
第４学年 算数科学習指導案

平成 年 月 日 少人数習熟度別編成２学級の各クラス２コース

指導者 基礎コース・発展コース

１ 単元名 垂直・平行と四角形

２ 単元の目標
○ 身の回りから垂直・平行の関係にある直線や台形，平行四辺形，ひし形の形を進んで

見出したり調べたりする。 【関心・意欲・態度】

○ 直線の位置関係に着目して垂直・平行の関係にあることや台形，平行四辺形，ひし形
の特徴，相互の関係を考えることができる。 【数学的な考え方】

○ 垂直・平行の関係にある直線や台形 ,平行四辺形 ,ひし形を描くことができる。【技能】

○ 垂直・平行の意味や台形 ,平行四辺形 ,ひし形の特徴及び性質を理解することができる。
【知識・理解】

３ 指導と評価の計画（全１５時間）

次 時 主 な 学 習 活 動 評価の観点 評価規準
基礎コース 発展コース 関 考 技 知 及び評価方法

一 １ ・絵地図を見て，色々な ・絵地図を見て，色々な ◎ ・垂直の概念を理
道路の交わり方に関心 道路の交わり方に関心 解している。
をもつ。 をもつ。 《発言・ノート》

・２直線の交わり方を調 ・２直線の交わり方を調
べ，垂直の意味を理解 べ，垂直の意味を理解
する。 する。

・紙を折って垂直な直線 ・紙を折って垂直な直線
を作る。（教科書問題） を作る。（教科書問題

＋垂直探し）

２ ・２直線の交わり方を調 ・２直線の交わり方を調 ◎ ・平行の概念を理
べ，平行の意味を理解 べ，平行の意味を理解 解している。
する。 する。 《発言・ノート》

・身の回りから垂直や平 ・身の回りから垂直や平 ◎ ・身の回りから垂
行になっているものを 行になっているものを 直や平行なもの
探す。 探す。 を探そうとして

・特別な平行と垂直の理 ・特別な平行と垂直の考 いる。
解（補充問題） 察（補充問題） 《観察・ノート》

３ ・平行な２直線間の性質 ・平行な２直線間の性質 ◎ ・平行な２直線の
について調べる。 について調べる。 間の距離は一定

であることを理
・長方形の垂直・平行を ・長方形の垂直・平行を 解している。

探し，言葉と記号で表 探し，言葉と記号で表 《ノート》
す。（教科書適用題） す。（教科書適用題） ○ ・紙を折って平行

をつくろうとし
・紙を折り幅５㎝の平行 ・紙を折り幅５㎝の平行 ている。

な直線をつくる。（教 な直線をつくる。（教 《観察》
科書練習問題） 科書練習問題＋発展問

題）

二 ４ ・１組の三角定規を使っ ・１組の三角定規を使っ ◎ （技）垂直な直線
て，垂直・平行な直線 て，垂直・平行な直線 を描くことがで
の描き方を考え，それ の描き方を考え，それ きる。
らの描き方を理解する。 らの描き方を理解する。 《ワークシート》

（技）三角定規の



・任意の点を通り，直線 ・任意の点を通り，直線 直角を使って，
に垂直・平行な直線の に垂直・平行な直線の 平行な直線を描
作図をする。（教科書 作図をする。（教科書 くことができ
適用題） 適用題＋任意に又は特 る。

別に指定して点と直線 《ワークシート》
を描き作図）

・垂直・平行な直線の描 ・垂直・平行な直線の描
き方を活用して，長方 き方を活用して，長方
形を作図する。（教科 形を作図する。（教科
書練習問題） 書練習問題＋発展問題）

５ ・方眼紙上で２つの直線 ・方眼紙上で２つの直線 ◎ ・方眼紙上の直線
の垂直や平行な関係を の垂直や平行な関係を について，垂直
見出したり描いたりす 見出したり描いたりす や平行な関係を
る。 る。 見つけることが

