
第 4学年○組 算数科学習指導案 

 

１ 単元名  面積  

２ 指導観   

 ○ 単元観 

 本単元は、面積について単位と測定の意味を理解し、長方形、正方形の面積の求め方について考え、

それらを用いて面積を求めることができるようにすることをねらいとしている。 

 これまでに、第 1学年で、重ねたり方眼の個数を数えたりして簡単な場合の大小比較を学習している。

また、第 3学年までに長さ、かさ、重さなどの量について、直接比較や間接比較、任意単位による測定、

普遍単位による測定という段階を踏んで学習し、測定の原理や普遍単位の必要性について理解を深めて

きた。そこで、本単元ではこれまでの学習をふまえ、面積について単位と測定の意味を理解し、正方形

及び長方形の面積の求め方について考え、面積を求める公式を用いて複合図形や大きな単位の面積の求

め方を考えていく。 

この学習は第５学年の直方体や立方体などの体積や、平行四辺形や三角形などの面積を求める学習へ

とつながっていく。 

○ 児童観 

 本学級の児童は、算数に興味・関心をもち意欲的に学習に取り組んでいる。しかし、既習事項をもと

に問題解決の方法を考えたり、根拠を明確にしながら自分の考えを表現したりすることができる児童は

少ない。また、全体交流の場で自分の考えを説明することに苦手意識を持つ児童も多い。 

 本単元に関わるレディネステストの結果は以下のとおりである。 

問題内容 正答率 

１ 長方形を重ねてはみ出した部分から、 

3つの長方形の広さを比べ、広い順に並べる。 

87.5％ 

２ 単位換算   ①１m ＝    cm 

             ②１㎞＝    m 

71.9％ 

96.9％ 

３ 正方形が並んだ図を見て、 
①②③の正誤を考え、〇×をつける。 

                  
① まわりの長さは、○あ・○い・○う のどれも同じ長さである。 
② ○あ  と ○い  は同じ広さである。 
③ いちばん広いのは、○あ です。 

 
 

 
9.4％ 
78.1％ 
81.3％ 

１では、○あと○い、○いと○う、○あと○うのそれぞれを直接比較した結果をもとに 3つの広さの関係を考える

ことが難しい児童が見られた。２では、１m＝1000 ㎝としている児童が多くいた。３の①では、正方形

の辺でなく面に着目して数え、正方形が９つある○うが長いとしたり、正方形が横に４つ並んでいる○あが

長いとしたりする児童が多くいた。また全体の約 30％の児童は、「まわりの長さ」が、図のどの部分を

指すかが理解できていなかった。３の②、③の問題では、図の一部分だけを見て、正方形が横に 4つあ

るから○あが広いと考えた児童がいた。 

以上の結果から、本学級の多くの児童は、重ねたり、任意単位をもとにしたりして広さを比べること

はできるが、「周りの長さ」や「広さ」など、比べる対象に応じて図形を構成する要素のどこに着目すれ

ばよいか判断するまでには至っていないといえる。 

○ 指導観 

本単元の指導にあたっては、児童が既習事項とのつながりを意識しながら面積の単位や測定の意味を

捉えたり、長方形と正方形及びその複合図形の面積の求め方を考えたりすることができるようにする。

そのために、毎時間の導入では、問題提示を視覚的に工夫したり、既習事項や前時とのつながりや違い

を明確にして、問題解決の見通しをもたせる場を設定したりする。また、全体交流では、児童の考えの

一部分（式のみ、図のみ、途中のものなど）を取り上げ、他の児童に説明や補足を促し、こう考えたの

ではないかと推測する活動を通して、考えの根拠を明確にする力を育てるようにする。 



第一次では、まわりの長さが同じ花壇の広さくらべをしてどちらがどれだけ広いか考えさせる。その

際、１㎠の正方形を単位として、それを敷き詰めたり、区切ったりさせ、１㎠のいくつ分かを求める活

動を通して、面積の意味とその単位について理解させるとともに、広さも他の量と同じように数値化で

きることを捉えさせる。そして、計器で直接数値化できる重さや長さなどと違い、計器がない面積はど

のように測定すればよいかという問いを投げかけ、図形を構成する辺の長さから計算すればよいことに

気づかせて求積公式へと導く。 

本時学習場面である第二次では、複合図形の求積を行う。第二次の１時は、図形の構成要素に着目さ

せ、L 字型の図形の求積には、どこの辺の長さが必要かを話合う活動を設定し、図形を分割、補完、変

形して、長方形や正方形を見いだせば求積できることをつかませる。そして、２時に、凹の形や凸の形

それぞれの求積には、分割、補完、変形のどの方法が便利かという視点で考えを交流する場を設定して、

図形に応じて求め方を選択することの大切さに気づかせたい。 

第三次では、㎡や㎢、ａ、ｈａ等の大きな面積において、各単位の関係性を理解させるとともに、教

室や体育館、運動場などの面積を実際に測定させることで、面積の量感を養い、必要に応じて単位を使

い分けることができようにする。 

 

３ 目標 

 ○ 長方形や正方形の面積を表すことに関心をもち、長方形や正方形の面積の公式を利用して、身の回り

にあるものの面積を求めようとする。                   【関心・意欲・態度】 

 ○ 長方形や正方形の面積の求め方を考えることができるとともに、工夫して面積を求めることができる。 

                                       【数学的な考え方】 

 ○ 面積の公式を用いて、いろいろな長方形や正方形の面積を適切な単位を選んで求めることができる。 

                                   【技能】 

 ○ 面積の概念を知り、面積の単位（㎠、㎡、a、ha）がわかる。また、長方形や正方形の面積の公式を理

解することができる。                               【知識・理解】 

  

４ 単元計画（１１時間） 

 

 

