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第５学年 算数科学習指導案

平成２０年１１月１３日（木）

１ 単元名 面積 (啓林館)

２ 目標 （関心・意欲・態度） ・既習の面積公式をもとに，三角形，平行四辺形の面積を
求める公式を進んで見出そうとする。

（数学的な考え方） ・既習の面積公式をもとに，三角形，平行四辺形の面積を
工夫して求めたり，公式を作ったりすることができる。

（表現・処理） ・三角形，平行四辺形の面積を求める公式を用いて, 面積
を求めることができる。

（知識・理解） ・三角形，平行四辺形の面積の求め方を理解する。

３ 指導計画及び評価基準（全１２時間）
小単元 時 目標 評価基準

課題設定 １ ・直角三角形の面積の求め方を （関）既習の図形の求積方法をもと
１三角形の面積 理解することができる。 に，直角三角形の面積を求め

ようとする。
（知）既習の長方形の求積方法をも

とに，直角三角形の面積の求
め方を理解することができる

２ ・一般の三角形の面積の求め方 （考）既習の直角三角形や長方形の
を色々に考えることができる。 求積方法をもとに，一般の三

角形の面積の求め方を考える
ことができる。

３ ・三角形の面積を求める公式を （知）三角形の面積の求め方の公式
理解することができる。 の仕組みを理解することがで

きる。
（表）三角形の面積を求める公式を

使って，面積を求めることが
できる。

４ ・四角形を三角形に分割する考 （考）四角形を三角形に分割する考
え方を用いて，四角形の面積 え方を用い，底辺と高さのと
を求めることができる。 り方を考えながら求積するこ

とができる。
２平行四辺形の ５ ・平行四辺形の面積の求め方を （考）既習の三角形や長方形の求積
面積 考え，公式にまとめることが 方法をもとに，平行四辺形の

できる。 面積の求め方を考えることが
できる。

（表）平行四辺形の面積を求める公
式を使って，面積を求めるこ
とができる。

３いろいろな三 ６ ・高さが外にある三角形や平行 （考）高さが三角形や平行四辺形の
角形・四角形 四辺形にも，面積を求める公 外側にある場合にも，既習の
の面積 式が適用できることを理解す 三角形や平行四辺形に変形し

ることができる。 て面積を求めることに気付く
ことができる。

（表）高さが三角形や平行四辺形の
外側にある場合にも，面積を
求める公式を適用して求める
ことができる。

７ ・台形の面積の求め方を考える （考）三角形や平行四辺形の面積を
ことができる。 求める公式を使って，台形の

面積の求め方を考えることが
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できる。
（表）台形の面積を求めることがで

きる。
８ ・ひし形の面積の求め方を考え （考）三角形や長方形の面積を求め

ることができる。 る公式を使って，ひし形の面
積の求め方を考えることが
できる。

（表）ひし形の面積を求めることが
できる。

９ 練習 （知・表・考）総合的に評価する。
４面積の問題 10 ・三角形の高さや底辺と面積の (考）三角形の底辺や高さを変えた

関係を考えることができる。 ときの，面積の変化のきまり
に気付くことができる。

11 ・面積を求める公式の表す意味（考）面積を求める式の形に着目し，
を具体に即して色々に読み取 式の表す意味を読み取ることが

本 ることができる。 できる。
時

５たしかめ道場 12 学習内容の自己評価 （知・表・考）総合的に評価する。

４ 指導上の立場
（１）単元について

【４年】面積
・面積の概念と普遍単位（㎠，㎡，㎢）
・長方形，正方形の面積の求め方とその方式

↓
【５年】面積 【５年】円周と円の面積

・三角形，一般四角形，平行四辺形の面積の → ・円の面積
求め方
・台形，ひし形の面積の求め方

↓
【６年】およその形と大きさ

・概形をとらえた，およその面積

平面図形の面積については、第４学年で１辺が１㎝の正方形がいくつ分あるかで広
さを表すことを理解し，㎠・㎡などの単位を用いて正方形や長方形の面積を求めるこ
とができるようになっている。
本単元では，第４学年で学習した面積の意味，正方形や長方形の面積の求め方をも

とにして，三角形・平行四辺形の面積の求め方を考え，面積の概念の理解を深めるこ
とを主なねらいとしている。また，公式を活用したり，工夫して面積を求めたりする
問題を取り扱い，面積を求める能力をのばすこともねらいの１つである。ただ，単に
公式を暗記するのではなく，なぜそのようにして求めることができるのか，公式を導
き出す過程を理解し，筋道を立てて説明できるようになることが大切である。そのた
めには，既習である長方形をもとに，まず直角三角形，次に，長方形と直角三角形を
もとに一般の三角形というように，順次，既習の基本図形に帰着し，図形を合成・分
解して面積の公式を導くことを重要視する。最初に三角形の求積から取り組むのは，
あらゆる多角形の求積は，三角形に分けて求めることができるという基本的な考え方
に基づいている。また，どこの長さが分かれば面積を求めることができるのか，面積
を求めるのに必要な条件を見つけ出す目を育てることも大切にしたい。これにより，
他の図形についても類推しながら，既習の図形の面積の求め方と関連付けて考えよう
とする態度を育てることができると考える。

（２）児童の実態
本学級の児童（男子１６名，女子１６名）は，算数が好きという児童が２４人，嫌
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いという児童が６人いる。算数を楽しいと感じ、みんなの前で意欲的に考え方を発表
したり、進んでノートに課題を解いたりできる児童が多い。一方，計算に苦手意識が
あったり，考え方がわからず課題に取り掛かれなかったりと，常に個別指導が必要な
児童も数人いる。
面積のプレテストでは，方眼を利用して面積が求められるか，長方形の面積の公式
を利用して面積が求められるか，面積の単位の量感が身に付いているかを調査した。
方眼を利用し，１㎠の個数を数えて図形の面積を求める問題では，正解率は９２％，
長方形の面積を求める問題では９３％，面積を表すのに適切な単位（㎠・㎡・㎢）を選ぶ
問題では９５％という結果であった。４学年で学習した内容は，ほぼ定着していると
言える。