できる。
・方眼紙上に指定して垂 ・方眼紙上に任意に垂直 《ワークシート》

直や平行な直線を作図 や平行な直線を作図し ◎ ・方眼紙上に垂直
する。（ワークシート） 図形や模様を描く。 や平行な直線が

描ける。
《ワークシート》

三 ６ ・２種類の形を用いて色 ・２種類の形を用いて色 ○ ・色々な四角形を
々な四角形をつくり， 々な四角形をつくり， 辺の平行に目を
つくった四角形を辺の つくった四角形を辺の 付けて仲間分け
平行に目をつけて仲間 平行に目をつけて仲間 している。
分けをする。 分けをする。 《発言》

◎ ・台形・平行四辺
・台形と平行四辺形の概 ・台形と平行四辺形の概 形の意味を理解

念をとらえる。 念をとらえる。 している。
《ノート》

・ドット方眼紙上に描か ・ドット方眼紙上に描か
れた台形や平行四辺形 れた台形や平行四辺形
の弁別をする。（教科 の弁別をし，そのわけ
書練習問題） を説明する。（教科書

練習問題）
・描かれた模様から台形 ・描かれた模様から台形

や平行四辺形探しをす や平行四辺形の形をし
る。 たものを探し説明する。

７ ・対辺相等，対角相等を ・対辺相等，対角相等を ◎ ・平行四辺形の性
写しとり等による直接 計器の活用によって発 質を理解してい
比較により調べ平行四 見し，平行四辺形の性 る。
辺形の性質に気付かせ， 質をまとめる。 《ノート》
計器（コンパス，分度 ・平行四辺形の辺の長さ ◎ ・長方形は平行四
器）を使って指導し， や角の角度を求める問 辺形の特別なも
まとめる。 題をする。（教科書適 のであると気付

・平行四辺形の辺の長さ 用題＋発展問題）・長 いている。
や角の角度を求める問 方形の枠を動かし多様 《発言・ノート》
題をする。（教科書適 な平行四辺形をつくる。
用題） （長方形は平行四辺形

・長方形の枠を動かし多 の特別なものであるこ
様な平行四辺形をつく とをとらえるとともに，
る。（長方形の枠で色 同じ長さの辺で作って
々な向きの平行四辺形 も長方形の方が面積が
をつくることにより特 広いことに気付かせる。）
徴や性質の理解を確か
にする。）

８ ・平行四辺形の描き方を ・平行四辺形の描き方を ◎ ・平行四辺形を描
知り，平行四辺形を作 考え，その描き方を理 くことができる。
図する。 解し，多様な平行四辺 《ワークシート》

形を作図する。 ◎ ・平行四辺形の意
味や性質を基に

・平行四辺形の描き方を ・平行四辺形の描き方を 描き方を説明し



説明する。 ２通りの方法で説明す ている。
る。 《ワークシート》

９ ・ひし形の定義と用語を ・ひし形の定義と用語を ◎ ・ひし形の定義や
理解し，その性質を理 理解し，その性質を理 性質を理解して
解する。 解する。 いる。

《ノート》
・２枚の長方形を垂直に ・正方形の枠を動かし多 ○ ・正方形はひし形

重ね合わせたり正方形 様なひし形をつくり考 の特別なもので
の枠を動かしたりする える。 あると気付いて
演示を見て気付いたこ いる。
とを発表する。 《発言・ノート》

・ひし形の適用題をする。・ひし形の適用題をする。
（教科書） （教科書）

・身の回りのひし形探し ・身の回りのひし形探し
をする。 をする。

10 ・対角線の意味や用語を ・対角線の意味や用語を ◎ ・対角線の意味，
本 知り，色々な四角形の 知り，色々な四角形の 概念を理解して
時 対角線の交わり方を理 対角線の交わり方を理 いる。

解する。 解する。 《発言・ワーク
シート》

・台形や一般の四角形の
対角線について考える。

・対角線からひし形をみ ・対角線からひし形をみ
る問題をする。（教科 る問題をする。（教科
書） 書）

11 ・合同な２枚の三角形を ・合同な２枚の三角形を ◎ ・意欲的に色々な
使って多様な四角形を 使って多様な四角形を 四角形をつくり，
つくる。 つくる。 平行四辺形を見

