
プログラムを取り入れた指導事例（小学校４年 算数）

第４学年 算数科学習指導案

１ 単元名

計算のきまり （計算のやくそくを調べよう）

２ 単元について

（１）単元観

本単元は，学習指導要領の以下に該当する。

Ｄ 数量関係

（２）数量の関係を表す式について理解し，式を用いることができるようにする。

ア 四則の混合した式や（ ）を用いた式について理解し，正しく計算すること。

（３）四則に関して成り立つ性質についての理解を深める。

ア 交換法則，結合法則，分配法則についてまとめること。

式については，加法・減法について第１学年で，乗法について第２学年で，除法については第

３学年で，それぞれの計算が用いられる場面を知り，それを式で表す学習をしてきている。また，

簡単な場合について２段階の構造を分解式に表したり，（ ）を使って総合式に表したりすること

も経験してきている。

四則計算について成り立つ性質については，加法，乗法の交換法則，結合法則についてある程

度扱ってきている。乗数の増減と積の変化の関係，被除数と除数に同じ数をかけたり，同じ数で

わったりしても商は変わらないことなども扱ってきている。

本単元のねらいは，四則混合の式や（ ）を用いた式の意味や計算のきまり（交換法則，結合

法則，分配法則）を理解し，計算の方法の工夫を考えるときなどに活用できるようにすることで

ある。単に計算の順序や計算のきまりを覚えるだけでなく，式で簡潔に表現できるよさ，工夫し

て簡単に計算ができるよさを味わえるようにしていきたい。

≪単元の系統≫
３年 ４年 ５年

① かけ算 ③ わり算の筆算（１） ③ 小数のかけ算
⑨ かけ算の筆算（１） ⑧ わり算の筆算（２） ④ 小数のわり算
⑯ かけ算の筆算（２）

・除法の検算の仕方 ・計算法則の小数への拡張
・乗法の性質や計算法則 ・除法について成り立つ性質 ・未知数を□で表して立式し
（分配･交換）とその応用 □にあてはまる値を求める

こと

③ わり算 ⑩ 計算のきまり
⑦ あまりのあるわり算

・（ ）を用いた式の意味と
・除法と乗法の相互関係 計算順序

・四則混合の式の意味と計算
順序

・分配法則とその活用
・四則について成り立つ法則
・乗法に関して成り立つ性質



（２）児童の実態
省略

（３）指導観

本単元では，まず，四則混合の問題を含む数量の関係，（ ）や乗除優先のきまりを使って１つ

の式に表すことのよさについて学習していく。文章題の文意を読み取れず，苦手とする児童が多

いと考えられる。そこで，単元の導入では，ハンバーガーショップのメニューと品物のカードな

どを用意し，実際の場面を想定させながら買い物をさせることで，興味・関心を持たせていきた

い。また，その活動をもとに言葉の式に表すことで，ハンバーガーとジュースを１つずつ同時に

買うことが，（ ）を用いた式につながることを丁寧に扱って確認していきたいと考える。また，

同じ物を何個か買うことも，同じ言葉の式にあてはめていくことで，式の中の乗除優先のきまり

につなげ，理解につなげていきたい。さらに，分配・交換・結合法則を●や■・▲などを用いた

一般化した式に表し，具体的な数をあてはめていきながら，結合法則をうまく使うと簡単に計算

ができたり，分配法則を使うと手際よく計算できたりすることなどの算数のよさに気付かせてい

きたい。

また，本単元をとおして，話し合い活動も重視し, 式からその考え方を読み取ること，「式を読

む」という活動をとおして，自分の考えを説明したり，伝え合ったりする機会を多くもち，表現

する機会をもてるようにする。また，小集団で教え合ったり，早くできた児童が，一対一で他の

児童に教えたりするなどして，児童同士の学び合いの機会を多くもたせるようにする。「できた，

わかった」という喜びをもたせることで，算数好きを増やしていき学力の向上にもつなげたい。

３ 単元の目標

◇計算の順序に関わるきまりについて理解するとともに，四則に関して成り立つ性質について理解

を深め，必要に応じて活用できるようにする。

○ （ ）を用いて１つの式に表すと, 数量の関係を簡潔に表すことができるなどのよさに気付き

学習に用いようとする。 (関心･意欲･態度)

