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第２学年 算数科学習指導案 

平成２９年７月１２日（水） 

第２学年２組 

指導者  田中 有梨沙 

 

研究主題 

自立した学習者を育てる授業の在り方 
～「教えて考えさせる授業」における協同学習の研究を通して～ 

 

目指す児童像（２学年） 

 
自分の考えを、言葉、式、図等で表現し、相手にわかるように説明できる児童 

 

１ 単元名 「たし算とひき算」 

 

２ 単元の目標 

○2 位数＋１・２位数＝百何十何の繰り上がりのある加法計算のしかたを理解し、計算が確実にできる。 

○百何十何―２位数＝１・２位数の繰り下がりのある減法計算のしかたを理解し、計算が確実にできる。 

○簡単な場合について、３位数＋１．２位数、３位数－１．２位数の計算ができる。（百の位への繰り

上がり、百の位からの繰り下がりなし） 

 

３ 単元の評価規準 

ア 算数への関心・意
欲・態度 

イ 数学的な考え方 
 

ウ  数量や図形につ
いての技能 

エ  数量や図形につ
いての知識・理解 

・百の位への繰り上が

りのある加法や、百の

位からの繰り下がり
のある減法の計算の

しかたを考え、生活や
学習に活用しようと

している。 

・百の位への繰り上が

りのある加法や、百の

位からの繰り下がり
のある減法の計算の

しかたを、既習の計算
をもとに図や式など

を用いて考えている。 

・簡単な場合につい
て、３位数などの加

法、減法の計算のしか

たを考えている。 

・２位数＋１．２位数

＝百何十何、百何十何

―２位数の計算が確
実にできる。 

・百の位への繰り上が

りのある加法や、百の

位からの繰り下がり
のある減法の筆算の

しかたについて理解
している。 

 

４ 単元について 

 単元３「たし算」単元４「ひき算」では、２位数どうしの加法、２位数どうしの減法の計算のしかた、

および筆算のしかたを指導した。また、単元６「100 より大きい数」では、３位数までの数概念、およ

び 10 や 100 をもとにした簡単な場合の３位数などの加法計算も扱った。 

 これらの学習をふまえて、本単元では２位数に２位数をたして百何十何に繰り上がる加法と、百何十

何から２位数をひいて繰り下がって２位数になる減法の計算方法を指導する。これらの計算原理は、単

元３、４と同様に、十進位取り記数法をもとにしてできていることを理解させることが大切になる。 
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ここでは、扱う数の範囲が 100 以上に拡張されたことで繰り上がりや繰り下がりが２階ある計算を経験

することになる。既習事項を生かして類推的に考えたり、ブロックを操作したりして、計算のしかたを

子供自らに発見させながら丁寧に指導していくようにする。その際、友達に分かりやすく説明すること

で理解を深めさせていきたい。 

 なお、数が大きくなって、計算が複雑になるので、大きな間違いを避けるために見積りをして、答え

や計算方法の見通しを立てさせることも大切にする。加法の交換法則や加法と減法の相補関係を用いて

計算の確かめをするなど、計算の法則を生かせるようにしていきたい。 

 

