
1 

 

第４学年 算数科学習指導案 

平成２９年６月２１日（水） 

習熟度別少人数（クラス別）展開 

指導者  チャレンジコース   隈元 一貴 

トライコース１   本永 啓子 

トライコース２   髙橋 真美 

 マスターコース   佐藤 綾子 

 

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（４学年） 

自分の考えをもち、他者に分かりやすく表現することができる児童 

 

１ 単元名 「わり算の筆算（２）」 

 

２ 単元の目標 

 ○２・３位数÷2位数の除法計算のしかたを理解する。【Ａ（３）ア】 

 ○２・３位数÷２位数の除法計算が確実にでき、適切に用いることができる。【Ａ（３）イ、ウ】 

 ○被除数と除数に同じ数を掛けても、同じ数でわっても、商は変わらないことを理解する。【Ａ（３）

エ】 

 ○４位数÷２位数などの除法計算のしかたを考えることができる。【Ａ（4）】 

 

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 

・２位数や３位数を２
位数でわる除法計算

のしかたを考えたり、

計算を活用したりす
ることの楽しさやよ

さに気付いている。 

・２位数や３位数を２
位数でわる除法計算

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。また、４位数÷２

位数などの除法計算

のしかたを考えてい

る。 

・２位数や３位数を２
位数でわる除法計算

が確実にできる。ま

た、４位数÷２位数な
どの除法計算ができ

る。 

・２位数や３位数を２
位数でわる除法の筆

算のしかたについて

理解している。 
・被除数と除数に同じ

数をかけても、同じ数

でわっても、商は変わ

らないことを理解し

ている。  

 

４ 単元について 

 除法については、「わり算の筆算（１）」で、２・３位数÷１位数の計算のしかたを扱い、除法の筆算

形式が、「たてる→かける→ひく→おろす」の手順の繰り返しになっていることを指導した。 

 本単元では、除数が２位数の除法について指導する。始めに８０÷２０や１４０÷４０のような何十

でわる除法について扱い、更に２・３・４位数÷２位数の計算を指導し、除法の適応される数範囲を拡
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張する。また、除法の計算にきまりについても扱う。 

 本単元で整数の四則計算についての基礎基本となる指導をひととおり終え、計算の範囲を小数へと広

げていくことになる。 

 除数が２位数の筆算では、商の見当をつけるという仮商の考えが重要になる。仮商をもとに、能率よ

く真商を見つけていく考え方を大切にした。また８０÷２０を１０をもとにして８÷２とみることや、

除法のきまりは、今後の学習で小数や分数の除法の計算のしかたを考えたり、活用したりする場面にお

いて、きわめて重要な考え方となるものである。一般化を図るまでの過程を丁寧に指導したい。 

 

