
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

授業者 中田 麻由里 

１．単元で育成する資質・能力 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．単元デザイン 
 

①  ②  ③本時 ④ 

・形を用いた具体的操作活動を通して、分けた大きさの

表し方や書き方、読み方を理解する。 

・形を用いた具体的操作活動を通して、発展的に分

数の表し方を捉える。 

・数を用いて、分けた大きさについて考えることで、統

合的に分数の表し方を捉える。 

・長さを用いた分け方を考え、分けた大きさの表し方に

ついて理解を深める。 

・食べ物の絵を半分にすることから、同じ大きさに分け

る活動へつなげる。丸の形を半分にし、半分といえる根

拠を説明させ、同じ大きさであることを確認する。そし

て、二分の一と表すことや、その書き方をおさえる。そ

の後、半分にした大きさと元の大きさを比べ、２つ合わ

せると元に戻ることを確認する。次に正方形でも同じ

ことがいえるのかという問いをもち、
１

２
 の大きさを作

る。同じ大きさに分けている説明を通して、二分の一と

いえるものについての理解を深める。分けた大きさ同

士が重なり、元の大きさに戻せるときは分数で表せる

ことを本時のまとめとする。 

・前時の学習を振り返り、正方形の紙の他の分け方

でも同じことがいえるのかという次の問いをもち、

正方形の紙の 
１

４
 の大きさを作る。分数で表すこと

ができるときの約束を確認する中で、同じ大きさに

分けていることや、４倍すると元の大きさに戻るこ

とを確認する。次時で数を扱う際、倍の見方が大切

になるため、本時でも分けた大きさの何倍が元の大

きさであるという見方に気付かせたい。また、元の

大きさが違えば分けた大きさも違うことを実感でき

るようにする。他の分け方についても最後に扱い、

様々な分け方とその表し方があることを理解する。 

・形のときに二分の一や四分の一がいえた経験を振り返

り、数でも形と同じようにいえるかどうかという問いを

もたせる。１２個の飴の二分の一の数を考え、全体で共

有する。６個と言える根拠を、おはじきや図、式を用い

て説明させる。次に、１２個のあめの三分の一について

考える。三分の一とはどういうことなのかを「□に分け

た一つ分」の表し方で確認し、自力解決をする。児童が

問題場面を理解できるよう、何人で分けるという場面設

定をする。分けた大きさの一つ分がいくつなのかや、元

の大きさに戻るかどうかを図や式を用いて説明する。数

でも分けることができたことを実感し、次時へつなげる。 

・長さを同じ大きさに分ける問題に取り組む。数も形と

同じように分数で表すことができた経験を振り返り、

数に着目して同じ大きさに分ける。前時と同様に、同じ

数ずつに分ければいいことや、□倍で元の大きさに戻

ることを説明する。元の大きさのテープ図と分けたテ

ープを比べながら、単位分数のいくつ分かという見方

をすることで、次学年以降の学習につなげたい。元の数

に着目して分けた大きさを考えたり、乗法及び除法の

見方で分数を捉えたりしてきたことを学習のまとめに

したい。 

  

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    「数の構成と表し方」 

学年 

内容 

 

 

１年（Ｂ「図形」） 

・形の構成と分解 

・量の大きさの直接比較 

２年 

・簡単な分数の大きさを作る 

・簡単な分数について知る 

３年 

・端数部分の大きさを分数で表す 

・単位分数のいくつ分 

・分数の加法、減法 

４年 

・大きさの等しい分数 

・同分母の分数の加法及び減法 

５年 

・整数及び小数を分数で表す 

・整数の除法の結果を分数で表す 

・分数の相等及び大小 

６年 

・分数の乗法及び除法の意味 

・分数の乗法及び除法の計算 

見方 ・具体物を用いた形づくり ・同じ大きさや数に分ける   

・元の大きさと比べる 

・単位分数のいくつ分 ・単位分数のいくつ分 ・単位分数のいくつ分 ・分数の意味と表現、計算の性

質に着目 

考え方 ・形の大きさの比べ方 ・乗法、除法の見方で考える ・分数の大きさ比べや計算 ・計算の仕方を考える ・分数を単位として捉える ・除法のきまりと分数の除法の仕方 

