
第２学年の実践 

  

１ 単元名 「かけ算（１）」 

２ 指導観 

 ○ 本学級の児童（男子 6名、女子 12名）は、算数への関心が高く、計算問題や文章問題など、与

えられた課題は一生懸命やろうとする。算数に関する意識調査の結果を見ると、ほとんどの児童が

自分の力で問題を解けるようになることを望み、できたことを教師に誉められるとうれしいと感じ

ている。教師や家の人の言葉を楽しみにしながら、宿題以外に「祝っ子ノート」の自主学習を毎日

続け、着実に計算の力を伸ばしている。 

   本単元におけるレディネステストをした結果は、全員が基準量に着目できたが、いくつ分あるか

を正しく把握できなかった児童が２人、５の累加が正しくできない児童、２とびの数え方が正しく

できない児童が１人ずついた。累加で答えを求める際に配慮する。 

 ○ 本単元では、具体的な量○が△個分の時の全体量□を式に表していく活動を通して、○×△＝□

と簡潔に表現するかけ算のよさに気付かせ、具体的な事項に即し、一つ分の大きさが決まっている

時にそのいくつ分かにあたる大きさを求める場合にかけ算が用いられるというかけ算の意味につ

いて理解することをねらいとしている。また、この意味に基づいて計算の仕方を考え、５・２・３・

４の段の九九を構成して唱えたり、それを適用したりすることができることもねらいとしている。 

○ 指導にあたっては、本校研究主題に沿って、以下の 3点を行う。 

 ⑴ 自分なりの考えをもたせるための工夫 

   既習事項との比較を通して、本時のめあてを明確に意識させる。その際、掲示された前時までの

学習の歩みや算数の宝箱を活用したり、具体物、半具体物を見せたりして、子どもにわかりやすい

問題提示をする。言葉や式だけでなく、数図ブロックや図を使ったり、動作化を取り入れたりして、

自分に合った方法で思考が進められるようにする。 

⑵ 交流をさせるための工夫 

  式や答えを求めるだけでなく、それが何を意味し、図や式のどこにあるのかを明らかにするよう

に発問を行う。児童の発言の意味を、他の児童に説明させるようにする。友達の考えを自分の言葉

で言い換えて発表することで、互いの考えを交流させる。時には、教師が間違った答えを言って、

間違いを説明し合うようにする。 

⑶「算数ことばの宝箱」を活用した、算数的な言語を用いた表現活動 

  かけ算という新しい学習で、新しい用語や表記を学習するので、正しく表現できるよう、「算数

ことばの宝箱」を活用する。 

３ 単元の目標 

算数への関心・意欲・態度 ○ 進んで５，２，３，４の段の九九作りに取り組もうとする。 

数学的な考え方 
○ かけ算が用いられる場面を、「○のいくつ分」かでとらえ、具体物、

言葉、式を用いて表すことができる。 

数量や図形についての表

現・処理 

○ いくつずつ増えるかに着目して、５、２、３、４の段の九九を構

成し、それらを唱えることができる。 

数量や図形についての知

識・理解 

○ かけ算の意味や式の表し方、倍の意味を理解する。 

○ ５、２、３、４の段の九九の唱え方を理解する。 

○ 乗法は、累加で答えを求めることができることを理解する。 



４ 学習指導計画（総時数：１８時間） 

⑴  乗り物に乗っている人数を調べる活動を通して、本単元の学習のめあてをつかむ。・・・・① 

〈ブロック操作をしながら、同じ人数ずつ乗っている乗り物とばらばらに乗っている乗り物がある

ことに気付き、同じ人数ずつの場合のみ「○のいくつ分」と表せることを理解する活動〉 

⑵  かけ算の意味、記号、倍の意味を知り、かけ算の式を表す。           

・ かけ算の意味と式の表し方を知る。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① 

  〈基準量が何であるかを考えて、「○のいくつ分」ととらえた上でかけざんの立式する活動〉 

・ いろいろなかけ算の場面を式に表し、答えを求める。・・・・・・・・・・・・【本時】① 

〈様々な場面をブロック操作や図で「○のいくつ分」と表し、それらをかけ算で表す活動〉 

・ 「○の△倍」という倍の意味を知り、かけ算の式に表したり、答えを求めたりする。・・① 

〈「○のいくつ分」を「○の△倍」と表す活動〉 

