小学校第３学年算数科学習指導案
１ 単元名 円と球「まるい形を調べよう」
２ 単元について
（１）ねらいについて
本単元のねらいは、観察、分類、構成、作図などの活動や分析的に一般的な性質を考察す
ることを通して、円や球の概念を明確に理解することである。また、円の作図や長さの写し
取りを通してコンパスの機能について理解しながら、技能を習熟することもねらいとしてい
る。さらに、円や球の図形的な美しさにもふれ、図形に対する感覚を豊かにしていきたい。
（２）系統について
【１年生】
「かたちあそび」
・まるやボールの形の
観察と概念の素地

【３年生】
「円と球」
・円の概念、性質
・直径と半径の関係
・円のかき方、コンパス
の使い方と機能
・球の概念、性質

【５年生】
「正多角形と円周の長さ」
・コンパスの利用（平行四
辺形、ひし形の作図）

（３）児童の実態について
※一部省略
「単元に関すること」「主体的・対話的で深い学びに関すること」について、四件法によ
る意識調査を行った。結果は、以下のとおりである。
（１…当てはまらない ２…あまり当てはまらない ３…当てはまる ４…よく当てはまる）
単元に関すること
１ ２ ３ ４
まるい形の名称や特徴を知っている。
ボールの形の名称や特徴を知っている。
コンパスを使って、まるい形を描いたことがある。
コンパスを使って、ものの長さを調べたことがある。
主体的・対話的で深い学びに関すること
見通しを持って学習し、進んで調べたり、考えたりしながら学ぼうと
している。
友だちの考えと比較したり、友だちの考えとつなげたりしながら、よ
りよい考えを作り出そうとしている。
これまで学んできたことと新しく学んだことを結びつけて考えよう
としている。
振り返りの中で、次の時間へ向けての問いや課題について考えようと
している。

単元に関することでは、新出事項である「円」や「球」という言葉を獲得している児童が
非常に少ないことが分かった。また、円や球を説明する上で必要な「中心」「半径」「直径」
などの言葉についても知らない児童が多いことも分かった。「当てはまる」と回答した児童
も、見聞きしたことがある程度で、確実な理解には至っていなかった。これまでに円の隊形
を作ったり、球形のボールで遊んだりする経験は多くあるが、「円」という言葉よりも「ま
るい形」、「球」という言葉よりも「ボールの形」のようなこれまでの学習で獲得した言葉
に慣れ親しんでいることが分かる。コンパスの使用経験については、コンパスを使って円を
描いたことがある児童は４割ほどいるものの、単純に円を描いた経験しか無いことが分かっ
た。
主体的・対話的で深い学びに関することでは、それぞれの項目において〇割の児童が「あ
まり当てはまらない」「当てはまらない」と答えている。全ての項目においてこれに該当す
る児童はいないものの、学習に対して受動的であることがうかがえる。特に、表現すること
が重要となる協働学習においては、友だちの考えと比較したり、友だちの考えとつなげたり
しながら、よりよい考えを作り出そうとしている児童は〇割に留まり、他の項目と比べても
受動的な傾向が強いことが分かった。
（４）指導にあたって
①主体的・対話的で深い学びの実現
・児童が課題解決の必要性を感じられる学習課題を提示し、具体物を操作しながら観察、
分類、作図等の算数的活動を計画的に取り入れることで、個人思考を充実させる。
・個人思考で得た考えをもとにして、友だちの意見との共通点や相違点に気をつけながら
伝え合う対話活動を展開することで、協働学習を活性化させる。
②情報教育・プログラミング教育の推進
・球体やそれに近い非球体の立体図形について、真上や真横から見える形を観察する。そ
れをもとにして、マトリックスを使って分類したり、フローチャートを使って分岐した
りしながら答えを導き出すことで、論理的思考を育む。
３ 単元の目標
○円や球についての観察や構成などの活動を通して、円や球を構成する要素に着目し、円や
球について理解できるようにする。
４ 単元の評価規準
算数への
関心・意欲・態度
円や球に関心をも
ち、身の回りから円
や球を見つけ、それ
らが使われる場面
について考えよう
とする。