付けようとして
・長方形の対角線の性質 ・長方形の対角線の性質 いる。

を使って，ひし形をつ を使って，ひし形をつ 《観察》
くる。 くる。

・ひし形を対角線で切っ ・ひし形を対角線で切っ
た時にできる三角形に た時にできる三角形に
ついて考える。 ついて考える。

※ 児童には「合同な」 ・ひし形や平行四辺形を
ではなく「形も大きさ 対角線で４分割した三
もまったく同じ」とい 角形を組み合わせて新
う説明で指導する。 たな図形を構成する。

12 ・合同なたくさんの平行 ・合同なたくさんの平行 ◎ ・四角形で平面の
四辺形や台形などを敷 四辺形や台形などを敷 敷き詰めができ
き詰め，できた形を観 き詰め，できた形を観 る。
察する。 察する。 《観察・発言・ワ

ークシート》
・どんな四角形でも敷き ◎ ・多様な平行四辺

詰められるか，一般の 形を見付け平行
四角形やたこ形やくさ 四辺形と言える
び形の四角形でもため わけを説明して
してみる。 いる。

《ワークシート》

四 13 ・学習内容の自己評価を ・学習内容の自己評価を ○ ・垂直・平行 及
する。 する。 び 台形 ,平行 四
（たしかめ道場） （たしかめ道場） 辺 形 ,ひ し形 の

☆１：垂直・平行の意味 ☆１：垂直・平行の意味 意味を理解して
を問う問題（知） を問う問題（知） いる。 《発言》

☆２：垂直な直線や平行 ☆２：垂直な直線や平行 ○ ・垂直・平行な直
な直線を作図する な直線を作図する 線を描くことが
問題（技） 問題（技） できる。



☆３：台形 ,平行四辺形 , ☆３：台形 ,平行四辺形 , ○ 《ノート》
ひし形の意味を問 ひし形の意味を問 ・方眼を利用して
う問題（知） う問題（知） 三角形から３通

☆４：方眼を利用して三 ☆４：方眼を利用して三 りの平行四辺形
角形から３つの平 角形から３つの平 ができることに
行四辺形をつくる 行四辺形をつくる ○ 気付いている。
問題（考） 問題（考） 《ノート》》

☆５：学習の感想（関） ☆５：学習の感想（関） ・学習内容や気づ
き等を自分の言
葉で書いている。

《ノート》

14 ・課題別にチャレンジプ ・課題別にチャレンジプ ○ ・垂直・平行と四
リントをする。 リントをする。 課 角 形の 意味 ,定

・ゆとりのある児童は ・ゆとりのある児童は， 題 義 ,性 質 を理 解
まなびを生かして，補 まなびを生かして，発 別 している。
充問題をする。（教科 展問題をする。（教科 ○ 《プリント》
書：垂直・平行さがし） 書：形づくり）発展問 課 ・図形の描き方や

題 題 意味等を説明し
別 ている。

○ 《プリント》
課 ・作図が正確にで
題 きる。
別 《プリント》

15 ・力だめしテストをし， ・力だめしテストをし， ◎ ・垂直・平行の意
学習内容の習得・活用 学習内容の習得・活用 味を理解してい
の状況を知る。 の状況を知る。 る。 《テスト》

◎ ・垂直・平行な直
線を描くことが
できる。

◎ 《テスト》
・平行四辺形の描

き方や計器を用
いて該当の図形
が平行四辺形や
台形であること
を説明している。

《テスト》

◎：全員の状況を見取記録に残す評価
○：補完のための評価（必要に応じて記録に残す評価）または指導に生かすための評価



４ 本時（第３次・第１０時）

基礎コース

目標 平行四辺形やひし形の対角線の交わり方を調べ，それらの性質を理解する。

学習活動 児童の主な反応と教師の支援 評価

１ ひし形の対角線を ・方眼紙上に描かれたひし形に対角線を引かせる。
引き，特徴について ・対角線の用語と定義を示す。
話し合い，めあてを
つくる。 【きまり】四角形の向かい合った頂点を結ん

