を式に表しましょう。

③ ＸとＹの関係をグラフに表しましょう。

④ 深さ 60cmまで水を入れるには、何分かかるでしょうか。

比例の関係にある，表の空いているところにあてはまる数を書く問題については，二つが整数倍
で変わっているところに気がつき，概ねできていると言える。表から，比例の関係を式，グラフに
表すことは，まだ学習していないので，正答できる児童は少なかった。
Ｙ＝決まった数×Ｘの決まった数を見つけ出すこと，直線のグラフになることなど，比例の意味

を理解している児童も少ない。
比例の関係にある二つの量をＸとＹを用いた式で表し，意味と求め方を理解させながら，比例の

良さに気付かせていきたい。

（３）指導観

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～）

２名の教師による少人数指導を行い，児童の習熟度に合わせたコース別の学習を取り入れる。
実態から，児童は算数の学習に難しさや抵抗を感じていたり，自分の考えをノートに書き写した
り，考えたことを伝えたりする力については個人差が大きい。そこで，個に応じた指導を充実さ
せるためにＡグループを上・中位（ 名），Ｂグループを中・下位（ 名）とし，少人数指
導を行う。
【Bグループ（中・下位）】
「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」の場面での素材提示の工夫，「調べる」の場面での自力解決における
見通し，「深める」の場面では，自分の考えと友達の考えを比べ，考えを交流し合う活動である
と捉えている。
そこで，「見出す」の場面において，児童が，本時の学習課題を児童が把握し，明確に表現で

きるように素材提示を工夫していきたい。具体的には，前時との違いから，児童が思ったことを
吹き出しに書かせたり，つぶやいたことから学習問題を考えさせたりしていく。また，前時まで
の資料や掲示物を活用したり，映像を活用した資料提示を通して視覚的に捉えさせたりすること
で，児童の問題意識を刺激し，自力解決の見通しを十分にもたせるようにする。
「調べる」の場面において，表，式，グラフを活用する。ノートの指導については，自分の考

えを矢印，言葉，図，表の中に数字を書き込みながら，比例の関係の判断や見方を深めさせなが
ら，問題を解決させていきたい。自力解決の見通しのもてない児童には，個に応じた手立てを工
夫し，自分の手で操作することで，視覚的に捉えさせ，比例の認識をより確かなものにさせたい。
「深める」の場面では，自分なりの言葉や方法で説明する場面を意図的に設定する。ペア学習

では，自分の考えを友達に伝え，話すことへの抵抗感をなくし，自信をつけさせていきたい。全
体での話し合い活動では，「考え方と話す型」を示した下敷きを活用し，語り始めの言葉を意識
的に使うことで，自分の考えを分かりやすく伝えること，そして友達の考えをよく聞き，共通点
や相違点を見付け，考えを交流し合う活動になるようにする。



３ 単元の目標
・日常生活の中で，比例や反比例の関係を用いて問題を解決しようとする。（関心・意欲・態度）
・二つの量の関係を比例や反比例の定義や性質を使ってとらえたり，表やグラフから二量の関係
を考察したりできる。 （数学的な考え方）

・表やグラフから数量を読んだり，比例や反比例の関係を表やグラフに表したりすることができる。
（技能）

・比例や反比例の定義や性質を理解し，その関係を表やグラフに表す方法を理解する。
（知識・理解）

４ 指導計画（本時１２／２０）

時 目標 学習活動 評価規準（方法）

１ ・紙の枚数と，重さや ・実験を通して，紙の枚数と重 ・実験に意欲的に関わり，変化
一 厚さの変わり方をつ さや厚さの関係を調べ，その する量に着目しようとしてい

かむことができる。 結果を表にまとめる。 る。（関）［ノート・発言］
次

２ ・実験結果から，紙の ・紙の枚数と重さにはどのよ ・紙の枚数と重さには，決まっ
枚数と重さの関係を うな関係があるかを調べる。 た関係があることに気付き，
考えることができ ・重さから枚数を求める方法を 枚数の求め方を考えている。
る。 考える。 （考）［ノート・発言］

３ ・実験結果から，紙の ・紙の枚数と厚さとの間にも， ・紙の枚数と厚さには，決まっ
枚数と厚さの関係を 枚数と重さとの関係が成り立 た関係があることに気付き，
考えることができ つかを考える。 枚数の求め方を考えている。
る。 ・算数レポートを作成する。 （考）［ノート・発言］

４ ・比例の意味を理解す ・針金の長さと重さの二量の変 ・表から二量の関係をとらえる
二 ることができる。 化を話し合う。 ことができる。

・小数倍，分数倍の時も比例の （技）［発言・ノート］
次 関係が成り立つか調べる。 ・比例の意味を理解している。

（知）［ノート・発言］

５ ・比例の関係になって ・表を作るの活動を通して，比 ・伴って変わる二量から，比例
いるものを確認する 例関係を見つける。 関係にあるものを見つけるこ
ことができる。 ・何が何に比例しているのかを とができる。

