
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

横浜市小学校算数教育研究会 一斉授業研究会 

希望ケ丘小学校 1 年「おおきいかず」 
単元の

主張 

 これまで児童は 10 のまとまりをつくり、ものなどを数えることを行なってきた。本単元では、数の範囲が 120 程度まで拡張され

ることで、より 10 のまとまりをつくることのよさを実感しながら、位ごとに表すことを通して、数の構成についての理解を深め、

数の感覚を豊かにする。 

 2位数から 120程度までの 3位数について、数の数え方、読み方、数の構成などを理解し、数を用いることができるようになるこ

とが本時のねらいである。10 のまとまりが増え「10 がいくつ」と数えられるようにすることで、乗法の素地となることを意識した

い。単元末に数を同じ数ずつまとめたり等分したりする学習も取り入れることで除法の素地的経験にもしていきたい。 

 単元全体を通して、十進位取り記数法の原理についての基礎的な理解を図り、数の見方・考え方や感覚を豊かにしていくことを

ねらう。 
 

授業者 島田 翔平（希望ケ丘小学校） 

① 生きて働く「知識・技能」 
（ウ）数の大小や順序を考えることによって、数の系列を作ったり、数直線上に表し

たりすること。 

（エ）一つの数をほかの数の和や差としてみるなど、ほかの数と関連づけてみるこ

と。 

（オ）2位数の表し方について理解すること。 

（キ）数を、十の単位としてみること。 

（ク）具体物をまとめて数えたり等分したりして整理し、表すこと。 

「10 のまとまり」を意識しながら集合数として数をとらえられるよ

うにする。そして、それを目的に応じて正しく表すことができるよ

うにすることも大切である。それと同時にブロック操作を通して

「10 といくつ」の数や「何十といくつ」の数を表し、十進位取り記

数法の理解を深めていく。一つの数について、まとめて数えたり等

分したりすることで、乗法や除法を考える際の素地となり、自ら計

算の仕方を考えていくことにつながるようにする。 

 

② 未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」 

(ア) 数のまとまりに着目し、数の大きさの比べ方や数え方を考え、

それらを日常生活に生かすこと。 

「数のまとまり」といっても、様々なまとまりが想像される。よく使

われるのは、2・5・10 である。本単元では、数の範囲が 120 程度まで

拡張されることによって、数の大小に合わせて、まとまりの大きさを

自在に変えられるようにしたい。つまり、今まで一つずつ、2 とび、5

とびで数えられていたが、数範囲が広がることで、「10 のまとまり」

のよさをより実感しやすくなる。そして、数えた数を位ごとに表すこ

とを通して、簡潔・明瞭・的確に表現できるよさも味わってほしい。

既に幾つかずつにまとめられた具体物を数えるのではなく、自分で適

当な大きさのまとまりを作って整理して表す操作活動を通して、数え

やすさや比べやすさにつながることに気付かせていく。 

 

③ 学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」 

 数量や図形に親しみ、算数で学んだことのよさや楽しさを感じ

ながら学ぶ態度を養う。 

 幼児期の遊びや生活の中で、必要感をもって数への関心をもつ体

験をしてきている。 

 第 1 学年では、具体物を有効に活用して、数に主体的に関わって

親しむことが重要である。児童が具体物を見て「数が大きいから分

けて数えてみよう。」と考えたり、「これは 2 とびでいいかな。」

「あれは 10 ずつ数えたほうがよさそうだ。」と判断したりするな

ど、数の大小や目的に応じて思考する態度を養う。 

 具体物を用いることを通して、数の大きさや数のまとまりに着目

して、その意味や表し方について考える経験を積んでいく。この経

験が、単元が終わった後も数の仕組みを学んでいく際に生かされて

いくことになる。 

 

