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学 年 ・ 学 級

第５学年２組

４

関連する単元名

百分率とグラフ「比べ方を考えよう（２）」

３８名

５

単元について
（１）教材観
本単元で扱う同種の量の割合、円グラフ、帯グラフは、次期学習指導要領には以下のように
位置づけられている。

第５学年
C 変化と関係
C（３）割合
（３）二つの数量の関係に関わる数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指
導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
（ア）ある二つの数量の関係と別の二つの数量の関係とを比べる場合に割合を用いる場合があるこ
とを理解すること。
（イ）百分率を用いた表し方を理解し、割合などを求めること。
イ 次のような思考力、判断力、表現力を身に付けること。
（ア）日常の事象における数量の関係に着目し、図や式などを用いて、ある二つの数量の関係に着
目し、図や式などを用いて、ある二つの数量の関係と別の二つの数量の関係をとの比べ方を考察し、
それを日常生活に生かすこと。
D データの活用
D（１）円グラフと帯グラフ
（１）データの収集とその分析に関わる数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができる
ように指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
（ア）円グラフや帯グラフの特徴とそれらの用い方を理解すること。
（イ）データの収集や適切な手法の選択など統計的な問題解決の方法を知ること。
イ 次のような思考力、判断力、表現力を身に付けること。
（ア） 百分率について理解できるようにする。
A と B の２つの量があって、B が A の０．４倍であるとき、「A を１とみると、B は０．４にあ
たる」という割合の見方は、第４学年の整数倍、小数倍、第５学年の小数倍の中で扱ってきている。
また、第５学年「小数のわり算」では、小数倍による増加率の比較も経験してきている。
本単元では、百分率を含む割合の意味とその求め方、表し方について理解し、それらを用いるこ
とができるようにすることをねらいとしている。まずは、基にする量（基準量）を１とみたとき、
他方の量（比較量）がどれだけにあたるのかという２つの数量の関係についての見方を育んでいく

必要がある。そのうえで、割合の０．０１を１％と表す百分率について学習する。そして、全体を
１としてみたときの内訳を分かりやすく表すグラフとして、帯グラフや円グラフが適していること、
帯グラフや円グラフの有用性として全体と部分の関係や部分と部分の関係を読み取りやすいことを
理解させていくことが重要である。

（２）児童観
算数科の学習では、課題解決のために既習事項とのつながりを考え、解決の糸口を見出すことを
大切にしてきた。解決の過程では、図・式・言葉を使って表現し、友だちと共有することでより良
い答えを導きだす経験を積んできている。しかし、基本的な知識・技能が十分に定着していない児
童や、自力で考えたり表現したりすることに苦手意識のある児童もいる。そのため、児童のつぶや
きや発言を取り上げて全体共有することで、友だちや全体の場で考える展開を取り入れてきた。ま
た、友だちと意見交流を適時取り入れることや、個別に指導する時間を設けるなどして支援してき
ている。
本単元に関連して、第４学年では対比する２量が整数の場合について、基準となる大きさを１と
して、それに対する割合を２.５倍、２.３倍などのように小数で表すことを学習してきた。対比す
る２量が小数の場合については、第５学年で学習してきている。また、倍を用いて２つの量を計算
することも経験してきている。
プログラミング学習については、９月の「偶数と奇数,倍数と約数」の学習にて、全市一斉に取り
組んでいるプログラミング教育（
「Scratch」を利用）を１時間実施した。コンピュータの操作スキ
ルやブロックプログラミングの経験に個人差が大きいため、コンピュータを使用しない学習同様に、
周囲の友だちと教えあいながら学習することを促して支援した。
（３）指導観
本単元では、２量の関係について、基にする量（基準量）を１とみたとき、他方の量（比較量）
がどれだけにあたるのかというように、割合の見方を用いてとらえられるようにすることが根底と
なる。その上で、割合を表す１つ方法として百分率について学習する。小数で表されている割合を
なるべく簡単な表し方で表す方法が、百分率である。百分率で表すことにより、割合を整数で表せ
ることが多くなるというよさに気づかせていく。また、百分率などと関連付けて、基準とする大き
さを１、１０、１００としたときの割合の表し方について、日常生活の事象と関連付けて整理して
いくことで、割合を生活に生かして用いようとする意欲につながるのではないかと考えている。
割合は、児童にとってなじみにくく理解しにくい教材である。そこで、数直線に表すことにより、
２量の関係を可視化し、自分の考えを整理したり友だちと考えを共有したりすることができるよう
にしていく。これは、割合を求める演算を決定する手助けにもなる。
帯グラフや円グラフでは、百分率と関連させてグラフのかき方とグラフの読み取りについて学習
する。その導入にあたる７・８時の間に、プログラミング教育として「割合を入力すると円グラフ
が作図できるプログラム」を作成する学習活動を計画している。プログラムの作成には、円グラフ
の目盛りに注目する必要があり、円グラフの特徴である円周を１００等分する目盛り（中心角の大
きさを間接的に表している）に気づきやすい。プログラムを実行すると色づいた正確な大きさが分
かり、色づいた部分の面積で比較することができることにも気づけるのではないかと考えている。
そして、全体と部分、部分と部分の関係がとらえやすくなることに目を向けさていく。また、既習
のグラフを含め、あらためてそれぞれのグラフの特徴を価値づけていくことで、目的に応じて表や
グラフを選び、活用する活動を重視することで、用途によってグラフを選択する能力と態度を育成
することにつながると考えている。
６ 本単元で育てたい資質・能力（情報活用能力以外を除く。）
情報活用能力

７

・円グラフや帯グラフから必要な情報を読み取ることができる。
・円グラフや帯グラフの有用性を理解している。
・コンピュータ等を使ってグラフを作成する有用性に気づいている。

単元の目標
資料における数量の比較や全体や部分の関係の考察などで割合を用いる場合があることや，その表

し方についての百分率について理解するとともに，資料を円グラフや帯グラフを用いて表したり，特
徴を調べたりすることができるようにする。

８

単元の評価規準
算数への
関心・意欲・態度

数学的な考え方

割 合を 用い て比 較し た
り 考察 した りす るこ と
良さに気づき、生活や学
習に用いようとする。

９

倍の見方を基に割合を
考え，目的や場面に応じ
て数量の大きさの間の
関係を割合でとらえる
ことができる。

数量や図形について
の
技能

数量や図形について
の
知識・理解

数 量の 関係か ら割 合や
百分率，基準量，比較量
を求めたり，資料の全体
と 部分 などの 関係 を表
す 割合 を円グ ラフ や帯
グ ラフ に表し たり する
ことができる。

割合や百分率，基準量，
比較量の求め方や，円グ
ラ フや 帯グ ラフ のか き
方 及び 歩合 の表 し方 を
理解する。

単元の指導計画・評価計画

時

１

２

○目標

○割合の意味を理解し，比較量と基準 ・4試合のシュートの記録の比べ方を考え
量から割合を求めることができる。
る。
・各試合のシュートの入った割合を求め
る。
○割合の意味を理解し，比較量と基準 割合を求める式をまとめる。
量から割合を求めることができる。 ・1 を超える割合について考える。
○百分率や歩合の意味とその表し方
を理解する。

３

○比較量は，基準量×割合で求められ
ることを理解する。

４

○基準量は，比較量÷割合で求められ
ることを理解する。

５

６

７

・学習活動

○和や差を含んだ割合の場合につい
て，比較量や基準量を求めることが
できる。
○学習内容を適用して問題を解決す
る。

5年生の人数を基にした，サッカークラブ
に入っている人の割合を求める。
「パーセント（％）」
「百分率」を知り，割
合を百分率で表す。
・「算数のおはなし」を読んで，「歩合」
の意味と，
「割」
「分」
「厘」が日常生活
のなかで用いられていることを知る。
果汁20％の300mLのジュースに含まれて
いる，果汁の量の求め方を考える。
比較量を求める式をまとめる。
割合を求める式と比較量を求める式を
比べ，各量の関係を確認する。
1週間前に生まれた直後のねこの体重
168gが生まれた直後の160％にあたる
とき，生まれた直後のねこの体重の求
め方を考える。
・基準量を求める式をまとめる。
250円のマジックペンを30％びきで買う
ときの，代金の求め方を考える。
600円の筆箱に利益を30％を加えたとき
の売る値段の求め方を考える。
「力をつけるもんだい」に取り組む。

評価の観点
関 考 技 知

○ ○

○ ○

○

○ ○

○

○

○ ○

○

○

○

☆
本時

８

９

１０

１１
・
１２

○円グラフの特徴や傾向に関心をも
つ。

プログラミングを通して、円グラフを作
る。

○帯グラフや円グラフの読み方や特
徴を理解する。

・「帯グラフ」を知る。
帯グラフ，円グラフを読む。
各部分の割合を読み取る。

○帯グラフや円グラフのかき方を理
解する。

○グラフから，割合や絶対量を読み取
り，問題を解決することができる。
○学習内容の定着を確認し，理解を確
実にする。
○日常の事象や資料を数量的に考察
する場合に，割合を用いると分かり
やすいといったよさや有用性を感
得する。

○

○

今いちばん大切にしたいものの割合を百
分率で求めて，それを帯グラフと円グ
ラフに表す。
※東京書籍のデジタルコンテンツあり
東小と西小の好きな給食のメニューの，
割合や絶対量を読み取り，問題を解決
する。
「しあげ」に取り組む。
「算数のおはなし」を読んで，地球上で失
われ ていく森 林の割合 につい て調 べ
る。

○

○

○

○

○

１０ 本時の授業計画
（１）本時の目標
○円グラフを作成するプログラミングを通して、円グラフの特徴や傾向に関心を深める。
（２）本時の観点別評価規準
算数への
数学的な考え方
関心・意欲・態度

数量や図形について
の
技能

数量や図形について
の
知識・理解

円 グラフは全体に対す
る部分の割合が視覚的
にとらえやすいという
よさに気づき、資料の
特徴や傾向をとらえよ
うとしている。
（３）本時の流れ

導入
(7 分)

学習活動と内容

○指導上の留意点

１．本時の課題を知る。
・都道府県別のみかんの収穫量と割合の
表を観察して、割合を見やすくする方
法を考える。

○初めは収穫量の部分のみ
提示し、のちに割合の部
分を提示する。そのまま
でも読めるが、
「割合をも
っと見やすくするに
は？」という視点を与え
ることで「グラフ化」と
いう意見を引き出す。出