５ 児童の実態 

 学年全体で算数の授業に意欲的に取り組んでいるが、学力差が大きく、単元ごとにレディネステスト

と希望調査を実施し、習熟度別授業展開を実施している。計算には意欲的に取り組む児童が多く、授業

後の振り返りではもっと問題を解いてみたいという児童も多くみられる。しかし、自分の考えを他者に

分かりやすく表現することには、苦手な児童が多い。特にチャレンジコース（上位クラス）、トライコ

ースの児童は、問題から立式し、答えを導き出すことや、計算の手続きはスムーズにできるが、計算の

過程や自分の考えを説明することが苦手な児童が多い。そこで、わり算のひっ算（１）では、ペアで計

算の過程を説明しながらリレー筆算をしたり、折れ線グラフの学習では、ペアでグラフから読み取れる

ことを説明したりする活動などを多く取り入れ、継続している。また、算数の学習を実際の生活と結び

つけて考える力が乏しいという課題もある。マスターコース（下位クラス）は、個人差が大きく、問題

文を読んで理解したり、計算の手続きの習得にも時間がかかったりする児童や、個別に支援や手立てが

必要な児童が多い。そこで、計算の過程を全員で声に出しながら計算したり、計算の手順を視覚的に示

したりして、ペアでお互いに説明する活動を継続してきたところ、意欲的に説明活動に取り組む児童が

増えてきた。 

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。各コース別

の正答率は表の通りとなった。 

問題 チャレンジコース トライコース１ トライコース２ マスターコース 

１ ÷１位数 ９１％ ７６％ ７１％ ６０％ 

２ わり算の暗算 ９７％ ８５％ ７１％ １０％ 

３ 文章題（立式） １００％ １００％ １００％ １００％ 

  文章題（求答） １００％ ９４％ １００％ ７０％ 

４ 商の見積もり ７７％ ４８％ ２５％ ０％ 

５ 虫食い筆算 

（わり算の筆算手順） 
８９％ ４５％ ２５％ １０％ 

６ 文章題（図） ６３％ ３６％ ２５％ ０％ 

  文章題（立式） ９７％ ７９％ ３８％ ３０％ 

  文章題（求答） ９７％ ７９％ ３３％ ２０％ 

 設問１は、÷１位数の筆算を見る問題である。チャレンジコース（上位層）のこの技能の定着は十分

と言える。トライコース・マスターコースでは、まだ十分とは言えない。 

 設問５は、わり算の筆算の手順が定着し、さらにその手順を逆からも辿ることができるかどうかを見

る問題である。この虫食い算の問題では、チャレンジコースでは８９％という概ね満足のいく結果が出

ている。一方で、トライ・マスター両コースともチャレンジコースの半分以下という結果になった。わ
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り算の筆算の手順の定着が不十分だということが分かった。 

 また、本単元で大切な大まかな商の大きさを見積もるという視点をもつための問題として、設問４を

行った。どのコースも「見積もり」という部分での学習の定着が十分ではない。式や図からだいたいの

答えを見積もるという活動は、求答した際の答えの確かめにも使える大切な力である。大きさを見積も

れることが、本単元でも仮商を立てることに役立つと考える。常に「どのくらいの大きさになるのかな？」

と教師から問い返し、日々の授業の中で児童自ら答えの見当を付けてから問題解決に取り組む力を付け

ていきたい。 

 

６ 研究主題に迫るための手立て 

① 単元を通して一貫した授業構成単元で授業を進める。 

単元を通して毎時間同じ構成でやることで説明活動など、児童が安心して学習活動に参加できるよ

うにする。 

② コース別の手立て 

問題は、全コース共通で設定し、手立てをコース別に立てた。発問や、計算過程の声掛けなどをコ

ース別に工夫することで児童の理解が深まると考える。 

③ 思考過程を残す 

仮商を立て修正する際に、消さずにとなりに筆算を書かせる。それにより、思考の過程を残し相手

に説明しやすくなる。 

④ 文章題の設定による意味理解 

単元を通した文章題の設定により、除法の計算の意味理解を深める。計算の説明は手続き中心にな

りがちだが、単元を通して買い物という文章題を設定する事で、除数＜余りの場合は、単価よりお

つりが多くなり、もう一つ買える（商を大きくする）など現実感を伴った説明ができるようになる。 

⑤ 商を立てる場所に印を付ける 

 ２位数や３位数を２位数でわる除法計算では、商を立てる際の位を正確に定着させるため、印を付け

る。 

⑥ 四捨五入による仮商の見付け方 

除数を概数にして商の見当をつける際に、切り捨てによる方法と四捨五入による方法があるが、単

元を通して修正回数が少なくて済む四捨五入による方法だけを取り上げ指導する。「部分積＞被除数

の場合は、仮商を小さくする」「除数＜余りなら、仮商を大きくする」という仮商修正の方法さえ正

しく理解していれば、どんな仮商を立てても真商にたどり着くことができることを指導し、児童が

根拠をもって、説明ができるようにする。 
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５ 指導計画（８時間） 

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

１ 

ねらい：何十÷何十、何百÷何十の除法計算ができる。                                      

困 80÷20を計算する時に、8÷2で計算をし、答えを×10にしてしまう。 

予 60÷3、600÷2など簡単な計算問題をやってくる。 

教ｐ62葉っぱ１の問題（折り紙をお金に変更）を図や式に整理する。 

 ①演算決定のため、数直線に問題を整理する。 

 ②立式する。 

 ③どのように計算をするか、図（10の束）をかいて、囲む。 

  ⇒【大事ポイント】10を基にしているから、 

    80÷20と 8÷2は商が等しい。 

考＜理解確認＞同じパターンで解ける問題に挑戦する。（ペアでの活動） 

 