だ直線を「対角線（たいかくせん）」という。

・ひし形の対角線の特徴について話し合う。
＊対角線の交わる点から頂点までの長さが同じ。
＊対角線の交わった所にできた角は直角。
＊それぞれのまん中の点で垂直に交わる。

【めあて】ほかの四角形の対角線の交わっている所の角度や長さを調べよう。

（平行四辺形） （長方形） （正方形）

・ひし形の性質から，話し合って対角線調べの見
通しをたて，調べるときに使う器具を確認する。

【見通し→使う器具】
①２本の対角線の長さは同じか？

→（コンパスを用いる。）
②対角線がまん中で交わっているか？

→(コンパスを用いる。）
③２本の対角線は垂直に交わっているか？

（２本の対角線の交点にできる角は直角か？）
→（三角定規を用いる。）

２ 平行四辺形の対角 ・器具の使い方をデジタルコンテンツで確認する。（知識・理解）
線を引き，その性質 （発問）平行四辺形の２つの対角線はどんな点で ・対角線の意
を調べる。 交わるか。コンパス ,三角定規を上手に使って調 味，概念を理

べよう。（３人組で学び合いをしよう。） 解している。
＊交わった点から向かい合った頂点までの長さ 《発言・ワーク

が同じだ。 シート》
＊ひし形と同じで２本の対角線のそれぞれのま

ん中の点で交わっている。
＊対角線が交わった所にできた角は直角でない。
＊平行四辺形の２つの対角線はそれぞれのまん

中の点で交わっている。
※２つの対角線がそれぞれの中点で交わっている

ことに気付きにくい子どもには，下のようにプ
ラスチックシートに描かれた平行四辺形（対角
線つき）を方眼にあわせるように回転させてと
らえさせる教具を準備しておき，指導する。

３ 長方形や正方形の ・長方形，正方形に対角線を引き，交わり方を調
対角線の性質を調べ べるよう指示する。
る。 ＊長方形の対角線は，長さが等しく，それぞれ

のまん中の点で交わる。
＊正方形の対角線は，長さが等しく，それぞれ

のまん中の点で垂直に交わる。



４ 本時学習をまとめ ・ワークシートの表の空欄に書かせてからまとめ
る。 を書かせる。

図 形 対角線の長さ 交わる場所 交わり方
平行四辺形 等しくない まん中の点 垂直ではない

ひし形 等しくない まん中の点 垂直に交わる

長方形 等しい まん中の点 垂直ではない

正方形 等しい まん中の点 垂直に交わる

【まとめ】
①平行四辺形の対角線は，それぞれのまん中の点で交わる。
②ひし形の対角線は，それぞれのまん中の点で垂直に交わる。
③長方形の対角線は，長さが等しく，それぞれのまん中の点で交わる。
④正方形の対角線は，長さが等しく，それぞれのまん中の点で垂直に交わる。

５ 練習問題をする。 ・紙を直角に４つ折りにして任意な斜線を描くと
どのような図形ができるかを予想し，実際に切
る演示を見させてから発表させる。

６ 本時学習のふりか ・ふりかえりを発表させ，頑張りを称揚する。
えりをし，次時の予 ・次時は，四角形を対角線で切り，組み合わせ方
告を聞く。 を工夫すると，どのような図形ができるかを学

習するということを予告する。

発展コース

目標 平行四辺形やひし形の対角線の交わり方を調べ，それらの性質を理解する。

学習活動 児童の主な反応と教師の支援 評価

１ ひし形・平行四辺 ・方眼紙上に描かれた図形の１つに対角線を引か
形の対角線を引き， せる。
特徴について話し合 ・対角線の用語と定義を示す。
い，めあてをつくる。 【きまり】四角形の向かい合った頂点を結ん