考える。 （技）［ノート・発言］

６ ・比例の関係を式に表 ・水槽に入れた水の量と水の深 ・比例の関係を式に表している。
すことができる。 さが比例していることに気づ （考）［ノート・発言］

き，二量の関係を調べる。 ・比例の関係を表す式について
・深さ÷水の量の値を求め，何 理解している。
を表しているかを考える。 （理）［ノート・発言］

７ ・比例の関係の式の決 ・針金の長さと重さの表から決 ・比例の関係を表す式の決まっ
まった数の意味が理 まった数を求め，関係を式に た数の意味を理解している。
解できる。 表す。 （知）［ノート・発言］

８ ・表から関係を調べ， ・正多角形の一辺の長さと周り ・比例の関係を式に表すことが
比例の式に表すこと の長さが比例してることに気 できる。
ができる。 づき，表から関係を調べる。 （技）［ノート・発言］

・比例の式に表す。

９ ・比例の関係をグラフ ・比例の関係を表すグラフに表す。 ・比例の関係を表すグラフの特
に表し，特徴を理解 ・比例の関係を表すグラフは原 徴を理解している。
することができる。 点を通る直線になることに気づ （知）［ノート・発言］

く。

10 ・グラフから数量関係 ・グラフから対応する数量を読 ・比例するグラフから式に表す
を読み取ることがで み取る。 ことができる。
きる。 （技）［ノート・発言］

三 11 ・既習事項の習熟を図 ・比例の関係を式に表す。 ・既習事項をもとに比例の問題
る。 ・表をもとに，比例の関係を式 を解くことができる。



次 に表す。 （技）［ノート・発表］

12 ・比例の関係にある二 ・コーラの量とその中にあるさ ・比例の関係を用いて問題を解
つの数量から，比例 とうの量の比例の関係を確認 決している。
の性質を使って問題 し，能率よく問題を解決する。 （考）［ノート・発言］
の解決に用いること
ができる。

13 ・グラフを手がかりに ・おもりの重さとゴムの伸びる ・グラフを手がかりに問題を解
しながら問題を解決 グラフから表に表し，二量の 決している。
することができる。 関係を式に表す。 （考）［ノート・発言］

・グラフの範囲外の量について
求める。

四 14 ・一方が増えると，も ・面積が一定の長方形の，縦と ・二量の関係を表などで考えて
う一方が減る二量に 横の長さの関係を調べる。 いる。

次 ついて，その変わり ・反比例の意味をまとめ，定義 (考)［ノート・発言］
方を考えることがで を知る。 ・反比例の意味を理解している。
きる。 (知)［ノート・発言］

15 ・表から関係を調べ， ・面積が一定の長方形の横の長 ・反比例の関係を，式に表すこ
反比例の関係を式を さをＸ，縦の長さをＹとした とができる。
表すことができる。 時に，ＸとＹの対応する数の (技)［ノート・発言］

きまりを見つけ，式に表す。

16 ・反比例の関係をグラ ・Ｘ×Ｙ＝２４のＸ，Ｙに対応 ・反比例のグラフの特徴を理解
フに表し，特徴を理 する値の組を表す点をとり， している。
解することができ グラフに表す。 （知）［ノート・発言］
る。 ・比例と反比例のグラフを比べ

る。
・反比例の関係を式に表す。

17 ・反比例の関係を問題 ・表から二量の関係が反比例し ・反比例の関係に気付き，式に
解決に利用すること ていることを気づく。 表すことができる。
ができる。 ・反比例の関係を式に表す。 （技）［ノート・発言］

18 ・反比例の練習問題を ・二量の関係を表し，反比例し ・既習事項をもとに，反比例の
解くことができる。 ているかどうかを判断する。 問題を解くことができる。

・ＸとＹの関係を式に表す。 （技）［ノート・発言］

19 ・力だめしの問題を解 ・比例の関係を，表，式，グラ ・既習事項をもとに，比例，反
くことができる。 フに表す。 比例の問題を解くことができ

・比例，反比例を使って，問題 る。 （技）［ノート・発言］
を解決する。

20 ・習熟を図るために， ・各自の習熟に合わせて，巻末 ・既習事項をもとに，比例，反
問題を解くことがで の「サポート」「補充問題」「チ 比例の問題を解くことができ
きる。 ャレンジ」に取り組む。 る。 （技）［ノート・発言］

（

本

時)



