
プログラムを取り入れた指導事例（小学校５年 算数）

１．単元名 面 積

２．本時の指導

（１）目標

○等積の考えや倍積の考え・高さ一定の考えを使って ,たこ形やくさび形の面積を
求めることができる。（数学的な考え方）

○等積の考えや倍積の考え・高さ一定の考えを使って ,たこ形やくさび形の面積の
求め方を説明することができる。（表現・処理）

（２）仮説との関連

仮説１（思考力）

『思考し ,表現する力』を高める実践プログラムを取り入れた授業において ,数学
的なものの見方 ,考え方を整理し ,児童が自力解決や比較検討の場に活用していける
ように工夫していけば ,思考力を高めることができるであろう。

自力解決の場では ,たこ形とくさび形を自由に選択させ ,類推的な考え方から解決の
見通しがもてるようにさせる。そのために ,全ての児童が見通しを持てるまで ,徹底し
て話し合う。

比較検討の場では ,自分の考えを説明するばかりでなく ,友達の式あるいは図を見て ,
どのように考えているのか類推的な考えを生かし ,推測しながら説明できるようにさ
せたい。

仮説２（表現力）

『思考し ,表現する力』を高める実践プログラムを取り入れた授業において ,児童
の実態や発達段階に応じたノートの使い方や ,説明の仕方 ,教具等の使い方を指導し
ていけば ,算数科における表現力を高めることができるだろう。

比較検討の場では ,まず ,ペアによる話し合いを行い ,一人一人が言葉で表現すること
のできる時間を確保する。その際 ,ただ式を言うだけではなく ,数字と辺とを結びつけ
てどの部分の面積が出せているのかを明確にしながら説明するようにさせる。そのた

めに ,本時に至るまで ,縦・横・高さがどこにあるかを意識して説明できるようにさせ
ておく。また ,言葉だけの説明では ,考えを十分に伝えることは難しいことから ,図や操
作を取り入れての説明ができようにさせていきたい。

