
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 かけざん（２）

２．本時の指導

（１）本時の目標

○アレイ図を使った算数的活動で７・８・９の段の九九を自力で構成することができる。

(表現・処理)

○７・８・９の段の答えは、かけられる数だけふえることがわかる。（知識・理解）

（２）仮説との関連

仮説１（思考力）

『思考し、表現する力』を高める実践モデルプログラムを取り入れた授業において、数学的

なものの見方、考え方を整理し、児童が自力解決や比較検討の場に活用していけるように工

夫していけば、思考力を高めることができるであろう。

本時は、７・８の段を自分で構成し、話し合いをした後、９の段も同じようにできるかと投げ

かけ、虫食い９の段の九九表を完成させるという流れで学習を仕組んでいく。児童には、７・８

の段を作っていくことを知らせる。自分たちで作ることができるかを考えさせる。どの子も「で

きるよ」「簡単だ」と九九の構成には意欲的になるであろう。しかし、７・８の段ともなると数が

大きく難しく考えてしまいがちな児童もいる。そこで、６の段までと比較させることで、「かたま

りの数が違うだけで同じようにやればできるよ。」「アレイ図を使えばわかる。」「７の段は７をた

せばよい」「８の段も８をたせばできるよ」「７×２は２×７と答えが同じだから出せるよ」と解

決の見通しを持たせた上で、自力解決に入りたい。

自力解決では、どんな方法で解決したか言えるようにノートに書かせておく。答えを求める段

階でたし算の計算ミスをしがちな児童には、アレイ図を使い、かける数がふえると答えがかけら

れる数だけふえることを確認しながら確実に答えを出せるようにしていきたい。また、速く答え

が出せた児童には、確かめのための操作としてアレイ図を使わせたい。さらに、７×３は３×７

の答えと同じ（交換法則）を使うと７×２から７×６までは簡単に答えを見つけられることや７

×７以上の答えを見つける時は前の答えにかけられる数をたせば求められること。さらに、１つ

の数７を５と２と見て、５×７＋２×７＝４９と考えても求められることなどに触れていく。

九九の範囲でなくても答えが出せることを知り、算数の楽しさ、おもしろさを体感させていきた

い。また、新しいきまりも発見できる力もつけていきたい。

仮説２（表現力）

『思考し、表現する力』を高める実践モデルプログラムを取り入れた授業において、児童の

実態や発達段階に応じたノートの使い方や、説明の仕方、教具等の使い方を指導していけば、

算数科における表現力を高めることができるであろう。

既習の学習を生かして、６の段までの時と同じように、かけ算のきまりの何を使って考えたと

いうように自分の考えたことを話せるようにする。そのために、全体で話し合う前に、まず、ペ

アで話し合わせる。そうすることで、自分の考えをより確かなものにし、自信を持つことで、全

体での話し合いの場に積極的に参加できるようになると考えている。友達の考えを聞く時の視点

を「同じところ、違うところ、いいところ」などしっかり持たせ、友達の考えとの相違点に気づ

かせながら、よりよい解決方法を見つけたり、自分の考えを見直したりできるように支援してい

きたい。



（３）展開

時配 学 習 内 容 と 活 動
指導上の留意点と支援（○）評価（◎）

資料
数学的な考え方（考）

３ ○６の段までの九九練習をする。 ○６の段までの九九練習をペアにて１分間 １分間

・１分間計算 練習をさせる。さらに、フラッシュカー 計算プ

・フラッシュカード ドにより習熟を図る。答えを間違えた時 リント

点で、答えの見つけ方を想起させ、正し

い答えを出せるように支援する。 ﾌﾗｯｼｭ

◎６の段の九九までを正しく唱えることが カード

できたかペアで評価し合う。

見出す ○６の段までに使ったアレイ図やきまりを

使って、７・８の段も作れるかと投げか

３ ７・８のだんの九九を作ろう。 け、すぐ作りたいという気持ちを高めて

○７・８のだんを今までのだんと同じよ いく。 ７・８

うに考えて答えを見つけられるか考え の段の

る。 ○かけられる数（基準量）が７・８に変わ 九九表

・７×２＝１４ るだけで考え方は今までと同じことに気

・７×２は７が２つということだから づかせる。７×２、７×３を全員で構成

７＋７＝１４ していくことで、続きは一人でもできる

・７×３＝１４＋７＝２１と出せばよ と解決の見通しを持たせた上で、自力解

いからできるよ。 決へと進めていく。

今までの九九作りと同じように考えて７・８のだんも作れるだろうか。

1２ 調べる

○各自で７・８の段の九九を構成する。 ○既習のどの方法を使うか自分で決めて取

・累加の考え り組ませていく。なかなか決まらない児

７×２＝７＋７＝１４ 童には、アレイ図を使うことで確実に答

７×３＝７＋７＋７＝２１ えを求めさせていく。

・関数的な考え （考）操作を通して答えはかけられる数だ アレイ

７の段 ８の段 けふえていくことをしっかりつかませて 図

7× 1=7 14-7=7 8× 1=8 16-8= 8 いきたい。さらに、８の段ではどうなる

7× 2=7＋ 7=14 8× 2=8 ＋ 8= 16 かを考えさせ、８の段の構成につなげさ

7× 3=14＋ 7=21 8× 3=16 8 =24 せたい。
・アレイ図で ◎既習事項を活用し、自ら解決しようとし
●●●●●●●●● ているか。（操作やノートから）
●●●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●●●●●●●● ○速く答えを出し終えた児童には、アレイ
●●●●●●●●● 図を使って確かめさせる。さらに、他の
●●●●●●●●● 方法で答えを見つけることはできないか
●●●●●●●●● と問いかけ、かけられる数とかける数を