⑶  ５・２・３・４の段の九九を構成し、唱え方を覚える。 

・ ５の段の九九を構成して覚え、用語「九九」を知る。適用題をする。・・・・・・・・・③ 

〈ブロック操作をしながら、同数累加やかけ算の性質を使って５の段の九九を作り、覚え、

適用題を解く活動〉 

・ ２の段の九九を構成して覚える。適用題をする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・② 

〈ブロック操作をしながら、同数累加やかけ算の性質を使って２の段の九九を作り、覚え、

適用題を解く活動〉 

・ ３の段の九九を構成して覚える。適用題をする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・② 

〈ブロック操作をしながら、同数累加やかけ算の性質を使って３の段の九九を作り、覚え、

適用題を解く活動〉 

・ ４の段の九九を構成して覚える。適用題をする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・② 

〈ブロック操作をしながら、同数累加やかけ算の性質を使って４の段の九九を作り、覚え、

適用題を解く活動〉 

・ かけられる数が先に与えられた問題をする。 

〈場面を具体物やブロックに置き換えたり、図に表したりして、基準量をはっきりつかみ、

正しく立式する活動〉 

・ 絵を見て問題づくりをする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① 

〈場面を具体物やブロックに置き換えたり、図に表したりして、基準量をはっきりつかみ、

問題を作る活動〉 

・ 「れんしゅう」をする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① 

〈確実に計算できるように、習熟練習する活動〉 

・ 「たしかめ道場」をする。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① 

〈具体的な場面をブロック操作や図、その言葉や式で表現する活動だけでなく、その逆（式

から具体物、ブロック操作、図に表す）の活動もできるように様々な問題を解く活動〉 

５ 本時の学習 

⑴ 日時 平成２６年１０月１日（水）５校時 於：２年１組教室   

⑵ 主眼 図に描いたり、ブロック操作をしたりする活動を通して、かけ算の用いられる場面を正し 

  く式にかいて、答えを求めることができるようにする。 

⑶  本時の学習の指導にあたって  

① 既習と比べる問題設定 



    見通しをもたせる場面で、前時の学習を想起し、４人の３つ分は「４×３」と表せ、答えを「４ 

＋４＋４」で求められることを確認し、前時までは人数が基準量であったが、本時は人数以外の 

ものが基準量になっていることに気付かせ、課題意識を明確にもたせる。 

  ② 自分の考えと友だちの考えとの比較の明確化  

問題解決の場面では、数図ブロックや図を使って、考えを発表し合い、自分の考えとの相違点

がわかりやすいようにする。また、友だちの発表を聞いて、よいところを見つけ、自分の言葉に

言い換えて説明させることで交流を深める。 

  ③ 多様な交流形態の工夫 

    少人数グループでの話し合いの場を設定し、発表することに抵抗がある児童にも、自分の考え

を表現する場を設け、自信と意欲をもたせたい。 

⑷ 準備  提示問題文、色違いのティッシュ箱、ものさし、問題文のさし絵 

⑸ 展開 

学習活動 主な発問（☆）指導上の留意点（○）評価規準（◆） 

１ 本時の学習課題を知り、めあてをつ

かむ。 

 

 

   

 

 

 

２ 図に描いたり、数図ブロックを並べ

たりして、何のいくつ分かを考え、話

し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（はこの高さ） 

 

 

 

  

 

○分  ５㎝の４つ分 

○ 前時の学習を想起し、４人の３つ分は「４×３」と

表せ、答えを「４＋４＋４」で求められることを確認す

る。 

○ 既習との違いを見つけ、連続量の問題でも、基準量

が何であるか見つけることが必要であることを確か

める。 

 