 

 

 ・式、10の束の図、答えを求める。 

 ＜理解確認２＞ｐ63たしかめ２を自力で解く。（Ａコース） 

 ※（Ｂ・Ｃコース）ｐ63葉っぱ２の問題を全体で押さえてから、たしかめ２を解く。①～③ 

はペアで一緒に、④～⑥は自力で解く。 

２ 

 

ねらい：何百何÷何十であまりのある除法の、あまりの大きさについて理解する。                                      

困 10の束の図をかくと、余りを正確につかめるが、140÷40を 14÷4として商を求めると余り

を 2として間違って捉えてしまう。 

予教科書ｐ64を読んでくる。 

教ｐ64葉っぱ３の問題（折り紙をお金に変更）を式に表し、10の束の図で答えを求める。 

 

 

 

 ①問題文から立式する。 

 ②どのように計算をするか、図（10の束）をかいて、囲む。 

 ③答えが３あまり２０になることを押さえる。 

 ④14÷4と商が一緒だということを確認する。 

  ⇒【大事ポイント】10を基にしているから、 

    余りは、２ではなく、２０ 

 ⑤たしかめの計算をする。（わる数×商＋余り＝わられる数） 

考＜理解確認＞ｐ64たしかめ３と４①の問題を解く。（ペアでの活動） 

 

 

 

 

 ・10の束の図をかいて、答えを求める。 

（問題）９０円もっています。 

    １つ３０円のマシュマロを買うと、何こ買えますか。 

（問題）１４０円もっています。 

    １つ４０円のチョコレートを何こ買えて何円あまりますか。 

（問題１）１３０円もっています。 

     １つ３０円のうまい棒は、何こ

買えて何円あまりますか。 

（問題２）１５０円もっています。 

     １本６０円のジュースは、何こ

買えて何円あまりますか。 
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 ・たしかめの計算をする。 

  ※Ａコースは時間があればたしかめ４②③を自力解決する。 

３ 

ねらい：２位数÷２位数の除法の計算を理解し、筆算ができる。                                      

困四捨五入したわる数を頭の中に置いて商を立てることが難しい。 

予数字を四捨五入して切りのいい数にする問題を解いてくる。 

教ｐ65葉っぱ４の問題（折り紙をお金に変更）を筆算で解く。 

 

 

 

 ①問題文から立式する。 

 ②筆算での解き方を知る。 

 ③右図の手順で答えを出す。 

  【大事ポイント】 

  わる数を四捨五入して、商の見当をつける。 

 ④たしかめの計算をする。 

 ⑤答えを出す。 

考＜理解確認＞ｐ66たしかめ５を解く。（ペアでの活動） 

 ・一人が筆算の手順を言う。 

 ・一人が筆算を書く。 

 ・①②の書き手を交代して解く。 

４ 

ねらい：２位数÷２位数の除法の計算を理解し、筆算ができる。                                      

困わる数を四捨五入し、商の目安を立てることに難しさがある。 

予計算ドリルの該当箇所をやってくる。 

復習ｐ66たしかめ６を解く。 

 ・（Ａコース）①②をペアで解く。一人が手順を言う。もう一人が筆算を書く。 

 ・（Ｂコース）①～④をペアで解く。一人が手順を言う。もう一人が筆算を書く。 

        ⑤～⑧を自力で解く。 

 ・（Ｃコース）①～⑧をペアで解く。一人が手順を言う。もう一人が筆算を書く。 

５ 

ねらい：仮商の見つけ方と、仮商の修正のしかたを理解する。（過大商）                                      

困商を立ててかけ算し、ひき算する時に一の位しか見ていなくて、ひき算ができると判断してし

まう。 

予教科書ｐ67を読んでくる。 

教ｐ67葉っぱ５の問題（文章題にして）を解く。 

  

 

 

