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算数科学習指導案
１．単元名

５年３組

５年１組教室

山中

圭輔

「正多角形とプログラミング」
算数に感じ，未来をそうぞうする子ども
〜「捉えなおし」を通して発揮する，そうぞう的実践力〜

２．単元設定の理由
(1)単元について
プログラミングを取り入れた学習活動について、算数科では、正多角形の作図を行う学習に関連して取
り扱うことが学習指導要領で例示されている。ただし、各教科等でプログラミング教育を実施する場合に
は、各教科等の目的を達成することが第一であると考えている。その単元や授業での目標の達成を目指し
つつ、プログラミング的思考を育んだり、コンピュータを用いるよさに気付かせたりすることをねらう必
要がある。本単元では、正多角形の意味や性質を理解するとともに、円を用いて正多角形を作図する仕方
を考えることや、円周と直径を相互に関係づけて考えることを目標とする。その目標の達成を目指しつ
つ、プログラムを試行錯誤してつくったり自他の考えを比較したりする活動を通してプログラミング的
思考を育んでいくことを提案したい。
子ども達の中には、第４学年までに未来そうぞう科で、プログラミングを用いて簡単なゲームをつくる
活動を経験している児童がいる。本時までに、経験を持つ児童とそうでない児童の学び合いの時間を持
ち、プログラミングに関する基礎的な知識や技能を習得できるようにしておきたい。その上で、算数科の
目標に迫れるようプログラミングを活用していく。
本時では、Scratch を使ってコンピュータに正多角形を書かせるプログラムを創る。コンピュータのよ
さは、つくったプログラムがどのように図に影響を及ぼすかが即時的に確かめることができるなど、試行
錯誤をする道具として優れている点である。特に、本時で行う正多角形の作図においては、一部を変える
ことでいろいろな正多角を同様に考えることができることや、正多角形の角度の違いがどのように表に
まとめられるかなど、コンピュータの帰納的試行性を有効に活用することが考えられる。また、本時の展
開の中には、子ども達が、自らの目的のためにコンピュータを用いて処理ができることや、その有用性に
気付き、自らの思考過程を捉えなおす場面も設定したい。そうして、コンピュータ等のよさに気付き、問
題を解決したり、よりよく活用していこうと考える姿がそうぞう的実践力に繋がると考える。
(2)単元の目標
学習指導要領の資質・能力
主体的に学
習に取り組
む態度
思考・判断・
表現
知識・技能

正多角形に関心をもち、その性質を調べようとして
いること。また、円周と直径が依存関係にあること
に関心をもち、調べようとしていること。
正多角形の作図の仕方について、正多角形の性質を
活用して考えること。
正多角形の意味と性質を理解すること。また、円の
直径と円周を相互に関係づけて求めること。

そうぞう的実践力が発揮される姿

主体的実践力を発揮
A 算数に感じる・問題意識
B 既習事項・気づき
協働的実践力を発揮
C 思考の発信
D 変容・確立

E プログラムを実行した結
果から、よりよい活動に結
びつけて考え続ける姿
E 自他の考えを比較すること
で新たな見方・考え方（ア
ルゴリズム）を獲得し、さ
らに考え続ける姿。

(3)活動構成の仮説
自他の考えを比較しながらプログラムを試行錯誤してつくることで、正多角形の作図場面でのコンピュ
ータのよさに気付き、そうぞう的実践力を発揮することができる。
プログラムを試行錯誤してつくっていく中では、上手くいかない場面（バグ）が発生しやすい。そのバ
グを他者と交流しながら修正する問題解決場面を設定することで、よりよいプログラムへと自身の見方・
考え方を「捉えなおす」ことができる。また、コンピュータを用いて作図することの有用性に気付くよう
に言葉がけ・価値づけをしていくことが、算数科におけるそうぞう的実践力を発揮させる手立てとなる。

