
第５学年 分数のたし算とひき算 単元指導計画 ９月中旬～１０月中旬 １／２

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７（本時） ８

１／３，２／６， １／４，２／８， きまりを用いて、 分母のちがう分数 通分のしかたを知 これまで学習して 異分母分数の加法 結果が約分できる
ね ３／９のように、大 ３／12のように、大 大きさの等しい分数 の大きさ比べをする り、手際よく通分す きたことの確かめと の計算は、通分によ 場合には約分してお

きさの等しい分数は きさの等しい分数の づくりから約分の意 ことにより、通分の ることができる。 補充ができる り分母をそろえて単 くことのよさを理解
ら いく通りもあること 分母どうし、 分子 味を理解し、手際よ 意味を理解し、大き 位分数のいくつ分に する。

がわかる。 どうしの関係がわか く約分することがで さ比べができる。 なるかを考えていけ
い る。 きる。 ばよいことがわかり

その計算ができる。

問題 問題 ・２／５と大きさの 問題 問題 問題 問題 問題
１辺が１ｍの正方 １／４、２／８、 等しい分数をつく ３人の水とうには ３／４と１／６の ｐ１０の練習１を スポーツドリンク ５／１２＋３／４

形の形をした紙で、 ３／１２は大きさの る。 いる水の量を比べて 通分のしかたを考え しましょう。 が（あ）の入れ物に の計算のしかたを考
主 はんごとにかべ新聞 等しい分数です。こ 問題 多くはいる順にいい ましょう。 １／２㍑ （い）の えましょう。、

を作りました。それ れらの分数の分母ど １２／１８と大き ましょう。 ・自分の力で取り組 入れ物に１／３㍑は
ぞれのはんの、絵の うし、分子どうしの さが等しく、分母が けい子…３／５㍑ 課題 む。 いっています。 課題
部分の面積を比べま 関係を 調べましょ １８より小さい分数 きよし…２／５㍑ ３／４と１／６を ・教科書やノートを スポーツドリンク 答えが約分できる

な しょう。 う。 の作り方を考えまし かおり…２／３㍑ 通分したとき、分母 参考に取り組む。 は、全部で何㍑ある 場合の計算の仕方を
教科書ｐ２、３の図 ょう。 がどんな関係になっ ・仲間と交流して考 でしょう。 考えよう。

課題 ・３／５＞２／５と ているか考えよう。 えを補充したり、
・絵の部分を分数で １／４，２／８， 課題 ２／５＜２／３を 修正したりする。 課題 ・各自、計算の仕方

学 表して比べる。 ３／１２の分母どう １２／１８と大き はっきりさせて、 ・分母がどんな数に ・全体で交流する。 分母が違う１／２ を考えて、交流す
課題 し、分子どうしの関 さが等しく、分母が ３／５と２／３に なっていくか見通 ＋１／３の計算の仕 る。
１／３，２／６， 係を調べよう。 １８より小さい分数 ついて考える。 す。 考えよう。 ・答えが約分できる

３／９の大きさが等 の見つけ方を考えよ 課題 ・１２や２４が４と ときは約分するこ
習 しいわけを説明しよ ・分母、分子をそれ う。 分母も分子も違う ６の公倍数になっ ・方法や結果の見通 とがわかる。

う。 ぞれ２倍、３倍、 分数の大きさの比べ ていることに気づ しをもつ。
また、逆から見る ・分母と分子を同じ 方を考えよう。 く。 ・式、面積図、数直

・面積図や数直線を と、２、３でわっ 数でわることを見 ・最小公倍数を共通 線を用いて計算の
活 用いて、説明の仕 た関係になってい 通す。 ・分母が同じ分数に の分母にすること 仕方を考える。

方を考える。 ることを数で確か ・分子の１２と分母 すればよいことを をまとめる。 ・計算の意味を面積
・数直線を見て、大 め、その意味を図 の１８の公約数で 見通す。 図、数直線で明ら

きさの等しい分数 で説明する。 わればよいことに ・分母が同じ分数を かにする。
動 を見つける。 ・同じ数でかけても 気づく。 見つけ、その意味 ・通分してから計算

・大きさの等しい分 わっても変わらな ・最大公約数でわる を面積図や数直線 をすることをまと
数があることをま いとまとめる。 ことをまとめる。 で説明する。 める。
とめる。

関心 数は違うが、大き 同値分数の分母と できるだけかんた 異分母分数の大小 それぞれの同値分 既習事項を生かし 異分母分数のたし 解をできるだけ簡
意欲 さが等しい分数につ 分子の関係に関心を んな分数にしようと を比較する意欲をも 数を求めたりして通 て問題を解決しよう 算ができることに気 単に表そうとする。
態度 いて関心をもつ。 もつ。 する。 つ。 分しようとする。 とする。 づく。

