
事例 小学校 算数科 第５学年 「四角形と三角形の面積」

テーマ 「課題解決の方法を自ら見いだし、数学的な表現を用いて、論

理的に説明する力を育てる学習活動」

授業改善 ①数学的な表現を用いて、分かりやすく説明する力を育成する指導計画の工夫改善

の視点 ②変化の様子に着目し、「言葉」「式」「図」「表」を用いて追究するよさを味わう指導

方法の工夫改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

（１）学習状況の把握の方法

「平成２０年度全国学力・学習状況調査－小学校第６学年算数」の「Ａ 主として「知識」に

関する問題」「Ｂ 主として「活用」に関する問題」を用いて数量の関係を表や式で表し、考察し

て問題を解決する力についての学習状況の把握を行った。

（２）学習状況の結果と分析

【結果】

領
評価の観点 正答率

域
設問番号 出題の意図 考え方 表現 知識 国 自 校

処理 理解 （％）（％）

数 Ａ３ 小数の計算における乗数と積の大きさ、除数 ○ 45.1 16.0

と と商の大きさの関係について理解している。

計 Ｂ２１ グラフから必要な情報を読み取ることができ ○ 84.3 76.0

算 る。

Ｂ２２ 比較量を求めるために必要な基準量と割合を ○ 58.4 52.0

グラフから選択することができる。

数 Ｂ２３ 他者の考え方が正しいかどうかを割合の考え ○ 17.3 4.0

量 方を用いて判断し、その理由を記述する。

関 Ｂ３２ 三角形から長方形に図形を変えて考える発展的 ○ 69.1 52.0

係 な場面で、面積の関係をとらえることができる。

Ｂ３３ 図形を変えて考える発展的な場面で、面積の関係 ○ 33.1 24.0

をとらえ、判断の理由を記述することができる。

〈評価の観点別の正答率（％）〉

考え方 表現・処理 知識・理解

国 42.1 73.0 66.4

県 42.8 73.1 65.0

自校 36.4 75.0 66.7



【分析】

・「表現・処理」「知識・理解」の観点では、国の平均正答率とほぼ同じ傾向にあるが、「数学的

な考え方」の観点では、国の平均正答率を大きく下回っている。

・Ａ３の無解答率は 36.0 ％だった。問題を解決する際に、条件を簡単な場合に置き換えて考える

など、児童自らが問題を解決する手がかりをつくっていく力が弱い。この要因としては、問題

を解決する際に、児童自らが数値を代入したり、表などを用いて帰納的にきまりを見付けたり、

きまりを基に式を立てたりするなどの学習を十分に行っていなかったことが考えられる。

・Ｂ２１の結果を見ると、問題の解決のために、複数のグラフから必要な情報を選択し、自らの

考えを表現する力が弱い。この要因としては、自分の考えをつくりあげる学習活動は行われて

きたが、言葉や式で表わされた仲間の考えを読み取ったり、代わりに説明したりする学習活動

が不十分であったことが考えられる。また、問題の解決に必要な情報のみを与えて取り組んだ

り、十分に考察する時間がないまま学習を進めたりしていたことが考えられる。

・Ｂ３２、Ｂ３３の結果をみると、図形の性質を基に面積の関係をとらえるなど、複数の領域を

関連付けた問題について、既習事項を用いて発展的にとらえ、判断の理由を言葉や式を用いて

説明する力が弱い。この要因としては、問題の条件を変えた新しい場面で、発展的に考えたり、

一般化して考えたりする学習が不十分であったことが考えられる。また、理由を説明する際に、

なぜ言えるのか、どういう条件の場合に言えるのかなどを明らかにしながら説明する学習が不

十分であったことが考えられる。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

１の学習状況の把握と分析から、本校の児童の実態として、『計算技能や意味理解については「お

おむね満足できる」状況にあるが、問題場面を整理し、必要な情報を「言葉の式」「図」「表」な

どの数学的な表現を用いて、自らの考えを論理的に説明する力に弱さがある』ととらえた。そこ

で、問題を解決するために必要な情報を、児童自らが「言葉の式」「図」「表」などを用いて問題

場面を把握し、自分の考えを分かりやすく説明する力が付くことを目指して、以下の２点に焦点

を当てて授業改善を行った。

①数学的な表現を用いて、分かりやすく説明する力を育成する指導計画の工夫改善

②変化の様子に着目し、「言葉」「式」「図」「表」を用いて追究するよさを味わう指導方法の工夫

改善

（２）改善の具体的方途と実践

