
第１・２学年 算数科学習指導案
日 時：令和元年１２月１２日（木）第２校時
児 童：第１学年 男子１名

第２学年 女子２名
授業者：教 諭 岩 間 歩

【第１学年】

１．単元名「くらべかた」

２．単元について

長さ，かさ，広さなどの量の大小について，日常生活の中で意識したり，比べたりしている経

験をしているが，単に感覚的に捉えていることが多い。したがって，例えばものの長さについて

「長い，短い」などの言葉を用いたとしても，その概念が明確になっているとはいえない。

本単元では，連続量で，算数で対象としている量のうち，長さ，かさ，広さについて比べ方を

学習する。これによって量の概念及び測定について，理解の基礎となる経験を豊かにすることを

ねらっている。

また，長さ，かさ，広さについての子どもの基礎的な経験をもとに，直接比較，間接比較，任

意単位による測定・比較の仕方を考えられるようにすることが大切である。また，任意単位を用

いることによって，量を数値化して表すことができることのよさにつても感じることができるよ

うにしたい。

３．児童の実態

算数を得意とし，学習意欲も高い。数の概念が身に付いており，たし算，ひき算，１０の合成

も理解している。しかし，集中力がないため１人学習時には取り組みまでに時間がかかることが

ある。また，文章を読む力が定着していないため，問題文を読むこと，内容を読み取り理解する

ことに支援が必要。１人で学習を進め，考えを深めることができるように，間接指導に入る前の

指導や教師との交流時の工夫を図りたい。

４．研究との関わり

（１）重点研究内容

ア 学習過程の工夫 イ 深い学び ウ 基礎基本の定着

①間接学習の時に行うことを ①自分の考えを説明する。 ①長さ，量，広さを実際に測

確認する。 ②教師との交流の仕方を工夫 定するなど具体物を操作さ

し，自分と違う考えを聞く せ，量の概念を身に付ける。

ことにより考えを深める。

１２



５．単元の目標及び評価基準

（１）目標

・直接比較や間接比較によって長さ，かさ，広さを比べることができる。Ｂ（１）ア

・身のまわりにあるもののながさ，かさ，広さを単位として，そのいくつ分かで大きさをくらべるこ

とができる。Ｂ（１）イ

（２）評価規準

ア 関心・意欲・態度 イ 数学的な考え方 ウ 技能 エ 知識・理解

身のまわりにあるも 身のまわりにあるもの ものの長さ，かさ，広 長さ，かさ，広さの量の

のの長さ，かさ，広さ の長さ，かさ，広さにつ さについて，直接比べる 意味や，ある大きさを単位

に関心をもち，大きさ いて間接的に比べたり， 方法，間接的に比べる方 としてそのいくつ分かで大

を比較したり，わかり ある大きさを単位として 法，ある大きさを単位と きさが比べられることに

やすい方法で表そうと そのいくつ分かで数値化 してそのいくつ分かで数 ついて理解し，身のまわ

したりしている。 したりするなど，比べ方 値化する方法で，比べる りにあるものの長さ，か

を考えている。 ことができる。 さ，広さの大小を捉えるな

ど，量の大きさについての

豊かな感覚をもっている。

６．単元の指導計画（全８時間）

時 目標 学習活動 評価

長さの意味，長さの比べ方 【評—ウ】

１ を理解する。（直接比較） ながさのくらべかたをか ものの長さを直接比較に

んがえよう。 よって比べることができ

・２本の鉛筆，２本のひも， る。

はがきの縦と横の長さを直

接比較で比べる。

長さの比べ方を理解する。 【評—イ】

２ （間接比較） ならべてくらべられない 直接比べられない場合の長

もののながさをくらべよう。 さについて，媒介物を用いて

本 ・額縁の縦と横のように，直 間接的に比べるなど，比べ方

時 接比較できないものの長さ を考えている。

をテープなどに写し取っ

て，間接比較で比べる。

・ワゴンなどが教室の入り口

を通かどうか，テープを用

いて調べる。

長さの任意単位による測定 【評—イ】

３ について理解する。 どれだけちがうかをあらわ ものの長さについて，ある

すほうほうをかんがえよう。 大きさを単位としてそのいく

・鉛筆や消しゴムを単位とし つ文化で数値化するなど，比

て，そのいくつ分かで長さ べ方を考えている。

を比べる。



水のかさの意味，直接比較， 【評—イ】

４ 間接比較によるかさの比べ方 みずかさのくらべかたを もののかさについて，直接

を理解する。 かんがえよう。 比べたり媒介物を用いて間接

・一方の入れ物の水を他方の 的に比べたりするなど，比べ

入れ物に移した結果や，同 方を考えている。

じ入れ物に移した炊煙の高

さで，水のかさを比べる。

水のかさの任意単位による 【評—エ】

５ どちらにどれだけおおく 水のかさの大小を捉えるな