○ 四則に関して成り立つ性質を用いて計算を簡単に行う工夫について考え, 表現することができ

る。 (数学的な考え方)

○ 四則混合計算や（ ）を用いた式の計算や, 四則に関して成り立つ性質を用いて計算の仕方を

工夫することができる。 (技能)

○ 四則混合計算や（ ）を用いた式の計算の順序を理解し, 四則に関して成り立つ性質につい

ての理解を確実にする。 (知識･理解)

４ 指導計画 ９時間扱い（本時５／９）

時 目 標 学 習 活 動 評 価 規 準

○２つの式で表される場面 ・２段階構造の問題を１つの ・（ ）の中をひとまとまりと

一 １ を,（ ）を用いて１つ 式に表す仕方を考える。 みて,（ ）を用いて１つの式

次 の式に表すことができ， に表すことを考えている。（考）（

その式の計算順序を理解 ・（ ）のある式の計算順序 ・２つの式で表される場面を,

計 １ する。 をまとめ，その計算をする。 （ ）を用いて１つの式に表

算 すことができる。 （技）

の ○四則混合の式の計算順 ・加減と乗除の２段階構造の ・複数の式で表される場面を１

じ 序を理解し，その計算 問題を１つの式に表し，そ つの式に表すことができる。

ゅ ができる。 の計算順序を考える。 （考）

ん ２ ・乗除は加減よりも先に計算 ・四則混合の式の計算順序を理

じ することをまとめる。 解している。 （知）

ょ ・四則混合の３段階構造の式）

の計算順序を考える。

・四則混合や（ ）のある式

の計算順序をまとめる。



○ドットの数を，いろい ・ドットの数を工夫して求め，・１つの式に表すと，数量の関

１ ろな考え方で進んで求 １つの式に表す。 係を簡潔に表せることのよさ＜

めようとする。 ・他者の考えを読み取り，言 に気付き，進んで求めようと

本 ○ドットの数の求め方を, 葉や式，図に表す。 している。 （関）

時 まとめたり移動させた ・ドットの数の求め方を, まと＞

りするなど工夫して考 めたり移動させたりするなど

え,１つの式に表して説 工夫して考え,１つの式に表し

明することができる。 て説明している。 （考）

○分配法則を■や●など ・合計の個数の求め方を考え ・分配法則を■や●などを用い

二 １ を使って一般的にまと る。 て，一般化してとらえようと

次 めたり，それらを用い ・（5+3）×12と5×12+3×12と している。 （関）

て計算を簡単に行う工 を，等号でつなげられるこ ・分配法則について理解してい（

夫を考えたりすること とを確かめる。 る。 （知）

計 をとおして，分配法則 ・■や●などに数をあてはめ，

算 についての理解を深め 式が成り立つことを確かめ，

の る。 分配法則について一般的に

き まとめる。

ま ・分配法則を用いて計算方法

り を工夫する。）

○交換法則，結合法則を ・交換法則，結合法則を用い ・計算法則を用いて，計算を簡

■や●などを使って一 て，計算の工夫の仕方を考 単に行うための工夫を考え，

般的にまとめたり，そ える。 説明している。 （考）

１ れらを用いて計算を簡 ・交換法則，結合法則を用いて

単に行う工夫を考えた 計算の仕方を工夫することが

りすることをとおして， できる。 （技）

交換法則，結合法則に

ついての理解を深める。

○乗数を10倍すると積も ・3×6＝18の式を基にして， ・被乗数や乗数と積の関係を見

10倍になり，被乗数と 3×60や30×60の答えの求め 出し，その関係について計算

乗数をそれぞれ10倍す 方を考える。 法則を用いて説明している。

１ ると，積は100倍になる ・3×6＝18，3×60＝180，30 （考）

という乗法の性質を理 ×60＝1800の３つの式を見 ・乗数を10倍すると積も10倍に

解する。 比べ，気づいたことを話し なり被乗数と乗数をそれぞれ

合う。 10倍すると，積は100倍になる

・乗法では，乗数を10倍する という乗法の性質を理解して

と積も10倍になり被乗数と いる。 （知）

乗数をそれぞれ10倍すると，

積は100倍になるという乗法

の性質をまとめる。

三 ○学習内容の定着を確認 ・「しあげの問題」に取り組 ・基本的な学習内容を身につけ

次 １ し，理解を確実にする。 む。 ている。 （知）（

まと
め）

５ 本時の指導 (５／９)

