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１．単元名 「どちらがながい」 

 

２．単元について 

児童は，これまでの日常生活のいろいろな場面で，長さを比べる経験をしてきている。例えば，もの

の長さを比べるときに端をそろえて比べたり，「長い」「短い」という言葉を使ったりしてきている。し

かし，児童はまだ直観的な漠然とした大きさとして長さをとらえている段階である。 

本単元では，直接比較や間接比較，任意単位による測定などによる長さの比較を通して，長さの概念

や測定についての理解の基礎となる経験を豊かにすることがねらいである。直接比較，間接比較，任意

単位による測定活動を十分に経験させ，それぞれの比べ方のよさや問題点をしっかりと理解させたい。 

長さなどの量の測定の考え方は，①直接比較，②間接比較，③任意単位による測定，④普遍単位によ

る測定の４つの段階で形成することが望ましい。本単元では，この４つの段階のうち，①，②，③の測

定活動を扱い，長さの概念を明確にしていくことになる。④については，第２学年第５単元「長さのた

んい」，第１５単元「長いものの長さのたんい」で普遍単位「センチメートル（cm）」「ミリメートル（mm）」

「メートル（m）」を導入することになる。 

 

３．１年ブロックとしての考え 

第１学年では，本学年で求める「生きる力」を次のように考える。 

・明るく元気に活動する。 

・最後まであきらめずにがんばる。 

・基本的な生活習慣を身につけて生活する。 

・自分の役割やするべきことをきちんとする。 

・まわりの人と積極的に関わり，協力して行動する。 

 

以上の力を子どもたちに身につけさせるために取り組むことができる言語活動として，下記のような活

動を継続して行ってきた。 

①朝の会のスピーチで自分の経験や感じたことを友だちに話す。 

②言葉づかいや声の大きさなどにも気をつけて話す。 

 

これらの活動をより充実したものにするために，積極的な発言を促すように発問を工夫したり，安心し

て発言できるような雰囲気づくりを心がけたりしてきた。今後は更に，授業の中で「ペア→グループ→

全体」のように考えを交流し，学び合う場面を設定していこうと考えている。 

算数科においては，半具体物であるブロックを操作することによって場面を説明したり，式に表して

言葉で説明したりするなどの活動を行ってきた。また２学期から，授業の最後に学習感想として，本時

の授業についての感想やわかったこと，友だちとの伝えあいからわかったことなどを，ワークシートに

記述したり発表したりする活動も取り入れてきている。 

 

 



４．児童の実態 

男子１４名，女子１３名，計２７名の学級である。好奇心旺盛で，学習に対しても意欲的な児童が多

い。また，課題にも最後まであきらめずに取り組むこともできる。算数の時間では，ブロックの操作や

ゲーム的な活動を好み，「今日はどんなことをするのかな。」と楽しみにしている児童も多い。一方で，

計算する力や数の概念の理解には個人差があり，ブロックや指を使って計算をする児童もいる。 

言語活動においては，国語で学習した「わたしは，～と思います。」や「なぜかというと～だからで

す。」のような基本的な話形を算数の学習でも取り入れている。また，発言の後には「どうですか。」と

友だちに尋ね，尋ねられた友だちは，「合っています。」や「同じです。」と答えることによって，自分

の考えと友だちの考えを比べられるようにしてきた。 

自分の考えを式として表したり，口で説明したりすることが好きな児童もいればそうでない児童もい

る。そこで，ペアで考えを伝え合ったり，ノートを見せ合ったりすることで意見交換をする場面を多く

取り入れている。ペアから全体へと広げることによって，全体の場で発言することに対する抵抗も少な

くなっているように感じる。 

 

５．単元の目標 

◇長さの比較などの活動を通して，長さや測定についての理解の基礎となる経験や，長さについての感

覚を豊かにする。 

【関心・意欲・態度】 

身の回りにあるものの長さに関心をもち，比較の方法を工夫しようとし，長さを数値化することの

よさに気づく。 

【数学的な考え方】 

身の回りにあるものの長さについて，直接比較や間接比較，任意単位による測定などの方法を考え

ることができる。 

【技能】 

直接比較や間接比較，任意単位による測定などによって，長さを比べることができる。 

【知識・理解】 

長さについての基礎的な意味や感覚を身につけ，比較や任意単位による測定の方法を理解する。 

 