５ 児童の実態 

 学年全体で算数の授業には意欲的に取り組んでいる。しかし、上位層の児童と下位層の児童の差は低

学年の段階でも大きく見られる。例えば、二学年でやったたし算やひき算の筆算が完全に定着している

児童もいれば、８＋６や１２－５など繰り上がり・繰り下がりの計算の答えがすぐに出てこない児童も

多くはないがいる。また、上位層の児童にも、計算は速くできるが、どうしてその答えになるかを自分

で説明できるような子は少なかった。そこで、「たし算」や「ひき算」の学習では、ただ単に筆算を繰

り返し練習するのではなく、どうしてそのような答えになるのかを深く理解するために、ブロックを使

って繰り上がり・繰り下がりの説明をしたり、児童自らが筆算の手順をペアになって説明したりする活

動に取り組んできた。その結果、以前よりも説明活動に意欲的に取り組むようになってきた。また、本

単元の前の単元にあたる「１００より大きい数」の学習では、お金カードを導入し、大きな数がどのよ

うな仕組みになっているかを視覚的に理解できるようにした。「１０は１のかたまりが１０個」「１００

は１０のかたまりが１０個」といった本単元の素地となる繰り上がり・繰り下がりの考え方をより深く

理解できるよう工夫した。 

本単元に関わる学習の定着度を把握するため、次のようなレディネステストを実施した。正答率は表

の通りとなった。 

問題 １組 ２組 ３組 学年 

１ 数の多様な見方① ３４％ １１％ ３７％ ２７％ 

２ 数の多様な見方② ９４％ ９１％ １００％ ９５％ 

３ 筆算の仕方の説明  

一の位から計算します。 ７１％ ９４％ ８３％ ８４％ 

２－９はできないので、十の位から１

かりてきます。（繰り下げます） 
９４％ ８６％ ８３％ ９４％ 

答えは３３です。 ９１％ ８６％ ７７％ ９０％ 

上記３つ全て完投 ６５％ ７５％ ７１％ ７５％ 

４ たし算の筆算 

 （繰り上がりなし） 
８５％ ９４％ ８８％ ９０％ 

５ たし算の筆算 

 （繰り上がりあり） 
８２％ ８３％ ９１％ ８６％ 

６ ひき算の筆算 

 （繰り下がりあり） 
８５％ ９４％ ８８％ ９０％ 

７ ひき算の筆算 

 （繰り上がりなし） 
９１％ ８６％ ９１％ ９０％ 

 設問１では、８５は□と５を合わせた数という問題で、８と答える児童が多かった。１０のかたまり

が８個あることを理解できていない児童が多く見られた。お金カードをさらに活用して、数の認識を深
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めていく必要があることが分かった。 

 設問３では、ひき算の筆算の手順を説明できるかどうかを確かめる問題である。説明する上で必要な

「一の位から計算します」「十の位から１繰り下げます」「答えは３３です」といったキーワードが入っ

ているかどうかをまとめた。学年全体でも４分の３近くの児童が筆算の説明をできることが分かった。 

 設問４～７では、たし算やひき算の筆算は定着しているが、１０％ほどの児童はまだ十分に理解でき

ていないことが分かった。 

 

６ 研究主題に迫るための手立て 

既習事項「たし算」「ひき算」では、一の位から計算をする、位をそろえるなど、基本的な計算方法

は大筋理解している。しかし、繰り上がりのない計算なのに、繰り上げてしまったり、繰り下がりのな

いときに、繰り下げて計算してしまったりする児童も４名ほどいた。本単元「たし算とひき算」では、

繰り上がりや繰り下がりが増えて、計算が困難になることが予想される。それに対し、研究主題に迫る

ための手立てを以下のように考えた。 

① お金カードの活用 

数ブロックの数が限られているので、お金カードを作成し、児童に配った。全単元「100より大

きな数」から活用している。十の位に繰り下げるときには、100を 10×10に置き換えるなど、カ

ードによる具体的操作を通して、筆算の意味を理解させていく。 

② 筆算手順の説明 

「たし算」「ひき算」に加えて、筆算手順の説明方法は同じなので、それに加えて説明していく。

段階的にとらえれば筆算の手順は今までと同じなので、新しいことを大事ポイントとして示し、

説明しながら、手順を習得させる。その際、お金カードを使った具体的操作と言葉による説明を

連動させることを繰り返すことによって、確実に習得させていく。 

③ 相手の説明に合わせて計算をする協同学習 

筆算を自分で説明できる力をつける。本単元では、筆算手順をしっかり言えているか確認するた

めに、ペア学習を取り入れた。一方が計算方法（手順）を言い、一方が筆算を書くことで、説明

の更なる定着を図る。 

④ 間違い指摘活動・虫食い算 

理解深化では、筆算を見て何が違っているのかをペアで説明させる。その際、間違えた人はどの

ように考えたのかも考えさせることで、より理解を深めていきたい。また、虫食い算にも取り組

み、虫食いの数字を考えさせる。入る数字を書くだけではなく、筆算手順から考えてなぜその数

字が入るのかを説明できるようにさせていきたい。 

 

 

 

 

 

 

７ 指導計画（１０時間） 

名 数 内容    予…予習   教…教える  考…考えさせる  困…困難度査定 
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百

の

位

に

く

り

上

が

る

た

し

算 

１ 

 