だ直線を「対角線（たいかくせん）」という。
・ワークシートに描かれた複数のひし形や平行四

辺形を提示することで，ひし形や平行四辺形の
対角線の理解の一般化を図る。

・ひし形と平行四辺形の対角線を比べ，交わり方
や長さに違いがない か予想することから，本時
のめあてに導くようにする。

予想される児童の考え
・ひし形は垂直に交わっているが，平行四辺形

は垂直ではない。
・両方とも交わっている点から頂点までが同じ

長さになっているようだ。
・平行四辺形は対角線の長さが同じように見え

る。

【めあて】いろいろな四角形の対角線の特徴を調べよう。

（ た だ の
(ひし形） （平行四辺形） (長方形) （正方形）（とくべつな台形）（台形） 四角形）

・ひし形・平行四辺形の特徴について出し合った
予想から，対角線調べの見通しをもち，調べる
ときに使う器具を確認する。



【見通し→使う器具】
①２本の対角線の長さは同じか？

→（コンパスを用いる。）
②対角線がまん中で交わっているか？

→(コンパスを用いる。）
③２本の対角線は垂直に交わっているか？
（２本の対角線の交点にできる角は直角か？）

→（三角定規を用いる。）
・器具の使い方をわかりやすく説明するデジタル

コンテンツを準備しておく。
２ 色々な四角形に対 （発問）それぞれの四角形の２つの対角線はどん （知識・理解）

角線を引き，その な点で交わるか。コンパス ,三角定規を上手に使 ・対角線の意
特徴を調べる。 って調べ，ワークシートに書こう。 味，概念を理

（ひし形） 解している。
＊対角線の交わる点から頂点までの長さが同じ。 《発言・ワー
＊対角線の交わった所にできた角は直角。 クシート》
＊それぞれのまん中の点で垂直に交わる。

（平行四辺形）
＊対角線が交わった所にできた角は直角でない。
＊平行四辺形の２つの対角線はそれぞれのまん

中の点で交わっている。
＊対角線の長さが違う。

（長方形）
＊長方形の対角線は，長さが等しく，それぞれ

のまん中の点で交わる。
（正方形）

＊正方形の対角線は，長さが等しく，それぞれ
のまん中の点で垂直に交わる。

（台形）
＊台形はとくべつな台形（等脚台形）をのぞけ

ば 対角線の長さも交わる角度もばらばらで，
しかもまん中の点で交わらない。

（一般の四角形）
＊ただの四角形は対角線の長さも交わり方もば

らばらだ。
・直接比較（図形の重ね合わせや回転）や計器（コ

ンパス，三角定規）による間接比較をした事実
を言わせ，そこから言えることがらを自分なり
の表現で説明させる。

※２つの対角線がそれぞれの中点で交わっている
ことに気付きにくい子どもには，下のようにプ
ラスチックシートに描かれた平行四辺形（対角
線つき）を方眼にあわせるように回転させてと
らえさせる教具を活用することを助言する。

３ グループで話し合 ・自分で調べたことをグループで話し合うことで，
う。 自分が調べたことを確かめ，全体での話し合い

活動に向けて自信をもたせる。
・調べていない四角形はグループ内で助け合いな

がら調べてもよいことを知らせる。
・友達に自分が調べた方法を示しながら，平行四

辺形やひし形の対角線の特徴を説明している児
童を称揚する。

４ 全体の場で話し合 ・グループ毎に発表をする四角形を１つか２つに
い。 決めることで，なるべく多くの児童が発表でき

るようにする
・発表後，付加・修正を加える問いかけをして，



より確かな理解に高めていくようにする。

【調べたけっか ※等脚台形については対角線が垂直に交わるものとそうで
ないものの２種類用意する。

（ と く べ （ た だ の
（平行四辺形） （長方形）（正方形） つな台形）（台形） 四角形）

対角線の長さ × ○ ○ ○ × ×
まん中交わり ○ ○ ○ × × ×
垂直交わり × × ○ ○か× × ×

・台形や一般の四角形はまとめの対象から外して
よいことを補説する。この表は板書しながら児
童に出し合わせまとめをするときの手がかりに
させる。（この図と表は事前に準備しておき，
○×の結果を出し合わせる。）