1. 単元で育成する資質・能力 

2. 単元デザイン 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15（本時）16 

・ 2 位数の数え方、唱え方や、位取りの原

理と記数法 

・ 2 位数の数え方 

・ 2 位数の構成 

・ 100 の唱え方、読み方、書き方 

・ 数の規則性や構成 

・ 120 までの数の系列や大小 

・ 120 程度までの数の唱え方や系列 

・ 2 位数の数の構成を基にした加減計算の仕方 

・ 繰り上がりや繰り下がりのない 2 位数と 1 位数と

の加減計算 

・ 身の回りにあるものの 2 位数での表現 

・ 同じ数のまとまりや等分した数としての見方 

・ 知識・技能の定着と次の学習への見通し 

・ 2 位数の数え方、唱え方を知る。 

・ 2 位数の位取りの原理と記数法について

の理解を深める。 

・ 十進位取り記数法の理解を図るために、

位取り板などを用いながら 2 位数の表し

方を考える。 

・ 2 位数を位取り板に表す。 

・ 2 位数について、十の単位として数を見

ることができるようにする。 

・ 数のまとまりに着目して、具体物を整理

し、10 が 10 個集まると、100 になるこ

とを理解する。 

・ 数直線（かずのせん）を用いて、100 ま

での数の並び方をとらえたり、数の構成

を考えて大小比較をしたりする。 

・ 数表を使って、数の並び方の規則性や構

成を理解する。 

・ 120程度までの数を 100と 1〜2位数の合

成と捉える。 

・ 「10がいくつ」と「何十といくつ」を加

減計算と結びつけて考える。 

・ 数のまとまりや位に着目して加減計算を考

える。 

・ 十進位取り記数法と加減計算を結びつけ

て考える。 

・ 身の回りの大きい数について、十を単位

として数えればよいことに気づき、数え

方を説明する。 

・ 1 つの数をまとまりや等分した数として

みる。 

 
3. 単元に関わる内容と見方・考え方の系統 

A「数と計算」領域 「数概念についての理解」 

 幼児期 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 

学年の

内容 

・遊びの中で、身の回

りの数量に親しむ経験

を重ねたり、必要感に

基づいて活用したりし

て、数への興味や関心

を高める。また、具体

操作などを通して数の

感覚をもつ。 

・個数を比べること 

・個数や順番を数えること 

・数の大小、順序と数直線 

・一つの数をほかの数の和や差としてみること 

・2 位数の表し方 

・簡単な場合の 3 位数の表し方 

・十を単位とした数の見方 

・まとめて数えたり等分したりすること 

・まとめて数えたり、分類して数えたりす

ること 
・十進位取り記数法 
・数の相対的な大きさ 
・一つの数をほかの数の積としてみること 
・数による分類整理 
・1/2や 1/4などの簡単な分数 

・万の単位 
・10 倍、100 倍、1000 倍、1/10

の大きさ 
・数の相対的な大きさ 
・小数の意味と表し方 
・分数の意味と表し方 
・単位分数の幾つ分 

・億、兆の単位 
・概数が用いられる場合 
・四捨五入 
・小数を用いた倍 
・小数と数の相対的な大きさ 
・簡単な場合の大きさの等しい分数 

・偶数、奇数 
・約数、倍数 
・ある数の 10 倍、100 倍、1000 倍、1/10、

1/100 などの大きさの数 
・分数と整数、小数の関係 
・同じ大きさを表す分数 
・分数の相等と大小 

 

数への

見方 

 
ものの数に着目する 数とその表現や数量の関係に着目 数とその表現や計算の意味に着目する 

考え方 
 

数の数え方を考える 数の表し方を考察する 数の表し方や計算の仕方 
目的に合った表現方法を用いて

計算の仕方などを考察する 

目的に合った表現方法を用いて数

の性質を考察する 

目的に応じて多様な表現方法を用いなが

ら数の表し方を考察する 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. 本時について 本時目標 一つの数をまとめて数えたり、等分したりして表す活動を通して、数のまとまりに着目して、一つの数を多面的にとらえることができる。 