ねらい：２位数＋２位数で百の位に繰り上がる加法計算を理解し、筆算ができる。 

困・百のまとまり 1 こを百の位に繰り上げる手順につまずく。 

→お金カードの操作で視覚的に理解させたあとで筆算と結び付けて教える。 

予・教科書 P.76 を読んで、立式する。 

教＜受容学習＞ 

・72＋63 の計算のしかた 

○話型を示しながら、お金カード操作と筆算を結びつける。 

大事ポイント…10 が 10 こを超えたので、百の位に１くり上げる。 

考＜理解確認＞ 

・92＋35 の計算のしかたを、教師がお金カードで示し、それを筆算で表す。 

＜理解深化＞ 

・76＋91 と 42＋74 の計算の仕方を一方に説明する。もう一方はその通りに筆算する。 

２ ねらい：2 位数＋2 位数で繰り下がりが２回ある加法計算ができる。 

困・10 のまとまり 1 こを十の位に繰り上げ、さらに、百のまとまり 1 こを百の位に繰り上

げる手順につまずく。 

→お金カード操作で視覚的に理解させたあとで筆算と結び付けて教える。 

予・教科書 P.78～79 を読んで、学習の見通しをもつ。 

教＜受容学習＞ 

・83＋49 の計算のしかた 

○話型を示しながら、お金カード操作と筆算を結びつける。 

大事ポイント…10 が 10 こ超えたら、となりの位にくり上げる。 

＜理解確認＞ 

・56＋89 の計算のしかたを、教師がお金カードで示し、それを筆算で表す。 

＜理解深化＞ 

・67＋85 と 38＋98 の計算の仕方を一方に説明する。もう一方はその通りに筆算する。 

３ ねらい：繰り上がって答えの十の位が空位になる加法計算、百の位への繰り上がりのない３

位数＋１．２位数の加法計算ができる。 

困・百の位への繰り上がりを忘れてしまう。 

・繰り上がりを忘れて計算してしまう。 

→大事ポイントで確認する。 

→引き続き子供たちに手順（順番）を言わせながら確認する。 

予・教科書 P.80 を読んで、学習の見通しをもつ。 

教＜受容学習＞ 

・68＋37 の計算のしかた 

・437＋6 の計算のしかた 

大事ポイント…筆算の順番を守ること。 

考＜理解確認＞ 

・67＋85 と 38＋98 の計算の仕方を一方に説明する。もう一方はその通りに筆算する。 

 ＜理解深化＞ 

・いろいろなたし算の虫食い算を解き、なぜその数字が入るのかを説明し合う。（ペア） 
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４ ねらい：いろいろなたし算の筆算解くことができる。  

・教科書の解いていない問題を解く。（習熟度別学習） 

百

の

位

か

ら

く

り

下

が

る

ひ

き

算 

５ ねらい：百何十何－２位数で百の位から繰り下がる減法計算を理解し、筆算ができる。 

困・百の位から十の位に繰り下げる手順につまずく。 

→お金カード操作で視覚的に理解させたあとで筆算と結び付けて教える。 

予・教科書 P.81～82 を読んで、学習の見通しをもつ。 

教＜受容学習＞ 

・125－73 の計算のしかた 

○話型を示しながら、お金カード操作と筆算を結びつける。 

大事ポイント…十の位の計算でひけないときは、百の位からくり下げる。 

考＜理解確認＞ 

・137－92 の計算のしかたを、教師がお金カードで示し、それを筆算で表す。 

＜理解深化＞ 

・154－83 と 134－41 の計算の仕方を一方に説明する。もう一方はその通りに筆算する。 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ねらい：百何十何－２位数で繰り下がりが２回ある減法計算ができる。 

困・十の位から一の位へ繰り下げ、さらに、十の位の計算ができないときは、百の位から十

の位へ繰り下げる手順につまずく。 

→お金カード操作で視覚的に理解させたあとで筆算と結び付けて教える。 

予・教科書 P.83 を読んで、学習の見通しをもつ。 

教＜受容学習＞ 

・163－79 の計算のしかた 

○話型を示しながら、お金カード操作と筆算を結びつける。 

大事ポイント…その位でひけないときは、一つ大きい位から順にくり下げる。 

＜理解確認＞ 

・142－54 の計算のしかたを、教師がお金カードで示し、それを筆算で表す。 

＜理解深化＞ 

・120－98 と 172－78 の計算の仕方を一方に説明する。もう一方はその通りに筆算する。 

・間違い指摘問題を解き、なぜ答えが違うのかペアで相談する。 

７ 

 

ねらい：いろいろなひき算の筆算解くことができる。  

・教科書の解いていない問題を解く。（習熟度別学習） 
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８
（
本
時
） 

  