・プログラムを使って円グラフをかく様
子を見て、本時の課題をとらえる。

【評価の観点】
〈評価場面や方
法〉

○

ない場合は、こちらから
出して想起させる。

展開
(30 分)

コンピュータを使って、円グラフを作ろう。
２． 円グラフをかくことに必要な動きを
考える。
（ワークシート）
・ヒントのフローチャートの中の空欄を
全体で確認する。

３．「Scratch」を使って円グラフをかく
プログラムを作成する。
・動きに対応したブロックを選び、組み
合わせる。
「こうすればこう動くはず。
」

まと
め
(8 分)

４．気づいたことや考えたことを全体で
共有する。
「色で分かれていて分かりやすい。」
「割合が多い順に並べると分かりやすい
ね。
」
「名前や数字を入れたらもっとわかりや
すいね。
」
「すぐに円グラフがかけるね。」
５． 本時のふり返りを書く。

○紙の円グラフ資料を提示
し、見通しをもたせる。
○フローチャートの空欄が
出にくい場合はこちらか
ら提示し、必要な動きを
押さえる。
○ワークシートのヒントを
基に作成させる。
○教えあいながらグループ
全員が完成することを目
指すように促し、個人差
を補う。
○プログラムができなかっ
た児童には、見本のプロ
グラムを真似させる。

【関】
円グラフは全体
に対する部分の
割合が視覚的に
とらえやすいと
いうよさに気づ
き、資料の特徴
や傾向をとらえ
ようとしてい
る。
(発言・ワークシ
ート)
(後日の発言・ノ
ート)

○コンピュータを使って円
グラフを作ったことで分
かったことや円グラフの
良さについて知ったこと
を書くように伝える。

本提案は、相模原市立小中学校視聴覚教育研究会（以下「相視研」）ICT 活用研究部の研究として
行う。今年度は特定非営利法人「みんなのコード」と連携し、同企業がプログラミング教育を推進す
るために運営している全３回の「プログラミング指導教員養成塾」に参加して、そこで学んだことを
もとに研究を進めてきた。
本時の授業は、「プログラミング教育を中心としながらも、付属的に各教科にも学習効果があり相
乗効果を望める」ことをねらいとして計画した。算数科の学習と関連させながら、プログラミング教
育を中心にして行うことで、教科等を横断的に結びつける価値に迫れることができると考えたからで
ある。
文部科学省の「小学校プログラミング教育の手引（第二版）」では、プログラミングに関する学習活動を次
のように分類している。

（文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第二
版）」）
本提案の学習活動は、この分類の「C」として計画した。同資料では、C 分類について以下のように
示されている。
C 分類では、「プログラミング的思考」の育成、プログラムのよさ等への「気づき」やコンピュータ等を上手に活用しようとする態度
の育成を図ることなどをねらいとした上で、
・プログラミングの楽しさや面白さ、達成感などを味わえる題材を設定する。
・各教科におけるプログラミングに関する学習活動に先立って、プログラミング言語やプログラミングの技能の基礎について学習す
る。
・各教科の学習と関連させた具体的な課題を設定する
こともでき、各学校の創意工夫を生かした取組が期待されます。
これまで各教科等での学びをより確実なものにするための学習活動としてプログラミングに取り組むこと
を考えてきたが、平成３０年１１月に文部科学省から公表された「小学校プログラミング教育の手引（第二
版）」で、プログラミング教育に特化した学習活動についてはっきりと示された。上記の「各教科との学習と
関連させた具体的な課題」にあたるのが本時の「 Scratch を用いて円グラフを作成すること」と考えている。
プログラミング教育を中心とした学習活動として本時を計画しながらも、同時に算数科としての学習にも価
値があることを見いだすことができれば、限られた時間の中で日々の教育活動に取り組んでいる多くの教員
にも役立つ実践になるのではないかと考えている。なお、算数科として単元計画では本時を計上こそはして
いないが、算数科のねらいにも教科等横断的に関連させることを意図しているため、算数科の指導案をベー
スに作成し、本時の目標を定めるよう試みた。

5 年 2 組（

）番

名前（

）

① めあて

② プログラムづくりのヒント
ヒント１

ヒント２

必要な動きと順序を確認しよう。

次の命令を使うみたいだよ。
何度も試してみよう！みんなで協

データらんに割合を入力す
る。
🚩をクリックしてスタート

力して全員でめあてを達成しよ
う！

スタート位置を決め
る。

1 目盛り分、動かす。
（ [
ね。
）

]度、回すことだ

グラフに色を変える。

□％の回数、繰り返
す。

グラフの色を塗る。

入力した都道府県
の回数、繰り返す。

※授業実施後に修正
しましたが、ヒン
ト２のみ修正され
ていません。

③ つくったプログラムに、入力して円グラフをかこう。

④ 気づいたこと・考えたことメモ

⑤ ふり返り
(コンピュータを使ったグラフづくりをして分かったことやグラフの良さについて知ったこ
となど)

第４学年国語科指導案
鶴園小学校
１

日時

平成３０年１０月～日

２

場所

第４学年３組

３

学年

第４学年３組（男子１９名 女子２０名

４

単元名

慣用句

５

古賀啓祐

～校時

教室
計３９名）

単元の目標
○長い間使われてきた慣用句の意味を知り、生活の中で使うことができる。
○プログラミングソフト「プログラミン」を使い、慣用句の意味を相手に伝わりやすいアニメーショ
ンで表すことで、慣用句の成り立ちについての理解を深める。

６ 本時について
（１） 本時のねらい
慣用句の意味が伝わるアニメーションをプログラミングすることによって、自分の考えを整理し、慣
用句についての理解を深める。
（２） 本時の展開（３／３）

時間

学習活動と内容

○指導上の留意点

☆評価

１. 前時の振り返りをする。
・前時で調べた慣用句の意味を確認する。

○前時までに表現したい慣用句を選び、大ま
かな表現の構想をもてるようにする。

２．「プログラミン」を起動し、自分が選んだ
慣用句の意味が伝わるアニメーションを作
る。
・自分の選んだ慣用句を表現するような絵を描
く。
・絵を動かしたり、音を出したりしながら、慣
用句を表現する。

○本時で扱う「プログラミン」の使い方や機
能について確認する。
○児童同士で進行状況を確認することで、意
図した処理をする方法が思いつかない児
童が発想を広げられるようにする。
○アニメーションが完成した児童は、まだ完
成していない児童に協力するよう声かけす
る。

☆プログラミング言語をつかって慣用句の
３．作った慣用句のアニメーションを発表し、
意味を表現することで、慣用句についての
振り返りをする。
理解を深めている。【言語】（観察・PC）
・他の児童の作ったアニメーションの良い点を
発表する。

体育科学習指導案
相模原市立淵野辺東小学校
指導者 吉田 耕一郎
１、日時
平成３０年１０月下旬～１１月上旬
２、場所
第３学年４組（体育館）
３、単元名
「のってはずんでダンシング」（２／３）
４、本時
（１）本時の目標
・軽快なリズムに乗って楽しく全身で踊ることができるようにする。
・自己の能力に適した課題を見つけ、練習や発表の仕方を工夫できるようにする。
・課題に対して見通しをもって取り組み、友だちと協力しながら工夫して解決することができる。
（プ
ログラミング教育：アンプラグド）
（２）本時の展開
児童の活動

は
じ
め

な
か

お
わ
り

指導上の留意点

○基本の動きの確認をする。
・前時に学習した基本の動きの確認をしながら、準備運動す
（手たたきステップ、キック、パ
る。
ンチ、まわる、ジャンプ、あし ・動きのポイントをおさえる。（オーバーにねじったり、回
ぶみ、よこステップ、ボックス
ったり、とんだりする。）
ステップなど）
・三年生なりの自由な発想の動きも大事にする。
・それぞれの動きカードを作っておき、それを組み合わせら
れるようにする。
・カードも自分たちで作成できるように教えておく。

○グループで、好きな曲を選ん ・基本の動きを組み合わせて、自分たちのオリジナルの踊り
で、リズムの違いを感じなが
を考えさせるようにする。
ら、楽しく踊る。
・曲は三年生が踊りたいと思う曲をあらかじめ聞き取ってお
き、準備する
○友だちのグループと踊りを見 ・それぞれのグループで話し合いながら、踊りの構成を考え
せ合う。
る。
・踊りを踊るときに、どのようにプログラミングしたのかが
わかるようにカードを見せるようにする。
・繰り返しのカードも作っておく。

○学習の振り返りをする。

・学習を振り返り、楽しかったことやできるようになったこ
とを確認できるようにする。

第２学年４組

国語科学習指導案

日時：７月３日（火）２校時（９：４０～１０：２５）
場所：相模原市立南大野小学校 ３階 パソコン教室
指導者 西岡 裕太
１

単元名

物語教材「スイミー」

２

単元目標
「スイミー」のしたことや、言ったことに気をつけて読み、感想を書くことができる。

３

評価規準
関心・意欲・態度
主人公の行動や会話に
注意しながら物語を読
み、感想を書こうとして
いる。

４

読むこと
・登場人物の行動や会話か
ら、場面の様子について理
解している。
・大事な言葉や文を書き抜
いて、感想を書いている。
・自分の気持ちに合う言葉
で感想をもち、どうしてそ
の感想をもったかを理解し
ている。

書くこと
言語活動
たとえを表すことばを 感 想 を 表 す 言 葉
使い、語のつながりに を使っている。
気をつけて文を書いて
いる。

単元について
本単元では、人物の行動や場面の様子などについて、想像を広げながら読むことによって、感
想を書くことができるようになることを目指している。
まず、教材文を読み、それぞれの場面の挿絵を見て感想を交流していく。次に、
「はじめ・中・
終わり」という話の流れをおおまかにおさえ、場面ごとにスイミーのしたことや言ったこと、様
子を表す言葉などについて、想像を広げながら読み取っていく。読み取っていく際にマグロの速
さをアニメーションで見せたり、虹色のゼリーのようなくらげを実際の写真で見せたりして場面
の様子をより分かりやすくとらえさせていく。その後、「どこの場面を読んでそう思ったのか」
と理由をしっかり考えて感想を書いていく。
最後に物語の続きを考えて、友だちの作ったものに対して感想を交流する活動を行っていく。
教材文の続きを考える際に、プログラミングソフト「ビスケット」を使ってアニメーションを作
ることを通して、想像したことを表現させていきたい。