①数学的な表現を用いて、分かりやすく説明する力を育成する指導計画の工夫改善

・数学的な表現を用いて追究するには、そのよさ（有用性）に気付き、進んで生かそうとする必

要がある。「式」や「図」は、普段の学習活動の中でよく目にしているが、そのよさについて触

れることが少ないのが現状である。そこで、意図的によさを確認する場を設けた。さらに、「表」

など特定の場面において有効に活用できるものについても、活用する場面を繰り返し設定し、

そのよさについて確認する場を位置付けることとした。

・本単元は、平行四辺形と三角形の求積方法及び求積公式について、既習の図形に等積、倍積変



形をして導き出すことを考え、説明することが多い単元である。小単元の内容としては、平行

四辺形と三角形の学習の流れが同じであり、平行四辺形の学習で学んだことを生かして三角形

を学習するため、２つの小単元を続けて学習する。このことによって、習得した数学的な表現

が活用でき、有用性を感じることができると考えた。

・平行四辺形や三角形を学習した後には、ひし形と台形について学習する時間を設けた。ここで

は、台形を二つに分割して三角形の求積公式を利用したり、倍積変形によって平行四辺形の求

積公式を利用したりすることができる。そこで、この求積活動を通して、これまでの学習内容

を繰り返し活用するよさをさらに感じ、単元で付けた力を使って、論理的に説明する力を付け

ることができると考えた。

・繰り返し学習することのよさを生かして、平行四辺形で学んだことを三角形で活用することが

できるよう単位時間の流れを同じにし、プリントの内容も繰り返し学習を意識した構成とした。

２時間目表 ５時間目表

２時間目裏 ５時間目裏

・単元の終末には、数量関係を「式」や「表」を用いて変化の様子を調べる学習を２時間位置付

けることとした。これまでは、平行四辺形の学習後にこの学習を行っており、公式の適用が主

たる目的となっていた。しかし、単元の終末に位置付けることで、平行四辺形だけでなく、三



角形や台形においても変わり方を考えることが可能になり、求積の場面を利用して変化の様子

を主とした扱いができるようになったり、繰り返し「表」を用いたり、「式」の意味を考えたり

することもできるようになると考えた。

従前の単元指導計画（簡易版） 改善した単元指導計画（簡易版）

１ 平行四辺形の面積 １ 平行四辺形の面積

２ 平行四辺形の面積の公式① ２ 平行四辺形の面積の公式①

３ 平行四辺形の面積の公式② ３ 平行四辺形の面積の公式②

４ 底辺の長さと面積の変わり方 ４ 三角形の面積

５ 三角形の面積 ５ 三角形の面積の公式①

６ 三角形の面積の公式① ６ 三角形の面積の公式②

７ 三角形の面積の公式② ７ 台形・ひし形の面積の求め方

８ 練習 ８ 練習・まとめ

９ 図形の面積の求め方 ９ 底辺の長さと面積の変わり方①

10 まとめ 10 底辺の長さと面積の変わり方②

・今後学習する円の単元においても、直径と円周の関係、半径と面積の関係などを表を用いて表

す学習を重点的に進めていくことで、「表」や「式」によって数量の変化の様子を表すことがで

きるようになると考えた。

②変化の様子に着目し、「言葉」「式」「図」「表」を用いて追究するよさを味わう指導方法の工夫改

善

・二つの数量の関係を正しく把握するための工夫として、正しく用語を用いて説明することがで

きるようにしたいと考えた。正しく用語を用いて説明することにより、数量の関係の把握を確

実に行うことができる。具体的には、伴って変わる二つの数量の変化の仕方の特徴について、「横

の長さが２倍、３倍、４倍、…になれば、それに伴って面積も２倍、３倍、４倍、…になる。」

など、見いだした特徴やきまりを表すことができるようにしたいと考えた。そのための工夫と

して、導入の素材を次のようにした。

【底辺の長さと面積が伴って変わることをとらえやすくした導入素材】

・「表」「式」を用いて追究するよさを味わう工夫として、○、△を用いて表すことへの抵抗感を

なくすことを考えた。これまでの学習では、平行四辺形や三角形の求積方法を求めることに焦

点を当ててきた。そこで、公式を作った学習の後の適用場面として、公式の活用を位置付ける

ことにした。その際、公式を基にして○や△を用いた式を作り、代入して面積を求める活動を

位置付けることで抵抗感が少なくなると考えた。

この画用紙を右に動かす

と、平行四辺形の面積が

変化していく。



・単元の終末には、面積の変わり方について調べる学習を位置付け、重点的に学ぶ時間とした。

特にここでは、面積の変わり方を調べる方法として、「表」や「式」を使うとよいことを味わう