ねらい：百の位から波及的に繰り下がる減法計算ができる。  

困・十の位が０なので、一の位から繰り下げられないという手順が難しい。 

→お金カード操作で視覚的に理解させたあとで筆算と結び付けて教える。 

予・教科書 P.84 を読んで、学習の見通しをもつ。 

教＜受容学習＞ 

・104－37 の計算のしかた 

○話型を示しながら、ブロック操作をする。→筆算の解き方を知る。 

大事ポイント…十の位が０のときは、百の位から順に繰り下げる。 

＜理解確認＞ 

・103－69 の計算のしかたを、教師がお金カードで示し、それを筆算で表す。 

＜理解深化＞ 

・105－27 と 102－45 の計算の仕方を一方に説明する。もう一方はその通りに筆算する。 

・間違い指摘問題を解き、なぜ答えが違うのかペアで相談する。 

９ ねらい：答えが１位数になる減法計算、百何－１位数＝２位数の減法計算、百の位から繰り

下がりのない３位数－１・２位数の減法計算ができる。  

困・繰り下がりがたくさんあるため、繰り下がりを忘れて計算してしまう。 

 ・一の位の計算ができないとき、十の位から繰り下げるが、十の位が０のとき、百の位か

ら繰り下げるやり方がわからない。 

→大事ポイントで確認する。 

→引き続き子供たちに手順を言わせながら確認する。 

予・教科書 P.85 を読んで、学習の見通しをもつ。 

教＜受容学習＞ 

・106－98 の計算のしかた 

・282－6 の計算のしかた 

大事ポイント…筆算の順番を守ること。 

考＜理解確認＞ 

・103－6 と 271－34 の計算の仕方を一方に説明する。もう一方はその通りに筆算する。 

 ＜理解深化＞ 

・いろいろなひき算の虫食い算を解き、なぜその数字が入るのかを説明し合う。（ペア） 

 10 ねらい：基本的な学習内容を確認し、定着を図る。 

p.87 「ちからをのばそう」を解き、定着を図る。 

６ 本時（６/１０時間目） 

（１）ねらい  ：百の位から波及的に繰り下がる減法計算ができる。  

（２）教えること：①筆算の手順 

         ②十の位が空位で繰り下げられないときは、百の位から繰り下げ、さらに、十の位

から繰り下げる。 

（３）困難度査定・手立て 

 ①困難度査定 

・繰り下がりが複雑になり、より順序立てて考える必要があるため、筆算手順を整理して説明するこ

とが難しい。 
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 ・百の位から十の位への繰り下がりはできるが、十の位から一の位への繰り下がりを忘れてしまい、

筆算を正しく進めることが難しい。 

・百の位から十の位へ繰り下げたことで、十の位（繰り下げた位）の計算に注目してしまい、これま

でに習得した手順を使わず、十の位から計算してしまう。 

②手立て 

 ・お金カードを使った具体的操作で繰り下がりの意味をおさえ、筆算と結び付けて考えさせる。 

 ・段階的にとらえれば筆算の手順は今までと同じなので、具体的操作と言葉による説明を連動させる

ことを繰り返すことによって、波及的に繰り下がりがある筆算手順を確実に習得させる。 

（４）展開 

段階 ○学習活動 ・指導内容  ☆評価の仕方 

教
え
る 

予習確認 ○教科書 p.83～84 を読んで学習の見通しをもつ。  

説明 

17 分 
十の位が０のときの計算のし方を考えよう。 

百の位 

 

十の位 一の位 

・104－37 の計算の手順をお金カードと筆算で一つ一つ説

明する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大事ポイント 

十の位が０のときは、 

百の位→十の位→一の位へとじゅんにくり下げる。 

① まず、一の位から計算をし

ます。4－7はできないので、

十の位から一の位へ 1 繰り

下げます。しかし、できま

せん。 

② 十の位が０なので、百の位

から十の位へ１繰り下げま

す。 

③ 十の位から一の位へ１繰り

下げます。 

 

④ 一の位を計算します。 

14－7＝7 です。 

⑤ つぎに、十の位を計算しま

す。9－3＝6 です。 

答えは、67 です。 

 

 

・筆算手順を一つ一つ確認し

て、手順を言わせる。お金カー

ドを動かしたら、筆算に書く、

という手順を繰り返し行い、お

金カードと筆算を結び付けさ

せる。 
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考
え
さ
せ
る 

理解確認 

5 分 

 

確かめよう 

・103－69 の計算の仕方をお金カードで教師が示し、そ

れを筆算で表す。 

 

 

 

 

 

・受容学習で学んだ説明方法で

説明する。 

 

 

 

 

 

☆十の位から繰り下げられな

いときに、百の位から繰り下

げて計算することを理解し

ているか。 

 
 

理解深化 

20 分 
深めよう 

① 102－45 と 105－27 の間違い指摘の問題をペアで解

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② の計算の仕方を一方に説明する。もう一方はその通

りに筆算する。 

 

 

 

 

☆十の位から繰り下げられな

いときに、百の位から繰り下げ

て計算することを理解してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・間違い指摘問題を通して、十の

位から一の位への繰り下げに間

違いが多いことをおさえる。 

 

 

 

 

 

 

 

・お金カードを使わずに、一方

は手順を相手に説明し、もう一

方はその通りに筆算を解く。 

 

・間違い指摘で学んだ、繰り下が

りを忘れないこと、計算が簡単に

なっても、一の位から順に計算す

ることをおさえてから、自分で説

明させる。 
 

自己評価 

3 分 
振り返ろう 

・本時の振り返りを書く。 

・今日の学習の大切なことや、

わかったこと、わからなかった

ことを書く。 

十の位の 10 を一の位

に 1 繰り下げたから、

10 から 9になるはずな

のに、10 のままになっ

ている。 

十の位から一の位へ繰

り下げたときに、一の

位が 10 になっている

けれど、本当は 12。も

とにあった数も入れ

る。だから一の位の計

算は、12－5 になる。 