５ 単元計画（学習のめあてを記載しています）
時間
学習内容・めあて
☆補足
１．
人物のしたことや言ったことに気をつけてお話を読み、感想を書こう
２
スイミーのことを紹介しよう
３．４
スイミーのしたことや言ったことに気をつけてお話を読み、スイミーに言ってあげたいこと
を考えよう①
☆「マグロがすごい速さでミサイルみたいにつっこんできた」アニメーションでとらえる（ビ
スケット使用）➡児童がやりたくなる
５．６
スイミーのしたことや言ったことに気をつけてお話を読み、スイミーに言ってあげたいこと
を考えよう②
「虹色のゼリーのようなくらげ」など海の生き物の写真を見せてとらえさせる➡児童が想像

７．８
９
１０
１１
１２
１ ３ 本

を広げる
スイミーを読んだ感想を書こう
スイミーを読んだ感想を交換して読み合おう
たとえを表す言葉を使って、様子を表す言葉を書こう
お気に入りの場面をアニメーションで表現し、感想を発表しよう 【プログラミング ＰＣ】
物語の続きを考え、絵や文にまとめよう
物語の続きをアニメーションで作って、感想を伝えよう
【プログラミング ＰＣ】

時

６

本時の指導
（１）本時の目標
○自分の作品に対する感想を持ち、さらに友だちと感想を伝え合うことができる。
（２）展開
時間
学習活動と児童の思考の流れ
指導上の留意点 ☆評価
１ 前時のふりかえりを行う。
・前時を想起させる。
・物語の続きを絵や文にまとめました
・本時で使うものを確認
５
２ 本時の課題をつかみ、アニメーション制作に取り組む。
し、それぞれの役割につ
いても抑える。
プログラミングソフト
スイミーの話の続きをアニメーションで作って、感想を伝え合
【Viscuit（ビスケット）】
おう。
１０
・使い方が分からないと
○虫眼鏡に命令を伝えたら、実際に絵を動かしてみる。
きは、友だちや先生に
相談するように声をか
ける。
・相談を受けたら、動か
し方のヒントを伝え
○自分の書いた物語の文章をもとにしてアニメーションがで
る。
きているかを確かめる。

２５

・アニメーションの制作が
「自分の書いた物語の
文章をもとにしている
か」に常に立ち返えるよ
うに声かけをする。
３ ペア同士で物語の続きを発表してアニメーションを見せ合
い、感想を伝え合う。
・○○さんのアニメーションは、すごいと思います。どうして ・感想の書き方を紹介す
る。
かというと、にじ色のゼリーのようなくらげが、本当ににじ
「○○さんのアニメー
色でゼリーのようだったからです。
ションは、□□□と思
います。どうしてかと
いうと、文の中の△△
△△だからです。」
・ペア同士で物語の続き
を読み合い、感想を書

３０
４ 全員に物語の続きを発表してアニメーションを見せる。
４０

く。その後、感想を伝
え合う。

☆物語の続きを聞いて、
５ ふりかえりをする。
感想を伝え合うことが
・自分が考えた文に合わせてアニメーションを作ることができま
できる。
した。
・違うお話も文に合わせてアニメーションで作ってみたいです。 ・発表後、聞いている児
童が感想を言うように
する。
・物語の続きの文に合わ
せてアニメーションが
できたかを全員に聞い
てみる。
・活動を通して、できる
ようになったことや、
次にやってみたいこと
など、ふりかえりの視
点を持たせる。

（３）評価
○自分の作品に対する感想を持ち、さらに友だちと感想を伝え合うことができる。

国語「スイミー」
年

組

ばん

名前【

】

スイミーの話の続きをアニメーションで作って、かんそうをつたえあおう。

さんのアニメーションは、
と思います。
どうしてかというと文のなかの
だからです。

さんのアニメーションは、
と思います。
どうしてかというと文のなかの
だからです。
ふりかえり（できるようになったこと、つぎにやってみたいこと）

第２学年４組

国語科学習指導案
相模原市立南大野小学校
指導者 西岡 裕太

１ 日

時

平成３０年９月２６日（水）１校時（８：５０～９：３５）

２ 場

所

相模原市立南大野小学校

３階

パソコン教室

３ 学 年・学 級

２学年４組

４ 単

「カンジーはかせの大はつめい」（言語活動）

元

名

５ 単元について
（１）教材観
２年生では、漢字は部分の組み合わせでできていることや、漢字によっては同じ部分を持ったも
のがあることを理解している。これは３年生の「へんとつくり」などの教材にもつながっていく。
本単元では、漢字学習キャラクターである「カンジー博士」が、楽しい発明をしたことをきっか
けに、漢字学習が展開するという構成になっている。本教材は大きく分けると、漢字の構成と、熟
語づくりの２つの部分から成っている。漢字の構成では、漢字は部分の組み合わせからできている
ことに気づかせたい。そのことが部首の学習にもつながっていくとともに、漢字を習得する大きな
要素になっていくからである。また、熟語づくりについては、一つ一つの漢字の読み方を正しく理
解させたうえで複数の漢字を組み合わせて熟語ができる仕組みに気づかせる場を設けていきたい。
（２）児童観 ・配慮を要する児童の特性
本学級の児童は、漢字学習に興味を持ち、積極的に漢字の読み書きをしようという意欲がある。
しかしながら、２年生になって画数の多い漢字の提出が増えるとともに、音訓の読み替えや送り仮
名の煩雑さも際立つようになってきて、学習意欲が低くなってきている児童もいる。
漢字を覚えることを厳しく指導するのではなく、児童の気持ちに寄り添って、書けていることを
認め、長い目で児童を育てていくようにしたい。
またこの時期の児童がゲーム性やクイズ性の高い活動を好むことを考えると、漢字学習にも積極
的にそのような方法を取り入れることも時には必要である。児童は、楽しみながら必然的に漢字を
対象にした学習を進めていくことになる。ただし、ゲームやクイズをすることだけが学習目的とな
ってしまうことがある。ゲームやクイズは、児童が身につけるべき力を習得するための手段として
捉え、学習に臨ませていきたい。
１学期の物語教材「スイミー」において、プログラミングソフト「ビスケット」を使って、物語
の続きのアニメーションで表現して感想を伝え合う学習に取り組んでいる。自ら絵を描いて命令を
出して動かすことに慣れている状況である。
（３）指導観
前半部分は、カンジー博士の機械から出てきた漢字を使って、カンジー博士に「こんな字だった
よ」という手紙を書かせたり、その漢字が入った言葉を集めさせたりする活動などを通して、漢字
の定着を図っていく。
後半部分については、
「かん字クイズ大会」と題して、自分たちで問題を作らせ、解かせること
で、楽しみながら、漢字を何度も読んだり書いたりできる場を設定していきたい。そして、一つの
漢字にいろいろな読み方があることにも着目させていきたい。
今回も、プログラミングソフト「ビスケット」を使っていきたい。前半部分では、教師が見本と
して作ったものを見せ、後半部分では、児童に自分たちで漢字クイズ大会の問題を作ることができ
るように指導していきたい。

６ 評価規準
〇漢字に興味を持ち、いろいろな面から考えようとしている。
【関心・意欲・態度】
〇漢字クイズに提示された漢字を正しく読んだり書いたりしている。
【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】（１）ウ（ウ）
７ 単元の目標
クイズを通して、漢字の構成や熟語について理解することができる。【伝国（１）ウ（ウ）】
８ 単元計画（２時間扱い 本時２／２）
時
１

目 標
学習活動
評価基準
○漢字には組み合わせてで ・漢字を合体させる機械の仕組みを 【言】漢字には組み合わせてできる
きるものがあることや、 理解する。
ものがあることに気づいて
漢字と漢字で言葉ができ ・２つの漢字で言葉を作る弓矢の問
いる。（観察、ワークシート）
ることに気づくことがで 題のやり方を理解する。
【言】漢字と漢字で言葉ができてい
きる。
ることに気づいている。
（観察、ワークシート）
２ ○漢字クイズの作り方を ・２つの漢字を組み合わせて、漢 【関】漢字クイズの作り方を理解
理解し、クイズに取り組 字や言葉を作る問題を作る。
し、クイズに取り組み、漢字
本時
み、漢字への興味関心を ・グループごとにクイズ大会を開
への興味関心を高めている。
高めることができる。
く。
（観察）
〇漢字クイズに提示され ・学習のまとめをする。
【言】漢字クイズに提示された漢字
た漢字を正しく使うこ
を正しく使うことができる。
とができる。
（発言、ノート）

９ 本時の授業計画（２/２）
（１）本時の目標
○漢字クイズの作り方を理解し、クイズに取り組み、漢字への興味関心を高めることができる。
〇漢字クイズに提示された漢字を正しく使うことができる。

（２）展開
時間

学習活動
１ 本時の課題を確認する。

・指導上の留意点

【 】評価

・前時を想起させ、本時の課題を確認する。
・本時で使うものを確認し、それぞれの役割に

プログラミングを使って、かん字クイズ大会

ついても抑える。

をしよう。

プログラミングソフト
『Viscuit（ビスケット）
』
・教科書の巻末資料「これまでにならったかん

５

２ ２つの漢字を組み合わせて、
漢字や言葉を作る問
題を作る。
Ｔ：プログラミングソフト「ビスケット」で漢字クイ
ズを作りましょう。

字」や「この本でならうかん字」を参考にさ
せる。
・使い方が分からないときは、友だちや先生に
相談するよう声をかける。
【関】漢字クイズの作り方を理解し、クイズに

２５

３ グループごとにクイズ大会を開く。

取り組み、漢字への興味関心を高めてい

Ｔ：グループの友だちに漢字クイズを紹介しましょ

る。（観察）

う。

・クイズ大会の間は、各グループの様子を見て
おき、必要に応じて助言したり、活動の後で
よかった点を紹介したりする。
・ｓｋｙｍｅｎｕを使って、一人の児童のクイ
ズを全員のパソコン画面に映し出すようにす

