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新潟県・新潟市小学校教育研究会学習指導改善調査事業

公開校実践事例報告会

～５年「面積の求め方を考えよう」
中田先生の授業に学ぶ～

下越教育事務所

指導主事 小川 誠

子どもの気付きを生かす姿勢

指示がなくとも定規を使う
＝習慣・継続の大切さ

たくさんの発表
＝意欲・規律・認め合い

つぶやく力＝学ぶ姿勢・意識
切替の速さ＝かけるべきと
ころに時間を割く、規律
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スムーズなかかわり 授業の流れが分かる板書
＝構想の明確化

机間巡視と見取り＝個別の支援

平行四辺形の面積

【本時のねらい】

高さがはっきりしない平行四辺形の面積を求め
る際に、既習の図形に変形するなどの操作活動を通
して、高さが図形の外側にあることに気づくことが
できる。

本時の深い学びの姿は何か？

何ができればよいのか？

協議の視点

① 主体的に学びに向かっていく問題設定や提示方法、課題設定
は有効であったか

底辺に対して垂直な線（高さ）が図形の内部にとれないこと
を意識させる。

求積方法が未習である、高さが外側にある平行四辺形は、既
習の形に直せば求積できるという見通しをもたせて数学的活
動を行わせる。

② 数学的な見方・考え方を働かせている姿を具現させるための
手立ては有効であったか

子どもが発表した求積できる形に直した図形の底辺と高さ
に線を引くことで，求積方法が未習である高さが外側にあ
る図形の高さを意識させる。

子どもが発表した図形の高さに焦点付けて話し合わせる。

本時で見たい子どもの姿

見通しをもって、工夫して面積
を求めようとする姿

図形の見方を活用して考え、既
習の平行四辺形に帰着して面積
を求められることを説明する姿

本時では、単に面積を求めることだけでなく、公式が使える

ようにするためにという目的意識をもつことや、高さが内部

にある既習の平行四辺形に帰着させて考えれば、公式を使っ

て面積を求められることを説明することが大切。

多様なやり方への

気付き

公式への意識
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復習

既習の平行四辺形が提示されると、子どもたちは自
信満々でした。どの子も積極的に面積を求めていま
した。

できる！できる！

あ～！あれか～！

復習

答え合わせの際には、ほとんどの子が手を挙げてい
ました。前時の内容を十分に理解していることが、
挙手の様子から伝わってきました。

９×５

復習

答え合わせ後、図形の名前、特徴などを問いました。特に底
辺と高さについては図に書き込み、子どもに問いながら、丁
寧に確認しました。これは、ズレを生むため、スタートライ
ンをそろえるためにとても大切な働き掛けでした。

この図は？

平行四辺形！

向かい合う二つの辺が
平行だから 高さは？

５㎝！ 垂直！

復習

またこの際、前時に出された高さについての子ども
の気付きを再度示し、高さは底辺の間にあることを
改めて確認していきました。

問題提示

本時の問題を提示すると、子どもからは、驚きの
声が上がりました。復習を丁寧にしたことが、前
時と本時の問題のズレを生みました。

先生からの挑戦状 え〜！

細長い！

問題提示

この時、子どもの中には、変形すれば面積を求め
られそうだという見通しをもった子もいました。

２回直せば良い
じゃん。
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子どものつぶやきから、高さは平行四辺形の内部にしかとるこ
とができないと考えている様子も見られました。面積を求める
ために必要な、図形の要素に結び付けていました。

問題提示
昨日と同じ方法でやれば…

角と角を結べない…

課題把握

そこで、問題の板書後に、本時の課題と困っていることを子どもに言
わせ、全体で共有していきました。これは、どの子にも本時考えなけ
ればならないことを意識させることにつながります。スタートライン
をそろえるために大切な問いかけでした。

やらなきゃいけないこと
は？

辺BCを底辺とした…

何困ってるの？

高さ

斜めになってる

課題設定

1回切ってみれば…

今までのより斜めってる
高さを伸ばしていっても
上に付かない。辺ADに
付かないから、公式が使
えない

子どもの発言から、前時までの図形との違い、本時考
えさせたいことを明確にすることができました。様々
な子どもに発言させることで、表現が多様になり、理
解が深まっていきました。

課題設定

公式を使えないときはど
うすればいいか

今日の課題はどうすれ
ばいい？

高さがとれないときには、ど
うすればいいか

底辺に高さが付かないことを全体で確認後、課題をつくっ
ていきました。前時とのズレを明確にして、子どもの言葉
で課題を設定したことは、とても大切なことです。

課題設定

切る

どうすればいい？公式
が使えればいいのに

どうして？

子どもは、高さが平行四辺形の内部に取れないということか
ら、切れば面積を求められそうだという方法の見通しをもっ
ていました。ただ、それぞれの子どもの意識には差がなかっ
たでしょうか。

高さがとれないから

切れば高さが取れる 自力解決

自力解決では、全員に図形を配りました。それにより、ど
の子も意欲的に取り組むことができました。全員が試行錯
誤しながら取り組めたことは、教材が有効だったことの表
れです。しかし、子どもの様子には違いがありました。
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自力解決（A児）