本時に

おける 

知識・技能 ：一つの数を同じ数のまとまりとして数えたり、等分したりして表すことができる。 

思考・判断・表現 ：具体物の操作から、数のまとまりを見いだし、数の大きさの表し方を考えたり、その大きさを多面的にとらえたりする。 

学びに向かう力 ：まとまりを用いて数を表すことのよさに気付き、進んで用いたり見いだそうとしたりしている。 

 
○本時の主旨 
 これまで、ものを同じ数のまとまりとして数

えたり等分したりして表す学習を行なってきて

いる。本時では、さらに数の範囲を広げて考え

ていけるようにする。例えば、40 を 10 のまと

まりが 4 個ととらえるだけでなく、5 のまとま

りが 8 個ととらえたり、8 のまとまりが 5 こと

とらえたりする。また、10 のまとまりが半分

で 5 のまとまりとなることや、10 のまとまり

を合わせて 20 のまとまりをつくることもでき

るということなどに気付いていく。 

 40 という数を 2、5、10 のまとまりでとらえ

るだけでなく、まとまりを合わせたり等分した

りして、4、8、20 などのまとまりとして考え

ることもできるようにしたい。 

 このように数のまとまりを多面的にみること

を通して、数に対する感覚を豊かにしていく。 

①問題場面の把握し、解決の見通しを

もつ。 

②おはじきを操作しながら、同じ数のま

とまりを作ったり、等分したりする。 

③数のまとまりに着目して、それぞれ

のわけ方について考える。 

④日常の場面を想定した問題解決の見

通しをもつ。 

○問題場面を把握する 

・ 国語の「お店屋さんごっこ」の経験か

ら、いくつかあるものを同じ数ずつ分け

る場面を理解し、どのような数でまとめ

られるか考える。 

「どんなわけ方ができるかな。」 

「10 ずつ分けられそうだな。」 

「他の分け方はあるのかな。」 

「おはじきを使ってわけてみよう。」 

○おはじきを操作して考える 

・ 同じ数ずつまとめたり、等分したりしな

がら、わけ方を見いだす。 

 

「5のまとまりが 8こできたよ。」 

「4のまとまりが 10こできたよ。」 

「6のまとまりはできないみたい。」 

○数のまとまりの関係性に着目する 

・ どんなわけ方ができたかについて話し合

い、40を多面的に考察する。 

「10のまとまりを半分に分けて考えたのが 5の

まとまりなんだね。」 

「4 のまとまりをくっつけたら、8 のまとまり

が 5こになったよ。」 

「いろいろなわけ方ができるね。」 

○目的に応じた数のまとまりに目を向ける 

・学習をふりかえり、他の果物を売るときの

まとまりについて考える。 

「いちごなら、10のまとまりで売るのがいい

と思う。」 

「りんごは 2個ずつがちょうどいいかな。」 

「どの果物を売るかで、まとまりを変えるの

もいいね。」 

子どもとの対話からわけ方のイメージを広

げ、同じ数ずつまとめることをおさえる。 

ノートや操作をもとに、子どもの考えを把握す

る。 

わけ方をさらにまとめたり等分したりして新

しいわけ方を考えたり、関連づけたりして数

の見方を広げていくようにする。 

板書に残したつぶやきをもとに、ふりかえり

をしていく。 

 

見方：着眼点 数のまとまりに着目する。 

 

考え方： 

思考・認知、表現方法 
一つの数を多面的にみることができる。 

 
5. 教材の価値 

 本教材を通して、数を多面的にみることができるように

していく。一つの数を同じ数のまとまりとしてみたり、等

分した数としてみたりできるようにしていくことで、乗法

や除法を考える際の素地となり、自ら計算の仕方を考えて

いくことにつながっていく。例えば、24という数を 20と 4

（何十と何）とみることはできる。それだけではなく、24

を 3 のまとまりが 8 個や 6 のまとまりが 4 個などとみるこ

とによって、2 学年の「かけ算」の学習に生かしていくこ

とができる。本時では 40 という数について考えていくこと

で「10 がいくつ」だけでなく、5×8 や 8×5 のような乗法的

な見方ができるようにしていく。 

 また、国語のお店屋さんごっこで 40 個の商品を分ける際

に「いちごなら 10 個入りにしよう。」「りんごだと 2 個ず

つがちょうどいいかな。」など子どもたちは考えていく。

目的に応じてどんな数のまとまりが適切であるのかを考え

ていくなど、実際の場面で生かしていこうとする態度を育

てることができる。 

 

見方・考え方の成長 目的に応じた数のまとまりに着目して、一つの数を多面的にみることができるようになる。 

 



 

 

 

黒板 