はいるかあらわすほうほう ど，かさについての豊かな感

をかんがえよう。 覚をもっている。

・コップなどの容器を単位と

して，そのいくつ分かでか

さを比べる。

箱の大きさの直接比較，任 【評—イ】

６ 意単位による測定について理 どちらが大きいかくらべ 箱の大きさについて，直

解する。 よう。 接比べたり，ある大きさの

・箱の大きさを，どちらかの 単位としてそのいくつ分か

箱をもう一方に入れられる で数値化したりするなど，

かや，中に同じ大きさの小 比べ方を考えている。

箱が何個入れられるかで比

べる。

広さの意味，直接比較，任 【評—ウ】

７ 意単位による測定について理 どちらがひろいかくらべ ものの広さについて，直

・ 解する。 よう。 接比較や，ある大きさの単

８ ・レジャーシートを直接重ね 位としてそのいくつ分かで

て広さを比べる。 数値化して比べることがで

・方眼を使った陣取り遊び きる。

で，同じ広さのいくつ分か

で広さを比べる。



【第２学年】

１．単元名「長さ（２）」

２．単元について
「長さ（１）」 では，任意単位による測定の不便さから普遍単位を用いる必要性を気づかせて，長

さの単位「センチメートル（cm）」を導入した。また，端数部分の処理の必要性から「ミリメートル

（㎜）」の単位も指導し，１ cm＝１０㎜の関係についても理解を図った。これらの普遍単位を用い

て，具体物の長さの見当をつけて物差しで測定する活動も扱い，長さの意味や測定のしかた，長さの

加法性などについても捉えさせてきた。

本単元では，100cmを超える長さを測定する場面で，「メートル（m）」の単位を導入する。30cm

ものさしを使って測定する場合との比較を通して，メートルの単位の必要性や利便性に気づかせる。

また，100cmより大きな長さを表す場面で，メートルの単位のよさに気づき，必要に応じて適切な

単位や計器を選ぶことができるようにする。そのためにも，測定する対象物の長さを見積もり，どの

単位を用いたらよいのかを考えることが大切になる。身のまわりの具体物の長さの見当をつけ，測定

する活動を豊富に扱う中で単位と測定の意味やよさについても理解を深めさせたい。

３．児童の実態

２人とも算数の学習意欲が高く，しっかりと考えて学習に取り組むことができる。また，学習ルー

ルが定着していて，間接指導時には学習リーダー中心に２人で学習を進めたり，交流したりできる。

より考えを深めることができるように，交流場面の充実を図りたい。

４．研究との関わり

（１）重点研究内容

ア 学習過程の工夫 イ 深い学び ウ 基礎基本の定着

①測定する対象物の長さを見積 ①個人思考から交流をして考えを ① 1m＝ 100cmについて理解す

もり，どの単位を用いたらよ 深める。 るために，1mものさしを操

いのかを考えること活動を大 ②測定する活動を豊富に扱う。 作する。

切にする。

５．単元の目標及び評価規準

（１）目標
・長さの単位［ｍ］について知る。Ｂ（１）ア
・１ｍのものさしを用いていろいろなものの長さを測定することができる。Ｂ（１）

（２）評価規準

ア 関心・意欲・態度 イ 数学的な考え方 ウ 技能 エ 知識・理解

生活の中で用いられる 長さの単位「ｍ」の必 長さの単位「cm，ｍ」 長さの単位「ｍ」と

長さに関心をもち，身の 要性に気づき，長さの表 を用いて，身のまわりの 測定の意味，単位の関

まわりの長さを測定しよ し方を考えている。 具体物の長さを測定する 係について理解してい

うとしている。 ことができる。また，測 る。また，長さの大き

定するものに応じて，適 さについての豊かな感

切な長さの単位を選ぶこ 覚をもっている。

とができる。



６．単元の指導計画（全６時間）

時 目標 学習活動 評価

長さの単位「ｍ」と単位 【評—イ】

１ の関係を理解する。 長いものの長さのあらわ 大きな長さを表す必要から，

し方を考えよう。 cmより大きい単位があると便

本 ・両手で広げた長さを測る活 利なことを考えている。

時 動をとおして，長さの単位

「メートル（ｍ）」を知り，

１ｍ＝ 100cmを知る。

「何 m何 cm」の複名数 【評—ウ】

２ を理解する。 黒板の横の長さは何ｍ何 ものさしを用いて長さを測

cmかあらわそう。 定し，何ｍ何cmと表すことが

・１ｍのものさし４つ分とあと できる。

半分の長さを４m50cmと複

名数表記をする。また，それ

が何㎝といえるか考える。

1mの量感をもつ。 【評—エ】

３ １ｍものさしをつかって ものさしを用いて長さを測

いろいろなものをはかろう。 定し，適切な長さの単位を用

・自分の体で 1mがどのくら いて表すことができる。

いかを調べ，それをもとに

いろいろなものの長さを予

想してから実際に測定する。

