
第４学年 算数科（習熟度別指導）学習指導案

１ 単元名 面積

２ 単元の目標

○ 面積の大きさを数値化して表すことのよさに気づき、いろいろな形の面積を求めようとす

る。 【関心・意欲・態度】

○ 広さを数値化する方法を考えたり、測定する広さに応じた面積の単位や求め方を考えたり

することができる。 【数学的な考え方】

○ 長方形や正方形の面積を公式を使って求めることができる。 【技能】

○ 面積の単位と測定の意味が分かり、面積の求め方や単位の関係を理解することができる。

また、面積の大きさについての豊かな感覚を持つ。 【知識・理解】

３ 指導と評価の計画（全 10 時間）

次 時 主な学習活動 評価の観点 評価規準及び評価方法

発展コース 基礎コース

一 １ ・陣取りゲームを通して、面積の概念を理解

する

・面積の意味を理解し、単位となる広さのい

くつ分かで表すことを知る。

関 考 技 知 ◎の具体的内容

◎

○

・広さ比べに関心をも

ち、比べ方を考えようと

している。

・長さや重さでの比べ方

の方法を生かして、数値

化して比べる方法を考

えている。

２ ・１ｃ㎡の正方形の数

を数えて面積を求め

る。

・いろいろな１ｃ㎡の

図形を知り、工夫して

かく。

・面積が 12ｃ㎡の図

形をかく。

・１ｃ㎡の正方形の数

を数えて面積を求め

る。

・いろいろな１ｃ㎡の

図形を折り紙を切っ

て考える。

◎

○

・長方形や正方形以外の

形にも面積があること

を知り、同じ面積の図形

をいろいろ考えている。

・面積も、長さやかさと

同じように、単位のいく

つ分かで表されること

を理解している。

二 １ ・長方形や正方形の面

積の求め方を考え、公

式化する。

・１ｃ㎡の正方形の数

が、縦に何個、横に何

個かで求められるこ

とを知る。

・長方形の面積の求め

方を考え、公式化す

る。

・１ｃ㎡の正方形の数

が、縦に何個、横に何

個かで求められるこ

とを知る。

◎ ○ ・辺の長さの数値と１ｃ

㎡の正方形の数が対応

していることに気づき、

辺の長さを利用して計

算で面積が求められる

ことを見いだしている。

２ ・必要な辺の長さを測

り、長方形や正方形の

面積を求める。

・面積と横の長さが分

かっている長方形の

縦の長さを求める。

・正方形の面積の求め

方を考え、公式化す

る。

・面積と横の長さが分

かっている長方形の

縦の長さを求める。

◎ ・必要な辺の長さを測

り、求積公式を適切に用

いて長方形や正方形の

面積を求めたり、求積公

式を利用して辺の長さ

を求めることができる。



３ ・複合図形の面積の求

め方を考え、どの方法

がいつでも使えるか

話し合う。

・複合図形の面積を、

長方形や正方形の和

や差で求める方法を

理解する。【本時】

・複合図形の面積の求

め方を考える。

・複合図形の面積を、

長方形や正方形の和

や差で求める方法を

理解する。

【本時】

○

◎

・複合図形の面積を進ん

で求めようとしている。

・複合図形の面積が、長

方形や正方形の和や差

で求められると考えて

いる。

三 １ ・1 辺が１ｍの正方形

を作り、面積の単位１

㎡を体感する。

・㎡の単位を用いて面

積を求める。

・１㎡＝10000ｃ㎡で

あることを、図や計算

から確かめる。

・1 辺が１ｍの正方形

を作り、面積の単位１

㎡を体感する。

・㎡の単位を用いて面

積を求める。

・１㎡＝10000ｃ㎡で

あることを計算する。

◎ ・１㎡＝10000ｃ㎡であ

ることを理解している。

２ ・畑の面積を考え、面

積の単位ａを知る。

・ａを用いて面積を求

める。・牧場の面積を

求め、面積の単位ｈａ

を知る。

・ｈａとａの関係を考

える。

・畑の面積を考え、面

積の単位ａを知る。

・牧場の面積を求め、

面積の単位ｈａを知

る。

・ｈａとａの関係を考

える。

○ ◎ ・ａとｈａの関係を理解

している。

３ ・飛行場の広さを求

め、面積の単位ｋ㎡を

知る。

・ｋ㎡とｈａの関係を

理解する。

・正方形の１辺の長さ

と面積の単位の関係

をまとめる。

・飛行場の広さを求

め、面積の単位ｋ㎡を

知る。

・ｋ㎡とｈａの関係を

理解する。

・正方形の１辺の長さ

と面積の単位の関係

をまとめる。

◎ ・１辺が１ｍの 10 倍、

100 倍、1000 倍になる

と、面積の単位が変わる

ことに気づいている。

４ 既習事項を練習し、確かめる。 ◎ ・面積の求め方について

練習し、理解を深めてい

る。

５ 力だめしの問題をする。 ◎ 周りの長さが一定の場

合の面積を進んで求め、

最大・最小を見つけよう

としている。