 ①立式する。 

 ②右図のように手順を踏み、仮商が妥当でなかった 

場合の対処方法を学ぶ。 

③たしかめの計算をする。 

（問題）８５円もっています。 

    １つ２１円のあめを買うと、何こ買えて何円あまりますか。 

（問題）９４円もっています。 

    １つ３２円のガムを買うと、何こ買えて何円あまりますか。 
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  【大事ポイント】 

  ひき算できない場合は、商を１つ小さくし直す。 

考＜理解確認＞ｐ67たしかめ７と８①（ペアでの活動） 

  ・一人が筆算の手順を言い、一人が筆算を書く。 

 ・（Ａコース）たしかめ８を自力で解く。 

 ・（Ｂコース）たしかめ８①～③をペアで、④を自力で解く。 

 ・（Ｃコース）たしかめ８①～④をペアで解く。 

 ＜理解深化＞ｐ67葉っぱ６の問題（文章題にして）を解く。（ペアでの活動） 

 

 

 

 ・「ひき算できない場合は、商を１つ小さくし直す」という大事ポイントに立ち返り、商を２

回小さくすることもあることを知る。 

 ・（Ａコース）時間があれば、ｐ68たしかめ９・１０で習熟を図る。 

６ 

本時 

ねらい：仮商の見つけ方と、仮商の修正のしかたを理解する。（過小商）                                       

困・商を立て計算することはできるが、除数＜余りになってしまっていることに気付かず、計算

を終わらせてしまう。 

 ・商を大きくすればよいのか、小さくすればよいのかの判断がつかない。 

予前時の復習である計算問題を３問解いてくる。 

教ｐ68葉っぱ７の問題（文章題にして）を解く。 

  

 

 

①立式する。 

 ②右図のように手順を踏み、仮商が妥当でなかった 

場合の対処方法を学ぶ。 

  【大事ポイント】 

  わる数＜余りになる時は、商を１つ大きくし直す。 

考＜理解確認＞ｐ68たしかめ１１と１２①を文章題にしたものを解く。（ペアでの活動） 

・一人が筆算の手順を言い、一人が筆算を書く。 

 ＜理解深化＞間違い指摘問題を解く。（ペアでの活動） 

７ 

ねらい：３位数÷２位数＝１位数の除法の計算ができる。                                      

困十の位に商を立ててしまう。 

予３位数÷１位数の計算問題を３問解いてくる。 

教ｐ69葉っぱ８の問題（文章題にして）を解く。 

 

 

 

 ①立式する。 

 ②右図のような筆算をする。 

（問題）６１円もっています。 

    １つ１３円のグミを買うと、何こ買えて何円あまりますか。 

（問題）８７円もっています。 

    １つ１７円のグミを買うと、何こ買えて何円あまりますか。 

（問題）１７２円もっています。 

    １つ２１円のクッキーを買うと、何こ買えて何円あまりますか。 
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  【大事ポイント】 

  ３けたになっても同じ手順で計算できる。 

 

考＜理解確認＞ｐ70たしかめ１４①②を解く。（ペアでの活動） 

・一人が筆算の手順を言い、一人が筆算を書く。 

 ＜理解深化＞ｐ69葉っぱ９の問題を解く。 

 ・（Ａコース）ペアで筆算に取り組む。 

 ・（Ｂ・Ｃコース）仮商を立てたものを提示し、その修正から行わせる。 

８ 

ねらい：３位数÷２位数＝２位数の除法計算を理解し、筆算ができる。                  

困十の位に商は立つが、一の位に商を立てるのを忘れてしまう。 

予前時の復習である計算問題を３問解いてくる。 

教ｐ70葉っぱ１０の問題（折り紙をお金に変更）を解く。 

 

 

 

 ①立式する。 

 ②右図のような筆算をする。 

  【大事ポイント】 

  商の立つところに気を付ければ、同じ手順で計算できる。 

 ③たしかめの式をつくり、合っているか確かめる。 

考＜理解確認＞ｐ71たしかめ１５を解く。（ペアでの活動） 

 ・①②を一人ずつ担当し、筆算の進め方を相手が見てあげる。必要があれば、手順を指摘して

あげる。 

 ・（Ａコース）たしかめ１６①～⑥を自力で解く。 

 ・（Ｂ・Ｃコース）たしかめ１６①～③を解く。 

 ＜理解深化＞間違い指摘をする。 

 