３．指導計画（未来そうぞう科『小学校プログラミング教育の手引き』学習活動の分類 C‐②と算数科の学習の位置づけ）（本時：算数科としては
学習活動と子どもの意識

問題解決的な学習の流れ
問題の焦点化

１
折り紙からできた図形の特徴を調
べてみよう。

算数科

事象との出合い

問題の解決

折り紙を折って直線 AB で切ると、どのような図形がで
きるでしょう。

２

辺の長さと角の大きさが全て等しくなっている。正三角
形のように、このような図形を正○角形というよ。

正○角形を作図することはできる
かな。

円を使って、正○角形をかく方法を考えましょう。

３（本時）
コンピュータを使っても、正○角
形を作図することはできるかな。

手がきとコンピュータでかく場合
を比べてみよう。

円の周りを等分して、同じ角度になるように半径を順に
書いていけば正○角形をかくことができたよ。

様々な方法でゴールにたどり着くことができていたな。
どのアルゴリズムがよりよいか考えてみよう。

正○角形をかくときは、角度を変えていったように、同
じことを繰り返すような作業の時は、コンピュータをつ
かうと簡単にすることができたよ。

５

色いろな大きさの円を調べてみると、円周と直径の関係
には、いつも×３,１４があったね。
グラウンドに直径６ｍの円をかきます。円周は何ｍでし
ょう。
教室の飾りをつくります。A と B とでは、どちらの飾り
のほうが長くなるでしょう。

直径が変化したとき、円周がどの
ように変わるのかを調べよう。

先に障害物を取り除いた
方が、ゴールにたどり着き
やすそうだぞ。

コンパスや分度器を使ってかいた時と同じように、角度
を変えていけば正○角形をかくことができたよ。

空き缶の円周と直径はどのような関係になっているでし
ょう。また、大きさを変えるとどうだろう。

６

ロボットゲームでゴールにたどりつくには、どのように
プログラムをつくればいいのかな。

1 つ 1 つ順序立てて考えていくことがプログラミングな
んだな。

円周と直径の関係について調べて
みよう。

円周率を用いて円周や直径を求め
よう。

プログラミングを体感してみよう！
（アンプラグド）

コンピュータを使って、正○角形をかく方法を考えまし
ょう。

コンピュータでかいたときのほうが楽だったな。コンピ
ュータと手がきをくらべるとどんなことが違うのだろう

４

算数科としての評価

未来そうぞう科（プログラミングに関連した内容）

まずは、宝箱を取ってか
ら、障害物をクリアする方
法で進もう！

円周率を用いて、様々な形の円周を求めたり、直径を求
めることができた。
円の直径を１ｃｍ、２ｃｍ、３ｃｍと増やしていきま
す。円周はどのように変化するでしょう。
円の直径と円周は、比例の関係にあることが分かった。
この関係を使えば、１つずつ調べなくてもいいね。

主体的に学習に取り組む態度

動かしたけど、スプライト
が画面の端まで行ってき
ててしまったぞ。どうしよ
う。

グループで交流しながら、自分が考えたように動かすこ
とができるようになってきたよ。

Scratch で簡単なゲームをつくろう！
どんなゲームにしようか
な。前につくったゲームを
参考につくってみよう。

スプライト同士がぶつか
ったら消えるようなゲー
ムをつくってみよう。

上手くいかないときは、友達に助けてもらうなどして、協
力してつくることができたよ。
スプライトを動かしたり、条件をつけて消したり、少しず
つプログラムのつくり方が分かってきたぞ。

思考 判断 表現

知識 技能

そうぞう的実践力

・ 正多 角形 の性
質を活用して、円
を 用い た作 図の
仕 方を 考え るこ
とができる。

・円を使って正
多角形の作図が
できる。

・作図して気付
いた方法を他の
正多角形でも活
用しようと考え
続けている。

・ 手が きと コン
ピ ュー タで 書い
た 場合 の違 いを
考え、どのような
場 面で コン ピュ
ー タが 活用 でき
る かを 考え るこ
とができる。

・正多角形をか
くスクリプトを
つくることがで
きる。

・コンピュータ
を活用して得た
結果から、より
よい活用場面を
結び付けて考え
続けている。

・円の直径から
円周を求めた
り、円周から直
径を求めたりす
ることができ
る。

・円周と直径の
関係から、円が
組み合わさった
ような図形で
も、円周率をも
とにして、考え
を広げることが
できる。

・正多角形につ
い て自分 なり の
考えをもち、表現
し たり伝 えた り
し ようと して い
る。

・ 折り 紙を 折っ
て切る手順から、
図 形の 特徴 を考
え るこ とが でき
る。

・自分の考えと
他 者の考 えを 比
較し、よりよい考
え を導き だそ う
としている。
・ コンピ ュー タ
のよさに気付き、
必 要な場 面で 活
用 しよう とし て
いる。

