
事例 小学校 算数科 第５学年 「四角形と三角形の面積」

数学的な考え方を育てるためのテーマ

授業展開の工夫改善
授業改善の ・図と式をつなげて考える個人追究の在り方

ポイント ・考えをより確かなものにできる小集団交流と個に応じた指導・援助

・意図的指名による全体交流と板書の構造化

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【評価規準】

観点 算数への関心・意欲・態度 数学的な考え方 数量や図形についての表現・処理 数量や図形についての知識・理解

評 ・平行四辺形 ・平行四辺形や ・平行四辺形や三 ・平行四辺形や三

価 や三角形な 三角形等の面 角形等を等積変 角形の底辺をど

規 どの新しい 積の求め方を 形や倍積変形で こにとるかによ

準 図形の面積 既習の図形の 既習の図形に変 って、その高さ

の求め方を 面積の求め方 形して、面積を が決まることを

考えたり、 を基に考える 求めることがで 理解している。

面積を求め ことができる きる。 ・平行四辺形や三。

る公式をつ ・平行四辺形や ・平行四辺形や三 角形の面積は底

くり出そう 三角形の面積 角形の面積を、 辺と高さによっ

としたりす の求め方を考 必要な底辺の長 て決まることを

る。 えたいくつか さと高さを測っ 理解している。

・新しい図形 の例を基にし て公式を使って ・高さが一定の平

の面積の求 て、公式を導 求めることがで 行四辺形の面積

め方は、既 くことができ きる。 は、底辺の長さ

習の図形の る。 に比例すること

。求め方をも を理解している

とに考えら

れることの

よさに気付

く。

【把握方法】

第４学年の段階での児童の「数学的な考え方」の到達度を把握するために、

平成１７年度の岐阜県における学習状況調査・第５学年「量と測定７」を参考

に次のような問題を作り、実施した。

右の図形の面積を求める方法には、下

のア、イの方法があります。ア、イのど

ちらかを選び、 に記号を書きまし

ょう。

また、その方法で求める式を に

書きましょう。
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ア ２つの四角形に分けて求める。 イ 外側の大きい長方形から求める。