ことができるようにした。そのために、一時間の流れを次のように改善した。

改善前の一単位時間の流れ 改善後の一単位時間の流れ

○問題を提示する。 ○問題を提示する。

・平行四辺形の求積公式について確認する。 ・変わり方を予想し、調べる方法について見

通しをもつ。

底辺の長さと面積の変わり方を調べよ 面積の変わり方をはっきりさせ、分から

う。 ない量を調べよう。

・底辺を○㎝、面積を△㎠として、関係を式 ・表を用いて面積の変わり方を調べ、表のよさ

に表す。 について交流する。

・表を用いて、○㎝を１㎝ずつ増やしたとき ・底辺の長さと面積の関係を式で表し、表で

の面積△㎠の変わり方を調べる。 は分からないところが計算で求められるよ

・○を２倍、３倍、…とすると、△も２倍、 さを知る。

３倍、…になっていることをまとめる。 ・高さを２倍、３倍、…とした場合を考え、

表や式で表すよさを確認する。

変わり方の様子を調べるには、表にまと

平行四辺形では、底辺の長さを２倍、３ めたり、関係を○や△を使って式にした

倍、…にすると面積も２倍、３倍、…に りすればはっきりさせることができる。

なる。 ・三角形の場合でも同じように考えることが

・面積が 60㎠の時の底辺の長さを求める。 できるか問題に取り組む。

・他の児童の意見を聞き、自分の考えをもつために「つなげて」というキーワードを使って全体

交流を行うこととした。これまでの交流では、自分の意見を発表し仲間の意見を聞いて終わっ

てしまうことが多かった。さらに深め、広げていくためのキーワードとして「つなげて」とい

う言葉を踏まえて出された意見を関連付け、共通の考え方を見いだし、そこから本時の課題の

まとめにしていきたいと考えた。

３ 授業改善後の成果

（１）数学的な表現を用いて、分かりやすく説明する力を育成する指導計画の工夫改善

・平行四辺形と三角形の学習を連続し、つながりのあるものとして扱ったことにより、児童は自

分の考えに自信をもって発言するようになってきた。

・プリントに自分の考えを記入することに対して抵抗をもっていた児童が多かったが、繰り返し

同じ学習の流れで授業を行うことで、図に線を引いて考えようとしたり、式を用いて自分の考

えを書いたりする児童が増えてきた。



プリントに自分の考えを未記入だった児童

第２時 ８人 → 第５時 ０人

・台形とひし形の面積の求め方を考える第７時

では、平行四辺形や三角形で考えてきた求積

方法を使って面積を求める児童が多くみられ

た。特に式を使って面積の求め方を説明する

ことで、数が何を示しているのかを話すこと

ができ、結果として相手に分かりやすく説明

できることを感じ取る児童が多くいた。授業

後の児童の感想には次のようなものがあった。

【児童の考えを位置付けた板書】

・今日は台形の面積の求め方を考えました。台形も平行四辺形や三角形のように今までに習

った形にすれば簡単に面積を求めることができることが分かりました。

・今日の台形では、８や４が何の意味なのかを考えると公式をつくることができました。式

の意味を考えると分かりやすかったです。

繰り返し学習したことで自信をもって取り組めるようになり、さらに、式の意味を考えること

で台形やひし形の公式を導き出すことができたことができた。

・仲間の考えをもとにして考えを練り上げ、

表現する工夫として、全体交流の中で出た

意見の同じ所や似ているところを「つなげ

ると」をキーワードにして関連付けるよう

にした。「つなげると」という言葉を用い

ることにより、仲間の意見を自分の言葉で

説明したり、共通する数学的な考え方を見

いだしたりすることができるようになって

きた。以下は、実際の授業の様子である。

【キーワードを位置付けた板書】

Ｔ ：Ｃ７くん、Ｃ６くんの意見の続きで、自分の意見を言ってもらっていい？ 全く違う方法で見付け

ているのでよく聞いていて。

Ｃ７：僕が考えた方法は、まず同じように表に数を入れて、底辺が１増えるたびに５増えているので、だ

から、６の所の３０を２倍にすると６０になるから、上も２倍にします。そうすると上は下と同じ

ように２倍になって面積が６０の時には底辺が１２㎝になることが分かります。どうですか。

Ｔ ：すごいね。じゃぁ、同じようなところつなげれるかな。

Ｃ８：つなげると、Ｃ３くんもＣ４くんもＣ５くんもみんな６０＝○×５をしています。

Ｃ９：みんな式の中に数字の５が入っています。

Ｔ ：数字の５は何を表していたかな。



（２）変化の様子に着目し、「言葉」「式」「図」「表」を用いて追究するよさを味わう指導方法の工夫