５ 本時学習をまとめ ・各図形の対角線は，という主語をキーワードと
る。 して与え，ワークシートのまとめを考えさせる。

【まとめ】 ①平行四辺形の対角線は，それぞれのまん中の点で交わる。
②ひし形の対角線は，それぞれのまん中の点で垂直に交わる。
③長方形の対角線は，長さが等しく，それぞれのまん中の点で交わる。
④正方形の対角線は，長さが等しく，それぞれのまん中の点で垂直に交わる。

６ 練習問題をする。 ・紙を直角に４つ折りにして任意な斜線を描くと
どのような図形ができるかを予想し，対角線を
ひし形から見る問題を与える。

・実際に切る演示を見させてから発表させる。
・ゆとりがあれば斜線を４５°の角度で切ったり

等しい長さの対角線で切ったりして，対角線を
正方形から見る問題を与える。

・ふりかえりをノートに書かせ，頑張りを賞賛す
るとともに，次時学習への意欲を喚起する。

７ 本時学習のふりか ・次時は，四角形を対角線で切り，組み合わせ方
えりをし，次時の予 を工夫すると，どのような図形ができるかを学
告を聞く。 習するということを予告する。

★指導の工夫点★
コース

基礎コース 発展コース
工夫点

活動１ ・ まず，対角線が方眼紙の線と ・ まず，対角線が方眼紙の線と一致
初発の課題の 一致して，長さや交わる場所や して，長さや交わる場所や交わり方
提示の仕方 交わり方がわかりやすいひし形 がわかりやすいひし形について調べ

について指導することから始め ることから始めている。
ている。

活動１ ・ 初発の課題で，ひし形の対角 ・ 初発の課題で，ひし形・平行四辺
めあての持た 線の「交わり方（角度）」や「長 形の対角線についての交わり方や長
せ方 さ」という視点をつくっておい さを予想することから四角形の対角

てから，平行四辺形や長方形や 線の「交わり方（角度）」や「長さ」
正方形を調べるめあてをつくっ という視点をつくっておいてから，
ている。 平行四辺形，長方形，正方形，台形，

一般の四角形を調べるめあてをつく
っている。

・器具の使い方をデジタルコンテ ・器具の使い方をわかりやすく説明す
ンツで確認する。 るデジタルコンテンツを準備してお

く。

活動２ ・ ２つの対角線がそれぞれの中 ・ ２つの対角線がそれぞれの中点で
考えを支援す 点で交わっていることに気付き 交わっていることに気付きにくい子
るための教具 にくい子どもには，下のように どもには，下のようにプラスチック
及びデジタル プラスチックシートに描かれた シートに描かれた平行四辺形（対角
コンテンツ 平行四辺形（対角線つき）を方 線つき）を方眼にあわせるように回



眼にあわせるように回転させて 転させてとらえさせる教具を活用す
とらえさせる教具を準備してお ることを助言する。
き，指導する。

・器具の使い方をデジタルコンテンツ
で確認する。

活動２ ・ 直接比較のみの操作活動もそ ・ 直接比較（図形の重ね合わせや回
平行四辺形の の良さを認めて賞賛する。 転）や計器（コンパス，分度器，三
対角線の性質 ・ 直接比較（図形の重ね合わせ 角定規）による間接比較をした事実
の調べ方 や回転）や計器（コンパス，分 を言わせ，そこから言えることがら

度器，三角定規）による間接比 を自分なりの表現で，筋道を立てて
較をした事実の発表や，そこか 説明し，その説明を次々につなげて
ら言えることがらを自分なりの いく。
表現した発表をつないでまとめ
ていくように話し合いを構成す
る。

