
もうすぐ 6 年生〜約分を攻略しよう!〜(小学生・算数) 

 

1. 日時: 

平成 31 年 3 月 11 日～平成 31 年 3 月 14 日 

 

2. 学級:  

小学 5 年生通常学級在籍児童の個別指導の場面 

 

3. 実施校・実施教員: 

松江市立意東小学校 井上賞子 

 

4. 児童の特性上の困難と本単元に関わる実態: 

・不注意、衝動傾向が顕著・書きに特異的な困難がある・失敗体験が多く、学習意欲が低下している 

・分数のかけ算やわり算は正確に解けるが、約分できなくて不正解になることがある。 

・2 と 5 の倍数については「割れそうだ」というイメージが持てるため約分できるが、それ以外の数字にな

ると「わからん!」と拒否してしまうことが多い。「3 で割れるからやってごらん」と声をかけると筆算で解

決できる。 

・書きの困難が顕著で、「試しに計算してみる」ことに対して意欲が持ちにくい。 

・1 桁でわる計算は正確にできるようになったが、2 桁になるとミスが顕著に増える。「割合」「単位量」「速

度」「平均」など、5 年生の学習では割り算を使うことが多いが、立式できても計算で間違ってしまうため、

意欲が継続しにくく、定着につながる学習量が確保できないでいる。 

 

5. 単元: 算数 「もうすぐ 6 年生〜約分を攻略しよう!〜」 4 時間分(うち micro:bit 使用 2 時間) 

 

6. 単元のねらい:  

〇「もうすぐ 6 年生」は 5 年生で学習した内容の定着をねらった単元であり、対象児については「整数」

「分数 1」「分数 2」に関わる内容を取り上げ、以下をねらいとした。 

① 約分のやり方に関心を持ち、自分にとってわかりやすい方法で解決しようとする 

② 割り算を分数で表すことができる 

③ ①②を組み合わせることで、2 桁で割る課題が解決しやすくなることに気づくことができる 

④ 約分のやり方を理解している 

 

7. micro:bit の使用ねらい:  

・自分で作った装置を「確認の手立て」として使うことで見通しを持ち、進んで課題を解決しようとする 

・micro:bit を使って「自分の困っていることを解決する」装置を作る活動を通じて、約分をしていくとき

に必要な「約数」の決まりを言葉で説明することができる 

・条件判断を変えて比較をすることで、効率的に解決していくための考え方を理解する 

 

8. micro:bit の使用の内容:  

〇「3 で割れるかな判定機」を作る 

・数字の入力方法のプログラムは、お手本を見ながら作成する 

・「3 で割り切れる」とはどういうことか、「3 で割り切れない」というのはどういうことかを考え、条件判



断と計算のボックスを組み合わせ、LED 画面の表示を指定する 

・条件判断を変えたプログラムを比較する 

・「3 で割れるかな判定機」をベースに「7 で割れるか判定機」も作ってみる 

〇「・で割れるかな判定機」を使う 

・約分の問題に取り組み、割れるか割れないかの見通しがもてない時に使って確かめる 

 

9. 評価のポイント 

・分子と分母に同じ数を乗除しても分数の大きさは変わらない性質を理解している。 

・割り算を分数で表すことができる。 

・約数の意味を理解し、考え方を組み立ててプログラミングすることができる。 

・「3 で割れるか」「7 で割れるか」について、micro:bit で確認して、約分に取り組める。 

・割り算を分数で表した時に約分できると、計算しやすくなることがわかる。 

 

10. 本単元学習計画(☆は micro:bit 使用時の学習計画): 

時間 学習内容 指導上の留意点 

１ ・「ようかんを分けよう」プリントを使って、分

子と分母に同じ数を乗除しても分数の大きさは

変わらないことを確認する 

・「同じ大きさの分数をさがせ」に取り組む 

・分数トランプに取り組む 

・視覚的にわかりやすいプリントを使い、分数の性

質を確認する 

・選択からスタートすることで、負担感を軽減する 

・カードゲームを楽しみながら、同じ大きさの分数

について意識づける 

２ ・分数トランプに取り組む 

 

・約分の意味を確認する 

・約数の意味を確認する 

・約数の見つけ方を確認する 

  「九九表を使えばいい」 

  「偶数なら 2 で割れる」 

  「１の位が 0 か 5 なら５で割れる」 

  「割ってみたらいい」 

・約分の練習課題に取り組む 

 