考 面積の大きさや数 単位分数を変えて 単位分数を変えて 単位分数をそろえ 単位分数をそろえ 単位分数を変えた 単位分数をそろえ 単位分数を変えて
え 直線の位置をもとに 考える。 考える。 て考える。 て考える。 り、そろえたりして て、そのいくつ分で 考える。
方 考える。 考える。 考える。

表現 図や数直線を使っ 同値分数の分母と 同値分数をつくっ 異分母分数の大小 最小公倍数の考え 同値分数を求める 異分母分数のたし 答えを約分するこ
・ て大きさが等しいこ 分子の関係を調べる たり、約分したりす を、通分して比較す を使って、通分する ことや、約分や通分 算ができる。 とができる。
処理 とを説明できる。 ことができる。 ることができる。 ることができる。 ことができる。 ができる。

知識 大きさの等しい分 同値分数の分母ど 約分の用語と意味 通分の用語と意味 通分の方法がわか 同値分数の求め方 異分母分数のたし 答えを約分してお
・ 数はいく通りもある うし、分子どうしの や方法がわかる。 がわかる。 る。 や約分、通分の方法 算の方法がわかる。 くことのよさがわか
理解 ことがわかる。 関係がわかる。 がわかる。 る。



２／２

９ １０ １１ １２ １３ １４

帯分数の加法の計 これまで学習して 異分母分数の減法 結果が約分できる これまで学習して これまで学習して
ね 算方法を理解する。 きたことの確かめと の計算方法を理解し 場合には約分してお きたことの確かめと きたことの確かめと

補充ができる。 その計算ができる。 くことのよさや、帯 補充ができる。 補充ができる。
ら 分数の減法の計算方

法を理解する。
い

問題 問題 問題 問題 問題 問題
２と１／６＋１と ｐ１４の練習２を さとうが２／３㎏ ９／１０－５／６ ｐ１７の練習３を ｐ１８のまとめの

３／８の計算のしか しましょう。 ありました。ケーキ の計算のしかたを考 しましょう。 練習をしましょう。
主 たを考えましょう。 をつくるのに１／４ えましょう。

・自分の力で取り組 ㎏使いました。さと ・自分の力で取り組 ・自分の力で取り組
課題 む。 うはあと何㎏残って 課題 む。 む。
分母の違う帯分数 ・教科書やノートを いるでしょう。 答えが約分できる ・教科書やノートを ・教科書やノートを

な の計算の仕方を考え 参考に取り組む。 場合の計算の仕方を 参考に取り組む。 参考に取り組む。
よう。 ・仲間と交流して考 課題 考えよう。 ・仲間と交流して考 ・仲間と交流して考

えを補充したり、 分母が違う２／３ えを補充したり、 えを補充したり、
・仮分数にして計算 修正したりする。 －１／４の計算の仕 ・各自、計算の仕方 修正したりする。 修正したりする。

学 する方法もあるこ ・全体で交流する。 方を考えよう。 を考えて、交流す ・全体で交流する。 ・全体で交流する。
とを知る。 る。

・３口の計算方法に ・方法や結果の見通 ・答えが約分できる
ついて考える。 しをもつ。 ときは約分するこ

習 ・計算方法をまとめ ・式、面積図、数直 とがわかる。
る。 線を用いて計算の ・分母が違う帯分数

仕方を考える。 どうしのひき算と
・計算の意味を面積 たし算とひき算が

活 図、数直線で明ら まじった３口の計
かにする。 算についても考え

・通分してから計算 る。
をすることをまと ・計算方法をまとめ

動 める。 る。

関心 帯分数や３口のた 既習事項を生かし 異分母分数のひき 帯分数や３口のひ 既習事項を生かし 既習事項を生かし
意欲 し算の計算に意欲を て問題を解決しよう 算ができることに気 き算の計算に意欲を て進んで問題を解決 て進んで問題を解決
態度 もつ。 とする。 づく。 もつ。 しようとする。 しようとする。

考 整数部分と分けた 通分して単位とな 減法も通分して単 整数部分と分けた 通分して単位とな 既習の考え方を活
え り、同時に通分した る分数をそろえて考 位となる分数をそろ り、同時に通分した る分数をそろえて考 用して考える。
方 りして考える。 える。 えて考える。 りして考える。 える。

表現 いままでと同じよ 異分母分数のたし 異分母分数のひき いままでと同じよ 異分母分数の加減 約分、通分や異分
・ うに通分して計算す 算ができる。 算ができる。 うに通分して計算す 計算ができる。 母分数の加減計算が
処理 ることができる。 ることができる。 できる。

知識 帯分数や３口のた 異分母分数のたし 異分母分数のひき 帯分数や３口のひ 異分母分数の加減 約分、通分や異分
・ し算の計算方法がわ 算の計算方法がわか 算の計算方法がわか き算の計算方法がわ 計算のしかたがわか 母分数の加減計算の
理解 かる。 る。 る。 かる。 る。 しかたがわかる。