３０

４ 児童が全員にクイズを紹介する。

る。

Ｔ：漢字クイズを全員に紹介しましょう。
・クイズを通して漢字を作るだけでなく、正し
く使うことができているか、作った短文を言
３５

５ 学習のまとめをする。

わせたり、書かせたりすることで確認を行う。
・自分の作りたい漢字や言葉の組み合わせのク

Ｔ：いろいろな漢字や言葉を作ることができました

イズがプログラミングでできたかを全員に聞

ね。

いてみる。

作った漢字や言葉を使って、
短い文を作りましょ
う。

【言】漢字クイズに提示された漢字を正しく使
うことができる。
（発言・ノート）
・活動を通して、できるようになったことや、

４０

６ ふりかえりをする。

次にやってみたいことなど、ふりかえりの視
点を持たせる。

第２学年４組

生活科学習指導案
指導者 西岡 裕太

１．日時

平成３０年１２月１８日（火）３・４校時（１０：２５～１２：００）

２．学年・場所

相模原市立南大野小学校 ３階

３．単元名

パソコン教室

「 あったらいいな こんなおもちゃ 」

４．単元について
（１）教材観
本教材は、おもちゃ作りに必要な材料を自分で集めたり、動きを生み出している動力を意識したりす
るなど、児童が計画的・主体的に取り組むことを目指している。また、作ったおもちゃで繰り返し遊ぶ
活動を通して、科学的な目を持っておもちゃを改良したり、友だちと協力して遊ぶためのルールを決め
たりするなど、豊かな想像力、実行力を育てて行きたい。
また国語科の単元「あったらいいなこんなもの」との関連を図って合科的に取り組み、指導の効果を
高めていきたい。
（２）児童観
児童は、創造性のある遊びに夢中になり、おもちゃを作り出したり遊び方を考えたりすることは元来
大好きである。しかし、近年は、携帯ゲーム機が普及して、児童たちが自分でおもちゃを作り、仲間同
士で遊び合う機会は少なく、社会性の育ちへの影響も懸念されている。
１年生の時には伝承おもちゃを使った「昔の遊び」を楽しんできた。そこで本単元では、身の回りに
ある材料を利用しておもちゃを自分で作る楽しさを十分に堪能し、友だちと関わりながらみんなで遊ぶ
楽しさを実感することができるようにしたい。
国語科などの時間に次のことを実施している。１学期の物語教材「スイミー」において、プログラミ
ングソフト「Viscuit（ビスケット）
」を使って、物語の場面をアニメーションで表現して感想を伝え合う
学習に取り組んでいる。２学期の言語活動教材「カンジー博士の大発明」においても同様のソフトを使
い、合体漢字を作ってクイズ形式で紹介し合う学習に取り組んでいる。自ら絵を描いて命令を出し、動
かすことに慣れている状況である。
（３）指導観
本単元は、一人ひとりが試行錯誤を繰り返しながら手作りおもちゃを作って動かすことを楽しみ、友
だちと関わりながら一緒に遊ぶ活動へ発展する構成である。その前提として、おもちゃの材料となる素
材そのもので遊ぶ活動から単元はスタートする。素材で遊ぶ活動に十分時間を取り、おもちゃを作って
みんなで遊びたいという思いや願いを育むとともに「作る」
「遊ぶ」「工夫する」ことを繰り返し、自分
のおもちゃを改良することを通して気づきの質を高めていきたい。またモーターなどの材料を使い、身
の回りの機械やおもちゃにはプログラムが使用されていることに気づかせていきたい。
おもちゃを動かす際には、プログラミングソフトの「Studuino」を活用したい。「Studuino」は、プ
ログラムの操作が簡単で、低学年の発達段階に合っていると考えられる。
「Studuino」を活用することで、
試行錯誤して課題解決に取り組み、論理的に思考しプログラムを作成しながら自分たちにも簡単にロボ
ットおもちゃを動かせることを知ることができる。

また、低学年の内からプログラミングソフトに触れ、コンピュータに意図したことを行わせる経験を
一人ひとりができることは、中学年以降の「スクラッチ」を活用した学習につながっていくと考えられ
る。
５．単元の目標
身近にある物を使って動くおもちゃを工夫して作り、そのおもしろさに気づいたり、集団で行う遊
びを考えて、ルールを守りみんなで遊びを楽しんだりすることができる。
６．評価規準
関心・意欲・態度
集めた物を使ったり、それ

思考・表現

気づき

物の特徴（形や材質）を生かし

集めた物の形や材質によって、

らを組み合わせたりして、進 た遊びを考えたり、より楽しくな いろいろな遊びができることに気
んで遊ぼうとしている。

るように遊びを工夫したりしてい づいている。

自分の思いや願いにそった る。
おもちゃを作ろうとしてい
る。

物の特徴を生かして工夫する

自分が思う動きになるように、 と、いろいろな動きのおもちゃが
物の特徴を生かしながら工夫をし 作れることに気づいている。

みんなで遊ぶことに関心を ている。
持ち、協力して遊びを楽しも
うとしている。

みんなで遊ぶには必要なルール

おもちゃの動きを高めたり、み や約束があること、それを守ると
んなで楽しく遊ぶためのルールや みんなで楽しく遊べることに気づ
約束を考えたりしている。

７．単元計画 （８時間扱い

本時 ６・７／８

いている。

）

次

時

学習活動

１

１

○モーター、ブザー、ＬＥＤなどの機械が 【関】機械が内蔵された身近なおもちゃに興

２

評価

内蔵された身近なおもちゃに興味関心

味を持ち、自分の思いや願いにそった

を持ち、
「あったらいいなこんなおもち

おもちゃを想像している。

ゃ」を想像して絵や文にまとめる。
３

○自分が考えたおもちゃを伝え合い、使い 【思】自分の思いや願いにそったおもちゃに
たい機械の種類ごとにグループ分けを

ついて発表している。

する。
４
５
６

○身近な素材で自分が考えたおもちゃを
作る。
○おもちゃが動くようにプログラミング

７

をする。
「Studuino」でプログラミング

本

を作成する。

時

○グループで考えたプログラミングを発

作ろうとしている。
【関】自分の思いや願いにそったおもちゃを
作ろうとしている。
【思】試行錯誤して課題解決に取り組む。
【気】論理的に思考してプログラムを作成し

表して、おもちゃを動かし、気づいたこ

ながら、自分たちにも簡単に機械が内

とを書いて発表する。

蔵されたおもちゃを動かせることに気

○おもちゃをみんなで遊んでみる。
８

【関】自分の思いや願いにそったおもちゃを

づく。

○おもちゃをみんなで遊び、気づいたこと 【気】身の回りのおもちゃにはプログラムが
を伝え合う。

使用されていることに気づく。

８．本時の学習
（１）本時の目標
自分の思いや願いに沿って考えたおもちゃが動くプログラミングを作成することを通して、試行錯誤
して課題解決に取り組み、自分たちにも簡単に機械が内蔵されたおもちゃを動かせることに気づくこと
ができる。
（２）本時の展開（６・７／８）

導
入
（
５
分
）

〇学習活動 ・予想される児童の反応

・指導上の留意点

○日常生活とプログラミングが身近な物であるこ

・コンピュータが分かるような命令（指示）

とをふりかえる。

□評価

をプログラム、プログラムを作ることを

○前時で書いた流れ図をもとに、おもちゃが動く
ようにプログラミングをする課題をつかむ。

プログラミングということを再度提示
する。
・なぜコンピュータに命令するのかという

プログラミングで、自分が考えたおもちゃを動
かしてみよう。

と、コンピュータは人間に比べて、記憶
能力、計算能力が優れているからと再度
伝える。
・身近な便利な機械（スマホや掃除ロボッ
トなど）にコンピュータが入っているこ
とを再度気づかせる。
・前時を振り返り、課題をつかませる。

展
開
①
（
４
０
分
）

○プログラミングソフトの「Studuino」を使って
プログラミングする方法を学ぶ。

・プログラミングソフトの「Studuino」で
プログラミングを作成する。

○説明書をもとにおもちゃが動くようにプログラ
ミングをする。

・モーター、ブザー、ＬＥＤ、赤外線、ス
イッチなどの動かし方が記した説明書

・モーターで動かしたいな。

を全員に配付する。

・ブザーで音を鳴らしたいな。

・グループごとの人数を応じて、アーテッ

・ＬＥＤで明かりをつけたいな。

クセットを配付する。
（１クラス１０台）

・赤外線を使って、人が近づいたら明かりがつく
ようにしたいな。

・困った児童には、説明書をもう一度読ま
せたり、助言をしたりする。すぐに答え

・ボタンを押したら、明かりがついたり、音が鳴
ったりするようにしたいな。

を言わないようにして、児童に試行錯誤
させるように声かけをする。
【関】自分の思いや願いにそったおもちゃ

休憩５分

を作ろうとしている。
【思】流れ図をもとに、試行錯誤して課題
解決に取り組む。

展
開
②
（
４
０
分
）

○グループで考えたプログラミングを発表して、

・発表の際、作成したプログラムをテレビ

おもちゃを動かし、気づいたことを書いて発表

やプロジェクタを使って拡大提示する。

する。

【気】論理的に思考してプログラムを作成
しながら、自分たちにも簡単に機械
が内蔵されたおもちゃを動かせる
ことに気づく。
・グループ同士で遊ぶ交流をさせる。

○おもちゃをみんなで遊び、気づいたことを書い
て発表する。

終
末
（
５
分
）

〇ふりかえりをする。

・気づいたことや次にやってみたいことな
どの視点を持ってふりかえりをさせる。
【気】身の回りのおもちゃや機械にはプロ
グラムが使用されていることに気
づく。

９．振り返りカード

プログラミングで、じぶんが考えた
おもちゃをうごかしてみよう。
（プログラミングで、じぶんが考えたおもちゃをうごかしてみて、分かった
ことや気づいたこと、考えたことなど）

１０．板書掲示用

【ぎもん】
どうしておもちゃが、光ったり、音がなったりするのだろうか。
【よそう】
おもちゃを作った人がコンピュータに、めいれいしているのではない
か。
プログラミングをしているのではないか。
【ことばのいみ】
コンピュータが分かるようなめいれい（しじ）をプログラムという。
プログラムを作ることを

プログラミングという。

【今日のめあて】
プログラミングで、じぶんが考えたおもちゃを

うごかしてみよう。

第２学年４組

国語科学習指導案

日時：１月１９日（火）３校時（１０：４５～１１：３０）
場所：相模原市立南大野小学校 ３階 パソコン教室
指導者 西岡 裕太
１

単元名 「お話の作者になろう」

２

単元目標
◎絵を見て想像したことから書くことを決め、
「初め」
「中」
「終わり」のまとまりのある短い物語を書
くことができる。
○物語を読み合い、感想を交流することができる。