・割り算も分数にして約分出来ることを確認する 

・カードゲームを楽しみながら前時の復習をする

とともに、同じ大きさの分数について意識づける 

・教科書を確認することで、既習事項について押さ

えていく（分数 1、分数 2） 

・自分が実際にやっている方法を上げさせる 

・思い浮かばない時は「約分のコツ」の札を用意し

ておき、自分がやっている方法ややったことがあ

る方法をえらばせる。 

・2 や 5 で割れるかの見通しの持ち方を確認する 

・「約分のコツ」のどれを使えば解決できそうかを

予測してから約分に取り組ませる 

・割り算を分数で表す時の決まりを確認する 

３☆ ・「3 で割れるかな判定機」を作成する 

① 「3 で割り切れる」は、どう説明できるのかを

考え、ボードにまとめていく 

 

② ①にそったボックスの組み合わせを考える 

 

③ プログラミングに取り組む 

 

④ 条件判断について試してみて使いやすいもの

を選ぶ 

・タブレット端末を使うことで、操作を容易にす

る。 

・「割ればいい」という意見が出ることが予想され

るが、前時の学習内容も踏まえて、「割ってどうな

ればいいのか」まで考えさせることで、約数のルー

ルを押さえる。 

・ボックスのパーツをボードにはりながら、②で考

えた説明をプログラミングしていくイメージを持

たせる。 

・割られる数の入力方法についてはお手本を見な



 

 

⑤ 「7 で割れるか判定機」も作ってみる 

がら行う。 

・「もし・・ならば」だけでプログラムした場合と

「もし・・ならば」と「でなければ」を組み合わせ

た場合の両方を試してみることで、効率的に解決

する考え方を意識づける。 

・「3 で割れるかな判定器」をベースにして、「ど

こをかえれば「7 で割れるかな判定器」になるのか

を考えさせる事で、「割り切れる」をみつけるため

の共通したルールに目を向けさせる。 

４☆ ・判定機も使って課題を解決する 

① 約分の課題に取り組む 

・3 や 7 で割れるか見通しを持ちたいときに

判定機を使う 

② 2 桁で割る割り算の課題に取り組む 

・割り算を分数にして、約分してから計算す

る 

・3 や 7 で割れるか見通しを持ちたいときに

判定機を使う 

③ 「約分のコツ」をまとめる 

 

・解決の見通しを持って課題に取り組む体験を重

ねる 

 

 

・約分をうまく使うことで、効率的に解決できる課

題があることに気付かせる。 

 

 

・学習を振り返り、自分の取り組みやすい順番に

「約分のコツの札を並べることで、解決の手立て

を意識づける 

 

11.  micro:bit を使った学習の様子 

○第 3 時「3 で割れるかな判定機」を作ろう 

・前時までの学習を振り返り、「2 と 5 で約分するのはとっ

ても上手になっているから、「3 で割れるか」がわかる装置

を作って、約分を攻略しよう!」と提案。 

・お手本を見て組み立てる部分と、自分で考える部分をシ

ートで提示。(図 1) 

・「3 で割れるか」を確かめる装置という目的を押

さえた上で、どうなれば「○」でどうなれば「×」

なのかを問いながらホワイトボードに板書(図 2) 

・手元のボードに、自分の言葉で「3 で割り切れ

る」「3 で割り切れない」について、考え方を記述

し、使うブロックを貼り付ける(図 3) 

・ボードに書き込んでてる様子(図 4) 
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・ブロックを組み合わせてプログラムを作る。(図 5) 

・出来上がったプログラム(図 6)  

→「もし 3 で割ったときあまりが 0 なら○」 

→「もし 3 で割ったときあまりが 1 なら×」 

→「もし 3 で割ったときあまりが 2 なら×」 

・micro:bit にダウンロードして、動きを確認。(図 7) 

・条件判断のブロックを、「もし・・・

ならば」から「もし・・・ならば  で

なければ」に変更するとどうなるかにつ

いて考える (図 8) 

 

・出来上がったプログラム (図 9) 

→「もし 3 で割ったときあまりが 0 な

ら○」 

→「そうでなければ×」 

図 3 
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図 8 



・「３で割れるかな判定機」のプログラムをベ

ースに、どこを変えれば「7 でわれるかな判定

機」になるかを考え、ボードに書き込んでいく。

(図 10 ) 