数学的な考え方
円は、中心から等距離にあ
る点の集まりであること
を見出し、円は半径の長さ
によって決まることにつ
いて考え、表現することが
できる。

数や計算について
の技能
コンパスを用いて
円をかいたり、等
しい長さを測り取
ったり移したりす
ることができる。

数や計算について
の知識･理解
円や球の中心、半
径、直径について
知り、円や球につ
いて理解する。

５ 指導計画及び具体的な評価規準（８時間取扱い）
１

時

学習活動

指導上の留意事項

かごからの長さが 等距離になるいくつかの位置を順に

具体的な評価規準・評価方法
【考え方】（発言・ノート）

同じになる並び方 表しながら、きれいなまるい形（円） 一点から等距離になる並び方
を考える。

になることを捉えられるようにす

を考え、説明している。

る。
２

円の中心や半径の 簡易コンパスを使ってまるい形をか

【知・理】（発言・ノート）

意味を理解する。

きながら、円の性質や用語の意味を

円の定義や「円の中心」「半

理解できるようにする。

径」の意味を理解している。

３

直径の意味や直径 前時の学習活動と関連付けて、円を

【知・理】（発言・ノート）

と半径との関係を 半分に折ってできた直線が直径であ

直径の意味や、直径が半径の

理解する。

２倍になっていることを理解

ることを理解できるようにする。

している。
４

コンパスを使った デジタルコンテンツを活用して、コ

【技能】（ノート）

円のかき方を知り、 ンパスを使った円のかき方を視覚的

コンパスを使って円をかくこ

円をかく。

とができる。

に捉えられるようにする。

５

コンパスを使った コンパスで長さを写し取る方法を、

【技能】（ノート）

長さの写し取り方 具体的に操作しながら見出させるよ

コンパスを使って長さを写し

を知り、
長さを写し うにする。

取って比べることができる。

取る。
６（本時）

まるい立体図形を いろいろなまるい立体図形を比較し

【知・理】（発言・ノート）

比較し、
球の意味を ながら、球について理解できるよう

球の定義「どこから見ても円

理解する。

に見える形」を理解している。

にする。

７

球の切り口や球の 具体物を用いて、球を切って切り口 【関・意・態】（観察・発言）
直径の測り方につ を捉えたり、直径を測ったりしなが 具体物を使って切り口を観察
いて考える。

ら考えられるようにする。

したり直径を測ったりしてい
る。

８

習熟問題に取り組 習熟問題に取り組ませ、児童の学習 【技能】（ノート）
み、
学習内容の定着 内容の理解を深める。

学習内容を適用して、問題を

を図る。

解決することができる。

６ 本時の学習
（１）目標
まるい立体図形を比較しながら、球について理解することができる。
（２）展開

た ５分

過
程

主な発問（◎）・指示（〇）
指導上の留意点・評価
予想される児童の反応（・）
１ 前時の学習をふり返り、 ◎まるい形の中からボールの形を ・学習ガイドの進行で、前時に学習
本時の学習を捉える。
見つけるには、どうすればいいで したことをふり返り、本時のめあ
てを確認して学習することを見通
しょう。
すようにする。
あ
い
う
え
お
か
・具体物を見せながら、まるい形の
中から球を見つけることに対する
関心を高めるようにする。
学習活動

めあて

まるい形の中から、ボールの形を見つける方法を考えよう。

か １０分

２ 具体物を観察し、ボール ○真上や真横から見て、ボールの形 ・真上や真横から見える形を観察し
の見つけ方を考える。
て、見え方について考えるように
を見つけましょう。
する。
・フローチャートやマトリックスな
ど、児童が自分なりに考えやすい
方法でまとめるようにする。

も
２５分
り
５分

３ 自分の考えをグループで ・あは、真上から見ると円だったけ ・自分の意見と友だちの意見との類
発表し合い、考えをまとめ ど、横から見ると円ではなかった 似点や相違点に気をつけながら、
発表し合えるようにする。
る。
です。
・児童の思考がさらに深められるよ
・いとおは、どちらから見ても円
うに、必要に応じて発問や助言を
になっていました。
行う。
・私たちのグループは、いとおが ・各グループの意見を整理しながら
４ 全体で共有する。
ボールの形だと思います。
板書する。
◎ボールの形を、球と言います。球 ・板書をもとに学んだことを確認し
５ 学習をまとめる。
はどんな特徴がありますか。
たり発問したりしながら、本時の
・どこから見ても円に見えます。
まとめを分かりやすく示す。
６ 適応問題に取り組む。 ○学習したことを生かして、問題 ◆評価
を解きましょう。
７ 学習をふり返る。
○学習をふり返りましょう。
・ふり返り記入の際は、机間指導し
・これまでは、ボールの形も卵の形 ながら適宜発問し、児童が具体的
も「まるい」と言っていたけど、 にふり返られるようにする。
どこから見ても円に見える形の ・学習ガイドの進行でふり返りを発
ことを「球」と言うことが分かり 表し合い、本時の学びを交流でき
るようにする。
ました。

◆数や計算についての知識理解（発言及びノート）
学習状況Ｂ 球の定義を理解し、適応問題において球を正しく選択している。
学習状況Ａ 球の定義を理解し、適応問題において球を正しく選択し、その理由を明確に表現できる。
（B に達しない児童への手立て）本時の学習内容や球の定義を改めて確認しながら、上から見えた形や横か
ら見えた形を提示する。