４ 本時

発展コース

目標 ・複合図形の面積の求め方を進んで考え、説明することができる。

・面積の公式を使って、複合図形の面積を求めることができる。

学習活動 教師の支援 評価

１ 問題を知り、

本時の目標をつ

かむ。

２ 面積の求め方

を考える。

３ 求め方を説明

し、検討する。

４ 本時のまとめ

をする。

５ ほかの問題に

取り組み、確か

める。

○複合図形の問題を見せ、前時までの学習内容と

何が違うかを問うことで、本時の課題をつかむ

ことができるようにする。

○ワークシートに書き込みをするよう指示するこ

とで、活動の見通しをもたせる。

○今まで習った長方形や正方形の公式を利用しな

がら、式を導けるように、教室に掲示しておく。

・縦に線を引いて、２つの長方形に分ける。

５×３＋３×５＝30 30ｃ㎡

・横に線を引き、大小２つの長方形に分ける。

２×３＋３×８＝30 30ｃ㎡

・大きな長方形全体を求めて、ない部分を引く。

５×８－２×５＝30 30ｃ㎡

・上の長方形を移動して大きな長方形にする。

３×１０＝30 30ｃ㎡

○机間指導を行い、発表させる順番を決めておく。

☆求め方が思いつかない児童には、「この図形の中

に、長方形や正方形がないか」と問い、線を書

きこませる。

○ペアになり、自分の考えを説明することで、自

信をもって発表できるようにする。

○それぞれの求め方の答えが同じになっているこ

とを確認し、様々な求め方があることを押さえ

る。

○話し合ったことをもとに自分なりにまとめるよ

う指示する。

○別の複合図形の問題に取り組み、まとめた方法

で正しく答えが導けるようにし、理解を深める。

○辺の長さを示していない問題を提示し、工夫し

て面積を求められるようにする。

・複合図形の面積が、

長方形や正方形の

和や差で求められ

ると考えている。

【数学的な考え方】

・複合図形の面積の求

め方を説明し、進ん

で求めようとして

いる。

【関心・意欲・態度】

工夫して面積を求めよう。

くっつき合った図形は長方形に分けたり、全体か

らない部分を引いたりして求められる。



基礎コース

目標 ・複合図形の面積の求め方を進んで考え、説明することができる。

・面積の公式を使って、複合図形の面積を求めることができる。

学習活動 教師の支援 評価

１ 問題を知り、

本時の目標をつ

かむ。

２ 面積の求め方

を考える。

３ 求め方を説明

し、検討する。

４ 本時のまとめ

をする。

５ ほかの問題に

取り組み、確か

める。

○面積の単位や長方形や正方形の公式について簡

単な図形を見せて復習する。

○複合図形の問題を見せ、面積の求め方を考えら

れるようにする。

○マス目入りの図形を示すことで、見通しをもっ

て面積を求めようとする。

○ワークシートを複数枚配付し、自由に書き込ん

だり、切ったりして面積の求め方を考えられる

ようにする。

○一人では考えにくい児童には、隣の席の児童と

話し合いながら考えるように促す。

・方眼の数を数える。

数えたら１ｃ㎡が 30 個だから 30ｃ㎡

・縦に線を引いて、２つの長方形に分ける。

５×３＝15 と３×５＝15 を合わせて 30ｃ㎡

・横に線を引き、大小２つの長方形に分ける。

２×３＝６と３×８＝24 を合わせて 30ｃ㎡

・大きな長方形全体を求めて、ない部分を引く。

５×８＝40 から２×５＝10 を引いて 30ｃ㎡

・上の長方形を切って、大きな長方形にする。

３×10＝30 30ｃ㎡

○机間指導を行い、発表させる順番を決めておく。

○電子黒板に自分の考えを書き込みながら発表す

ることで、より分かりやすく伝えることができ

るようにする。

○それぞれの求め方の答えが同じになっているこ

とを確認し、様々な求め方があることを押さえ

る。

○いつでも使える方法について話し合わせる。

○話し合ったことをもとに、今日のまとめができ

るようにする。

○別の複合図形の問題に取り組み、まとめた方法

で正しく答えが導けるようにし、理解を深める。

○どこを測ったらよいのか辺の長さを全体で確認

し、面積を求められるようにする。

・複合図形の面積が、

長方形や正方形の

和や差で求められ

ると考えている。

【数学的な考え方】

・複合図形の面積の求

め方を説明し、進ん

で求めようとして

いる。

【関心・意欲・態度】

工夫して面積を求めよう。

くっつき合った図形は長方形に分けたり、全体か

らない部分を引いたりして求められる。



（めあて） 工夫し面積を求めよう。（基礎コース）

（考え方）

（考え方）

（考え方）

（まとめ）



（めあて） 工夫し面積を求めよう。（発展コース）

（考え方）

（考え方）

（考え方）

（まとめ）