３

本時の指導
（１）本時の目標
○自分の作品に対する感想を持ち、さらに友だちと感想を伝え合うことができる。
（２）展開

時間

学習活動と児童の思考の流れ
１ 前時のふりかえりを行う。

指導上の留意点 ☆評価
・前時を想起させる。

・物語を「はじめ・中・終わり」に分けて考えて、絵や
文にまとめました
５

・本時で使うものを確認し、それぞれ
の役割についても抑える。

２ 本時の課題をつかみ、アニメーション制作に取り組む。

プログラミングソフト
【Viscuit（ビスケット）
】

「中」の話をアニメーションで作って、感想を伝え合お
１０

う。

・使い方が分からないときは、友だち
や先生に相談するように声をかけ

○虫眼鏡に命令を伝えたら、実際に絵を動かしてみる。

る。
・相談を受けたら、動かし方のヒント
を伝える。

○自分の書いた物語の文章をもとにしてアニメーション ・アニメーションの制作が「自分の書い
ができているかを確かめる。

た物語の文章をもとにしているか」に
常に立ち返えるように声かけをする。

・感想の書き方を紹介する。
「○○さんのアニメーションは、□
２５

□□と思います。どうしてかという
３

ペア同士で「中」の話を発表してアニメーションを見

と、文の中の△△△△だからです。
」

せ合い、感想を伝え合う。
・○○さんのアニメーションは、すごいと思います。ど ・ペア同士で物語の続きを読み合い、
うしてかというと、にじ色のゼリーのようなくらげが、

感想を書く。その後、感想を伝え合

本当ににじ色でゼリーのようだったからです。

う。

☆物語の続きを聞いて、感想を伝え合
うことができる。
３０

・発表後、聞いている児童が感想を言
４

４０

全員に物語の続きを発表してアニメーションを見せ

うようにする。

る。
・
「中」の話に合わせてアニメーション
５ ふりかえりをする。

ができたかを全員に聞いてみる。

・自分が考えた文に合わせてアニメーションを作ることが ・活動を通して、できるようになった
できました。

ことや、次にやってみたいことなど、

・違うお話も文に合わせてアニメーションで作ってみたい

ふりかえりの視点を持たせる。

です。
（３）評価
○自分の作品に対する感想を持ち、さらに友だちと感想を伝え合うことができる。

本時ワークシート
国語「お話の作者になろう」
年

組

ばん

名前【

「中」の話をアニメーションで作って、かんそうをつたえあおう。

さんのアニメーションは、
どうしてかというと文のなかの

さんのアニメーションは、
どうしてかというと文のなかの

ふりかえり（できるようになったこと、つぎにやってみたいこと）

】

第５学年

総合的な学習の時間

学習指導略案
南大野小学校
指導者 石塚 淳太

１

日

時

平成３０年１２月４日（火）３・４校時 １０：４５～１２：２０

２

場

所

PC 室

３

学 年 ・ 学 級

第５学年１組

４

単

「プログラミングで広がる未来の農業」

元

名

４０名

（１）本時の目標
ロボットカーを作って、走らせたり、止めたりする体験を通して、プログラムの働きやよさを知り、
未来の農業にどのように生かせるかを考える。
（２）本時の流れ
導入

学習活動と内容

○指導上の留意点・評価

１．米作りには多くの農業機械が使われて

○児童が学校で育てた際には、使用しなかったの

いたことを確かめる。

で、写真を用いてイメージを持てるようにす
る。

２．本時の目当てを確認する。
プログラミングをしてロボットカーを動かす体験をしよう

展開

３．ロボットカーを組み立てる。

・ロボットカーの組み立て方が分かるプリントを
配布する。

４．パソコンで Studuino を起動する。

・パソコンは各班に１台のみ使用する。

５．プログラミングを組み立てる。

・グループで活動を行うにあたり、児童同士で協
力してできるように組み立てを交代で行うよ
うに声かけをする。

６．ロボットカーにプログラミングを転送 ・田んぼのコースを走らせてねらったところで止
して、USB をケーブルを抜き、田んぼを走

まらせるためには、プログラミングで何を変え

らせる。

たらよいのかを考えさせる。

７．様々な長さのコースを走り、正しい位 ・田んぼのコースをいくつか用意して、短いコー
置で止まれるプログラミングを行う。

スをクリアできたら、長いコースにも挑戦する
ように声をかける。

８．まっすぐ進んだり止まったりするほか ・ロボットカーを走らせるほかに、ブザーを鳴ら

まとめ

に、ロボットカーにできることを知り、

すことや、センサーをつけること、LED ライト

プログラミングを行う。

を点けることができることを知らせる。

９．体験を通して考えたことや未来の農業 ・プログラミングをすることで、自動でロボット
にあったらいいなと思う機械をまとめ
て、発表する。

カー
を動かしたり、止めたりすることができたこと
を振り返る。
【思】体験を通して、プログラムの働きやよさ

を
知り、未来の農業にどのように生かせる
か
考えることができる。

算数科学習指導案
新磯小学校
指導者 山口 慶吾
単元名

「箱の形を調べよう」
（直方体と立方体）

（１）本時の目標
プログラミング教材を使って、数の組で平面上や空間にある点の位置を表すことができる。
（２）本時の観点別評価規準
関心・意

数学的な

欲・態度

考え方

技能

知識・理解

数の組で平面上や空間にある点の位置を表すことがで
きる。
（３）本時の流れ
導入
(５分)

（９／１０時間）
学習活動と内容

教師の指導と留意点

○前時までの学習の流れを確認す

・前時までに学習した平面上や

る。

評価場面と評価方法

空間にある点の位置の表し方
を提示し復習する。

○本時の学習課題を知る。
展開

風船がつかまえられる位置の表し方を考えよう。

(２５
分)

○スクラッチのプログラムを作
る。
・初めに処理を全体で確認し、各

・動作が難しい児童には、ヒン
トを出したり、一緒に活動した
り支援をする。

自プログラム作りを行う。

○全体でプログラムを確認し、完
成させる。

【技】
数 の 組 で平 面上 や 空間
に あ る 点の 位置 を 表す
ことができる。

○風船の位置を変えながら、横・
縦・高さのブロックを組み合わ
せる活動を行う。

まとめ
(１５
分)

○振り返りを行う。
・平面上や空間にある点の位置を
表すにはどうすればよいかまと
めを行う。

第６学年算数科学習指導案
相模原市立鹿島台小学校
６年１組 井手 哲
１．日時：平成３０年１０月
２．場所：相模原市立鹿島台小学校 コンピュータ室
３．学年・学級：第６学年１組
４．単元：
「速さの表し方を考えよう」
５．単元について
（１）児童の実態
本学級の児童は、算数に対して、意欲的に取り組む児童が多いが、高学年になり、学習内容が難しくな
ってきたこともあり、苦手意識をもっている児童が多くなってきている。５年生で、
「単位量あたりの大
きさ」について学習しているが、文章から題意を捉えて考えることを苦手としている児童がいる。
既習の単位量あたりの大きさの考えを想起させながら、計算から得られた数値が示す単位量あたりの大
きさの意味についても目を向けながら、学習を進めていくことが必要となる。
（２）教材について
本単元では、速さを比べるには、単位量あたりの大きさの考えを用いることを学習する。時間と道のり
という２種類の量の割合を、速さという１つの量として捉える。このように、異種の２量を比べる考え方
は、第５学年の「単位量あたりの大きさ」で混み具合を比べる学習の中で経験しているので、これを引き
継いだ学習ということになる。
しかし、速さは、日頃から慣れ親しんでいる言葉ではあるが、２量のうちの１つが実際には目に見えな
い「時間」であるということから、児童にとっては、理解しにくい内容である。そこで、速さの意味につ
いて理解を深めるために、コンピュータを使って、速さが単位量あたりの大きさの考えを用いることを押
さえる。
【学習指導要領より】 B 量と測定
（1）身近にある図形について、その概形をとらえ、およその面積などを求めることができるようにする。
（2）体積の意味について理解し、簡単な場合について、体積を求めることができるようにする。
ア 体積について単位と測定の意味を理解すること。
イ 体積の単位（立方センチメートル）について知ること。
ウ 立方体及び直方体の体積の求め方を考え、それらを用いること。
（3）異種の二つの量の割合としてとらえられる数量について、その比べ方や表し方を理解し、それを用いる
ことができるようにする。
ア 単位量当たりの考えなどを用いること。
イ 速さの意味及び表し方について理解するとともに、速さの求め方を考え、それを求めること。
（３）教師の願い
指導に当たっては、まず、第５学年で学習した「単位量あたりの大きさ」の考えと関連付けながら学習を

進めていく。そのために、導入で「速いと遅い」について、コンピュータを使って考え、速さの意味につい
て理解を深めることにした。
更に、時速、分速、秒速の求め方を理解させ、秒速から分速、時速から分速などへ単位換算ができるよう
にする。次に、速さと時間から道のり、速さと道のりから時間などの求め方を、考えさせる。速さが一定の
場合、時間と道のりが比例関係になっていることなどを見いだせる展開を考える。
速さが単位量あたりの大きさの考えを用いて理解でき、日常生活や実際の場面と結び付けられるように指
導していきたい。
（４）プログラミング的思考について
コンピュータを用いることで、加速度を考えず一定の速度で対象物が動くこと、何度も試行が可能なこ
とを生かし、導入時点で速さの意味を捉えさせることができると考えた。
そこで、今回は、スクラッチを使って、速さの意味を考える活動を取り入れた。

左のプログラムを使って、速さの意味を考える。
繰り返す回数が“時間”を、歩数が“道のり”を表す。
導入部分の「速いと遅い」の意味を考える活動の中で、
「同じ道
のりを移動するのにかかった時間が短い方が速い」ことは、児童
は理解しやすい。
「同じ時間で移動した道のりが長い方が速い」と
いうことをイメージしづらい場合が多い。
そこで、２つのスプライトを同時に動かすことで、
「速いと遅い」
の意味を考えさせる活動を取り入れた。