Scratch でスプライトを動かしてみよう！
Scratch Jr では数字が決
まっていたけれど Scratch
では自分で自由に決める
ことができるんだ。

３時間目／全６時間）

・ 円と直 径が 相
互 に関連 して い
ることに気付き、
調 べよう とし て
いる。

・ 様々 な円 の大
き さか ら帰 納的
に 円周 と直 径の
関 係に つい て考
え るこ とが でき
る。

・ 円周率 を用 い
て、身近な場面で
円 周や直 径を 求
め ようと して い
る。

・ 円周 と直 径の
相 互の 関係 から
比 例関 係を 導き
出 すこ とが でき
る。

・直径が大きく
なるごとに円周
がどのように大
きくなるのか、
求めることがで
きる。

４．本時について（３時間目／全６時間）
(1)①本時の目標と②本時でめざす実践力を発揮している姿
①正多角形の辺の数と角度の関係を捉えなおすことができる。
【思考力・判断力・表現力】
②コンピュータのよさを活かして正多角形の作図について数を変えて考え続けている姿。
【そうぞう的実践力】
(2)展開
問題解決の流れ
子どもの意識
評価（○）と支援（◆）
1．前時の学習内容
◆手順を１つ１つ順序立て
正○角形の作図は角
円を使えば正多角形
を想起する。
たプ ロ グラ ミン グ を想 起
度を変えて同じ様に
を作図できたよ。
させ、正多角形の作図と結
かくことができた。
びつける。
めあて：プログラミングを使って、正○角形を作図しよう。

2．見通しを持ち、
自力解決に取り組
む。

図形をかくプログラ
ムをつくるには、ど
んなスクリプトが必
要なのだろう？

スプライトを動かし
た時と同じように角
度を変えていけばい
いのではないかな。

「ペンを下す」ブロックがあるよ。
「○歩動か
す」と「○
度回す」を
組み合わせ
れば、図形
を書いてい
くんだ。

正しい角度
を入れてい
るのに上手
くいかない
ぞ。どうし
てだろう？

回す角度を
内角ではな
く、外角に
しないとか
けないん
だ。

◆どのようなプログラムが
必要か、見通しを持った
上で取り組ませる。
◆ペンを下すブロックがあ
ることを伝える。
◆バグが出た場合は板書で
視覚化して、修正するため
にどうすればいいか、共有
していく。
◆コンピュータでかく良さ
に気 付 いた つぶ や きを 板
書して視覚化する。

3．交流する。

友だちはどのように
プログラムをつくっ
たのかな？

繰り返しのブロック
を使えば、スクリプ
トが少なくて済むこ
とに気付いたぞ

◆プログラムをつくる見方・
考え 方 を友 達と 比 較す る
姿や、よりよく変えていこ
うとする姿を価値づける。

4．全体交流したこ
とを活かして、発
展的に考える。

今のスクリプトを使って、他の正多角形をか
くこともできそうだ。

◆プログラムのどこを変え
れば 同 じよ うに か ける か
焦点化する。
◆正多角形の辺の数（繰り返
す数）と回す角度を表にま
とめ、視覚化する。

繰り返しの回数と、回転する角度を変えれば
同じようにかけるはずだよ。
円を使ってかいたときと違うけど、何かきま
りがありそうだぞ。
辺の数×回す角度が３６０になるように数値を
かえれば、どんな正多角形でもかけるぞ

5．本時の学習をま
とめ、気づいたこ
とを交流する。

繰り返しのスクリプ
トを創れば簡単に正
多角形をかくことが
できたよ。

コンピュータの方が
楽にかくことができ
た。辺と角度が分か
ればかけたよ。

コンピュータなら辺と角度を変えるだけで、
どんどん違う正多角形をかくことができた。

○正多角形の辺の数と角度
の関 係 を捉 えな お すこ と
ができる。【思考力・判断
力・表現力】
◆コンピュータのよさに気
付い た こと から 発 展的 に
考え ら れる よう 言 葉が け
する。
○コンピュータのよさを活
かして、正多角形の作図に
つい て 数を 変え て 考え 続
けている姿。【そうぞう的
実践力】