（３）研究主題との関連
本校の研究主題「生き生きと学び，分かる喜びを実感する子どもをめざして～考え
る方向に導く場づくりと算数的コミュニケーション活動の工夫を通して～」を受けて，
高学年のめざす子ども像「話し合いを通して考えを深める子ども」に迫るためには，
まず，問題を解決している例を提示して，すべての児童が意欲的に問題を考えること
ができるようにする。また，友達と相談したり，互いに説明したりする場を設定する
ことで考えを高め合うようにすることが大切であると考える。
本時では，すでに三角形の面積を求積している式と，考え方を表している図を３つ
ずつ教師が最初に提示して，児童の興味を引くようにする。そして，式の表す意味を
読み取り，どの図と結びつくのか児童が説明するという展開にしていく。式の表す数
量が図形のどの部分の数量に対応しているか，（ ）がどんな意味を表しているのかを
を的確にとらえることがポイントである。そのことを理解するため，１つの式は，教
師が説明しながらみんなで解く流れで進め，すべての児童が見通しをもって次の問題
に進めるようにしたい。また，式と図形を印刷した図を用意して，自分の考えを書き
込みやすいようにし，友達と意見を交流する時に役立てるようにする。小グループで
の話し合いやクラス全体に説明する機会をなるべく多く取り，算数的コミュニケーシ
ョンの充実を図ることで，児童が分かる喜びを実感できると考える。

５ 本時案（ １１／１２）
目標 ・面積を求める公式の表す意味を具体に即して色々に読み取ることができる。

学習活動 教師の主な発問と予想される子どもの反応 支援（○）評価（・）

１ 本時の課題を ○三角形の面積の求め方を思い出してみよう。 ○三角形の求積した授
つかむ。 業をふり返り，多様

○底辺８㎝，高さ６㎝の三角形の面積を，いろ な求め方があったこ
いろな考え方で求めました。次の式は下のど とを想起できるよう
の図から考えたものですか。 にする。

面積の求め方を式の形から読み取ろう。

２ 考え方の例を ○みらいさんは次のように考えました。 ○三角形の面積を求め
知る。 （８×６）÷２ る公式の形にそのま

ま当てはめた考え方
○みらいさんはどのように考えて求めたのか説 に最初に取り組むこ
明してみよう。 とで，式の数量が図
・（８×６）は，三角形の（底辺×高さ）。 のどの数量と対応す
・（８×６）は，長方形の（横×縦）で長方形 るかを気付きやすい
の面積を求めている。 ようにする。
・三角形の面積は，長方形の面積の半分なので
２で割る。 ○（ ）の中が何を

表しているのかを考
えさせることで，三
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角形の高さと底辺の
長さが，長方形の縦
と横の長さになって
いることに気付くこ
とができるようにす
る。

３ 式の意味を考 ○つばささんは次のように考えました。 ○求積の仕方を示す図
え，説明し合う。 ８×（６÷２） をかいたプリントを

配布することで，説
○つばささんはどのように考えて求めたのか説 明を書き込みやすい
明してみよう。 ようにする。
・（６÷２）は三角形の高さの半分。
・８は三角形の底辺で，長方形の横。 ○２，３人のグループ
・横と底辺が同じで，縦は高さを半分にした長 で説明し合うことで，
方形の面積を求めている。 考えを深めるととも

に，算数的コミュニ
ケーションの向上を

○あゆみさんは次のように考えました。 図る。
（８÷２）×６

○考えをもちにくい児
○あゆみさんはどのように考えて求めたのか説 童には，等積変形が
明してみよう。 分かりやすい方眼入
・（８÷２）は，三角形の底辺の長さの半分。 りの図を提示したり，
・６は三角形の高さで，長方形の縦。 式の数量が図形のど
・縦は高さと同じで，横は底辺を半分にした長 どの数量と対応する
方形の面積を求めている のか考えるよう助言

したりする。

４ 練習問題 ○色をぬった部分の面積を下のような式に表し ○問題の図形をかいた
て求めました。どのように考えて求めたのか ワークシートを配布
説明してみましょう。 し，どのように考え

たか式と結びつけな
がら説明を書きこむ
ことで，求積の仕方
をよみとる力を伸ば
す。
○考えをもちにくい児
童には，（ ）の中が
図のどこを表してい
るか図に書き込みな
がら考えるようにす
る。また，どこの部
分を求める式になっ
ているか図に色を塗
って考えるようにす
る。イについては，
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高さが外にある三角
ア （６＋４）×（５＋２）÷２＝３５ 形の求め方を想起す
（６＋４）×２÷２＝１０ るように助言する。
３５－１０＝２５

・大きい三角形の面積から小さい三角形の面積
をひく。 ・面積を求める式の形

に着目し，式の表す
イ ５×６÷２＝１５ 意味を読み取ること
５×４÷２＝１０ ができる。
１５＋１０＝２５ （考）→ワークシート

発表
・●印の三角形の面積と▲印の三角形の面積を
合わせる。

５ 本時のまとめ ○今日の学習の感想をまとめましょう。 ○感想をノートにまと
をする。 め，発表することで

・式を見ると，それぞれの考え方がよくわ 成就感や満足感を味
かる。 わうことができるよ

うにする。