①生きて働く「知識・技能」 

（カ）
１

２
、

１

４
 など簡単な分数について知ること。 

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、大きな数の大きさの比べ方や数え方を考え、

日常生活に生かすこと。 

③学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう人間性」 

数量や図形に進んで関わり、数学的に表現・処理したことを振り返り、数

学的な処理のよさに気付き生活や学習に活用しようとする態度を養う。 

 児童が日常生活で経験している「半分にすること」の説明を具体物

を用いて説明する。その中で、「同じ大きさ」であること、「合わせる

と元に戻る」ことの大切さに気付く。そして、二分の一、四分の一と

表すこと、
１

２
、

１

４
 と書くことを理解する。円や正方形の形を分ける活

動では、分けた大きさ同士を比較したり、元の大きさに重ねて見たり

することで、「□に分けた一つ分」を分数で表すことを理解する。 

また、１つの形でも異なる分け方ができることや、元の大きさと比

較することで分けた大きさの何倍という見方ができることに気付か

せたい。子どもたちが、算数の言葉を使って考えたことを説明するこ

とで、その理解を確かなものにしていく。 

 具体的操作活動では、紙を切ったり、数を数えたりすることで分数の大きさ

を作る。形を分ける活動では、同じ大きさであること、合わせると元の大きさ

に戻ることを子どもたちが説明する。操作したことを言葉で説明することが

できるよう、「元の大きさ」や「分けた大きさ」といった算数の言葉を提示す

る。異なる形も同じ分数で表せることや、元の大きさが違えば、分けた大きさ

も違うことを理解する。また、数を分数で捉える活動でも、おはじきを操作し

て表現することで分けた大きさを表す。具体物がなくても、図で考えたり、式

で確認をしたりすることで、□分の一といえることの説明ができるようにす

る。元の大きさと分けた大きさの比較の中から、乗法の考え方を見出しそれを

活用して発展問題に取り組む。形での経験を振り返ることで、統合的に分数を

捉えることができるようにする。 

 児童が数量や図形に進んで関わることができるよう、
１

２
、

１

４
などの簡単な分

数の大きさを作る具体的操作活動では、段階的に具体物を取り入れていく。ま

た、数学的に表現・処理したことを振り返ることで、前時までの経験を基にし

て考えることができるようにする。正方形の紙を用いた操作活動では、四つに

分けた一つ分の分けた大きさは一通りではないことを友達と共有することが

できる。今までの「半分にすること」の経験と、本単元で同じ大きさに分ける

という活動を結び付けて分数の表現方法を学ぶことで、数学的に処理・表現す

ることのよさを実感できるようにしたい。 

 

市算数研究会 一斉授業研指導案 東戸塚小学校  

２年 「分けた大きさのあらわし方をしらべよう｣ 
単元の 

主張 

本単元は、
１

２
 、 

１

４
などの簡単な分数について学習する。次学年では、元の数を１と捉え、その等分した量を単位分数のいくつ分かで表すことを学ぶ。そ

の素地経験として、形や数を用いて同じ大きさや数に分ける活動を行う。導入では、折り紙を切って分けることを通して、同じ大きさに分けた一つ分を分

数で表すことを理解する。その中で、同じ大きさといえる根拠が操作を通して説明できたり、元の大きさに着目することの大切さを実感したりできるよう

にする。そして、数での問題場面を提示し、統合的な見方ができるかについて考察する。単元全体で、操作を通して分けた大きさの表し方を理解すること

や、分数で表すときに必要なことを算数の言葉を用いて説明することを大切にした単元デザインとなるようにする。 



 

４．本時について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．教材の価値 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○本時の主旨 
児童は前時までの学習で、「～を□に

分けた一つ分」を分数で表せることを

理解している。同じ大きさに分けるこ

とや、元の大きさと分けた大きさには

倍の関係があることを本時では数に置

き変えて考察していく。１２個の飴の

分け方を、おはじきや図、式、言葉を用

いて考える。前単元ではかけ算の学習

をしているため、「一つ分の数×いくつ

分＝全部の数」という考え方や、図を使

って考える方法を取り上げて全体の理

解を深めたい。１２個の飴の□分の一

した数を、子どもたちが算数の言葉を

用いて説明できるように、前時までに

学んだ分数で表すときの約束を振り返

りながら学習を進める。「同じ数ずつ分

けている」、「□倍すると元の数になる」

といった言葉を子どもたちから引き出

したい。 
 

☆１２個を２人で分けるとき

の問題場面を理解し、分け方を

考え全体で共通理解する。 

 
 

