５年「整数と小数」 教科書Ｐ１２～Ｐ１５
教科書

（３時間扱い→３時間で実施）

教師の手立て

Ｐ

２～Ｐ ６➡省略

軽重をつけて、Ｐ１３からの学習

Ｐ

７～Ｐ ９➡省略

に重点を置く

第１時 Ｐ１１

期待する児童の反応

問１ ４２．１９５（㎞）の数を位
取り表に表して、数のしくみを調
べよう
・教科書Ｐ１１の位取り表に、
「４ （数学的活動）
２．１９５」の数を、位ごとに入れ ・「十の位（４）
」「一の位（２）」
させる。

「1/10 の位（1）」「1/100 の位
（９）」
「1/1000 の位（５）」

ポイント１→ 問２

それぞれの位には、どんな

（位取り表に数値をいれるこ 大きさの数が何個あることを表し
とによって、それぞれの位ご ているでしょう。

（発言）

との数を量としてとらえやす ・それぞれの位ごとの数を、◯の数 ・「十の位（４個）」「一の位（２
くなる）

で「量」として見えるようにする。 個）」
「1/10 の位（1 個）
」
「1/100
・
「十の位（４個）」
「一の位（２個）」 の位（９個）」「1/1000 の位（５
「1/10 の位（1 個）」「1/100 の位 個）」
（９個）」
「1/1000 の位（５個）」を となります。
確認する。
問３ 位取り表をもとにして、
「４
２．１９５」の数を、１つの式に表
しましょう。
ポイント２→ 42.195= １０×□+ １×□+0.1 × （ノート記述）

（□を使った式を提示し、式

□+0.01×□+0.001×□

化のイメージを持たせる）
・こんな考えが書かれています。

ポイント３→ 42.195=１０×４+１×２+0.1× ・自分の考えと比べて評価
（考えを紹介し、自分の考え

1+0.01×９+0.001×５

（頷き・挙手で確認）

と比べさせる）

・よいですか。

・よいです。
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ポイント４→ 問４ 次の数は、いくつでしょう。 （ノートにやってみる）
（式を読み、位取り表と関連

10 × ２ +1 × ３ +0.1 × 7+0.01 ×

づけながら、数値化させる）

8=？

・よいです。

・よいですか。

問５

・「23.78」です。

27.603 を位ごとの数をも

とにして、１つの式に表しましょう。 （ノートに記述）

・（正）27.603=10×２+１×７
ポイント５→ 問６ こんな考えがありました。正 +0.1×６+0.001×３
（数式を読み取り、正誤につ しいですか。27.603=10×２+１× ・（誤）27.603=10×２+１×７
いて判断させて、その結果を ７+0.1×６+0.01×３

+0.1×６+0.01×３

表現させる）

・正しいと思う人挙手➡◯人

正しい ➡（少数）

・おかしいと思う挙手➡◯人

おかしい➡（多数）

ポイント６→ 問７ おかしいと考える人が多いよ （発言）
（自分の考えを説明させ、位 うです。なぜおかしいのですか、理 ・（誤）27.603=10×２+１×７
ごとの数値の和として位置付 由を発表してください。

+0.1×６+0.01×３について、一

けられているか判断させてい

番右の位の「３」は、
「0.01」の位

く。）

・一番下の位の数「３」は、0.01 の

ではなくて、
「0.001」の位だから

位ではなくて、0.001 のくらいだか

です。

らおかしいでよいですか。

・よいです。（頷きで確認）

ポイント７→ （補助発問）それでは、27.603=10
（0.01 の位が「0」であること × ２ + １ × ７ +0.1 × ６ +0.01 × □
を表す方法を考えさせる）

+0.001×３の□の数を書くとした

（発言）

ら、どんな数が入りますか。

・
「0.01」の位の数は、
「０」なの
で、「０」が入ります。

・
「０」が入るのですね。

（頷き・挙手で確認）

・よいですか。

・よいです。
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問８

下の□に、
「１」
「２」
「７」
「８」 （ノートに記述）

「９」の数字を１回ずつあてはめて、 ・
「98.721」
□□.□□□でできる、一番大きな数
をつくりましょう。

・
「98.721」と書いている人がいま （頷き・挙手で確認）
す。正しいですか。
ポイント 8→ 問９

・よいです。正しいです。

どうしてこれが一番大きい （発言）

（98.721 が一番大きいと言え と言えるのですか。

・「一番大きい位」の「十の位」

るわけを考えさせることで、 ➡思考・判断・表現の場として位置 に一番大きい数が入っているか
位ごとの数字の選択の仕方に 付ける。

らです。

ついて理解を深めさせてい

・
「位が大きい」順に、
「大きな数」

く。）

が順番に並んでいるからです。
ポイント 9→ 問 10 その考えを使うと、一番小 （ノートに書く）

（「一番大きな数」を作る考え さな数は、どんな数になりますか。 ・「12.789」です。
方を適応させて、
「一番小さな
数 」 の つ く り 方 を 考 え さ せ 問 11 どうしてこれが一番小さい
る。）