 

 

☆ 何のいくつ分かを見つけるには、何をしたらわかり

やすいかな？ 

 

 

 

 

○ 児童に問題場面を正しくとらえさせるために、色

違いのティッシュの箱を見せることで、基準量が何

で、全部で「いくつ分」あるかを気付きやすくする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 具体物を指し示しながら、自分の考えを発表させ

る。 

○ 基準量が連続量であることを配慮し、実際の箱の高

【めあて】「何のいくつ分」かを見つけ、かけ算の式に書いてこたえをもとめよう。 

高さが５㎝のはこをつみます。４

こつむと、ぜんぶで高さは何㎝にな

りますか。 

【児童の考え】 《５㎝の４つ分》                       

 

 

 

 

 

 

   ５㎝      ５㎝     ５㎝      ５㎝ 

        《４の５つ分》 

         

   ４      ４      ４     ４     ４ 

○○○○○ 

○○○○ 

 

  ５㎝      ５㎝      ５㎝     ５㎝       

   ５㎝ 

   ５㎝ 

   ５㎝

５㎝ 
 

  ５㎝    ５㎝    ５㎝    ５㎝ 



 ○×  ５×４ 

 ○＋  ５＋５＋５＋５＝２０ 

          こたえ２０㎝ 

３ クレヨンの問題の基準値をとらえ、

式と答えを求める。 

（クレヨンの本数） 

○分  ６本の５つ分 

 ○×  ６×５ 

 ○＋  ６＋６＋６＋６＋６＝３０ 

          こたえ３０㎝ 

さをもとに「５㎝の４つ分」をものさしを使って確か

める。 

 

◆【知】かけ算の意味や答えの求め方を理解している。 

                （ノート・観察） 

 

○ さし絵をもとに基準量をはっきりさせて、「何のい

くつ分」がかけ算であることを再確認し、式、答えを

求めるようにする。 

○ 理解が深まっていない児童には、高さや本数といく

つ分かがよくわかるさし絵を見て、考えるようにす

る。 

４ まとめをする。 

 

 

 

５ 練習問題をする。 

 ● みかん１袋８個入りの３袋分の

個数。 

 ● アルバムの厚さが７㎝の２冊分

の厚さ。 

 

６ 学習を振り返り、時事の学習を知 

る。 

 

 

 

 

○ 基準値といくつ分かをよく確認して、問題に取り組

むようにする。 

 

 

 

○ ２つ分を他の言い方で言うこともあることを知ら

せる。 

板書 

６指導の実際 

学習活動 主な発問 教師の指支援（○）見取り（◎） 

１ 本時の学習課題を知り、めあてをつかむ。 

Ｔ．かけ算は、どんな時にするんだったかな？ 

Ｃ．何こ分 

Ｃ．同じ数ずつのとき 

Ｃ．○人ずつ、○この乗り物に乗るとき。 

○ 掲示物を指し示して見せながら、前時学習を

想起させた。 

 