 

○問題場面の把握 
・これまで形を分けてきた経験を振

り返り、数でも分数で表すことができ

るのかという問いをもたせる。１２個

の飴を提示し、おはじきを用いて２人

分に分ける。形のときの、「同じ大き

さに分ける」ということは数に置き換

えると、「同じ数」で分ければよいこ

とを理解する。また、「２倍すると元

の大きさに戻る」ことを全体で共有

し、自力解決につなげる。 

１ １２個の飴を２人で分け

たときの一人分を考える。 

☆１２個の飴を３人で分ける方

法を考えることを通して、三分

の一を理解する。 

 
 

 

○三分の一することの理解 
・１２個の飴を三人で分けたときの

一人分の数を考える。おはじき、図、

式、言葉を用いて考えられることを

共有する。子どもが手元で実際に操

作できるようなワークシートと、お

はじきを配る。おはじきで考えたこ

とを図に表したり、本当に三分の一

といえるかどうかを式で説明した

りする。 

２ １２個の飴を３人で分けた

時の一人分を考える。 

☆おはじき、図、式、言葉を用い

て１２個の飴の三分の一の説明

をする。 

 

 
 

 

○１２個の 
１

３
 の説明 

・１２個の飴を３人で分けた一つ分を

おはじきや図で表す。前時までの経験

を振り返ったり、算数の言葉を用いた

りしながら説明ができるよう掲示物や

板書に提示する。３つに分けた図と、そ

の一つ分の図を行き来することで、３

倍すると元の大きさに戻ることに気付

かせたい。 

３ １２個の飴の 
１

３
 の説明をす

る。 

☆１２個の飴を４人で分ける

方法を考えることを通して、３

分の１を理解する。 

 

 
 

 

○発展問題に取り組む 
・１２個の飴を４人で分けた一つ分の

表し方を考える。２人、３人で分けた

ときの考え方を使えば簡単にできる

といった見通しをもたせたい。同じよ

うにできたことを確認し、本時のまと

めに入る。形のときと同じように分数

で表すことができたことや、倍の見方

で考えると分かりやすいことを本時

のまとめとする。 

４ １２個の飴を４人で分け

た時の一人分を考える。 

 

 

本時の主旨 
それを棒グラフにするこ

とで、数値の大小関係が視覚

的に分かりやすくなること

を理解させる。自分たちの取

り組んでいる課題を棒グラ

フに表すことで、抱えている

課題を明らかにする。そこか

ら、もう一歩踏み込んで、グ

ラフを根拠として考えたこ

とから、日常生活の改善に生

かすことを話し合っていき

たい。 

本時目標  飴の数の
１

２
、

１

３
、

１

４
 の大きさを考え、図・式・言葉を用いて説明したり、大きさを表したりすることができる。 

１色板並べに関心をもつ。 

 
 

見方：着眼点 元となる大きさの数、同じ大きさに分けた数 考え方：思考・認知、表現方法  ○統合的・発展的に考察して分数の大きさを表す。 

                                                                         

                                         

本時における 知識 ・ 技能  ：おはじきや図、式を用いて、１２個の飴の分けた大きさを表すことができる。 

思考・判断・表現：同じ数ずつであることや、分けた数と元の数を比較し、倍の見方ができることを説明することができる。 

学びに向かう力  ：具体的操作活動に進んで参加し、分ける数が違うときも同じように考えようとしている。 

本単元では、分けた大きさの表し方を考え、

分数を用いて表現することを理解する。次学

年以降の、単位分数のいくつ分かという見方

や、整数や分数の除法の意味の素地経験とな

るような学習にしたい。分数に表すことがで

きるときの約束として、分けた大きさが「同

じ大きさ」であること、「□倍すると元の大き

さに戻る」ことがあげられる。子どもたちが

具体物や図、式を用いて説明をすることで、

その理解を確かなものにする。また、分けた

大きさを考えるときに、日常では考えること

のなかったことを算数の言葉で説明したり、

様々な見方ができたりすることを実感させた

い。本単元を通して、みんなが納得できるよ

うに根拠を説明しようとしたり、図や式など

を用いて考えようとしたりしている子どもた

ちの姿を大切にしたい。 

見方・考え方の成長 分けた数が同じ数ずつであることや、□倍すると元の数に戻ることを説明し、数でも分数に表すことができることを理解する。 