(１) 目標

・ドットの数を，いろいろな考え方で進んで求めようとする。 （関心・意欲・態度）

・ドットの数の求め方を，まとめたり移動させたりするなど工夫して考え，１つの式に表して説明す

ることができる。 （数学的な考え方）



(２) 仮説との関わり

仮説

学習過程の中で，思考の場を明確にし，興味・関心がもてる算数的活動を取り入れれば，

主体的に考えることができ，思考力・表現力が伸びるであろう。

操作活動や体験活動の算数的活動を重視しながら，今までの学習も取り組んできている。

本時の学習は，ドットの数を一人ひとりが様々な方法で求めることが大きなねらいである。

数えてしまえば全体数は簡単にわかるが，その数え方の工夫を１つの式で表すことを考えさせたい。

そこで，「見出す」時間は，フラッシュカードで易しいドットの数を扱い，たし算やかけ算を

用いると数が求められることを実感させる。その後, 少し複雑なドットの問題も計算を工夫す

れば求められるという実感を味わわせてから，本時の学習問題を持たせていきたいと考える。

ここでは，一人ひとりが本時の学習課題に興味・関心が持てるように，少し時間をかけて話し

合いを進めていきたいと考える。

「調べる」の段階では，式で表すには，いくつかのまとまりをつくる必要があり，児童それ

ぞれが，様々なまとまりをつくるものと思われる。また，まとまりだけではなく移動や付けた

しなども考えられる。自分なりの方法が考えられるように，ドットのワークシートをたくさん

用意し，自由に活用させていきたい。できるだけ自分の考えを模索し，自力解決に取り組んで

ほしいと思う。今まで，解決できた児童同士で話し合いを行わせることも多かったが, 本時は,

自力で考えさせる時間をより多くとることで思考力を育てたい。

さらに「深める」の段階では，考え方や式について話し合いをしていくが，図から考え方を

理解したり，式から友達の考え方を読み取ったりするという話し合いにも広げ，より深い学び

合いができるようにしていきたい。話し合い活動を楽しいと感じてきた児童も増えているので

さらに自分に自信がもてるような支援をしていきたい。

「まとめあげる」の段階では，いろいろな考え方は，式と連動しており，それぞれの式には

それぞれの意味があることや友達の工夫した考え方のよさなどの発見もしていきたいと考える。

また，児童から出なかった解決方法なども紹介し，考えの深さや楽しさなどもこの時期の児

童に味わわせることによって次へとつながる思考力を育てたいと考える。

(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】 ・簡単なドットの数をフラッシュカードで 前時までの