◎ ○このいくつ分と表せるときにかけ算で考

えられることを思い出していた。 

【まとめ】何のいくつ分になっていたら、長さや本数など、いろいろな問題をか

け算で考えることができる。 



Ｔ．今日の問題を読みましょう。 

Ｃ．（声に出して読む。） 

Ｔ．教えてくれていることに直線、尋ねられている

ことになみ線をひきましょう。 

Ｃ．（線を引く。） 

Ｔ．教えてくれていることは？ 

Ｃ．「高さ５㎝の箱を積みます。」です。 

Ｃ．４こ積みます。 

Ｔ．尋ねられていることは？ 

Ｃ．「全部で高さは何㎝になりますか？」です。 

Ｔ．高さが５㎝ってどういうこと？ 

Ｃ．ここの大きさです。 

Ｔ．４こ積むってどういうこと？ 

Ｃ．こうです。（実際に箱を積みながら。） 

Ｔ．５㎝の箱を４こ積んだ高さってどれ？ 

Ｃ．これです。（箱を指し示しながら。） 

Ｔ．おとといまでのかけ算と一緒かな？ 

Ｃ．ちがう。 

Ｔ．どこがちがう？ 

Ｃ．何人じゃない。 

Ｔ．じゃあ、どうやって考えよう。 

Ｃ．５㎝を全部足す。 

Ｔ．５㎝足す５㎝足す５㎝足す５㎝。全部５㎝が同 

じね。同じ数ずつだったら？ 

Ｃ．何のいくつ分。 

Ｃ．かけ算でできる。 

Ｔ．では、めあてを決めましょう。 

Ｃ．（一緒に言いながら、かく。） 

 

２ 図に描いたり、数図ブロックを並べたりして、

何のいくつ分かを考え、話し合う。 

Ｔ．説明のために、どう考えたか図も描きましょう。 

Ｃ．（一人思考） 

Ｔ．まず、班の友達に自分の考えを説明してくださ 

い。 

Ｃ．（三人グループでそれぞれの考えを発表し合う。） 

Ｔ．みんなに考えを発表しましょう。 

Ｃ．５㎝だから○を５こ描いて、４つに分けました。 

Ｔ．もし３㎝なら？ 

Ｃ．○を３こにします。 

Ｔ．４㎝なら？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ティッシュペーパーの箱を見せながら尋ね

た。 

◎ ティッシュペーパーを横向きにしても、正し 

く高さを示すことができ、皆同じ考えだった。 

◎ 実際にテッシュペーパーの箱を積むことで、 

５㎝が４倍された高さを確認していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 既習の掲示物を指し示し、かけ算の定義を想 

い起こさせ、かけ算で考えられることに気付せ 

る。 

 

○ 一人一人の考え方、図の描き方の違いを確か 

める。 

◎ 既習の経験を使い、５㎝を５つの○で表す児

童が多かった。 

○ 友達と同じところ、違うところを見つけると 

ともに、自分の考え方が変わってもよいし、人 

と同じ考えにしなくても良いことを伝える。 

◎ 全体の場ではなかなか手が挙がらない児童 

も緊張せず、自分の考えを出し合っていた。 

◎ 友達の考えを聞いて、自分の考え方に自信を 

もてなくなってしまった児童もいた。 

何のいくつ分かを見つけて、かけ算の式にかいて、答えを見つけよう。 



Ｃ．○を４こにします。 

Ｔ．付け加えたい人や似ている人は？ 

Ｃ．私は、５こずつ囲みました。 

Ｔ．何のいくつ分？ 

Ｃ．（指し示しながら）５㎝の４つ分。 

Ｔ．他には？ 

Ｃ．５こずつを、四角い箱で囲みました。 

Ｔ．○○さんの図には、○がないよ。 

Ｃ．５㎝の４つ分です。 

Ｔ．５㎝はどこ？ 

Ｃ．（四角い箱を指し示して）ここです。 

Ｔ．ほかの考えは？ 

Ｔ．みんなしっかり求めることができましたね。自 

分と同じ考えはありますか？ 

Ｃ．はい。 

Ｔ．この考え方のひと？（それぞれの考えを指し 

示して尋ねる。） 

Ｔ．これはどう？（図を描いて見せる。） 

Ｃ．文に合ってない。 

Ｃ．ここは４㎝じゃなく、５㎝。 

Ｃ．４こなのに、５つある。 

Ｃ．４㎝の５つ分になっている。 

Ｔ．４㎝の５こ分ではだめなのね。 

Ｔ．みんなの考えには同じところがあるかな？ 

Ｃ．４つある。 

Ｔ．何が？ 

Ｃ．５㎝が。 

Ｃ．５㎝ずつがある。 

Ｔ．何のいくつ分？ 

Ｃ．５㎝の４つ分。 

Ｔ．描き方は違うけど、どれも５㎝の４つ分になっ 

てるね。 

Ｔ．じゃあ、かけ算で考えると？ 

Ｃ．５×４ 

Ｔ．じゃあ、みんな式を書いて、たし算で答えを求 

めよう。 

Ｃ．２０㎝。 

Ｔ．２０㎝になっているのを確かめましょう。（実物 

投影機に写して、５㎝の箱が４つで２０㎝になっ 

ていることを見せる。） 

 