６．指導計画（全７時間） 

時 学習活動 
言語活動に関する 

指導上の留意点 
評価規準 

１ ・身近にあるものを見ながら，

「長い」「短い」ということ

に目を向けさせる。 

・「紙ひっぱりゲーム」をし，

長さ比べをする。 

自分の考えていることを友

だちに伝えることで，学び合う

中で考える楽しさを実感させ

るようにする。 

「はしをそろえる」や「まっ

すぐにのばす」等，長さを比べ

る上で大切な言葉を意識させ

て発言できるようにする。 

【関】身の回りのものの長さに

関心を持ち，長さの比較

に取り組もうとしてい

る。 

【考】直接比較による測定の方

法を考えている。 

２ ・いろいろなものの長さを比

べ，どれがいちばん長いのか

を調べる。 

【技】長さを直接比較によって

比べることができる。 

【知】直接比較のしかたを理解



・直接比較による長さの比べ方

をまとめる。 

している。 

３ ・直接比較できないものを紙テ

ープに長さを写し取って比

べる。 

・間接比較による長さの比べ方

をまとめる。 

実際に紙テープなどを操作

しながら，自分の考えを友だち

に伝えられるようにする。 

ペアで活動を行うことで，友

だちと相談しながら考えを作

り上げていけるような場面を

作る。 

【関】直接比べられない長さの

比較に取り組もうとし

ている。 

【考】間接比較による測定の方

法を考えている。 

４ ・「ブロックとばしゲーム」を

し，とんだ長さの比べ方を考

える。 

・紙テープに長さを写し取って

比べる。 

【技】長さを間接比較によって

比べることができる。 

【知】直接比較ができない長さ

は，媒介物を用いること

によって比べられる（間

接比較）ことを理解して

いる。 

５ 

本 

時 

・「『いくつぶん』のくらべかた」

を知り，消しゴムや鉛筆など

の自分で決めたものを用い

て，長さを「いくつ分」の数

で表して比べる。 

ワークシートには「つかっ

て」「だから」などの言葉はあ

らかじめ書いておき，順序立て

て要点を書くことができるよ

うにする。また発表する際にも

そのまま読むことで発表でき

る形にする。 

学習感想には，今日習った言

葉や発見した言葉を意識して

使うように支援する。 

【関】身の回りにあるものを単

位とし，そのいくつ分で

長さを表し，比べようと

している。 

【技】長さを任意単位の「いく

つ分」で表し，比べるこ

とができる。 

６ ・全員が共通に，ブロック１つ

を任意単位として長さを比

べる。 

・共通の任意単位で表すことに

よるよさについて考える。 

実際にブロックを動かしな

がら説明することで，自分自身

の思考過程を確かめたり，修正

したりできるようにする。 

「ひとつ分，ふたつ分，…」

といった数え方を大切にして

いく。 

【技】共通の任意単位を用い

て，数値で長さを表し，

比べることができる。 

【考】共通の任意単位で表すこ

とのよさについて考え

ている。 

７ ・ブロック１つ，マス目１つを

任意単位として，実際に長さ

を数で表して比べる。 

・教科書 P.86 の問題に取り組

む。 

【技】共通の任意単位を用い

て，数値で長さを表し，

比べることができる。 

 

 

 

 

 



７．本時の学習 

（１）日時 平成２６年１０月１５日（水）３校時（１０：４５～１１：３０） 

（２）場所 １年５組教室 

（３）本時の目標 

自分で決めた任意単位を用いて長さを測り，「いくつ分」の数で表して，比べることができる。 

（４）本時について 

本時は，これまでに学習した直接比較や間接比較の方法を踏まえ，任意単位による測定をし，そ

の任意単位のいくつ分の数で長さを比較する方法を学習する。自由な発想で任意単位を決めさせ，

意欲的に活動させたい。また，「いくつ分」で表すことにより，『数値』を用いて「どちらが長いか」

を比較できることに触れ，長さをより明確にとらえるよさに気づかせる。 

学習の終わりには，本時の学習のふり返りを行う。楽しかったか，自分の考えを伝えられたかな

どについて，３段階のどれにあてはまるかを選び，色を塗らせる。また，今日分かったことや思っ

たこと，自分の考えなどを自分の言葉で表現する場も与えたい。 

（５）本時の言語活動について 

本時に取り入れた言語活動は，以下の２点である。 

①自分で決めた任意単位を用いて，与えられた長さを測定し，その結果を書き記したり，友だちに

発表したりする。 

②本時の学習について感じたことや分かったことなどを，自分の言葉で表現する。 

 

