
算数科学習指導案 

京都市立藤城小学校 

1．日時・場所 平成 26年 1月 28日（火）第 6校時 少人数教室 

2．学 年 ・ 組  第 6学年 1組 算数少人数クラス（男子 5名，女子 1名，計 6名） 

3．単 元 名  場合を順序よく整理して 

4．単元の目標  

・具体的な事柄について，起こり得る場合を順序よく整理して調べようとする態度を育てる。 

・起こり得る場合を落ちや重なりなく調べる方法を考え，表現できるようにする。 

・起こり得る場合を順序よく整理して，落ちや重なりなく調べることができるようにする。 

・起こり得る場合を順序よく整理する方法，整理した図や表などを読み取る方法を理解できるよう

にする。 

5．単元の評価規準 

〈算数への関心・意欲・態度〉 

  ・具体的な事柄について，起こり得る場合を図や表などに表して，順序よく整理するよさに気付

き，進んで問題解決に生かそうとしている。 

〈数学的な考え方〉 

  ・起こり得る場合を落ちや重なりなく調べる方法を考え，その方法のよさを説明している。 

〈数量や図形についての技能〉 

  ・起こり得る場合を順序よく整理して，落ちや重なりなく調べたり，目的にあう場合を選び出し

たりすることができる。 

〈数量や図形についての知識・理解〉 

・起こり得る場合を順序よく整理する方法，整理した図や表などを読み取る方法を理解している。 

6．単元について 

①単元の前後関係

  6 年 

中学 2 年 

●場合をあげて調べて

○順序良く調べ，ちょうどよい場合を見つける問題

13 場合を順序良く整理して 

○場合の数を調べること（組合せ，順列）

○全部を調べ，当てはまる場合を見つけて解く問題

○なかまに分けて考える問題

●確率
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  ②単元の内容 

本単元は，次の 2つの小単元で構成されている。 

 1. 場合の数の調べ方 

 2. いろいろな場合を考えて 

第一小単元では，「組の作り方」（組合せ）と「並べ方」（順列）について基礎的な内容を取り扱

っている。学習指導要領 D-(5)にある通り，6年生の算数では単に場合の数だけを求めるのではな

く，「具体的な事柄について，起こり得る場合を順序良く整理して調べることができるようにする」

ことをねらいとしている。順序や組合せといった事象について，規則に従って正しく並べたり，

整理して見やすくしたりして，誤りなく全ての場合を明らかにできるように指導していきたい。

そのために，表や図のかき方や考え方について丁寧に指導し，思考の道具として活用できるよう

にしたい。 

第二小単元では，学習したことを日常の生活場面に適用して解決を図る問題を取り扱っている。

第一小単元で学習した，起こり得る場合を順序良く整理して調べる方法から，適当なものを選択

し，問題を解決していく。そのためには，1 つ目の小単元で学習するさまざまな方法とその方法

の使用が適している問題場面を整理して身につけておく必要がある。基礎的な内容を取り扱う第

一小単元の中で考えた表や図を，ノートやタブレット端末を使って整理しておき，ここでの解決

の手掛かりとなるようにしていきたい。また，自力で表や図をかき進めていくことが困難な児童

には，タブレット端末の機能を利用したヒントカードを提示し，一定の順序に沿って場合の数を

調べられるようにしていく。そのことによって，図や表を使って整理して考えることのよさに気

づけるようにしていきたい。 

 

 

7．指導計画と評価の手がかり（全 9時間） 

時 学習活動 支援・留意点 評価の視点 

（評価の方法） 

1 ○４種類のものの中から２

種類を選んで組を作る組

み合わせを調べる方法を

考える。 

 

・対戦する組み合わせを考える問題で

あるため，組み合わせの位置（左右）

は関係しないということに気付くよ

うにする。 

算活図や表を用いて調べる方法を考

え，説明する活動 

・図や表を用いても，矢印や丸を記入

する手順が系統的でなければいけな

いということに気付くようにする。 

・種類の数が増えても同様に図や表を

用いて調べることができるというこ

とに気付くようにする。 

ICT 活用した図や表をタブレット端末

のアプリでまとめておき，これか

らの学習に生かせるようにしてい

く。（GoodNotes） 

 

関・考 

・図や表を用いて落ち

や重なりなく調べる

方法を考えようとし

ている。 

（活動やノートへの記

述の様子） 

 

・図や表を用いて落ち

や重なりなく調べる

方法を考え，説明し

ている。 

（発表，ノートへの記

述） 
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○組に入らないものを考え

て，組み合わせの数を求

める方法を理解する。 

 