５ 本時の指導

（１）目標

・比例の関係を用いて問題を解決しようとしている。 （関心・意欲・態度）

・比例の関係にある二つの数量から，比例の性質を使って問題の解決に用いることができる。

（数学的な考え方）

（２）授業観

本時では，今まで学習した伴って変わる具体的な二量の変化を表や比例の式を活用し，問

題解決に利用する。導入部分では，コーラの缶を提示し，本時の学習は，コーラの中に溶け

ている目に見えない砂糖の量を求める素材であることを児童に捉えさせる。コーラの量が増

えれば，砂糖の量も増えるというつぶやき，比例の関係を使うというつぶやきから学習問題

に迫っていく。自力解決として，表を基にしながらいろいろな数値について調べたり，Y ＝
決まった数× X を使い，児童が日常生活の中から比例の関係にある事象を見付け出したりす
る。比例の関係を用いて，効率よく問題を解決する良さを捉え，比例の関係を活用すること

ができるようにする。

（３）展開

時配 学習内容と学習活動 （形態） 指導・支援 ◆評価（方法） 資料

【見出す】

５ １ 素材について話し合い，学習課題をつ ・コーラの味から，砂糖が中に入っ コーラ

かむ。 （一斉） ていることを確認する。 の缶

・本時は，目に見えない，コーラの 表

中に解けている砂糖の量を取り扱

うことを確認する。

・表は隠しながら見せていくことで，

数値を焦点化し，コーラが増えれ

ば，砂糖が増えることを確認する。

コーラ２５０ mL の中に，さ ・コーラの量とさとうの量は比例す

とうは 何 gあるでしょうか。 ることを確認する。

５ ２ 学習問題を設定する。 （一斉）

コーラ 250mL の中にあるさとうの量を求めるには，どうしたらよいだ
ろうか。

【調べる】

１５ ３ 解決の見通しを持ち，自分の考えをノ

ートに書く。 （個別）・解決するために，どの方法を用い

［表］ るかを確認してから，自力解決に

入る。

・考えつかない児童には，ヒントカ ヒント

ードを見せ，それを使って考える カード

ように助言する。

コーラが増えるとさとう

の量が増える。
比例の性質が使えそう。

1mL のさとうの量が分
かれば，計算できる。

250mL だから、コーラの 50mL
を５倍すればよい。だいたい 30g かな。

コーラの量 X(mL) ０ １ ５０ １００ ２５０

さとうの量 Y（g） ０ ６ １２

コーラの量X（mL） 　1 100 250

さとうの量Y（g）   12



・答えの確かめとして，電卓を使っ 電卓

てもよいこととする。

◆比例関係を用いて問題を解決しよ

うとしている。 （観察・ノート）

・一つの方法で解けたら，別の方法 ホ ワ イ

でも考えられるように助言する。 ト ボ ー

ド

・割り算を使って，決まった数を求

めたり，基になる値の何倍になっ

ているかを見つけたりすれば，計

算で求められることを押さえる。

◆比例の関係を用いて問題を解決し

ている。 （ノート）

←決まった数

・表の考えから，比の考え方も同じ

Ｙ＝ 0.12× 250 ように，二つの数量の対応や変化

に着目させる。

［比］

５０：６＝２５０：Ｘ

Ｘ＝３０ ・比を使った考え方も認める。

【深める】

１３ ４ 考えを発表し，話し合う。 ・ペアで話し合い，発表への自信を

（ペア→一斉） もたせる。

・ペアで発表する。

隣の席の友達に自分の考えを話す。 ・順序や接続詞を使って，自力解決

隣の席の友達の考えを聞く。 の方法を分かりやすく説明するよ

質問や感想を伝え合う。 うに伝える。

・全体で発表する。 ・自分の考えと比べながら，共通点

質問や感想を伝え合う。 や相違点を考えながら聞くように

助言する。

【まとめあげる】

４ ５ 本時のまとめをする。 （一斉）・学習問題に振り返ってまとめられ

るようにする。

比例の関係を使うと，コーラの中にあるさとうの量を求めることができる。

３ ６ 次時の予告をする。 （一斉） ・次時は，グラフを手がかりにして

問題を解決することを伝える。

250÷ 50＝ 5
6× 5＝ 30

100×□＝ 12
12 ÷ 100 ＝ 0.12
0.12 × 250 ＝ 30

12÷ 100=0.12
0.12 × 250 ＝ 30

コーラの量X（mL） 　５０ ２５０

さとうの量Y（g） 　 ６

コーラの量X（mL） 　１００ 　２５０

さとうの量Y（g） 　 １２



６ 板書計画

比例と反比例
考

素 コーラ２５０ mL の中に，
さとうは，何 g あるでしょ
うか。

学 コーラ 250mL の中にある
さとうの量を求めるには， ま
どうしたらよいだろうか。 比例の関係を使うと，コーラの中にある

さとうの量を求めることができる。

コーラが増えると

さとうの量が増え

る。

比例の性質が使えそう

１ mL の砂糖の量が分か
れば，計算できるだろう。

だいたい 30gかな。

250mL だから、
コーラの 50mL を
５倍すればよい。

コーラの量 X(mL) ０ １ ５０ １００ ２５０

さとうの量 Y（g） ０ ６ １２