６．単元の目標
速さについて理解するとともに、求めることができるようにし、生活や学習に活用する能力を伸ばす。
７．単元の評価規準

関心・意欲・態度

数学的な考え方

技能

知識・理解

・速さを単位量あたりの ・速さの表し方や比べ方 ・速さに関わる数量の関 ・速さは単位量あたりの
大きさの考えを用い

について、単位量あた

係において、速さや道

大きさを用いると表

て数値化したり、実際

りの大きさの考えを

のり、時間を求めるこ

すことができること

の場面と結びつけて

基に数直線や式を用

とができる。

を理解する。

生活や学習に用いた

いて考え、表現するこ

りする。

とができる。

８．単元計画
時

ねらい

主な学習活動

評価の観点
関

１

距離と時間のどちらも異なる場合の速さの比べ方

・速いと遅いについて

２

を考えることを通して、速さは単位量あたりの大

・走った距離、時間が異なる場合

きさの考えを用いて表すことを理解する。

３
４

思

技

知
〇

〇

の速さの比べ方

速さを変えて歩く時間や走る時間を測定する活動

・歩く速さや走る速さを測定して

を通して、速さの表し方への興味を広げる。

表す活動

速さを求める公式を理解し、それを適用して速さ

・速さを求める公式

を求めることができる。

・時速、分速、秒速の意味

〇

〇
〇

時速、分速、秒速の意味を理解する。

５

・道のりを求める公式

〇

速さと道のりから時間を求める方法について理解

・速さと道のりから時間を求める

〇

する。

方法

時間を分数で表して、速さの問題を解決すること

・時間を分数で表し、速さを求め

ができる。

る方法

速さが一定のときに、道のりと時間が比例の関係

・時間と道のりの関係は比例であ

にあることを理解する。

ることを確かめること

作業の速さも単位量あたりの大きさの考えを用い

・作業の速さを比べること

道のりを求める公式を理解し、それを適用して道
のりを求めることができる。

６
７
８
９

〇
〇
〇

て比べられることを理解する。

10

学習内容を適用して問題を解決する。

・学習内容の習熟

〇

〇

11

学習内容の定着を確認し、理解を確実にする。

・学習内容の理解

〇

〇

９．本時の授業計画（全１１時間 本時１時間目）
（１）本時の目標
「速いと遅い」の意味を考えることを通して、速さは、単位量あたりの大きさの考え方を用いることに
気づく。
（２）本時の観点別評価規準
【知識・理解】
・速さは単位量あたりの大きさを用いると表すことができることを理解する。
（３）本時の流れ
導
入

学習活動と内容

指導上の留意点

〇速さをどんな場面で使うかを考

・普段の生活の中で速さを感じ

える。

評価の観点

るときについて想起させる。

・徒競走 ・乗り物 など
速いと遅いについて考えよう
〇５０ｍ走について考える。

・
「同じ道のり」を「短い時間」

「同じ道のり」を「短い時間」で

で走る方が速いことは、体験

走ると「速い」こと、を確認する。

上理解しやすいと考える。

〇「同じ時間」で「短い距離」を走
るのと「長い距離」を走るのでは、

・イメージできない子がいるこ
とが予想される。

どちらが速いかを考える。
〇「scratch」で考える。

・全員で「scratch」の画面を見
ながら、「速さ」について考え
る。

〇「scratch」を操作しながら、速
さの意味について考える。

・scratch のプログラムの数値を
変えることで、単位量あたり
の大きさの考えに気づかせ
る。

〇ふり返る。
・
「速さ」は「時間」と「道のり」
の２つの量がかかわりあって
いることに気づかせる。

速さは、
「時間」と「道
のり」がかかわりあっ
ていることに気づくこ
とができる。

２年２組

音楽科学習指導案

１

単元名・教材（題材名） みんなの音楽時計をつくろう

２

目標または評価基準

拍の流れに乗って、音型の組み合わせを工夫して重ね、音楽をつくって楽しむ。

学習活動
導入

※支援

１．
「おしゃべり音楽時計」を歌う。
旋律が重なり合う響きを感じ取る。

☆工夫

※時計の音を聞き取り、旋律が重
なる楽しさを感じられるよう声を
かける。

展開

２．音型を組み合わせて、リズムを打つ音楽ゲー
ムをする。
音楽時計をつくろう
３．それぞれの音型の練習をする。

・音型を並べ換えることで音楽が
構成できることを確認する。

４．音型を組み合わせて音楽を作る。（班で）

☆音型の札を用意し、並べ方を考
えやすいようにする。
・
「反復」
「問いと答え」を想起し、
組み合わせ方を工夫できるように
する。

５．考えた組み合わせを発表する。
まとめ

６．パートの重なりを知る。

・一つの班を取りあげ、パートを
重ねることで音楽が構成されるこ
とを知り、次時の見通しを持つ。
※トライアングルや鈴、鉄琴など
を用意し、旋律の重なり合う響き
を感じられるようにする。

学習の流れはまだまだ考えなければなりませんが、音型を並べることで音楽を作るという活動を行おうと思い
ます。

社会科学習指導案
相模原市立清新小学校
指導者 小野寺 明彦
１

日

時

平成３０年１１月２９日（木）５校時 １４：００～１４：４５

２

場

所

PC 教室（B 棟校舎２階）

３

学 年 ・ 学 級

第５学年１組

４

単

工業の今と未来

５

単元について

元

名

３４名

（１）教材観
本単元は、現行の学習指導要領第５学年２内容(３)「我が国の工業生産について、各種の工業生産や工
業地域の分布などについて、分布図や統計資料を活用して調べ、それらは国民生活を支える重要な役割を
果たしていることを考えるようにする。」にかかわる単元である。本単元のねらいは、工業地域の分布や
各種工業生産の特色などを、地図や統計資料を活用して調べ、我が国の工業生産の特色を理解することが
できるようにするとともに、工業が盛んな地域の生産活動の様子を調べ、新しい技術の開発や資源の有効
利用に努めていることをとらえることができるようにすることである。

（２）児童観
児童は、前単元の「これからの食料生産」において、たくさんの輸入に支えられていることや、自国の
食糧自給率を上げるための取り組み、人々の努力や工夫について資料をもとに考えることができた。また、
「水産業を支える人々」の学習では、水産資源を守りつつ、様々な課題を乗り越えようと努力する人々の
思いについて気づくことができた。だが、どちらの学習においても自分たちの生活に関わってはいるもの
の、自分たちの身近な課題として捉えることが難しく、どこか人ごとのように考えている児童も少なくな
かった。
本単元は、日本の中心産業である工業生産を取り上げた単元である。今までの学習以上に、身近に工業
製品があり、より自分事として捉えやすいと考える。児童は、テレビ、パソコン、オーディオ機器や自動
車など、さまざまな物に囲まれて生活しているが、それを当たり前に思っている。それらの工業製品が、
どのような課程で製造されたり、製造する上での苦労や努力があったりすることは、児童の想像に及ばな
いところである。豊かな生活を送ることができるのは、たくさんの工業製品のおかげであることや、それ
を支える人たちがいることを知り、これからの工業生産について考えを深め、これからの工業生産につい
て自分の考えを広げていけるようにしたい。
また、これからの工業生産を考える上で、プログラミングは、現代の工業生産には不可欠なものとなっ
てきている。児童は、昨年、
「プログラミング」の学習をし、｢コンピュータに指示をし、対象物を意図し
たように動かすこと｣というようなおおまかな理解はしている。しかし、
「プログラミング」自体が、自分
たちの生活でどのように活用されているかについては、十分な理解があるとは言えない。工業生産を学習
する過程で、これからの工業生産にプログラミングが深く関わっていくことを理解するとともに、身の回
りには多くの「プログラム」があることに気づかせたい。

（３）指導観

まずは、自分たちが住んでいる相模原市内にも大きな工場や中小工場などがたくさんあることを知り、
工業生産が身近に行われていることに気づかせたい。そのために、市役所の産業政策課の方をお招きして、
これまでの相模原市の工業の発達やこれからの展望について話をしていただき、身近な工業生産に興味を
もたせるようにする。そこから、自分たちの住んでいる市よりも工業が盛んな地域が日本中にたくさんあ
ることを知り、工業の盛んな地域の分布や特色などについて広げていけるようにしたい。その際は、市の
工業に関する資料や地図帳などを活用して、分布の特徴などに迫っていけるようにする。そこから、大工
場を支える中小工場の役割など工場相互の協力関係や優れた技術などに着目して、工業生産に関わる人々
の工夫や努力について、教科書資料や視聴覚教材を活用して調べ、まとめていくようにしたい。さらに、
政府広報｢ソサエティ５．０｣の動画から、日本が目指す近未来の工業について知るとともに、未来の工業
生産のあり方について考えを深められるようにする。学習の最後には、自らが生産者側になって消費者の
ことを考えたものづくりに挑戦し、工業生産に関わる人々の喜びや苦労、工夫などに目を向けられるよう
にして学習を終えるようにする。そこでは、工業生産には欠かせないものになりつつあるプログラミング
を、プログラマーの立場になって体験することを通し、機械やロボットを作ったり動かしたりしている裏
には、人々の知恵や技術があることを実感させたい。第四次産業革命に生きる子どもたちにとって、ロボ
ットやＡＩなどが日常で当たり前のように感じる時代で、それらは人間によってプログラムされている物
であることに気づかせるよい機会だと考える。「プログラミング教育の手引き(文部科学省)」にあるよう
に、「②プログラムの働きやよさ、情報社会がコンピュータ等の情報技術によって支えられていることな
どに気付くこと」は、工業生産を学習する中で触れることができ、より身近なこととして捉えられるであ
ろうと考える。

６

単元の目標
○工業生産に関わる人々は、消費者の需要や社会の変化に対応し、優れた製品を生産するよう様々
な工夫や努力をして、工業生産を支えていることを理解する。【(３)－アの(イ)】
○工業の種類、工業の盛んな地域の分布、工業製品の改良などに着目して、工業生産の概要を捉え、
工業生産が国民生活に果たす役割を考え、表現する。【(３)－イの(ア)】
○製造の工程、工場相互の協力関係、優れた技術に着目して、工業生産に関わる人々の工夫や努力
を捉え、その働きを考え、表現する。【(３)－イの(イ)】

７

単元の評価規準
社会的事象への

社会的な

観察・資料活用の

社会的事象についての

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

生活がさまざまな種類 海沿いや一部の内陸部 大工場や中小工場の特 工業のさかんな地域の
の工業製品に支えられ で工業生産がさかんな 色について、資料から 分布や、生産の割合が
ていることに気づき、 理由について、土地の 読み取ったことをノー 大きい工業の種類、日
日本の工業生産の特色 条件や交通網の発達と トや教科書にまとめて 本の工業生産を支える
について、興味をもっ 関連付けて考え、表現 いる。また、高い技術 中小工場の優れたもの
て 調 べ よ う と し て い している。また、工業 を生かしてものづくり づくりなど、日本の工
る。