７ １．本時の学習課題をつかむ。 答えさせることにより，本時の学習の見 掲示資料

通しを持たせる。

・●の数を単に数えるのではなく，その求

右の図で，●は何個 め方を１つの式に表すことを考えるとい

ありますか。 うことを確認する。

求め方を１つの ・児童全員が，見通しを持つことができる 掲示用の資料

式に表し， 答えを ように，１つの例

求めましょう。 で式の立て方など 学習課題の

を考えさせてから 掲示物

本時の課題に取り

組ませるようにする。

○発 ●の数を式で求める方法を考え

てみましょう。

２．学習問題を立てる。

●の数を，工夫して１つの式に表して求めましょう。



【調べる】

１５ ３．見通しを持ち，自力解決をする。

○発 １つの式に表すには，どのように
すればよいか，図を使って考えてみ

ましょう。

・●をいくつずつか囲んでいけば計

算式ができるのではないか。 ・同じ数のまとまりを作ったり，移動させ

・●を移動すると簡単な式になるの たりすると式に表せることに気付かせる。

ではないか。

・図にかき込んでみよう。

①３個のまとまりをつくる。 ・考えが分かるように補助線や式も書き入

れさせる。

３個のまとまりが ・１つの式に表すことに抵抗のある児童は，

８つと残りが１つ。 ２つや３つになることも認める。深める

時に取り上げ，１つの式に直せることを

３×８＋１＝２５ 確認する。

・囲んだ形は違っても，３個ずつのまとま

りになっていることに気付かせる。

②４個のまとまりと９個のまとまりを

つくる。 ・机間指導しながら, 個別に支援する。

４個のまとまりが４つ

まん中に９個。 ・戸惑いがみられる児童には, ヒントカー ヒントカード

ドを渡し，考えの方向を示すようにする。

４×４＋９＝２５ ドットの用紙

・課題用紙を自由に取れるようにし, 早く

４×４＋３×３＝２５ 自力解決できた児童は，他の方法も見付

けさせるようにする。

③４個と３個のまとまりをつくる。

４個のまとまりが ・何が何個になるかを，色分けなどをしな

４つ。 がら，わかりやすくまとめさせる。

３個のまとまりが

３つ。 ・式だけの用紙も用意し，その式からどの

ように図形を分割したかなども考えさせ

４×４＋３×３＝２５ たい。

④６個のまとまりをつくる。

・意味のない分け方にならないように声か

６個のまとまりが けをしていく。

４つ。

残りが１つ

６×４＋１＝２５

⑤○を付けたす。 ・付け足したことで正方形になり，付け足

縦が７個 した部分は，同じまとまりができている

横が７個 ことに気付かせる。

○６個が４つ。



７×７－６×４＝２５

⑥●を移動させる。 ・どこのドットをどこに移動したのかが分

かるように工夫してシートに書き込むよ

縦５個 横５個 うに支援する。

５×５＝２５

○進んで様々な方法でドットの数を求めよ

うとしているか。（観察・ワークシート）

【深める】

１８ ４．発表し，自分の考えと比較する。 ・自分のやり方との相違点を見つけながら

○発 どのように求めたか，友達の考え 発表を聞くようにさせる。

方を聞きましょう。 発表用の

・式が同じでも，図が違うことがあること 画用紙

①３個のまとまりが８つとばらが１ にも気づかせる。

つ。３×８＋１＝２５

・発表用に画用紙にかかせる時は, 全てか

②４個のまとまりと９個のまとまり かせるのではなく, 式だけだったり図だ

４×４＋９＝２５ けだったりにさせ, 式や図から読み取れ

ることを考えさせるようにする。

③４個と３個のまとまり

４×４＋３×３＝２５ ・色を使って同じ数ずつまとまりを囲ませ

たり，式に同じ色で線を引いたりして，

④６個のまとまりと残りが１つ 説明を分かりやすくする。

６×４＋１＝２５

・説明が分かりやすいようにドットが移動

⑤○を付けたす。 できるようにした掲示も用意しておく。

７×７－６×４＝２５ 紹介する

・児童から出なかった解決方法なども紹介 掲示物

⑥●を移動させる。 し，考えの深さや楽しさなどもこの時期

５×５＝２５ の児童に味わわせたい。

○ドットの数の求め方を，まとめたり移動さ

【まとめあげる】 せたりするなど工夫して考え，説明するこ

５ ５．本時のまとめをする。 とができたか。 （発表・話し合い）

○発今日の学習のまとめをします。

同じ数のまとまりをつくったり，●の囲み方を工夫したりすると,１つ

の式に表すことができる。式に表すとどのようなまとまりをつくったかが

分かる。

・いくつかのまとまりに目を向ければ，効

率よく求められることや，式に表すこと

のよさに気付かせる。



(４) 板書計画

○問 右の図で，●は何個 ○学 ●の数を，工夫して１つの式に表して求めま

ありますか。 しょう。
求め方を１つの

式に表し，答え ① ② …
を求めましょう。

○見 ・いくつかのまとまりを見つける。 ○ま 同じ数のまとまりをつくったり，●の囲み方を

・移動したり付け足したりする。 工夫したりすると,１つの式に表すことができる。
式に表すとどのようなまとまりをつくったかが分
かる。