学習状況の結果と分析

【結果】

領域 出題の意図 観点 正答率（本校）

図形の面積の求め方を考えることができる。 考 ７１ ４％量と測定 .
【分析】

問題１の正答率から、昨年度の段階での「新しい図形の面積の求め方を、既

習の図形の面積の求め方を基に考える」数学的な考え方は、７割の児童に身に

付いていると考えることができる。内訳は、アで考えた児童が５割、イで考え

た児童が２割であった。正答できなかった３割の児童も、ア又はイの方法の選

択と、式の記述（アで部分を求めようとする或いは和を求めようとする式、イ

で全体を求めようとする或いは差を求めようとする式）はできており、無解答

者は０人であった。これらは、本校が３年前から算数の授業で数学的な（見方

や）考え方を育てることに重点を置いて取り組んできた成果であると考える。

しかし、自分の日頃の実践をふり返ってみると、全体交流にはまだまだ弱さ

がある。例えば、１人の児童の考えに対して教師がすぐに価値付けてしまった

り、考えの羅列で終わってしまったりするなど、児童の数学的な考え方を高め

きれずに全体交流を終わってしまうことがある。

そこで、本校のこれまでの実践を継続しながらも、これからさらに児童の数

学的な考え方を高めるチャンスは全体交流の在り方にあると考え、授業改善に

臨むことにした。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

①図と式をつなげて考える個人追究の在り方

全体交流で児童の数学的な考え方を育てるためには、まず、児童一人一人が自分の

。 、考えをはっきりともった上で全体交流に臨めるようにすることが必要である そこで

個人追究においては、図と式をつなげて考えることを大切にすることにした。

②考えをより確かなものにできる小集団交流と個に応じた指導・援助

個人追究を進めていく中では、自分の考えをある程度もてている児童と、何らかの

つまずきをしている児童がいる。前者の児童には、自分の考えをより確かにできる場

を位置付けること、後者の児童には、そのつまずきに応じた指導・援助を行うことが

必要であると考えた。

③意図的指名による全体交流と板書の構造化

全体交流では、意図的な指名と数学的な考え方を引き出す発問をし、全体交流が終

わったとき、本時に身に付けたい数学的な考え方が一目で分かるような板書をするこ

とが必要であると考えた。

以上①～③を授業改善の方針とし、②③のための教具としてホワイトボードを活用す

ることにした。
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(2) 改善の具体的方途と実践

① 図と式をつなげて考える個人追究の在り方

「量と測定」の領域においては、これまでも自分の考えを図と式で表すことを大切

にして指導に当たってきた。しかし、児童の姿を見てみると、図と式が一致していな

かったり、そこで式だけを使って説明するために考え方が伝わらなかったりすること

があった。本単元は、平行四辺形や三角形の面積の公式を導く非常に重要な単元であ

る。

そこで、従来の「図と式を書く」ことに加えて 「式で使った数を図に書き込む」、

ことを、単元を通して指導することにした。

② 考えをより確かなものにできる小集団交流と個に応じた指導・援助

ア ホワイトボードを使った小集団交流

算数の授業におけるホワイトボード

の活用は、一昨年度末から始めた。当

初は、個人追究で自分の考えをもてた

ら（ノートに書けたら 、それをホワ）

イトボードに書き、書き終わった児童

から自由交流をするようにした。右の

ような掲示物を用いて、書き方や話し

方も指導した。

ホワイトボードの使用は、その限ら

れたスペースから、児童が自分の考え

を要点をしぼって書く力、それを筋道

を立てて説明する力を育てるのには確

かに有効であった。児童も「先生、今

日はホワイトボードを使いますか 」。

とホワイトボードを使っての学習を楽しみにしたり、全体交流で進んで挙手したり

することができるようになってきた。

しかし、自由交流を続けていく中、新たな問題点が見えてきた。自由交流を行う

と、児童がその段階でいろいろな考え方に触れてしまうので、自分の考えに深まり

をもてなかったり、自分の考えを消して他の仲間の考えに合わせてしまったりする

という問題点である。

そこで、現在は自由交流ではなく、

同じ考え方をしている仲間と説明し合

うようにした。掲示物を右のように改

良し、以下のことを新たに指導した。

・ホワイトボードには、図と式を

必ず書き、図には式で使った数

も書き込むこと （方途①）。

・同じ考え方をしている仲間を見

付ける視点として、自分と同じ

図や同じ式に着目すること。

・同じ考え方をしている仲間との

説明では、最初に答えを確認す

ること。

このことによって、児童が自分の考えをより確かなものにして全体交流に臨める

のではないかと考えた。

イ ホワイトボードを生かした個に応じた指導・援助

今までの授業では、個人追究の場面で、評価規準に達していない児童一人一人の
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指導・援助にひたすらあたっていたが、こうした方法では、単位時間に指導・援助