と言えるのですか。

（発言）

ポイント 10 ➡思考・判断・表現の場として位置 ・「一番大きい位」の「十の位」
（「一番小さな数」になる理由 付ける。

に一番小さい数が入っていてい

の説明の仕方を考えさせる。
）

るからです。
・
「位が大きい」順に、
「小さい数」
が順番に並んでいるからです。
（頷き・挙手）
・よいです。

・よいですか。
➡Ｐ259「ステップアップ算
数」１・２へ（練習問題）

・答え合わせをする
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第２時 Ｐ１３
ポイント 1→ 問１ 次の数を作りましょう。

（ノートに書く）

（「1.25」のように、1 の位の ・「1.25」の 10 倍

・「1.25」の 10 倍

数があるものから、10 倍、100 ・「1.25」の 100 倍

➡12.5

倍、1000 倍した数を作らせ ・「1.25」の 1000 倍

・「1.25」の 100 倍

る。簡単な問題から…。
）

➡123
・「1.25」の 1000 倍
➡1230

よいですか

・よいです。

問２ 次の数を作りましょう。

（ノートに書く）

ポイント 2→ ・「0.195」の 10 倍

・「0.195」の 10 倍

（「0.195」の 10 倍、100 倍、 ・「0.195」の 100 倍

➡1.95

1000 倍の数に発展させる。）

・「0.195」の 100 倍

・「0.195」の 1000 倍

※下記の教科書Ｐ１３のように、 ➡19.5
数をならべて、小数点の移動の様 ・「0.195」の 1000 倍
子に着目させる。

➡195
※期間観察で確認・評価

ポイント 3→ ・
「100」倍は、
「10 倍」の「10 倍」
（Ｐ13 のそれぞれの小数点に であること、

※「１０倍」ごとに、小数点が、

印をつけながら、10 倍、100 「1000」倍は、
「100 倍」の「10 倍」 １つずつ右に移動していること
倍…毎に、小数点がどのよう であることについて、確認し、それ を確認する。
に動いているかについて探ら ぞれ「10 倍」ごとに小数点が「右 （教科書の小数点の移動に朱書
せ、
「右に 1 つずつ移動してい に移動」していることに気づかせ きする。）
る」ことに気づかせていく。
） ていく。
問３ 10 倍、100 倍、1000 倍して
いくと、
「小数点」は、どのように
動いていますか。
・１０倍するごとに、小数点が「右 （挙手）重要ポイント
に１つずつ移動する」でよいです ・確かに「１つずつ右に動いてい
」
「よいです。
」
か。わかった人は挙手してくださ ます。
い。
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ポイント 4→ 問４ 先ほどとは逆に、
「１９５」
（Ｐ13 のそれぞれの小数点に を、1/10、1/100、1/1000 にしてい （教科書をみながら確認）
印の動きを、10 倍 100 倍とは くと、小数点はどのように移動し ・小数点は、1/10、1/100…とな
逆に 1/10、1/100 と反対方向 ていると言えますか。

るにつれて、
「1 つずつ左」に移動

に見せながら、小数点の移動 小数点の動きをみてみましょう。

している。

の様子を探らせ、
「1 つずつ左
に移動」していることに気づ ・1/10、1/100、1/1000 としていく
かせていく。）

と、小数点は「左に 1 ずつ移動す （頷き・挙手で判断）
る」でよいですか。

・よいです。

問５ 「1.95」を 100 倍すると、 （発言）
小数点はどこに移動しますか、
。い ・100 倍すると「小数点は右に２
くらになりますか。

つ移動します
・1.95➡195 になります。

ポイント 5→ ・「1.9500」でよいですか。

・1.95000 は、1.95 のことだから

（「1.95➡1.9500 は、前後の小 ・小数点が右に２つ移動するので、 おかしいです。
数点の位置に着目させること 「195」でよいですか。

・「小数点が２つ右に移動する」

により、小数点は移動してい

と、1.95➡195.（小数点は 5 の右

ないことに気づかせていく。
） ・1.95➡1.9500 は、小数点の位置 下）になります。だから 195 でよ
は移動していないことを板書で確 いです。
認する。

問６ 「1.95」を 1/100 にすると、 （発言）
小数点はどこに移動しますか。い ・1/100 すると、「小数点は左に
くらになりますか。

２つ移動します。
・1.95➡0.0195 になります。

「0.0195」でよいですか。

（頷き・挙手で確認）
・よいです。

※教科書Ｐ１４の図を見て、確認
して、
「まとめ」ましょう。
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【重要確認事項】
ポイント 6 教科書Ｐ１４上の「まとめ」を参照
（教科書をもとに、小数点の ・整数や小数を１０倍、１００倍す
移動について、しっかり確認 ると…、小数点はそれぞれ右へ１
する。
）

けた、２けた…と移ります。
・また、1/10、1/100…、すると、
小数点は、それぞれ左へ１けた、２
けた、…、と移ります。

Ｐ１４「たしかめ」
「３」
「４」
「５」に取り組ませ ※Ｐ１４の問題をしよう
る。

（略）

（略）

Ｐ２５９「ステップアップ」

（略）

（略）

※Ｐ１５の問題をしよう

・取り組む

「３」に取り組ませる
第３時 「まとめ」
Ｐ１５

・答え合わせ
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