改善

・「言葉」「式」を用いて追究するよさを味わう単位時間の工夫を行った。求積公式を導き出す際

には、底辺、高さを○や△を用いて表してきた。平行四辺形の求積の時間では、「底辺を○㎝、

高さを△㎝にすると面積はどうなるでしょう。」という問いに対して、公式は知っていても公式

を○や△に置き換えることができず、３１人中１１人が無解答であった。そこで、○や△が公

式の言葉を置き換えたものだと理解できるようにしたり、実際にいろいろな数をあてはめて面

積を求めたりする学習を繰り返し進めてきた。すると、三角形の求積では、３１人中２９人が

公式を○や△を用いて表すことができるようになった。

公式をもとに○や△を用いて表す問題について無回答であった児童（対象は 31人）

第２時 11人 → 第 10時 ２人

以下は、実際の授業の様子である。

Ｃ３：僕は公式を使って考えました。分かっているのは平行四辺形の高さが５㎝で、後は底辺はまだ分か

っていないので○㎝としました。５×○＝６０なので、○＝１２㎝になります。

Ｃ４：僕は表で式を作りました。底辺が○で面積が△なので△＝○×５になります。ここまではいいです

か。知りたいのは面積が６０の時の底辺の長さだから、△の面積の所に６０を入れて考えると１２

になります。だから答えは１２㎝になります。どうですか。質問はありませんか。

Ｃ５：１２はどこから出てきたのですか。

Ｔ ：何算でしたか？○を見付けるために５×何かで見付けるのだけど、かけ算なの？

Ｃ６：僕は表で変わり方を調べてから式を立てました。まず、表に書き入れて変わり方が底辺が２倍、３

倍されると、面積も２倍、３倍されるから、式は△＝○×５になります。△に求めたい面積の６０

を入れます。そうすると、６０＝○×５だから○＝６０÷５で１２になり、答えは１２㎝になりま

す。どうですか。

・学習を進める中で、中心となる考え方や「式」「図」「表」などの言葉をプレートを用いて板書

の中に位置付けることを繰り返し行ってきたことで、児童自らがその言葉を用いて話をしたり、

自分のプリントの中に書き込んだりすることができるようになってきた。

【中心となる考えや「式」「図」「表」、キーワードを位置付けた板書】



・変わり方を視覚的にとらえ、正しく用語を用い説明するための導入の工夫を行った。導入段階

で、実際に底辺が変化していくのに伴って面積も変化していく様子を示し、その変わり方には

関連があることと「伴って変わる」という言葉を使うことをはっきりさせたことで、表を使っ

て変わり方を調べればよいことをはっきりさせることができた。

・一時間の中で「平行四辺形の底辺と面積の変

化の関係」と「三角形の底辺と面積の変化の

関係」の２つを扱った。平行四辺形の問題で

は、変わり方を調べるときには、「表」や「式」

を使うと便利であることを学習し、活用問題

として三角形を取り上げるように工夫した。

このことにより、三角形の底辺と面積の変化

の関係について、３１人中２７人が、表に正

しく数を書き込み、式に表して変わり方を調べることができた。

・本単元では、プリントを用いて学習を進めることとし

た。本単元のように図を用いて追究していく場合には、

図を自らノートにかくことを目的としていなくとも、

図をかくことに時間を取ってしまう。素材のみをノー

トに貼る方法でも時間を取ってしまい、十分に個人で

追究をする時間を取ることができない。本単元では、

右のようなプリントを用いて追究したが、このような

プリントを用いることによって、図に直接自分の考え

を書き入れることができたり、余白を使って式などを

まとめたりすることができた。また、左右に２つの同

じ図を配置したことによって、２つの追究方法の共通

部分を自ら見いだすこともできるようになってきた。

・学習後の評価問題

今回の実践を終えて、平成１８年度実施の「岐阜県に

おける児童生徒の学習状況調査－小学校算数第５学年

－」を実施したところ次のような結果となった。

領 設 問 正答率（％）

域 番 号 出題の意図 県 自校 本実践後

数 11 平行四辺形の底辺と面積の関係を式で表わすことが ７２．１ ４０．７ ８３．９

量 1-23 できる。 31人中 26人

関 11 平行四辺形の底辺を何倍かしたときの，面積の変わ ６９．３ ４４．４ ８７．１

係 1-24 り方を考えることができる。 31人中 27人

本実践を終えた本年度の第５学年の児童には、○や△を用いて式を立てたり、伴って変わる二量

の関係をとらえたりする力が身に付いてきたと考えられる。