 

 

 

 

 

９ 

ねらい：４位数÷２位数の除法計算ができる。                                      

困手順を繰り返すことが増え、手順が混乱してしまう。 

予４位数÷１位数の計算問題を３問解いてくる。 

教ｐ72葉っぱ１２の問題（文章題にして）を解く。 

 

 

 

 ①立式する。 

（問題）３８５円もっています。 

    １つ１２円のチョコを買うと、何こ買えて何円あまりますか。 

（問題）６５２２円もっています。 

    １つ２７円のクッキーを買うと、何こ買えて何円あまりますか。 
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 ②筆算をする。 

 ③仮商の修正を行う。 

考＜理解確認＞ｐ72葉っぱ１２の計算のしかたを説明する。（ペアでの活動） 

 ・まずは筆算を見て、どのようなやり方をしているか自力で読み取る。 

 ・ペアで担当する筆算の計算のしかたの説明をする。 

 ＜理解確認２＞ｐ72たしかめ１７・１９を自力で解く。 

 ※時間があれば、たしかめ１８・２０を解き、習熟を図る。 

１０ 

ねらい：被除数と除数に同じ数をかけても、同じ数でわっても、商は変わらないことを理解する。                                      

困これまでの計算のきまりから、わる数・わられる数に 10倍、1/10すると答えも○倍しないと

いけないと思い込んでしまう。 

予教科書ｐ73～74を読んでくる。 

教ｐ73葉っぱ１３ 

 ①文章を式に表す。□÷○＝４ 

 ②どんな数が□や○に当てはまるか考える 

 ③40÷10＝４、8÷2＝４など出た式をさらに、40÷10＝8÷2と表すことができることを知る。 

  （「＝」の表す意味を知る。） 

考＜理解確認＞ｐ74たしかめ２１を解く。（自力での活動） 

 ＜理解深化＞ｐ74のゆみさん、けんじさんの考えを読み取る。 

  【大事ポイント】 

  わり算では、わられる数とわる数に同じ数をかけても、同じ数でわっても、商は変わらない。 

１１ 

ねらい：被除数と除数を同じ数でわっても商は変わらないことを使って、工夫して計算をするこ

とができる。 

困０を同じ数だけ消して商を立てることは分かるが、余りが出た時に、基にする大きさに戻すこ

との意味が分からない。 

予教科書ｐ74の葉っぱ１４の□に数字を入れてくる。 

教ｐ75葉っぱ１５の問題（文章題にして）を解く。 

 

 

 

 ①立式する。 

 ②式上で、わり算のきまりを使って解く。 

 ③余りはそのままではいけない。必ず基にした数に戻す必要があることを知る。 

 ④たしかめの式を作り、答えの確かめをする。 

考＜理解確認＞ｐ75たしかめ２２を解く。（ペアでの活動） 

 ・二人で計算をし、答えを導き出す。 

 ＜理解確認２＞ｐ75たしかめ２３を解く。（自力での活動） 

１２ 

ねらい：身の回りの事象を数理的に捉え、除法についての学習などを活用して問題を解決するこ

とができる。 

困材料全部を使わなければならないと思い、答えが導き出せない。 

予ｐ76葉っぱ１６の問題を読んでくる。 

（問題）３８００円もっています。 

    １つ９００円のロールケーキを買うと、何こ買えて何円あまりますか。 
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（Ａコース） 

＜理解深化＞３人組で問題解決に取り組む。 

（Ｂコース） 

教・長方形の板をすべて使うとすると・・・ 

 ・正方形の板をすべて使うとすると・・・ 

 ・くぎをすべて使うとすると・・・ 

      以上のヒントから考える。 

考＜理解深化＞３人組で問題解決に取り組む。 

（Ｃコース） 

教・長方形の板をすべて使うとすると・・・５２÷３＝１７あまり１  １７個できる 

 ・正方形の板をすべて使うとすると・・・ 

 ・くぎをすべて使うとすると・・・ 

      以上のヒントから考える。 

考＜理解深化＞３人組で問題解決に取り組む。 

１３ 

ねらい：基本的な学習内容の理解を確認し、定着を図る。                                      

・ｐ77～78の問題を解く。 

・ｐ130のレベルアップ問題で定着を図る。 
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６ 本時（６/１３時間目） 