ｍの単位の長さについて 【評—エ】

４ も加法生が成り立つことを たしざんのしかたを考え 複名数で表された長さの加減

理解する。 よう。 計算ができる。

・たんすの高さを 1m50cm＋

30cm＝ 1m80cmと求めるこ

とをとおして，長さがｍで

表されている場合も加減計

算できることを知る。

長さの学習を活用して， 【評—ア】

５ 測定などの活動をすること １ｍよりも長いものさしで 身のまわりのものの長さを，

ができる。 いろいろなところをはかろう。 紙テープで作ったものさしを

・紙テープに目盛りをつけて 用いて測ろうとしている。

1mより長いものさしを作

り，身のまわりのものの長

さを測る。

基本的な学習内容の理解 【評—エ】

６ を確認し，定着を図る。 長さの学習のまとめをし ・長さの単位「ｍ」と単位の

よう。 関係を理解している。

・単元のまとめをする。



７．本時の学習

（１）本時の目標 （１）本時の目標

・長さの比べ方を理解する。（間接比較） ・大きな長さを表す必要から，cmより大きい単

位があると便利なことを考えている。

（２）本時の展開

過 児童の活動 ◇教師のはたらきかけ 教師の ◇教師のはたらきかけ 児童の活動 過

程 Ｔ支援 わたり Ｔ支援 程

１ 前時の振り返りを １ 長さ（１）の振

する。 ◇前時に学習し り返りをする。

［長さの比べ方］ た長さの比べ方 ・前単元で学習した

課 ・はしをそろえる。 を振り返る。 長さ（１）のプリ 習

題 ・まっすぐのばす。 T 前時の学習を ントを行う。 熟

把 ・おって，たてとよこ 掲示しておきい ・

握 をくらべる。 つでも振り返り 応

ができるように 用

２ 問題 する。

たてとよこのなが

さは，どのようにし ◇額縁を提示

てくらべればよいで

しょうか。

３ 課題

ならべてくらべら ◇前時のように

れないもののながさ 直接比較できな

をくらべよう。 いことに気づか

せ，比べ方を考

えることに関心

４ 見通しをもつ をもたせる。

T 見通しがもて
ないときには，

他のものを使っ

てくらべられな

いか考えさせる。

◇ 1 人学習で行

うことを確認。

５ 自力解決 ２ 問題

・額縁の縦と横の長さ T画用紙，ひも， ◇お互いの手を広 れおさんが手を

の比べ方を考える。 紙テープを用意 げた長さを測る。 広 げ た 長 さ を ，

解 しておく。 30cm のものさしで 課

決 ・額縁の縦と横の長さ はかりました。こ 題

努 を比べる。 の長さのあらわし 把

力 方を考えましょう。 握

６ 考えたことを説明 ◇どのぐらいの長

できるように練習す さか予想させる。 ３ 課題

る。 長いものの長さ

のあらわし方を考

えよう。



◇自力解決，交流

でやることを確認

する。

７ 交流 ４ 自力解決

・自分で考えたことを ○計測の仕方を考え

発表する。 る。

定 ・自分と違う考えを聞 ◇教師は，児童 ［予想される考え］ 解

着 く。 の考えと違う考 ・３０ cm ものさし 決

［予想される考え］ えを提示する。 をつなげればいい。努

・画用紙に写す。 ・３０ cm ものさし 力

・紙テープを使う。 を使って印をつけ

ればいいかもしれ

８ まとめ ない。

ならべてくらべる ・紙テープを使って

ことのできないもの 測る。

のながさも，ひもな ５ 交流

どでながさをうつし ○自分で考えたこと

とれば，くらべるこ を交流し，２人で

とができる。 実際に測ってみる。

・３０ cm ものさし
で測るのは大変。

測りづらい。

・３０ cm では，正

◇ 100cm 以上あ 確には測れない。

るということが分 ・もっと長いものさ

かるようにする。 しがあればいい。

９ 練習問題 ◇ 1m について教 ６ １ m ものさしを

教科書 121ページ える。 提示する。

・自分の机，白い給食 ◇教室の入り口 ・ 10cm ごとに印 ○１ mについて知る。

習 台，先生の机は，教 の長さは紙テー があることに気付 ・１ m＝ 100cm 定

熟 室の入り口を通せる プで提示してお かせる。 ・10cmの 10個分 着

・ かどうか考える。 く。 ・1cm ＝ 10 ㎜を ・１ｍの書き方

応 ・予想させてから実際 想 起 さ ， 1m ＝

用 に紙テープを使って 100cm ということ
間接比較をする。 を気付かせる。

◇１ｍの書き方を

指導。

７ まとめ

長いものの長さ

をあらわすときに

は 1m をつかって
あらわすといい。

８ たしかめ問題



（３）板書計画

【第 1学年】

【第２学年】

入り口

つくえ たて
よこ

きゅうしょくだい たて
よこ

ピアノ たて
よこ

たしかめ１