A児の様子をどのよ
うに見取ればよいで
しょうか。検討する
ことはないでしょう
か？

①いきなり切る ②公式が使える平行四辺形

③長さを測る必要がある長方形

自力解決（B児）

B児は切って変形させるということはできていま
した。しかし、机の上の様子から、自力解決の
際に必要だったことはないでしょうか？

できた！

学び合い

学び合いでは、等積変形を最初に取り上げました。子どもから
は、驚きの声が上がりました。その際、考えのよさを問い直し
たことはとても大切でした。よさを問うたことで、公式を使っ
て計算できることに気付かせることができました。

学び合うためには、聞き手にいかに考えさせるかが重要です。

お〜！

これ、何がいいの？

公式が使える

学び合い

次に倍積変形を取り上げました。倍積変形には、子どもはなかな
か気付きません。プリントの他に動かせる図形を配ったことがと
ても有効でした。新たな等積変形にも気付いていきました。倍積
変形の考えは、三角形や台形の求積につながります。

取り上げ方には、「易→難」「多→少」などがあります。自力解
決で子どもの様子を細かに見取り、どの取り上げ方がよいかを考
えることが大切です。

お〜！

合体させると底辺ができる
から…

学び合い

発表後、図の中に高さを引いたこと、公式が使えるかを問う
たことで、子どもはそれぞれの考えを比較していきました。
もっとたくさんの子どもに語らせると、さらに理解が深まっ
たと思います。

多様な考えが出る場合は、共通点を問うなど多様な考えをど
のように扱うかを考えることが大切です。

公式使える？
使えるよ

Mさんのが一番いい
んじゃ…

まとめ

授業の終わりでは、変形すると高さが見えること、
高さが６㎝であることを、子どもに問い直しながら
板書していきました。教師の言葉で一方的にまとめ
ず、問い直すことで子どもの言葉でまとめていくこ
とは、子どもの理解を深めていきます。
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教科書での本時までの流れ

単元の導入では平行四辺形を扱い、4年生で学んだ長
方形に直して面積を求めさせている。そして、平行四
辺形の決まっている長さ、容易に決められる長さを使
って計算できないか考えさせ、統合的発展的に考察さ
せていく。

教科書での本時

高さが底辺の延長線上に下りる場
合は、子どもは公式で求められる
かどうかに不安をもつ。教科書で
は、等積変形、分割の二つのやり
方を提示し、高さが図形の中にな
るように変形させ、公式を使って
面積を求められることを理解させ
ていく。そして、元の平行四辺形
で高さを見付けさせていく。

協議の視点

① 主体的に学びに向かっていく問題設定や提示方法、課題設定
は有効であったか

底辺に対して垂直な線（高さ）が図形の内部にとれないこと
を意識させる。

求積方法が未習である、高さが外側にある平行四辺形は、既
習の形に直せば求積できるという見通しをもたせて数学的活
動を行わせる。

② 数学的な見方・考え方を働かせている姿を具現させるための
手立ては有効であったか

子どもが発表した求積できる形に直した図形の底辺と高さ
に線を引くことで，求積方法が未習である高さが外側にあ
る図形の高さを意識させる。

子どもが発表した図形の高さに焦点付けて話し合わせる。

本時の「数学的な見方・考え方」

数学的な見方

事象を数量や図形及び
それらの関係について
の概念等に着目してそ
の特徴や本質を捉える
こと

数学的な考え方

目的に応じて数、式、図、表
、グラフ等を活用しつつ、根
拠を基に筋道を立てて考え、
問題解決の過程を振り返るな
どして既習の知識及び技能等
を関連付けながら、統合的・
発展的に考えること

底辺と高さに着目
公式を使うには、分けたり、動かしたり、倍にした

りすれば高さが見付かって計算できるのではないか

算数における表現（中原忠男1995「数学的な表現様式」） 本時であれば

現実的表現
操作的表現

言語的表現
記号的表現

具体的表現 抽象的表現

等積変形、倍積変形

式を見て、分け方を考
えさせる

図を見て、式を考えさ
せる
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本時の「深まった姿」とは

「深まる」とは、子どもが「変わる」ことです。そのた
めに本時では、いくつかのポイントがありました。

問いをもつ

それぞれの段階で見取り、評価することが必要です。
そして、それを子どもにフィードバックするなど、指
導に生かすことが大切です。

平行四辺形を切ったり動かしたりし
て、公式を使って面積を求める

もとの平行四辺形の高
さを見付ける

指導と評価の一体化

学習の基底的な５条件

1. 集中する：1つのことに専念する

2. すぐ取りかかる：切り替えをすばやくする

3. 静かに待つ：自分をコントロールする

4. 話を聞く：相手を受け入れる

5. 考えを書く：考えを整理しまとめる

聞き方指導やノート指導はもちろんですが「集
中」「切り替え」「自己コントロール」にも注
意を向け、日々取り組むことが大切です。
「辛抱強く」「息長く」「繰り返し」

新潟県・新潟市小学校教育研究会学習指導改善調査事業

公開校実践事例報告会

～５年「面積の求め方を考えよう」
中田先生の授業に学ぶ～

下越教育事務所
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