（１）ねらい 

   仮商の見付け方と、仮商の修正のしかたを理解する（過小商） 

（２）教えること：①計算をしたあと、わる数>余りになったら、計算終了。 

         ②もし余りが大きかったら、商を１ずつ大きくする。 

 

   考えさせること：計算の吟味をする。（吟味とは、わる数>余りとなっているか、余りが大きい場合は、商を１ずつ大きく立て直すということ。） 

            

（３）困難度査定・手立て 

  ・ 商を立て計算をし、余りをだすことはできるが、商が小さすぎるということに気付かず、計算を終わらせてしまう。 

  →（手立て）余りに注目し、除数と大きさを比べられるようにする。 

  ・被除数から、部分積を引いた数（あまり）が、除数よりも大きいことには、気づくが、商を大きくするか、小さくするかの判断がつかない。 

  →（手立て）余りが大きくなった場合は、商を１ずつ大きくすることを教える。 

 

（４）授業展開 

段階 
○学習活動   ・支援   ☆評価の仕方 

Ａ チャレンジコース Ｂ トライコース Ｃ マスターコース 

教

え

る 

予習確認 予習○前時の復習である計算問題を 3問解いてくる。 

説明 

（１２分） 

 

 

 

 

知っておこう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知っておこう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知っておこう 

 

 

 

 

 

○学習のめあてを確認する。 

めあて          正しい商の見つけ方を考えよう。 

○問題を確認する。 

 

問題 ８７円持っています。１つ 17円のグミはいくつ買えて、何円あまりますか。 

 

・８７円とグミ１７円を具体物（お金のイラスト）で提示する。 
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Ｃ：８７の中に４０は４つ入るので、商は

４を立てます。 

８７÷１７＝４あまり１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ：割る数の１７の横に（２０）と書きます。 

８７÷２０をします。８７の中に２０は４つ入

るので、商は４を立てます。 

Ｔ：元の数でかけ算をします。 

４×７＝２８（２繰り上がる） 

４×１＋２＝６ 

引きます。８７－６８＝１９ 

これで筆算完了・・・ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ：商は４を立てて、一緒にやってみましょう。 

Ｔ：元の数でかけます。４×７＝２８ 

２繰り上がって、４×１＋２＝６ 

Ｔ：次に引きます８７－６８＝１９、あまり１９

でいいですか。 

Ｔ：これで計算終了で、いいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ：式はどうなりますか 

Ｃ：８７÷１７です 

Ｔ：割る数が２桁の場合まず何をしますか？ 

C：商を立てるところを決めます 

T：商は何の位に立ちますか 

C：一の位です。８の中に１７は入らないからです 

T：次に何をしますか 

C：割る数の１７を四捨五入して、２０にします 

Ｔ：１７を２０に見立てて、商を立てればいいのです。 

・お金のイラストで８０円を２０円ずつに分け、仮商の４を導く。 

・教師と児童がやり取りをしながら筆算を完成させる。 
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Ｔ：商は５を立てます。 

８７÷１７＝５あまり２ 

 

答

え 余りは２。２円では、１７円のグミは

買えません。計算終了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ：商は５を立てます。 

かけます。５×７＝３５（３繰り上がる） 

５×１＋３＝８ 

引きます。８７－８５＝２ 

余りは２。２円では、１７円のグミは買えませ

ん。計算終了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ：商は５を立てて計算してみましょう。 

かけます ５×７＝３５、３繰り上がって 

５×１＋３＝８ 

引きます。８７－８５＝２ 

余りは２。２円では、１７円のグミは買えません。

計算終了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ：つまり、１７円のグミは４こ買えて１９円余るということですね。 

Ⅽ：あれ、もう１つ買える。 

Ｔ：そうです。余りが大きいですね。グミ 1個の値段よりおつりが大きいのでもう 1つ買えます。 

大事ポイント① 計算を終了する前に 割る数＞余り になっている？ 

Ｔ：じゃあ、どうしたらよい？もう 1つ買えるということは、どこの数を変えればいいですか。 

Ⅽ：商４から５にします。 

大事ポイント② もし、余りが大きかったら、商を 1ずつ大きくする。 

 

