
第５学年 単位量あたりの大きさ 単元指導計画 １０月下旬～１１月下旬 １／２

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

平均の意味とその 平均の求め方を用 児童数と面積の関 人口密度の意味を 速さの意味や表し 時速、分速、秒速 速さ＝道のり÷時 道のり＝速さ×時
ね 求め方を理解する。 いて、問題を解決す 係を調べて、こみぐ 理解し、こみぐあい 方を理解し、速さを の意味を知り、それ 間の公式をもとに道 間の公式をもとに時
ら ることができる。 あいの比べ方を知 ｡ を比べることができ 求めることができ ｡ らの関係を理解す ｡ のりを求めることが 間を求めることがでる る る
い る。 できる。 きる。

問題 問題 問題 問題 問題 問題 問題 問題
毎日同じ量だけ飲 にわとりのたまご 豆学校で合宿をし 面積に比べて、人 どちらが速く歩い 音は、１秒間に３ 時速４０㎞で走る 分速７５０ｍで走

んだとすると、牛に ５個のそれぞれの重 ました。集会所の部 口が多いのはどちら たか比べましょう。 ４０ｍの速さで空気 自動車は、３．５時 る電車が３０㎞進む
主 ゅうを１日に何m さをはかったら、次 屋割りは次のようで の県でしょう。 くみ子 中を伝わります。１ 間に何㎞進むでしょ のにどれだけの時間ç

ずつ飲んだことにな のようでした。たま す。 岩手県 １８分 時間に１３８０㎞の う。 がかかるでしょう。
るでしょう。 ごの重さの平均は、 どの部屋がこんで １４２万人 ０．９㎞ 速さで飛ぶジェット

約何ｇといえるでし いるか調べましょ １５３００ｋ㎡ しげる 機と音とではどちら 課題 課題
な 一週間に飲んだ ょう。 う。 秋田県 ２０分 が速いでしょう。 道のりの求め方を かかる時間の求め

牛乳の量の記録 ８まい ６人 １２３万人 １．２㎞ 考えましょう。 方を考えましょう。
５個の卵の重さ ８まい ５人 １１６００ｋ㎡ 課題

６まい ５人 課題 １分間あたりの速 ・速さを求める公式 ・速さや道のりを求
学 課題 課題 どちらが速く歩い さを求めて、どちら を用いればよいこ める公式を用いれ

毎日同じ量飲んだ 課題 課題 面積に比べて、人 たか比べる方法を考 が速いか比べましょ とを見通す。 ばよいことを見通
としたときの、１日 前の時間に学習し 人数もまい数も違 口が多いのはどちら えましょう。 う。 ・見通しをもとに、 す。
の牛乳の量の求め方 たことを使って、た うときのこみぐあい か比べる方法を考え 道のりの求め方を ・見通しをもとに、

習 を考えましょう。 まごの重さの平均を の比べ方を考えまし ましょう。 ・１分間あたりの道 ・１分間あたりの速 考える。 時間の求め方を考
求めましょう。 ょう。 のり、または１㎞ さを、計算器を用 ・求め方から、道の える。

・牛乳の量をぼうグ ・１ｋ㎡あたりの人 あたりの時間の数 いて求める。 りを求める公式を ・道のりの求め方か
ラフに表して１日 ・平均の求め方を用 ・どちらかをそろえ 口で比べるとよい で比べればよいこ ・分速、時速、秒速 導く。 ら、時間を求める

活 の牛乳の量を考え いて、問題を解決 ればよいことを見 ことを見通す。 とを見通す。 についてまとめ ｡ ・類題を解く。 公式を導く。る
る。 する。 通す。 ・見通しをもとに、 ・見通しをもとに、 ・時速や秒速で速さ ・類題を解く。

・ぼうグラフのぼう ・たまご１０個の平 ・操作しながら、一 計算器を用いて１ どちらが速く歩い を表し、比べる。
をつないで等分す 均を代表の値とし 人あたり、一まい ｋ㎡あたりの人口 たか比べる。 ・類題を解く。

動 ることによって計 て、２００個分の あたりの調べ方を を求める。 ・速さの意味と速さ
算で求められるこ たまごの実際の重 考える。 ・人口密度の意味を を求める公式をま
とを理解する。 さになるべく近い ・単位量あたりの大 まとめる。 とめる。

・平均の意味と求め 値を求める問題に きさの考えを使う ・既習事項を用いて ・類題を解く。
方をまとめる。 取り組む。 と、こみ具合を比 練習問題を解く。

・端数処理が必要な べられることをま
場合の問題に取り とめる。
組む。

関心 平均について関心 平均を求める意欲 単位量あたりの大 単位量あたりの考 単位量あたりの考 時速、分速、秒速 速さと時間から道 道のりと速さから
意欲 をもつ。 をもつ。 きさで比べることの えが生活に生きてい えが生活に生きてい を求める意欲をも ｡ のりを求めようとす 時間を求めようとすつ
態度 よさに気づく。 ることに気づく。 ることに気づく。 る意欲をもつ。 る意欲をもつ。