入れ替えても答えは同じ（交換法則）や
７を２つの段の和（５＋２）と見て考え
ていく（結合法則）などにも気づかせて

7 7 7 いきたい。

14 21 ○どのように答えを出したのかをノートに



・１列ふやすと７こずつふえている 書かせ、発表できるようにさせる。

７×２ ７＋７＝１４

７×３ １４＋７＝２１

・交換法則の考え

７×２＝２×７ ○交換法則の考えを使うと７の段は７×７

から上の答えを見つければ構成できるよ

・結合法則の考え さにも触れておきたい。

５×７＋２×７＝４９ ○結合法則の考えでは、習熟度の高い２か

３５＋１４＝４９ ら５の段までを使って答えを出したり、

九九の範囲を超えた計算を九九に直し考

えたりするのに便利な方法である。本時、

出てこない場合は次時以降で扱っていく。

深める

２０ ○どのようにして九九を作っていったか ○ペアで話し合うことで、自分の考えをよ

ペアで話し合う。 りはっきりさせていくことで、全体での

○九九の答え合わせをしながらどのよう 話し合いに進んで参加できるようにした

にして作ったかを話し合う。 い。また、自分では気づかなかった仕方

７の段 ８の段 にも触れることで話し合う内容に深まり

ひとつ分をふやす ７をたす ８をたす を持たせいきたい。

前の答えにたす ７をたす ８をたす ○話し合いの結果を一目でわかるような表

習ったかけ算を使 5× 7=35 5× 8=40 でまとめ、７・８の段の九九についての

う 7× 5=35 8× 5=40 共通点等を見つけさせていく。

アレイ図を使って ７ずつふえ ８ずつふ (考)かけ算をたし算で考えている児童には、

る える より速く、簡単にできる考えを考えさせ

た上で、かける数が１ふえると答えはか

○６の段までと同じところを見つける。 けられる数ずつふえる（関数的な考え）

かける数（いくつ分）が１ふえると答 を使うよさを実感させたい。

えはかけられる数（ひとつ分）ずつふ

える。

○７・８のだんで使った考え方ややり方

を使って９のだんも作れるか考える。

○ 虫食いの９の段の九九表を見て、話 ○９の段の答えを見つけるにはどこに目を

し合う。 つければよいかを考えさせる。 虫食い

９ ×１＝ ○答えが連続でわかっているところ。かけ の９の

９ ×２＝ られる数が９であること。既習のかけ算 段の九

９ ×３＝２７ が使えないかなどを手がかりに自力解決 九表

９ ×４＝３ させていきたい。

×５＝４５

９ ×６＝５４
９ × ＝６３
９ ×８＝
９ ×９＝

・答えの４５と５４を見ると９ふえて

いるから９ずつふやせばできると思

う。



・５×９は４５だから空いているとこ

ろに９がはいる。

○各自、９の段の九九表を完成させる。 ○十の位の数字の並び方を見て答えを出す

９×１＝ ９ 児童もいると思われるが、なぜ、それで

９×２＝１８ よいのか根拠をはっきり言えるようにさ

９×３＝２７ せる。

９×４＝３６ （考）かけ数が１ふえると答えはかけられ

９×５＝４５ る数ずつふえる見方だけではなく、９×

９×６＝５４ ３から９×２の答えを見つける時２７－

９×７＝６３ ９と一方向からだけでなくいろいろな方

９×８＝７２ 向から見ることの素晴らしさを賞賛して

９×９＝８１ いく。

○答え合わせをする。 ○ただ単に答え合わせをするのではなくど

うして答えを求めたかを説明しながら発

表できるようにする。

○できあがった９のだんの九九表を見て ○今までにはない９の段だけにある新しい

１２ 話し合う。 きまりも認めていくことで数の見方の楽

・９のだんは、かけ数（いくつ分）が しさを味わわせたい。

１ふえると答えはかけられる数（ひ

とつ分９）ずつふえる。

・かける数が１へると答えはかけられ

る数（９）ずつへる。

・答えが９・１８・２７と一の位が１

ずつへって十の位が１ずつふえてい

る。

・十の位と一の位をたすと９になって

いる。

・答えの一番上（９）と一番下（８１）

の答えをたすと９０になる。

まとめ上げる

１０ ○本時の学習でわかったことをまとめ ○７・８・９の段の九九表を使いながら、

る。 どの段も答えはかけられる数ずつふえて

いることをまとめていく。

○児童の言葉を大切にしながらまとめてい

く。

７・８・９のだんもかける数が１ふえると答えはかけられる

数だけふえる。

アレイ図を使うとたてに１列ずつふえていく。