・計算をストップする前に！ 

 わる数>余りになっているか？ 

 もし、余りが大きかったら？→商を１つずつ大きくする。 
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考

え

さ

せ

る 

理解確認 

（１５分） 

確かめよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確かめよう 

 

 

 

 

 

確かめよう 

 

 

 

 

 

 

○教師と一緒に大事ポイントを声に出して確認

しながら、計算する。 

 

Ｃ：①商をたてます。２７を四捨五入して３０と

考えて、８９のなかに３０は２つ入るから、商は

２がたちそうだ。 

Ｃ：②かけます。２７×２＝５４ 

Ⅽ：③ひきます。８９－５４＝３５、 

大事ポイント① わる数>余りになっている？

わる数の２７より大きい。 

もう一つ買えそうだ。 

大事ポイント②商を１ずつおおきくする 

Ｃ：商をひとつ大きくして、①商に３をたてます。 

Ｃ：②かけます。２７×３＝８１ 

○「知っておこう」で学んだことを使えるよう、数値を変えた問題に取り組む。 

《問題①》８９円もっています。２７円のドーナツはいくつ買えて、何円あまりますか。 

《問題②》９６円もっています。１９円のチョコレートはいくつ買えて、何円あまりますか。 

☆わる数と余りに注目して、仮商を修正することができる。 

 

Ｔ：問題１は、Ａが計算のしかたを説明して、Ｂがその通りに解きます。問題２は、反対

にＢが計算のしかたを説明して、Ａがその通りに解きます。 

Ｔ：説明する人は、相手がその通りに書いているか確認しながら説明を進めましょう。計

算を書く人は、説明が間違っていると思ったら、途中で教えてあげましょう。相手が言わ

ないのにどんどん計算を書いたり、間違った説明なのに正しい計算を書いたりすることが

ないようにしましょう。 

T：割る数＞余りになっているので、ここで計算は終わりです。だから答えは５個買えて、２

円余る。 

Ｔ：本当にこれで合っているかどうか、確かめるには、どうしますか？ 

Ｃ：たしかめ算をすればいい。 

Ｃ：１７×５＋２＝８７ 

Ｃ：答え８７がわられる数になっているので、これで合っています。 
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時間があればたしかめ１２②③④を自力

解決する。 

Ｃ：③ひきます８９－８１＝８ ３あまり８で

す。 

 

Ｃ：答えは、３個買えて、８円余ります。 

 

Ｔ：問題２は、ペアで１人が説明しましょう。 

Ａが計算のしかたを説明して、Ｂがその通りに解

きます。問題２は、反対にＢが計算のしかたを説

明して、Ａがその通りに解きます。 

Ｔ：説明する人は、相手がその通りに書いている

か確認しながら説明を進めましょう。計算を書く

人は、説明が間違っていると思ったら、途中で教

えてあげましょう。相手が言わないのにどんどん

計算を書いたり、間違った説明なのに正しい計算

を書いたりすることがないようにしましょう。 

 

理解深化 

（１３分） 

深めよう 

 

 

 

 

 

Ｔ：どこが違うのかペアで話をして確認

し、隣に自分たちで正しい筆算を書きまし

ょう。 

深めよう 

 

 

 

 

 

Ｔ：これは、計算のしかたが間違っています。

どこが違うのかペアで話をして確認し、隣に自

分たちで正しい筆算を書きましょう。 

深めよう 

 

 

 

 

 

T：先生が計算をするので、間違いを見つけたら、

教えてください。 

 

○筆算の間違いを見つけ、どうすればよいのか説明し、正しく計算する。 

《問題》７８÷１５＝３あまり３３ 

・ペアでの活動。 

☆わる数と余りに注目して、仮商を修正することができる。 

Ｃ：（説明模範） 

① 式は８９÷２７ 

まず、商を立てるところを決めます。 

８の中に２７は入らないので、一の位に商が立ちます。 

２７を３０とみます。８９の中に３０は２つ入るので、一の位に２を立てます。 

２×７＝１４（１繰り上がる） 

２×２＋１＝５ 

８９－５４＝３５  ２余りが３５です。 

わる数＜余りになってしまっている（３５円だと、２７円のドーナツはもう一つ買え

る）から、商を１つ大きくして３にします。 

  ３×７＝２１（２繰り上がる） 

  ３×２＋２＝８ 

  ８９－８１＝８  ３あまり８です。 

  わる数＞余りになっている（もう買えない）ので、計算終了です。 

  答えは、３こ買えて８円あまる。 

 