（６）展開    ○…教師の発問  ●…児童の予想される反応  ★…支援の手立て 

過

程 
学習活動・内容 指導上の留意点 ※評価 

つ

か

む 

１．前時までをふり返る。 

○今までどんな比べ方をしたかな。 

●はしをそろえて，まっすぐにしてくらべたよ。

（直接比較） 

●テープにしるしをつけてくらべたよ。（間接比

較） 

 

・実際に前時までで用いたテープなどを見せ，

活動を思い出させる。 

 

 

 

２．任意単位による測定の仕方を考える。 

○今日は新しい方法で長さを比べます。「『いくつ

ぶん』のくらべかた」と呼びます。 

 

○この比べ方は，身の回りにあるものを使います。

先生は黒板消しを使って比べてみます。 

 

○先生は黒板消しを使ったけれど，他のものでも

できそうだね。 

 

 

 

 

・前時までに取り上げた「ブロックとばしゲ

ーム」を用いて考えさせる。 

 

・身の回りにあるもの（黒板消し）で測定し，

見本を見せる。 

・ワークシートと同じ形式で板書し，ぴった

りにならない場合には，「○つぶんとすこ

し」のように書き足すことも示す。 

・いくつ分の比べ方をすると，数値で比較で

きて分かりやすいことにも触れる。 

・「すき間をあけない」ことをおさえる。 



 

 

 

 

 

 

か

ん

が

え

る 

・ 

ひ

ろ

げ

る 

３．自分で任意単位を決め，長さを測定する。 

○身の回りのものを使って，長さを測りましょう。 

●鉛筆を使ってやってみよう。 

●指でいくつ分か測ってみよう。 

 

＜使うと予想されるもの＞ 

・指     ・消しゴム ・鉛筆 

・計算カード ・ブロック ・鉛筆キャップ 

・鉛筆けずり ・のり 

 

・鉛筆，消しゴム，指，ブロックなど，自由

に決めさせる。 

【関】身の回りにあるものを単位とし，その

いくつ分で長さを表し，比べようとし

ている。 

【技】長さを任意単位の「いくつ分」で表し，

比べることができる。 

・測定した結果をワークシートに記入させる。 

※評価①自分で決めた任意単位を用いて，与

えられた長さを測定し，その結果を

書き記したり，友だちに発表したり

する。 

・机間巡視をし，参考になるものをホワイト

ボードに書かせる。 

★いくつかの例を示し，その中で何を使うか

を決めさせる。 

４．となり同士で測定方法を伝え合う。 

○「なにをつかって」「いくつぶん」になったのか

をとなりの友だちに伝えましょう。 

●消しゴムを使うと，ノガッパが６つぶん，コ

マさんが８つぶんとすこしです。だから，コ

マさんが長いです。 

・ワークシートを見せたり，実際に使ったも

のを見せたりしながら説明させる。 

※評価①自分で決めた任意単位を用いて，与

えられた長さを測定し，その結果を

書き記したり，友だちに発表したり

する。 

５．全体に発表する。 

○となりの友だちに発表したように，ほかのみん

なにも伝えましょう。 

 

・あらかじめホワイトボードに書かせておい

た児童に発表させる。 

ま

と

め

る 

６．本時の学習内容をまとめる。 

○身の回りのものを使えば，数で長さを比べるこ

とができますね。 

 

・ワークシートに，任意単位を使うことのよ

さを確かめて記入させる。 

 

 

 

・同じ任意単位でも，数値が異なることに気

づかせたい。（消しゴム・鉛筆など） 

 

どちらが ながいかを 「なにをつかって」 

「いくつぶん」で あらわしてくらべましょう。 

        のかずで ながさを くらべることが できます。 いくつぶん 



７．学習感想を書く。（発表する） 

●つぎは，けしごむをつかってはかってみたい

です。 

●いくつぶんのくらべかたがわかりました。 

●おなじけしごむでもかずがちがうことにきが

つきました。 

・授業をふり返って，色を塗ったり，言葉を

書いたりさせる。 

※評価②本時の学習について感じたことや分

かったことなどを，自分の言葉で表

現する。 

 

※言語活動にかかわる，求める子どもの姿【評価規準】 

評価① 
自分で決めた任意単位を用いて，与えられた長さを測定し，その結果を書き記したり，友だ

ちに発表したりする。 

評価② 本時の学習について感じたことや分かったことなどを，自分の言葉で表現する。 

 