（３）展開

時配 学習内容と活動 指導上の留意点と支援（○） 資料
評価（◎）数学的な考え方＜考＞

３ ○これまでの学習を振り返る。 掲示物

・三角形の面積 ○単に公式だけを確認するのでは

・平行四辺形の面積 なく ,どのような考え方で求め
・台形の面積 てきたかを話し合う。

・ひし形の面積

見い出す

○問題をつかむ。



たこ形やくさび形の面積を求めよう。（いろいろな方法で）

５ ○見通しを持つ ○たこ形やくさび形の中にどんな形

が見えるか ,観察させる。
○たこ形・くさび形のどちらから取

り組んでも良いことを知らせる。

○本時に至るまでの図形をどのよう

な考え方で求積してきたのかを振

既習の形に直して求める。 り返る。

・分割して求める。 ○底辺と高さが一定の時 , 面積は 掲示物

・１ｃ㎡を数えやすい形に直して求める。 変わらないことを掲示物をふり返

・底辺と高さが同じ三角形 ,平行四辺形の り気づかせる。

面積は同じ。 ○それぞれの考えについては ,数字
と辺とを関連させながら発表でき

るようにさせる。

15 調べる 【たこ形】

【たこ形】 【くさび形】 ○①の考えは ,多くの児童が考える
方法であると思われる。「いろい

ろ方法」という視点で ,ジオボー ジオボー

ドなどを使って ,別の方法にチャ ド

レンジさせる。

○①のように対角線で分ける方法は

２種類あるが ,三角形２つで求め
るという点で同じであることを押

さえ ,別の方法を考えさせる。
○②を考えた児童には ,８×６にな
る理由を具体的操作をしながら説

明できるようにさせる。

○③を考えた児童には ,求積の仕方
がひし形のときと同じことから縦

と横の長さが対角線と同じである

ことに気づかせ ,⑤の考え方につ
なげさせる。

○④⑤を考えた児童には ,高さが同
じ三角形の面積は等しいことを掲

示物を使って説明できるようにさ

せる。

【くさび形】

○①の考えは ,多くの児童が考える
方法であると思われる。「いろい

ろな方法で」と言う視点で ,ジオ
ボードなどを使って ,別のやり方

①三角形２つに分ける

１２×３÷２＝１８
１２×５÷２＝３０
１８＋３０＝４８

４８ｃ㎡

①三角形２つで求める

１２×８÷２＝４８
１２×２÷２＝１２

４８－１２＝３６

②長方形１つに変形

８×６＝４８
４８ｃ㎡

② 平行四 辺形１ つに変 形

６×６＝３６
３６ｃ㎡

③大きい長方形の半分

１２×８÷２＝４８
４８ｃ㎡

③高さが同じ三角形の面

積は等しい

三角形２つに分ける

６×６＝３６
３６ｃ㎡



にチャレンジさせる。

○②を考えた児童には ,対角線で２
分した三角形が等しいことを具体

的操作をしながら説明できるよう

にさせる。

○③を考えた児童には ,底辺と高さ
が等しい三角形の面積が等しいこ

とから他の形に変えられないか考

えさせ ,④以降の方法に気づかせ
ていきたい。

○③④⑤⑥を考えた児童には ,底辺
と高さが一定の三角形の面積が等

しいことを掲示物をふり返りなが

らわかりやすく説明できるように

させる。

〈考〉既習の図形をもとに ,たこ形
やくさび形の面積を求めようとし

ている。

◎等積や倍積の考え・高さ一定の考

えを使って ,たこ形やくさび形の
面積を求めることができたか。

（ノートから）

○ペアをつくり ,互いの考えを伝え
合ったり ,聞き合ったりすること

５ 深める で ,考えの根拠を明確にさせる。
○ペアによる比較検討 ○自分とは違う考えを知ることで ,

理解を深めさせる。

○表記間違いや説明の不十分な部分を指摘しあい ,考えを確かなもの
にさせる。

◎等積 ,倍積 ,高さ一定の考えを使って ,たこ形やくさび形の面積の求め
方をわかりやすく相手に伝えることができる。（話し合いから）

○様々な方法の説明資料を事前に 用意し ,比較検討の時間の確保を
図る。

12 ○全体による比較検討

【たこ形】

①対角線で区切り２つの三角形で求める。

１２×３÷２＝１８

１２×５÷２＝３０

１８＋３０＝４８

４８ｃ㎡

④高さが同じ三角形の面

積は等しい

三角形に変形

１２×８÷２＝４８
４８ｃ㎡

④高さが同じ三角形の面

積は等しい

正方形１つ分に変形

６×６＝３６
３６ｃ㎡

⑤高さが同じ三角形の面

積は等しい

大きな長方形の半分

６×１２÷２＝３６
３６ｃ㎡

⑤高さが同じ三角形の面

積は等しい

ひし形に変形

１２×８÷２＝４８
４８ｃ㎡

⑥高さが同じ三角形の面

積は等しい

ひし形に変形

１２×６÷２＝３６
３６ｃ㎡



８×６÷２＝２４

２４×２＝４８

４８ｃ㎡

②対角線で区切った三角形が等積である ○②を考えた児童には ,８×６にな
ことから長方形に変形して求める。 る理由を具体的に図を動かしなが

８×６＝４８ ら説明にさせる。

４８ｃ㎡ ○③を考えた児童には ,⑤の方法を
③対角線で区切った三角形が等積である 説明できるように考えさえる。

ことから ,大きな長方形の半分を求め ○④⑤を考えた児童には ,高さが同
る。 じ三角形の面積は等しいことを具

１２×８÷２＝４８ 体的操作をしながら説明させる。 児童説明

４８ｃ㎡ ○④の考えには ,横の対角線で区切 用資料

④高さが同じ三角形の面積は等しいこと って変形する方法も考えられるの

から ,大きな三角形に変形して求める。 が ,④の児童に関連させて説明さ
１２×８÷２＝４８ せる。

４８ｃ㎡ ○⑤を考えた児童には ,③④の考え
⑤高さが同じ三角形の面積は等しいこと で必要としている長さが ,対角線
から ,ひし形に変形して求める。 になっていることを ,具体的操作
１２×８÷２＝４８ を入れながらわかりやすく説明で

４８ｃ㎡ きるようにさせる。

【くさび形】

①対角線で区切り２つの三角形で求める。

１２×８÷２＝４８

１２×２÷２＝１２

４８－１２＝３６ ３６ｃ㎡ ○②を考えた児童には ,対角線で２
②縦の対角線で区切り ,平行四辺形に等積 分した三角形が等しいことを具体

変形して求める。 的に図を動かしながら説明させ

６×６＝３６ る。

３６ｃ㎡ ○③④⑤⑥を考えた児童には ,底辺
③対角線を底辺と見て ,底辺が一定で高さ と高さが一定の三角形の面積が等

が同じ三角形の面積は等しいことから しいことをジオボードを使った操

使って求める。 作を入れながら説明させる。

６×６＝３６ ○⑤の考えには ,横の対角線で区切
３６ｃ㎡ って変形する方法も考えられるの

④底辺が一定で高さが同じ三角形の面積 が ,⑤の児童に関連させて説明さ
は等しいことから ,正方形に変形してか せる。

ら求める。 ○⑥を考えた児童には ,⑤の考えで
６×６＝３６ 必要としている長さが ,対角線に

３６ｃ㎡ なっていることを ,具体的操作を
⑤底辺が一定で高さが同じ三角形の面積 入れながらわかりやすく説明させ

は等しいことから ,大きい長方形の半分 る。

を求める。 ○たこ形とくさび形の求積方法が同

６×１２÷２＝３６ じである場合 ,関連させて説明さ
３６ｃ㎡ せる。



⑥底辺が一定で高さが同じ三角形の面積 ○底辺と高さが一定の三角形の面積 ｺﾝﾋﾟｭｰ

は等しいことから ,ひし形に変形して求 は等しい考えを使った方法が出な ﾀｼﾐｭﾚｰ

める。 かった場合は ,コンピュータのシ ｼｮﾝ

１２×６÷２＝３６ ュミレーションを見せ ,方法を説
３６ｃ㎡ 明させる。

５ まとめあげる ○測りにくい面積も ,基本図形に変
形して求めればよいことを自分の

言葉でまとめさせる。

面積の測りにくい形の面積は ,長方形や三角形・平行四辺形に変形すれば求める
ことができる。