○ わざと間違った考え方を提示して、児童に考

え方の根拠を言わせるようにした。 

◎ 基準量が５㎝だから、○を４つと、１㎝が○

１つと考えていることが示された。 

 

 

 

○ 人数でなく長さでも、「○のいくつ分」と表

せるから、かけ算で考えられることを確かめた。 

○ まだ九九を学習していないので、間違わない

ように全員で足し算をして、正確に答えを求め

る。 

◎ ５㎝の箱を４つ積み重ねた高さを定規で測

るところを実物投影機で見せたので、連続量で

もかけ算で正しく答えを求められることを納

得できたようであった。 



Ｔ．人数ではないけれど、かけ算で答えを求められ

ました。 

３ クレヨンの問題の基準値をとらえ、式と答えを

求める。 

Ｔ．（半具体物を見せながら、問題をたしかめる。） 

Ｃ．（一人思考した後、指名された児童が実物投影機

を使ってノートを見せながら説明。） 

４ まとめをする。 

Ｔ．クレヨンの本数もかけ算でもとめられました。 

Ｔ．今日分かったことは？ 

Ｃ．人数じゃなくてもかけ算で求められる。 

 

 

 

 

 

 

○ 適応題を解いて、人数・長さ以外でもかけ算

が適応できることを確かめた。 

 

７考察 

 ⑴ 指導に当たって 

  ○ 自分なりの考えをもたせるための工夫 

   本時の学習は、前時までと違い、連続量を求めるという児童にとっては初めての学習である。

そのため、既習事項との比較を通して、本時のめあてを明確に意識させる必要があった。その際、

掲示された前時までの学習の歩みや算数の宝箱を活用したり、具体物、半具体物を見せたりして、

子どもにわかりやすい問題提示をしたことで、１㎝を１つの単位として捉えて１つの○にしたり、

５㎝を長方形にしたりして、図に表し、自分に合った方法で思考が進められた。 

○ 交流をさせるための工夫 

式や答えを求めるだけでなく、それが何を意味し、図や式のどこにあるのかを明らかにするよ

うに発問を行い、問題文、図、式を関連付けて説明・発表させたことで、互いの考えがよく伝え

られた。また、友だちの考えを自分の言葉で言い換えて発表することで、互いの考えを交流させ

るができた。教師が間違った考えを提示したことによっても、間違いを説明することで交流が深

まった。少人数グループでの話し合いの場を設定したことで、全員が自分の考えを表現し、充実

感をもつことができた。また、実物投影機に写しだされた友達のノートと自分のノートを見比べ

ることによって、自分の考えと友だちの考えとの相違点が分かりやすくなり、「私も○○さんと

似ていて、△△です。」や「僕は○○さんと違って△△です。」といった交流が盛んに行われた。 

○ 「算数ことばの宝箱」を活用した、算数的な言語を用いた表現活動 

   連続量を図に描き表す際にはテープ図が便利であるということを、「算数ことばの宝箱」を活

用して気付くことができた。 

⑵学習の成果 

○ 学習の足跡を掲示していたことで、前時学習を活用して本時の学習に取り組もうとするように 

なり、見通しをもって、意欲的に学習に取り組むようになった。 

  ○ 考え方の相違が明白になるような提示方法を工夫したことで、自分の考えと友達の考えの相違

を意識して意見を述べる言葉の力が付いた。 

⑶今後の課題 

 ○ 児童間の交流をもっと深めるために、表現の方法や形態を工夫する必要がある。 

 ○ 児童の実態に合わせて、問題の量の調整が必要だった。 

【まとめ】何のいくつ分になっていたら、長さや本数など、いろいろな問題をか

け算で考えることができる。 