・図や表を用いて調べることで落ちや

重なりなく調べられることを確認し

ておく。 

算活組み合わせの結果を整理して，図

や表に表す活動 

・４つのものの中から３つ選ぶ場合は，

組に入れない１つを考えればよいこ

とに気付くようにする。 

・残すもの１つを基にして考えられる

ようにする。 

ICT 活用した図や表をタブレット端末

のアプリでまとめておき，これか

らの学習に生かせるようにしてい

く。（GoodNotes） 

知 

・図や表を用いて，組

に入らないものを考

えて，組み合わせの

数を求める方法を理

解している。 

（ノートへの記述） 

3 ○３つまたは４つのものの

並べ方を調べる方法につ

いて理解する。 

・さし絵等を用いて，問題場面が想起

できるようにする。 

算活並べ方の結果を整理して，樹形図

などの図に表す活動 

・整理しながら考えていくことで，落

ちや重なりが出ないということに気

付かせる。 

ICT タブレット上でカードを動かせる

アプリを使い，図に整理する方法

を考える。（ロイロノート） 

知 

・樹形図などの図を用

いて，全ての並べ方

を調べる方法につい

て理解している。 

（ノートへの記述） 

4 ○４つのものから２つまた

は３つを選ぶ場合の並べ

方について調べる。 

・旗のさし絵を用いて，幾つかの例を

提示し，問題場面をイメージしやす

くする。 

算活並べ方の結果を整理して，樹形図

に表す活動 

・旗の上の部分の色を決めた樹形図に

表して考えられるようにする。 

ICT タブレット上でカードを動かせる

アプリを使い，図に整理する方法

を考える。（ロイロノート） 

技 

・旗の上の部分の色を

決め，樹形図を用い

て塗り方の数を求め

ることができる。 

（ノートへの記述） 

5 ○組み合わせや並べ方につ

いて考え，問題を解決す

る。 

・時間差，到達度の差を考慮し，補充

問題及び発展問題を用意しておく。 

ICT これまでに活用した図や表を振り

返り，問題解決の手がかりにする。

（GoodNotes，ロイロノート） 

技 

・表や樹形図などを用

いて，系統的に考え

整理することを理解

し，問題を解くこと

ができる。 

（ノートへの記述） 

 

6 ○起こり得る場合を全て挙

げ，条件に合う場合を考

える。 

・Ｐ30１のさし絵を活用して，問題場

面をイメージしやすくする。 

・樹形図を用いて，まわり方を全て挙

げられるようにする。 

算活全てのまわり方を調べる方法を考

考 

・どのようなまわり方

があるのか全ての場

合を調べ，条件に合

ったものを考え，説
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え，説明する活動 

・樹形図を用いて，それぞれの費用と

かかる時間を書き込んで，条件に合

う道順を考えられるようにする。 

ICT・これまでに活用した図や表を振り

返り，問題解決の手がかりにする。

（GoodNotes，ロイロノート） 

・タブレット上でカードを動かせる

アプリを使い樹形図をかく。（ロイ

ロノート） 

明している。 

（発表，ノートへの記

述） 
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本

時 

○起こり得る場合を全て挙

げ，条件に合う場合を選

び出す。 

・Ｐ31２のさし絵を活用して，問題場

面をイメージしやすくする。 

算活全てのまわり方を考え，条件に合

う場合を見付ける活動 

・樹形図を用いて，どのようなまわり

方があるのか全てを挙げられるよう

にする。 

・樹形図を用いて，それぞれの費用と

かかる時間を書き込んで，条件に合

う道順を考えられるようにする。 

ICT・これまでに活用した図や表を振り

返り，問題解決の手がかりにする。

（GoodNotes，ロイロノート） 

・タブレット上でカードを動かせる

アプリを使い樹形図をかく。（ロイ

ロノート） 

考 

・どのようなまわり方

があるのかを調べ，

条件に合ったものを

考え，説明している。 

（発表，ノートへの記

述） 

 