生産と人々の生活を関 をする中小工場の工夫 業 の 特 色 を 捉 え て い
連付けて、工業生産は や努力について、必要 る。また、工業生産は
国民生活を支える重要 な情報を資料から読み 国民生活を支える重要
な役割を果たしている 取り、ノートにまとめ な役割を果たしている
ことを考え、表現して ている。
いる。

ことを理解している。

８

単元の指導計画・評価計画
時

（８時間扱い、本時は８／８）

ねらい

主な学習活動・内容

資料

生活がさまざまな工

○さまざまな工業製品について知る。

工業製品の図

業製品に支えられて

○その中で、一番日本の工業の中心に

グラフ資料

いることや日本の工

なっているものは何かを予想する。

評価の観点
関 思 技 知

業生産の傾向を捉え、 ○1935 年から 2012 年にかけて、重化

１

日本の工業に対して

学工業が中心になってきていること

関心をもつことがで

を知り、どのような特色があって、

きるようにする。

これからどうなっていくのかという

○ ○

ことについて、学習問題を立てる。

日本の工業生産には、どのような特色があり、これからどのように進めていけばよいのだろう。
現在の相模原市の工
○市役所の産業政策課の方を招いて、 写真など
業の様子や今後の展

相模原市の工業について話を聞く。

望などの話を聞き、
自

２

○

分たちが住む市の工
業について関心を持
つことができる。

工業のさかんな地域は、どんなところが多いのだろう。

３

工業のさかんな地域

○工業がさかんな地域について、調べ 地図帳

について調べ、
その地

る。

域で工業がさかんな

○工業がさかんな地域の特色について

理由を考えることが

教科書

○

○

まとめる。

できるようにする。
大工場と中小工場では、それぞれどのような特色があるのだろう。
日本の工業における
大工場と中小工場の

４

○大工場と中小工場の特色について比 教科書
べ、まとめる。

資料集
クリップ映像

生産の様子を資料か
ら読み取り、それぞれ

○

の生産の特色と役割
について考え、
まとめ
ることができるよう
にする。
中小工場のものづくりには、どのような工夫や努力があるのだろう。

５

大田区の中小工場で
働く人の工夫や努力

○大田区の中小工場を例に、ものづく 教科書
りの工夫や努力についてまとめる。

資料集

○

クリップ映像

に気づくとともに、
中
小工場の高い技術が
日本の工業生産を支
えていることに気づ
くことができるよう
にする。

中小工場のものづくりには、どのような工夫や努力があるのだろう。

６

アイデアを生かした

○東大阪市の中小工場を例に、ものづ 教科書

東大阪市の中小工場

くりの工夫や努力についてまとめ 資料集

の工夫や努力を資料

る。

クリップ映像
○

から読み取り、
日本の
工業生産を支える中
小工場のものづくり
の特色について捉え
ることができるよう
にする。
これからの工業生産には、どのような考え方が求められるのだろう。

７

心を豊かにする工業

○現存する次世代の工業製品や、今後 教科書

生産について調べ、

生み出される工業製品について知 資料集

人々の生活との結び

り、それらがどんな目的で作られて クリップ映像

つきから工業生産の

いるのかを話し合う。

役割や意味ついて捉

○工業製品が作られている工程の中

え、今後目指していく

で、プログラミングされているもの

工業生産のあり方に

が数多くあることを知る。また、そ

ついて考えることが

れらを作っているのが人であること

できるようにする。

を理解する。

ソサエティ 5.0

○

生産者の気持ちを考えよう
プログラミングの｢デ

８
本
時

○プログラミングの｢デバッグ｣を体験 マイクロビット

バッグ｣を体験し、工

し、工業生産を支えるプログラマー パソコン

業生産を支えるプロ

の役割を知る。

グラマーの役割を知

○工業生産を支えている重要な役割を

るとともに、工業生産

プログラマーが担っているというこ

を支えている重要な

とを理解する。

役割であることを理
解する。

○

○

９

本時の授業計画

（１）本時の目標
プログラミングの｢デバッグ｣を体験し、工業生産を支えるプログラマーの役割を知るとともに、工業生産
を支えている重要な役割であることを理解する。

（２）本時の観点別評価規準
社会的事象への

社会的な

観察・資料活用の

社会的事象についての

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

技能

知識・理解

生産者の気持ちになっ
て、消費者のことを考え
てプログラムを作成し
ようとしている。

（３）本時の流れ
【評価の観点】
学習活動と内容

指導上の留意点

〈評価場面や方
法〉

つかむ

○前時までで学習したことをふり返る。

(10 分)

Ｔ：
「これまで工業生産を支える人々の工夫や努

・前時までの学習を想
起させる。

力、そして、優れた技術について学習しまし
た。そのような工業製品のおかげで、私たち
の暮らしは豊かになっているね。今度は、み
んなが生産者の側に立って、
その人たちの気
持ちになってみましょう。
」
○本時の課題について知る。
生産者の気持ちを考えよう

Ｔ：
「前回、動画(ソサエティ 5.0)で見たように、
○○
これからの工業には、
コンピュータが大きく
関わってきます。今日は、実際にプログラマ
ーになって、
消費者に工業製品を届ける体験
をしたいと思います。
」
○これから作る製品のモデルを見て、何を作る
○○
かを
知る。

・モデル製品を児童に
見せ、活動のゴールを
可視化する。

Ｔ：
「我が社で作っている製品は信号である。今

・不具合が生じると、

回、出荷した製品に不具合があると、消費者
○○
から報告があった。今回は、その製品が正し
○○
く動作するように、みんなの力でプログラム

どのような影響があ

を直してほしい。
」

るかを考えさせる。

Ｃ：
「このままだと事故が起きるかもしれないか
ら、危ない。
」
Ｃ：
「人も車も安全に通れるような信号を作らな
いといけない。
」
調べる

○マイクロビットを使って、プログラムを修正

・パソコンとマイクロ

(25 分)

する。

ビットを使い、トライ

・グループで考えながら、作業を進める。

＆エラーを繰り返し
体験させる。

Ｃ：「信号を点滅させるには、『くりかえし』を
使えばいいんじゃない？」
Ｃ：
「すぐに信号が変わっちゃうな。少し時間を
長くさせるにはどうしたらいいんだろう。
」
Ｃ：「これだと人と車が事故に遭ってしまうか
ら、工夫が必要だよ。
」
Ｃ：
「反対側から渡る人のことも考えて、Ｂボタ

【思】
生産者の気持ちに

・テーブルにブロック

なって、消費者の

表を置き、適宜グルー

ことを考えてプロ

プで話し合いながら、 グラムを作成しよ
チームでの製作を意

うとしている。

識させるよう声をか

〈発言・ワークシ

ける。

ートの記述内容〉

ンを押しても信号が変わるようにした方が
いいんじゃないかな。
」
Ｃ：
「歩く人のことも考えて、車を運転する人の
ことも考えないといけないから大変だね。
」
Ｃ：
「こうやって自分で作ってみると、できたと
きに達成感があるね。
」
まとめ

○本時の課題についてふり返る。

る
(10 分)

・活動中に、生産者側
の気持ちに繋がるよ

○工業生産を支えるプログラマーを体験しての
感想を伝える。

うな児童のつぶやき
をメモし、ふり返りで
紹介する。

○多くの工業生産では、このような人の支えが
あることを知る。

・実際の工業生産の裏
側でも、このような作
業を行う人たちがい
ることを伝える。

〈参観の視点〉
① 社会科の教科のねらいに迫れているか。
② マイクロビットを使ったことが、手立てとして有効だったか。
→プログラミングのデバッグ体験が、工業生産を支える人々の喜びや苦労について気づかせ
るための手立てになっているか。

第２学年

特別活動学習指導案
指導者

１

題材名

２

題材設定の理由

小柳 和也

「身の回りの生活について考えよう」

本学級の児童は、４月当初と比べると時計を見て行動したり、何をしなければいけないのかを考え
たりと自主性が見られる場面が多くなってきた。また、友だち同士で言葉をかけあい、クラスとして
高めようとする姿勢がある。しかし、順番が違ったり本来やるべきことができていなかったりする児
童もいる。友だちに言葉をかけられても朝や帰りの支度、着替えや当番活動などが、みんなに間に合
わず困っている様子も見られる。
本題材の学習を通して、これまでの生活や行動を振り返り、時間をかけずに行動するためにはどの
ようにすればよいのかを考え、行動できるようにしていきたい。
３

本時について
（１）ねらい
・順番に気をつけることで、時間をかけずに行動しようとする態度を育てる。
・どのようなことにも順序があることに気づくことができる。
（２）展開
学習活動
１

ロボットゲームをする。

・指導上の留意点

□評価

・始めは、教師が指令を出し、児童がロボットに

・教師の指令に従って動く。

なる。

・児童同士で役割を交代しながら行う。

・言うだけでなく、行動カードを掲示していく。

・ゲームをしていく中で、順番があること
に気がつく。
２

身の回りの生活にも順番があるのか考え

る。
給食着に素早く着替えるための順番を考えよ
う。

３

給食着に着替えるための順番を考える。
・給食着に着替えるための順番をワークシ

・様々な言葉が出てくることが予想されるので、
あらかじめ入る言葉を用意しておく。

ートに書いていく。

・ワークシートを用意し、順番に書けるようにす

※個の活動⇒グループ活動

る。
・グループで話し合い、順番を決める。

４

グループで考えたことを全体で共有す

る。

・それそれのグループのよさを考えられるように
する。

５

振り返り
・本時の学習でわかったことや大切だと感 ・他の場面でもどのようなことに気をつけたらよ
じたことをワークシートに書く。

いか考えられるようにする。
□順序立てることで、素早く行動できることに気
がつく。

第４学年 算数科 学習指導案
指導者 旭岡 義如
１．日時
２．学級 第４学年１組 ３５名
３．単元名 「計算のやくそくを調べよう」
４．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。
５．本時の目標
分配法則、交換法則、結合法則など学習した「計算のやくそく」について、「＋、－」
「×、÷」
「（）」の
位置をほんの少し変えることで元の計算式の答えが全く変わってしまうことを体験的に知ることができる。
（１）展開