 

・出来上がったプログラム(図 11) 

→「もし 3 で割ったときあまりが 0 なら○」 

→「そうでなければ×」 

 

・書き換えている様子(図 12) 

 

・micro:bitにダウンロード

して、動きを確認。(図 13) 

 

・ ダ ウ ン ロ ー ド し た

micro:bit をケースに入れ

てタイトルをつける。(図

14) 
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☆第３時の児童の様子 

・自分の考えをプログラミングしていき実際に装置が動いた時は、とても嬉しそうだった。 

・「でなければ」という条件判断が入ることで、効率的に「３で割れるか」「７で割れるか」が判定できることに

気づいた時は、「すげえ」と興奮した様子も見られた。 

・「７で割れるかな判定機」は「３で割れるかな判定機」のプログラムの「３で割ったあまり」を「7 で割ったあ

まり」に変えるだけでできることに気づき、「ここしか違わないんだ」と驚いた様子を見せるとともに「『でなけ

れば』超便利!」「だって６個作らなくていいんだよ」と話していた。 

・ケースにタイトルを書くとき、「忘れるといけんから」と「1 の位」「10 の位」とボタンの役割も書き込んでい

た。 

・発見の高揚と考えた通りに装置が動いた達成感を重ね、４５分間、集中力を切らさず「考えて試す」を繰り返

す姿が見られた。 

 

○第 4 時 判定機も使って、約分をしてみよう 

・前時に作った「３で割れるかな判定機」と「７で割れるかな判定機」

の動きを確認している時に、対象児童から「「10・20・・」って順番

に出て来るのを待っているのがちょっと大変。すごく時間がかかる。

ここが速くならないかな」と意見が出た。 

・スピードの調節ができないかについては検討していたが方法が見

つかっていないところだったので、「うーん、確かにそうだね。どう

したらいいかなあ」と困っていると、ボードの「数を表示」というブ

ロックを指して「これとったらだめ?」と聞いてきた。(図 15) 

・ためしに「数を表示」というブロック

をぬいたプログラムに変更して、モニタ

ー画面で実行してみた。(図 16) 

・入力した数字が順番に表示されること

はなく、A ボタンで１０の位、B ボタン

で１の位を入力したのち AB ボタンを同

時に押すと、速やかに「〇」が表示され

た。 
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・しかし、対象児童は不注意が高く、入力にミスがあった時に数字が全く表示されないと、それに気づけず、結

果として「割れるかの判定」を間違えてしまうことが危惧された。そこで、「全然数字が出ないと、ちゃんと入力

できたのかわかんなくて心配。『数を表示』を抜いてもちゃんと動くなら、入れてもいけるんじゃないかな。最後

の AB ボタンを押すとこの最初にいれてみたらどうかな」と提案した。(図 17) 

・A ボタンで１０の位、B ボタンで１の位を入力したのち AB ボタンを同時に押すと、入力した数字の最終形が

表示された後、速やかに「〇」が表示された。 

 

・「3 で割れるかな判定機」「７で割れ

るかな判定機」それぞれのプログラム

から「ボタン A が押されたとき」「ボタ

ン B が押されたとき」に入っていた「数

を表示」のブロックを削除し、「ボタン

A＋B が押されたとき」の最初に「数を

表示」を追加して、micro:bit にダウン

ロードし直した。 

・分数から約分していく課題のプリン

トと、割り算の形から分数に直して約

分し、また割り算に戻して計算する課

題のプリントに取り組んだ。 

・「３で割れるかな」「７で割れるかな」

を確認したいときは、micro:bit で試し

てから計算した。 

 

・学習を振り返り、約分をするとき、どの順番で調べていくと自分は解決しやすいかについて考えて札を並べ、

約分の解決の手立てについて意識づけた。 

 