② も同じように、わる数と余りの大きさに気を付けて説明する。 

 

・自力解決の時間は、机間指導をし、できていないペアには、わる数と余りに注目させた

り、文章題に立ち返らせたりする。 
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Ｃ：わる数>余りになっていないので商を

１つ大きくします。 

７８÷１５＝３あまり３３ 

↓ 

７８÷１５＝４あまり１８ 

だから４あまり１８になります。 

 

Ｔ：これでいいですか？ 

Ｃ：わる数>余りになっていないので商を

１つ大きくします。でも、 

７８÷１５＝３あまり３３ 

↓ 

７８÷１５＝４あまり１８ 

だとまだわる数>余りになっていないので

商を１つ大きくし直さなければならない

ので 

７８÷１５＝４あまり１８ 

↓ 

７８÷１５＝５あまり３ 

だから答えは５あまり３になります。 

 

 

 

 

 

Ｃ：余りが３３。わる数＜余りになってしまっ

ているから、まだ割れる。 

Ｃ：商を１大きくしよう。 

Ｃ：答えは４余り１８です。 

Ｃ：まだわる数＜余りになっている！ 

Ｃ：商をもう１つ大きくしよう。 

・わる数>余りになっていないことに気付かない

児童には、わる数と余りの大きさに注目させ、

気付けるよう働きかける。 

Ｃ：１５×５になるから、 

  ５×５＝２５  ５×１＝５で、７５ 

  引くと、余りは３ 

Ｃ： わる数>余りになっているから、これで計

算終了。答えは、３余り２です。 

 

 

 

 

 

Ⅽ：あまり３３で、 

大事ポイント わる数>余りにならない。 

T：続きをペアで大事ポイントを見て説明しなが

ら、やってみましょう。 

Ｃ：大事ポイント 商を１ずつ大きくする 

をやってみよう。 

Ⅽ：４あまり１８です。 

Ⅽ：あれ、また わる数>余りにならない。どう

しよう。 

・気づかない場合は、大事ポイントに立ち返らせ

る。 

 

Ⅽ：もう一度、商を１ずつ大きくする 

をやってみよう。 
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Ｃ：わる数>余りになっていないので商を

大きくします。でもあまりが３３もあっ

て、割る数の２倍よりも大きいから、商を

２つ大きくして、 

７８÷１５＝３あまり３３ 

↓ 

７８÷１５＝５あまり３ 

 
Ｔ：一度に２つ大きくしてもいいのでしょ

うか。 

Ｃ：はっきりと余りが割る数の２倍よりも

大きいことが分かれば、それでもいいと思

います。 

Ｔ：そうですね。余りが割る数の２倍より

も大きいと分かる時は、一度に商を２大き

くするといいですね。 

 

【まとめ】 

正しい商を見付けるには、 

わる数＞余りになっていることをたしか

める。 

余りが割る数の２倍を超えているときは

商を２大きくする。 

 

 

 

 

 

Ⅽ：５あまり２です。大事ポイント わる数>余

りで計算終了です。 

 

○学習のまとめをする。 

正しい商を見つける時は、 

わる数＞余りになるまでは、今回のように１回以

上商を立て直すこともあります。 

でも、何度商を立て直しても、大事ポイントわる

数＞余りに立ち返れば、正しい商にたどりつくこ

とができます。 

自己評価 

（５分） 

○学習を振り返る。 

分かったこと、分からなかったこと、もっとやってみたいことを記入カードに記入する。 

 Ok…分かったこと   ？…分からなかったこと   ↑…もっと知りたいこと、やってみたいこと 

 

【まとめ】 

正しい商を見付けるには、 

わる数＞余りになっていることをたしかめる。 