できる児童の数は限られている。

しかし、ホワイトボードを使った小集団交流をアのように改善することで、個に

応じた指導・援助の新たな可能性が見えてきた。教師にとってのホワイトボードの

よさは 「今、何人の児童がホワイトボードに取り組んでいるか（自分の考えをも、

てているか 、そして誰がどのような考え方をしているか」が一目で分かることで）

ある。

そこで、ホワイトボードを手にしていない児童が多いときや、新しい数学的な考

え方を獲得する学習のときは、教師がその児童を集めて一緒に考える場を位置付け

ることにした。児童を集めた場合は、教師が考え方を少しずつ示しながら 「分か、

った 「できそうだ」と気付いた時点で自分の席に戻ってよいことにした。そうす」

ることによって、少しでも自分の力で考えることができたという充実感をもてるよ

うにしたいと考えたのである。

また、ホワイトボードを書き始めた児童でも、その中にはつまずきや遠回りをし

ている児童がいることが十分考えられる。教師がホワイトボードの図や式を見るこ

とで、児童がつまずいている部分を把握でき、その児童が本当に必要としている指

導・助言ができるのではないかと考えた。

③ 意図的指名による全体交流と板書の構造化

ア 意図的な指名と数学的な考え方を引き出す発問

上に述べたホワイトボードのよさを生かすことで、数学的な考え方を高める意図

的な指名が可能になると考える。

発問については、これまでの実践から児童の数学的な考え方を引き出すことがで

きそうなものを洗い出してみた。

・○○さんは、どんな目的で、何を使って考えたのですか。

・○○さんも△△さんも使った大切な考え方はどんな考え方ですか （※）。

・○○さんと△△さんがちがうのは、考え方ですか、方法ですか （※）。

・この問題でも使えるのは、どちらの考え方ですか。

・この考え方から、公式にまとめることはできますか。

・□□するには、つまり、どうすればよいですか （※）。

全体交流で児童が考えを発表した後に、このような発問をすることによって、児

童自らが本時の大切な数学的な考え方に気付いたり、そこで出てきた言葉から本時

のまとめをつくることができるのではないかと考えた。特に※印の発問は、単元を

、 。貫く数学的な考え方を引き出すことができる発問として 意識して使うことにした

イ ホワイトボードを使った板書の構造化

板書については、右のような構

造を基本とし、数学的な考え方を 本時の 本時の課題

黄色のチョークで雲形に囲み、児 問題

数学的な考え方童は青ペンでノートに書くように 児童の考え

した。 既習の

板書におけるホワイトボードの 内容 本時のまとめ

活用は、児童が考えを直接黒板に

書く時間を減らすだけでなく、同

じ考え方をしている児童のホワイトボードを集めて貼ることによって、児童が本時

に身に付けたい数学的な考え方に気付きやすくしたり、授業を終えたとき本時の学

習の足あとが一目で分かるような板書にしたりすることができると考える。

このように多くのことが期待できるホワイトボードであるが、一方で、自分の考

えを残せないという欠点もある。児童には、自分の考を必ずノートに書いてからホ

ワイトボードに入ることを指導するとともに、ホワイトボードをデジタルカメラで

撮りプリントアウトして渡すようにした。

以上の①～③の改善の手だてにより、個人追究から全体交流までの過程を次のよ

うに変えた。



改善前の 改善後の

個人追究から全体交流までの流れ 個人追究から全体交流までの流れ

個人追究 個人追究

・図と式を書く。 ・図と式を書く。

・式で使った数を図に書き込む。①

ホワイトボー 集めて指導・

ホワイトボー 一人一人への ドで同じ考え 援助②イ

ドで自由交流 指導・援助 方の仲間と説

明②ア 個に応じた指

導・援助②イ

全体交流 全体交流

・数学的な考え方の価値付け ・意図的な指名③ア

・数学的な考え方を引き出す発問③ア

・数学的な考え方の価値付け

・板書の構造化③イ

３ 授業改善後の成果

(1) 図と式をつなげて考える個人追究の在り方

単元を通して、式で使った数を図に書き込むこと

を指導した結果、児童たちは図と式をつないで考え

ることができるようになった。

第６時は、次の「三角形の面積の公式」につなぐ

重要な時間である。ここで、右のように式で使った

数を図に書き込むことによって、平行四辺形への倍

積変形で作った式８×４÷２から、三角形の面積の

公式を導くことができた （この考え方が他の三角。

形にも適用できることを確かめて）長方形への倍積

変形で作った式４×８÷２や、平行四辺形への等積

変形で作った式８÷２×４（ともに( )を参照）も、2
８×４÷２の理解を深めるものとして価値付けるこ

とができた。

また、図と式をつないで考えることによって、児

童は「式を作れば、次は公式を導けそうだ」という

思いをもち、単元の出口の学習「いろいろな四角形

の面積 （第１０時）で 「ひし形にも面積の公式は」 、

あるんですか 「台形の面積の公式も作れませんか」」