考 ならして同じにし ならした１つ分を どちらか一方の数 単位量あたりの大 単位時間あたりの 単位時間を変えて 時間、道のり、速 時間、道のり、速
え た大きさを考える。 考える。 値をそろえて考え きさで考える。 大きさを考える。 考える。 さの関係を考える。 さの関係を考える。
方 る。

表現 平均を求めること 平均の求め方を用 わって、こみ具合 人口密度を求める 速さを求めること 時速、分速、秒速 道のりを求めるこ 時間を求めること
・ ができる。 いて問題を解決する を比べることができ ことができる。 ができる。 を求めることができ とができる。 ができる。
処理 することができる。 る。 る。

知識 ぼうグラフをもと 計算による平均の こみ具合の比べ方 人口密度の意味や 速さの意味や表し 時速、分速、秒速 道のりの求め方が 時間の求め方がわ
・ にして、平均の意味 求め方がわかる。 がわかる。 求め方がわかる。 方がわかる。 の意味やそれらの関 わかる。 かる。
理解 がわかる。 係がわかる。



２／２

９ １０ １１ １２ １３ １４

練習問題に取り組 仕事の速さの意味 速さが一定のと ､ 道のりが一定のと 練習問題に取り組 練習問題に取り組き
ね み学習したことの確 を知り、仕事の速さ 時間と道のりの関係 き速さと時間の関係 み学習したことの確 み学習したことの確
ら かめをすることがで を比べることができ の特徴をとらえられ の特徴をとらえられ かめをすることがで かめをすることがで
い きる。 る。 る。 る。 きる。 きる。

問題 問題 問題 問題 問題 問題
学習したことを使 ある印刷工場の１ 電車が時速６０㎞ ９０㎞ある道のり 学習したことを使 学習したことを使

って、練習問題に取 号機は７時間に3500 で、ａ時間走ったと を、自動車がａ時間 って、練習問題に取 って、練習問題に取
主 り組みましょう。 0まい、２号機は４ きの道のりをｂ㎞と で走ったときの時速 り組みましょう。 り組みましょう。

時間に18000まい印 します。時間と道の をｂ㎞とします。
・自分の力で練習問 刷できます。 りの変わり方を調べ 時間と時速の変わ ・自分の力で練習問 ・自分の力で練習問
題に取り組む。 仕事が速いのは、 ましょう。 り方を調べましょ ｡ 題に取り組む。 題に取り組む。う

な ・友達と交流して、 どちらの機械でしょ ・友達と交流して、 ・友達と交流して、
学習したことを補 う。 課題 課題 学習したことを補 学習したことを補
充する。 時間と道のりの変 時間と時速の変わ 充する。 充する。

・答えを確かめる。 課題 わり方を調べましょ り方を調べましょ ｡ ・答えを確かめる。 ・答えを確かめる。う
学 １号機と２号機で う。

はどちらが速く仕事 ・前時までの学習か
をするのか、比べ方 ・ 文字と式」の学 ら、式に表したり「
を考えましょう。 習を想起し、式に 表に表したりして

習 表したり、表に表 調べられると見通
・１時間あたりの枚 したりして調べら す。
数、または１枚あ れると見通す。 ・式や表を用いて変
たりの時間で比べ ・式や表を用いて変 わり方を調べる。

活 られると見通す。 わり方を調べる。 ・時間と時速の関係
・仕事の速さの比べ ・速さと時間の関係 のきまりを見つけ
方を考える。 のきまりを見つけ る。

・仕事の速さは、単 る。 ・類題を解く。
動 位時間あたりの仕 ・類題を解く。

事量で表すことが
できることをまと
める。

関心 既習事項を活用し 単位量あたりの大 表や式に表して、 表や式に表して、 既習事項を活用し 既習事項を活用し
意欲 て、問題を解決しよ きさで仕事の速さを 変わり方を調べよう 変わり方を調べよう て、問題を解決しよ て、問題を解決しよ
態度 うとする。 比べようとする。 とする。 とする。 うとする。 うとする。

考 平均や人口密度、 単位時間あたりに 時間と道のりの変 道のりが一定のと 単位量あたり考え 単位量あたり考え
え 速さの考え方、単位 どれだけの仕事量を 化のきまりを考え き、時間と速さの関 を活用して問題を解 を活用して問題を解
方 量あたりをもとにし するかを考える。 る。 係のきまりをかんが 決する。 決する。

て考える。 える。

表現 平均や人口密度、 仕事の速さを比べ 時間と道のりの変 速さと時間の変わ 単位量あたりの大 単位量あたりの大
・ 速さの求め方を活用 ることができる。 わり方の特徴をとら り方の特徴をとらえ きさの考えを活用し きさの考えを活用し
処理 して問題を解決する えることができる。 ることができる。 て問題を解決するこ て問題を解決するこ

ことができる。 とができる。 とができる。

知識 平均や人口密度、 仕事の速さの意味 時間と道のりの変 時間と速さの変わ 単位量あたりの大 単位量あたりの大
・ 速さの求め方がわか がわかる。 わり方の特徴がわか り方の特徴がわか ｡ きさの求め方がわか きさの求め方がわかる
理解 る。 る。 る。 る。