活動３ ・ 調べる対象を長方形と正方形 ・ 調べる対象を長方形，正方形ばか
調べる図形の に限定して算数的活動の時間に りでなく台形，一般の四角形に広げ
対象範囲 ゆとりをもたせている。 活用力をのばすようにしている。

活動５ ・ 対角線をひし形から見る問題 ・ 対角線をひし形及び長方形から見
練習問題 に限定し，時間にゆとりをもた る問題に広げ発展性をもたせてい

せている。 る。



◆ワークシート◆対角線と四角形◆４年（ ）組・名前（ ）
基礎コース
【ふく習】ひし形とはどんな図形ですか？

【もんだい１】ひし形の向かい合った頂点どうしを結ぶ直線をかこう。

★かいてできた２つの直線はどんな点で交わっていますか？

【きまり】

【ひし形の対角線のせいしつ】
ひし形の２つの対角線は（ ）で，それぞれの（ ）の点で交わる。

【めあて】

（平行四辺形） （長方形） （正方形）

★みとおし★ 調べるときに使うどうぐは？
①２本の対角線の長さは等しいか？ ちがうか？→【 】
②対角線がまん中で交わっているか？ いないか？→【 】
③２本の対角線は垂直に交わっているか？→【 】
（２本の対角線が交わっているところは直角か？）

【もんだい２】平行四辺形の対角線はどのように交わっていますか？
【答え】
①

②

③

【もんだい３】長方形の対角線はどのように交わっていますか？
【答え】



【もんだい４】正方形の対角線はどのように交わっていますか？
【答え】

【たいせつ】

せいしつ ①対角線の長さ ②交わる場所 ③交わり方
答え方 等しい？ まん中の点？ 垂直に交わる？

図 形 等しくない？ まん中でない？ 垂直ではない？

平行四辺形

ひし形

長方形

正方形

【まとめ】 ①平行四辺形の対角線は，それぞれの（ ）の点で交わる。

②ひし形の対角線は，それぞれの（ ）の点で，（ ）に交
わる。

③長方形の対角線は，長さが等しく，
それぞれの（ ） の点で交わる。

④正方形の対角線は，長さが等しく，
それぞれの（ ）の点で（ ）に交わる。



◆ワークシート◆対角線と四角形◆４年（ ）組・名前（ ）
発展コース

【もんだい１】向かい合った頂点どうしを結ぶ直線をかこう。

★かいてできた２つの直線はどんな点で交わっていますか？

【きまり】

【めあて】

（ た だ の
(ひし形) (平行四辺形) (長方形) （正方形）（とくべつな台形）（台形） 四角形）

★みとおし★ 調べるときに使うどうぐは？
①２本の対角線の長さは等しいか？ ちがうか？→【 】
②対角線がまん中で交わっているか？ いないか？→【 】
③２本の対角線は垂直に交わっているか？→【 】
（２本の対角線が交わっているところは直角か？）

【ひし形】
ひし形の２つの対角線は（ ）で，それぞれの（ ）の点で交わる。

【平行四辺形】
平行四辺形の２つの対角線は，それぞれの（ ）の点で交わる。

【もんだい２】長方形の対角線はどのように交わっていますか？

【答え】
①

②

③

【もんだい３】正方形の対角線はどのように交わっていますか？

【答え】
①

②

③



【もんだい４】とくべつな台形の対角線はどのように交わっていますか？

【答え】
①

②

③

【もんだい５】台形の対角線はどのように交わっていますか？

【答え】

【もんだい６】ただの四角形の対角線はどのように交わっていますか？

【答え】
①

②

③

【たいせつ】

（とくべつ （ただの
（平行四辺形） （長方形） （正方形） な台形） （台形） 四角形）

対角線の長さ
まん中交わり
垂直交わり

★よく考えて，上のわくの中に○か×を書きましょう。

【まとめ】 ①平行四辺形の対角線は，
②ひし形の対角線は，
③長方形の対角線は，
④正方形の対角線は，

【ふりかえり】