8 ○条件を基に仲間分けをし

て，問題の解決の仕方を

考える。 

・問題の順に整理して考え，課題を把

握できるようにする。 

・表や図に問題を整理して，一方だけ

に手を挙げた子どもの数から，両方

に手を挙げた子どもの数を引いて考

えるとよいことに気付けるようにす

る。 

算活仲間分けを表した図から，考え方

を説明する活動 

ICT 問題場面を図に整理し，考え方を説

明する。（GoodNotes） 

考 

・いろいろな場合を仲

間に分けて考え，答

えの求め方を説明し

ている。 

（発表，ノートへの記

述） 
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○単元のまとめに取り組

み，学習内容が定着して

いるかを確かめる。 

・各自で「たしかめ道場」に取り組み，

必要に応じて今までの学習を振り返

る。 

ICT これまでに活用した図や表を振り

返り，問題解決の手がかりにする。

（GoodNotes，ロイロノート） 

技 

・起こり得る場合を順

序よく図や表に整理

する方法を理解し，

条件に合ったものを

考えて選ぶことがで

きる。 

（ノートへの記述） 
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8.本時の目標 

 起こりうる場合を順序良く整理して目的に応じた道順を考え，説明することができる。 

 

9．本時の展開（7／9時） 

学 習 活 動 
主な発問（○）と 

予想される児童の反応（・） 
支援（◇）・留意点（・） 

1.本時の課題を

つかむ。 

（課題把握） 

 

 

 

 

 

2.全てのまわり

方を調べる方

法を考え，まわ

り方を図で表

す 

（自力解決） 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.条件に合う道

順を考える 

（集団解決） 

 

 

 

 

 

4.適応題を解く 

○問題を読んで気づいたことはありますか。 

・いろいろな回り方ができます。 

・通らなくてもいい道もあります。 

・6つの道のうち，通る道は必ず 4つです。 

 

 

 

 

○これまでに学習した，場合を順序良く整理するた

めの方法のうち，今日の問題場面に合うものはど

れでしょう。 

・並べ方を調べた時の樹形図を使うといいと思いま

す。 

・これまでの樹形図とは少し違う形になると思いま

す。 

・最初と最後は必ず駅だから，それ以外の部分の並

び方を考えたらいいです。 

 

 

 

 

 

○どのように考えたら，一番短い道のりを効率よく

調べられるでしょうか。 

・一つ一つのまわり方の距離を計算して比べます。 

・反対周りになっている道のりが 2つずつあって，

同じ距離なので計算しなくてもすみます。 

 

 

 

○一つ目の問題と同じ考え方でできるでしょうか。 

・回る場所の数が同じなので，できると思います。 

・樹形図で考えるところは同じだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇Ｐ312 のさし絵や簡略化し

た図を提示することで，問題

場面をイメージしやすくす

る。 

 

 

 

 

◇前時までに整理した，場合を

順序良く整理するための方

法をタブレット端末でふり

返られるようにすることで，

問題場面にあった解決方法

を選択できるようにする。 

◇問題場面にあった樹形図の

かき方が考えにくい児童に

は，タブレット端末を使った

ヒントカードを提示するこ

とで全てのまわり方を考え

られるようにする。 

 

 

・それぞれ道のりの距離を計算

し，条件に合う道順を考えら

れるようにする。 

・計算の手順が簡単になる方法

を見つけられるようにする。 

 

 

 

・回る場所の数がＰ312 と同じ

適応題を用意する。 

◇Ｐ312 の問題と比べること

で，同じ手順で解くことがで

きることに気づけるように

する。 

 

これまでの学習を生かして全部のまわり方を調べ，いちばん短いまわり方を調べよう。 

[評価] 

表現起こりうる場合を順序良く整理して目的に応じた道順 

を考え，説明している。（発表，ノートへの記述） 
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10．板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※算数少人数クラスについて 

 6年生の算数科では，学級を 2つに分けて習熟度別学習を行っている。2つに分けた一方は担任が担

当し，もう一方は担任外の教員が担当する。後者のクラス（少人数クラス）では，児童の実態に応じ

て支援を多く取り入れながら，少人数で指導を行っている。 

 少人数クラスで学ぶ児童は，単元ごとに入れ替わる。単元の初めにその単元の系統的な内容を取り

扱ったプレテストを行い，担任と担当教員の協議の上，児童自身が習熟度別のどちらのクラスで学習

したいかを選択できるようにしている。人数は単元によって変わるが，おおよそ 5名から 10名程度の

人数で行っている。 

  

これまでの学習を生かして全部のまわり方を調べ，いちばん短いまわり方を調べよう。 

 

めあて 

教科書 p.31の図 教科書 p.31の図 

を簡略化したもの 

全部の場合を樹形図に 

表わしたもの 

○問題を見て気付いたこと 

○どんな図や表でまわり方を考えますか。 

樹形図で考えよう。 
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