という声が上がることになった。台形については、

右の児童のホワイトボードの図に、８、２、１０と

いう数が書き込まれていたことによって 「上底＋、

下底」という関係を導くことができた。

( ) 考えをより確かなものにできる小集団交流と個に応じた指導・援助2
同じ考え方の仲間と説明し合うことによって、児童たちはお

互いの説明の足りないところを補い合い、自分の考えをよりは

っきりさせることができるようになってきた。

本時においても、ある児童は、仲間と説明し合うことによっ

て自分が同じ考え方であることが分かり、自信をもって付けた

しのハンドサインを出すことができた。また、ただ一人平行四

辺形への等積変形をしていたＡさんの考え（次ページを参照）

は、他の２１人の児童にとって大変驚きのあるもので、児童た

ちは彼の話に聞き入っていた。やはり第１０時には 「おもしろい 「私も発表したい、 」

です」などの声が聞かれるようになった。



ところで、Ａさんは最初、平行四辺形を右の図

の太線のように、さらに正方形に変形していた。 Ａさんの考えの変化

そこで、次のような指導・援助をした。

Ｔ： 考え方を一通り聞いて）平行四辺形に（

したんだよね。それをさらに正方形に変

形しないと面積は求められないのかな？

Ａ：でも （第１時に）平行四辺形を長方形、

にしたから…。

Ｔ：そうやって、平行四辺形の面積が求めら

れるようになったんじゃないの。

Ａ：あっ、そうか。平行四辺形なら求められ

る。

Ｔ：そうだよね。せっかく平行四辺形の面積

の公式が分かったんだから、それを使わ

ないのはもったいないよね。

また、Ｂさんは、三角形の面積の公式を知って

いたのか、問題の図に右下のように高さを表す線

分を書き込んだ状態で、８×４÷２という式を作

っていた。しかし、たずねてみると、Ｂさんは長

方形を意識していることが分かった。そこで、

「８×４で、どんな図形の面積が求められるのだ

ろう 「２で割ったことが、図でも分かるように Ｂさんの考えの変化」

するには」と問い返し、長方形への倍積変形にた

どりつくことができた。

このような援助をしたことによって、２人の児

童は全体交流で自分の考えを発表することができ

た。

( ) 意図的指名による全体交流と板書の構造化3
本時の全体交流では、次時の三角形の面積の公

式につながるものとして 「平行四辺形への倍積、

変形」を最も価値の高い考え方ととらえた。そし

て 「長方形への倍積変形 「長方形への等積変、 」

形 「平行四辺形への等積変形 （資料２参照）」 」

を、その理解を深めるものととらえ、この逆の順

に指名することを考えていた。

実際には、児童たちの考えは、

・平行四辺形への倍積変形…１９名

・長方形への倍積変形 … ２名

（Ｂさんと他１名）

（ ）・平行四辺形への等積変形… １名 Ａさん

となり、Ａさん→Ｂさん→平行四辺形の倍積変形（２名）の順に指名して、４人のホワ

イトボードを次のように配置した。

そして、次の発問をし、数

学的な考え方を引き出してい

った。 平行四辺形 平行四辺形

Ｔ ：この中で、同じ考 への等積変形 への倍積変形

え方のものはどれ

ですか。

Ｓ１：横に見ると、上の

段は平行四辺形に 長方形

変形してありま への倍積変形

す。

Ｓ２：下の段は、長方形

にしてあります。

Ｔ ： 横に区切る線と「平行四辺形 「長方形」を板書して、既習内容（見通し）（ 」
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の図形のところを示しながら）横に区切ると、変形した図形で見られるんだ

ね。他にはどうですか。

Ｓ３：縦に区切ると、左側は等しい面積に変形していて、右側は２倍の面積に変形

しています。

Ｔ ：２倍の面積にするだけ？

Ｓ３：２倍したから２で割っています。

Ｔ ： 縦に区切る線と「等しい面積 「２倍の面積÷２」を板書して）今度は、（ 」

変形する方法で見られたね。では、４人のどの人も使った大切な考え方は、

どんな考え方ですか。

Ｓ ：等しい面積や２倍の面積にして、今まで習った図形に変形することです。

上のような発問とホワイトボードを使った板書の構造化によって、児童の数学的な考

え方を引き出すことができた。また、このような板書によって、児童に既習の内容がよ

り定着するようになった。例えば、授業の導入で既習の内容を確認するとき、より多く

の児童がより大きな声で、既習の求積可能な図形や変形の方法を言うことができるよう

になったこと、個人追究やホワイトボードで説明し合うとき、また全体交流で「平行四

辺形なら面積を求められるから 「高さが中にある三角形なら面積を求められるから」」

など、既習の内容と課題を区別して追究できる児童が増えてきたことなどからである。

本時、最も価値が高いと思われる平行四辺形への倍積変形をした児童が２２人中１９人

と多かったことなども、児童たちの数学的な考え方が高まってきている表れだと考えた

い。