導入

○主な学習活動 ・予想される児童の反応

・指導上の留意点 ◎評価規準

○活動前時までの復習をする

・

・分配法則や交換法則、結合法則について
展開

「＋、－」
「×、÷」
「
（）
」をいれかえると、答えがかわることをたしかめよう
○実際にプログラミングを使って計算してみよ

・計算以前に、
「鉛筆で書く」ことが苦手であった

う

り、面倒くさいと感じたりする児童にとっては、

・既習の【８－（９－３×２）＝】について

簡単なキーボード操作で元の計算式を変更する

（）の位置を入れ替えることで答えが全く異

ことができ、その答えが即時に表示されるのは魅

なってしまうことを知る。

力的だと想定される。

・自分で計算式を立て。自由に「＋、－」
「×、÷」
「
（）
」をいれかえて実践する
・友だちの作成した計算式を共有して、改めて
自由に「＋、－」
「×、÷」
「
（）
」をいれかえ
て実践する

終末

○本時のまとめをする

・本時の学習を振り返り、まとめをする。

本時の学習を通して、どのように感じたかを
発表する。
計算のきまりを守って計算することが大事である。答えは少しの変化ですぐに変わる。

第４学年 算数科学習指導案
麻溝小学校 八木 翔平
１単元名 変わり方調べ
２単元の目標
伴って変わる２つの数量について、それらの関係を表を用いて調べ、式に表して２つの数量の関係を明ら
かにする能力を伸ばす。
３評価基準
関心・意欲・態度

数学的な考え方

技能

知識・理解

伴って変わる２つの数量

伴って変わる２つの数量

伴って変わる２つの数量

伴って変わる２つの数量

の関係について、関係を

の関係を、表を用いて手

の関係を、表に表して変

の関係を、表を用いて調

表で調べることのよさ

際よく調べたり、□や〇

化の特徴を読み取った

べる方法や、□や〇など

や、関係を□や〇などを

などを変量を表す記号と

り、□や〇などを用いた

を用いた式の表し方につ

用いた式に簡潔に表せる

して式に表し関係を簡潔

式に表したりすることが

いて理解する。

ことのよさに気づき、生

にとらえたりすることが

できる。

活や学習に用いようとす

できる。

る。
４学習指導計画
時

学習活動

評価

ア と○
イ の時計盤の針
関 伴って変わる２つの数量の関係に関心を持ち、関係を表を用
１ ・時計盤をつかって○
□

２

がさす時刻の数の関係について調べ
る。
ア の時計盤の針が指す時刻
・表を用いて○
イ の時計盤の
の数が１ずつ増えると、○

いて調べることのよさに気づいている。
考 変量を表す記号として□や〇をとらえて式に表している。
□
知 伴って変わる２つの数量の関係を、表を用いて調べる方法を
□

理解している。

針が指す時刻の数がどのように変わ
るか調べる。
３ ・１辺が１ｃｍの正三角形を１列に組み

考 □や○などを用いた式に表し、数量の関係を簡潔にとらえて
○

合わせていくときの、正三角形の数と

いる。

周りの長さの関係を調べる。

技 伴って変わる２つの数量の関係を、表から変化の特徴を読み
○

・表に正三角形の数と周りの長さをまと

取り、□や○などを用いて式に表すことができる。

め、その関係を式に表す。
・正三角形の数が１０個のときの周りの
長さをプログラミングで求める。

数値を変えています。

（・周りの長さが２４ｃｍのときの正三
角形の数を求める。
）
４ ・１辺が１ｃｍの正方形を階段状に並べ
たときの段の数と周りの長さの関係
を調べる。

関 前時のプログラミングを基に問題に取り組んでいる。
○
考 □や○などを用いた式に表し、数量の関係を捉えることがで
○

きる。

・表に段の数と周りの長さの関係を調べ
る。
・段の数が５０段のときの周りの長さを
求める。
（周りの長さが６０ｃｍのときの段の
数を求める。
）
５

・
「しあげ」に取り組む

知 基本的な学習内容を身につけている。
□

７本時について
（１）目標
伴って変わる２つの数量の関係を、スクラッチを使い表に表し、その関係をとらえることができる。
（２）スクラッチを用いたプログラミング
スクラッチ前時

→

スクラッチ本時

（２）展開
学習活動

○指導上の留意点

課題をつかむ
１辺が１ｃｍの正方形のあつ紙を、図のように ○課題をつかむことができるように正方形の紙を用意
１だん、２だんとならべて階段の形をつくりま

する。

す。
２０段のときの、まわりの長さを求めましょ
う。

○全体で聞かれていることを確認する。

スクラッチを使い問題に取り組む
プログラムを考える。
前時のプログラムを見て、変える場所、変えな ○前時のプログラムを見やすく提示する。
い場所を考えてプログラムを作る。
プログラムの結果を表にまとめる。
表から□や○を用いて式に表す。

○表を用意しておき、書きやすいようにする。

理科学習指導案
相模原市立宮上小学校
指導者 江成 勝太
１

日

時

平成３０年

２

場

所

理科室（西棟２階 ＰＣ室）

３

学 年 ・ 学 級

第６学年１組

４

単

「発電と電気の利用」

５

単元について

元

名

月

日（ ） 校時

：

～

：

３４名

（１）教材観
第６学年の目標及び内容、｢物質・エネルギー（7）電気の利用｣には、｢身の回りにある電気を利
用している道具の働きに着目して、電気の利用の仕方を多面的に調べる。｣とある。また、その際に、
｢身の回りには電気の働きを目的に合わせて制御したり、電気を効率よく利用したりしているものが
あることを捉えられるようにする。｣とも記されている。コンデンサや、蓄電池などを使用し、電気
が蓄えられることに関しては、蓄電した電気を使って、発光ダイオードと豆電球の点灯時間を比較
することが考えられる。
手回し発電機や、光電池などを使って自分で電気をつくりだし、その電気を蓄えたり、変換した
りすることにより、エネルギーが蓄えられることや、変換されることを体験的に捉えるようにする。
また、身の回りには、
「温度センサー」などを使ってエネルギーを効率よく利用している道具があ
ることに気づき、実際に目的に合わせて、センサーを使い、モーターの動きや発行ダイオードの点
灯を制御するなどといったプログラミングを体験することを通して、その仕組みを体験的に学習す
るといったことが考えられる。学習指導要領（平成２９年告示）抜粋
６

単元の目標
電気はつくり出したり蓄えたりすることができることを知り、その電気をさまざまな器具に流す
ことによって、電気は、光、音、熱などに変えることができるという考えをもつことができるよう
にする。そのとき、電熱線の太さを変えると発熱の大きさが変わることをとらえられるようにする。
また、身の回りには、電気をつくり出したり、蓄えたり、光、音、熱などに変えるなどさまざまな
道具があることを知ると共に、電気の効率的な利用について、プログラミングを体験しながらとら
えられるようにする。

７

単元の評価規準
自然事象への

科学的な思考・表現

関心・意欲・態度

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

●興味をもって発電を ● 乾 電 池 と 比 べ な が ●手回し発電機のはた ●電気はつくり出した
体験し、その電気を

ら、手回し発電機の

らきを調べ、その結

り蓄えたりでき、光

利用しようとしてい

はたらきについて推

果を記録している。

や音などに変えるこ

る。

論し、自分の考えを ●コンデンサーのはた

とができることを理

表現している。

解している。

●電気の性質やはたら

きを適用してものづ ●発光ダイオードは豆

らきを調べ、その結
果を記録している。

●電熱線の発熱は、電

くりをしたり、日常

電球に比べて、少し ●太さの違う電熱線や

熱線の太さによって

生活に使われている

の電気で長い時間明

電源装置を使って、

変わることを理解し

電気を利用した道具

かりをつけられると

発熱の違いを安全に

ている。

を見直したりしよう

考え、自分の考えを

配 慮 し て 調 べ て い ●身の回りには電気の

としている。

表現している。

る。

性質やはたらきを利
用した道具があるこ
とを理解している。

８

単元の指導計画・評価計画
時

（１１時間扱い、本時は１０／１１）

○目標

・学習活動

評価の観点
関 思 技 知

○モーターの軸を回して、発電して ・
１

みよう。

２

○手回し発電機で発電しよう。

・

・

○

〇
〇

３
・
４

５
・
６
・
７

〇
〇電気をたくわえて使おう。

○

・コンデンサを使用する。
〇
〇

８

〇電流による発熱を調べよう。

・

・電熱線を使って調べよう。

○

９
〇

10
・
11
本

〇エネルギーを効率よく利用しよ
う。
・プログラミングを体験しながら考

○ 〇

える。

時

９

本時の授業計画

（１）本時の目標
電気の量や働きに着目し、プログラミングを体験しながら、エネルギーをより効率的に使うには
どのようにすればよいか多面的に考えることができる。
（２）本時の観点別評価規準
自然事象への
関心・意欲・態度
●電気の性質やはたら
きを適用してものづく
りをしたり、日常生活
に使われている電気を
利用した道具を見直し
たりしようとしてい
る。

科学的な思考・表現

観察・実験の技能

自然事象についての
知識・理解

（３）本時の流れ
学習活動と内容
導入
(５分)

〇これまでの学習をふり返る
・手回し発電機や、コンデンサ
などを使って電気の働きを

○指導上の留意点

【評価の観点】
〈評価場面や方法〉

・電気は蓄電できることや、変換でき
ることを、これまでの学習から確認
できるようにする。

学習した。
〇今日の課題を聞く
エネルギーを効率よく利用するためにはどんなものがあるのだろう
か

展開
(３０分)

〇身の回りに効率よく電気が

・日常の中で、どんな機械に触れてい

使えるように工夫されてい

るか思い出しながら考えられるよ

るものがないか考える。

うに声をかける。

・扇風機 ・エアコン
・冷蔵庫 など
〇ミニ扇風機を使って、どんな ・電気を大切に使うためにはどんな工
方法があるのか考える。

夫があると良いかグループで話し
（３～４人１
組）

いる電気を利用し
た
道具を見直したり

風機を動かす。
（ＭＥＳＨ使用）

日常生活に使われ
て

合う。
〇プログラムを組んで、ミニ扇

【意欲・態度・態度】

・アルゴリズムを書いて考えてから
Ipad にプログラムを組んでいくこ

し
ようとしている。

とで、考えを論理的に整理していけ 〈行動観察〉
るように指導する。
・カイロや保冷剤など、「温度センサ
ー」を使うときに必要な道具を用意
〇発表する。

しておく。

・自分たちで考えたミニ扇風機
の機能を実際に発表する。
まとめ

〇まとめ

(１０分)

・身の回りには、エネルギーを効率よ
く使うために制御されたものがあ
ることを確認する。

〇ふりかえりシートを書く。