☆第 4 時の児童の様子 

・「表示をもっと速くしたい」と考え、ボードを見返しながら対策を考え、「『数を表示』というブロックを削除す

れは速くなるのではないか」と提案してくるなど、予想外の姿が見られた。 

・予想したように速く解決できるようになったとき、「やったー!」と喜ぶと共に、「これで楽しく使える!」と話

すなど、「使えるものを作る」という意識を持って活動できていたことがうかがえた。 

・自分の作った装置が使えるということがモチベーションになり、集中して練習課題に取り組む姿が見られた。 

・試してみて「割れない」という結果が出ても、「３で割れないなら 7 を試してみよう」と切り替えて取り組ん

でいた。 

・最後の「約分のコツ」をまとめる活動では、学習を振り返って、自分にとってわかりやすい順番を、真剣に考

えて並べることができた。 

  

図 17 



 

12. micro:bit を使った学習を振り返って 

成果 

・対象児童は学習に対して「わからん」「できん」

と拒否的になり、なかなかじっくり考えること

が難しい状況だったが、micro:bit を使った学習

では、気づいたことをすぐに試せて、その結果を

確認して実感できることが大きな魅力だったよ

うで、意欲と集中が継続した。 

・「3 で割れるか」を判定するためには、「割り切

れるとはどういうことか」を考えて記述してい

く必要があり、「約数」の決まりについて自分の

言葉で考えることができた。 

・言葉にした「しくみ」をブロックを使ってプロ

グラムにしていく中で、「3 で割れるか」と「7

で割れるか」の「違い」や「同じ」部分に気づい

たり、条件判断の大切さを実感したりすることができた。 

・簡単に試せたり比べたりできるので、「こうしたたい」「やってみよう!」と主体的に考えて実行する姿が見られ

た。 

・第 4 時の最初に「もっと速くしたい」「ここを削ったらどうか」という提案が出たのには驚かされたが、自分

でしくみを作ってみたからこそ、「書いてあることが実行されている」ということがわかり、「これがなくても判

定はできるんじゃないか」という予測ができたと思われる。 

・自分の困りを解決する手立てになる装置を「自分で」作れたことは、大きな自信になった。 

・教師側が予想していなかった提案が子どもから出てきた時でも、容易に「試してみよう」と実行することがで

きるため、教師も子どもも一緒になって「どうなるか」とわくわくしながら取り組むことができた。 

 

課題 

・年度末の実践になってしまったため、ここで学習した内容が対象児にとって定着した学力になっていくところ

までの取り組みができていない。「方法を知る」「方法を持つ」にとどまらず、それを「手だてとして日常的に活

用していく」ための学習量の確保については、今後も継続して取り組んでいきたい。 

・学習のまとめである「約分のコ

ツ」カードの整理では、事前に教師

が予想して用意していた確認カー

ドとは異なり、「両方とも〇の段の

答えなら・・」という九九表から約

数を探すことは、現時点で対象児童

にとっては方法にならないことが

分かった。これは、九九の問題から

答えはすらすら言えるのに、答えを

見ても九九の式が浮かばない実態

があることから、どこを探せばいい

のかの見通しが持てないためだと 



 

思われるため、その点へのアプローチの検討が必要だと考える。 

・一方で、「両方 3 で割ってみる」「両方 7 で割ってみる」は、3 番目・4 番目の手立てとしてあげていた。これ

は「判定機」があることで、彼の中で「試してみる」ことへの見通しが持てたためだと思われる。 

 

・今回の学習を通じ、対象児童にとって「しくみ」を自分で具現化してみることは、理解を広げたり深めたりす

る上で有効な手立てだと実感できた。容易に手直しできる点も、不注意傾向が強く混乱しやすい彼にとっては価

値が高いと思われる。そのため、今後の学習の中にも、そうした活動を効果的に取り入れていくための検討が必

要だと感じている。 

 

・今回は、いきなり教科で活用したため、対象児童が自分で考えてブロックを組み合わせていく部分は最小限に

絞って取り組んだが、本来であれば「micro:bit でできること」を多様に体験し、そうした知識や見通しを生かし

て学習の中で思考を深めていくことで、より子ども達にとって知恵を絞り達成感を得られる活動にしていけると

考える。今回のような個別の場での活用だけでなく、一斉指導の場も含めて、そうした機会の確保について、検

討していく必要があると考える。 

 

・指導者側にあまりにも知識がない中での取り組みであったが、「相談できる場」「質問できる環境」があったこ

とでずいぶん救われた。指導者側が学んでいくことはもちろんだが、そうした「場」や「環境」をどう確保して

いくかや、そこで得た知見を共有していくための手立てなどについて、考えていきたい。 