 

 

 

 

次 時 主な学習活動 主体的・対話的で深い学びの視点に立った手立て 

一 ４ 
〇面積の単位㎠を知り、1㎠を単位にしていろいろ

な形の面積を求めたり、方眼紙上でつくったりす

る。 

〇長方形や正方形の面積を求める公式を考え、公式

を適用して面積を求める。 

既習事項（長さやかさ）とのつながりを意識させ、面積

を数値化して表すことのよさに気づかせる場の設定       

《主体的な学び①見通しをもつ》

効果的な交流をおこなうための可視化の工夫       

《対話的な学び⑦思考を表現に置き換える》 

二 ２ 
〇既習の長方形や正方形の面積を求める学習を活

用して複合図形の面積の求め方を考え、面積を求

める。（本時１／２時） 

L字型という新たな課題を提示し、思考をゆさぶ

り、既有の知識・技能を活用させる場の設定       

《深い学び③知識・技能を活用する》 

三 ５ 
〇面積の単位㎡を知り、㎡を単位にして面積を求め

たり、㎡と㎠の単位間の相互の関係を考察したり

する。 

〇１㎡の新聞紙を用いていろいろ調べ、1㎡の量感

を身につける。 

〇面積の単位、㎢、ａ、ha を知り、面積を求めた

り、㎢と㎡、aと㎡、haと方法メートルの単位間

の関係を考察したりする。 

学んだ単位を用いて、実生活の中の広い面積を測定する

体験活動を取り入れ、量感を育てる場の設定 

《主体的な学び③興味や関心を高める》 

 

面積の単位とこれまでに学習した長さの単位を関係づ

けて考察し、単位の知識を概念化する場の設定 

《深い学び⑤知識や技能を概念化》 



５ 本時   

令和元年○月○日 ○曜日  第○校時（第２次の１時）   於 ４年○組教室 

（１）主眼 

どの辺の長さが求積に必要か話し合う活動を通して、既習の長方形や正方形の求積公式を活用し、複

合図形の面積を工夫して求めることができるようにする。 

（２）本時の主たる見方・考え方 

児童が働かせる本時の

主たる見方・考え方 

児童が、【見方】複合図形を分解したり、変形させたりして【考え方】既習

の長方形や正方形の求積公式を活用して複合図形の面積の求め方を考える。 

（３）授業仮説 

以下の手立てをとれば、児童は、既習の長方形や正方形の求積公式を活用して、複合図形の面積を工

夫して求めることができるだろう。 

・本時課題の提示の仕方を工夫し、前時までに学習した図形（長方形・正方形）との違いに気づかせる。 

・L 字型の図形をどのように見れば既習の求積公式が活用できるか考えさせるために、どこの辺の長さ

が分かれば面積が求められるかについて話し合う場を設定する。 

（４）準備  

フラッシュカード・問題提示用図形（黒板掲示用・自力解決用・児童説明用）・活用問題 

（５）展開 

学習活動 指導上の留意点 （◇評価) 

１ 本時学習問題を知り、めあてをつかむ。 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

２ どの辺の長さがわかれば面積を求めら

れそうか考え、話し合う。 

（１）見通しをもち、自分の考えを書く。 

 

 

 

 

 

 

 
〈予想される児童の考え〉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○フラッシュカードで既習の長方形と正方形の面積の求

め方を振り返る際に、辺の長さを明示せず情報不足の

状態で提示し、児童が求積に必要な辺の長さに着目で

きるようにする。 

〇フラッシュカードの最後に本時の複合図形の一部を隠

して提示し、長方形と思わせた後に全体像を見せるこ

とで、前時との違い（正方形の一部が欠けている。長

方形が組み合わさっている。など）に気づかせる。 

○前時までの学習を使って面積を求められないか投げか

け、本時の課題をつかませる。 

《主体的な学び③興味や関心を高める》 

 

 

 

〇自分たちが求積できる長方形や正方形が図の中にない

か尋ね、見通しをもたせる。 

《主体的な学び①見通しをもつ》 

〇提示した図形を配付し、自分が求積に必要だと考える

辺をなぞらせ、理由を書かせる。 

〇自分の考えが伝わるように必要に応じて図形に補助線

や記号なども記入するよう伝える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lのような図形の面積を工夫して求めよう。 

正方形と長方形に分けら

れそうだ。 

２つの長方形に分けたらどうかな。 

長方形がへこんでいるな。 

 分割型① 
 
 
 
 
 
 
上の正方形の面積と下の長
方形の面積をだして、たす
といいから。 

補完型 
 
 
 
 
 
 
大きな長方形にして面積を出し
て、あとからへこんだ部分の長
方形を引けばいいから。 

分割型② 
 
 
 
 
 
 
左の長方形の面積と右の長
方形の面積をだして、たす
といいから。 

長方形や正方形

の面積なら求め

られるけど…。 

 



（２）全体で考えを交流する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 出された考えを使って面積を求める。 

（１）各自で求める。 

 

 

 

 

（２）全体で面積を確認する。 

 

 

〈式と図形を関連付けながら確認〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本時学習をまとめる。 

 

 

 

 

５ 本時学習をいかして問題を解く。 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

〇辺を見つけた児童には、求積に必要だと考える辺だけ

を発表させ、発表者は図をどのように見て考えたのか

を全体に問う。 

〇補完型の考えが出ないときは、補完型につながる考え

を取り上げ、その続きを全体で考えるようにする。 

○実際に図形を動かしながら説明できるように、図形を

切ったものを準備しておく。 

《対話的な学び②協働して課題解決する》 

 

 

 

 

 

〇求積用の図形は、辺の長さが分かるように１㎝の方眼

上に置いたものを配付する。 

〇活動２で出された考えの中から自分にとって分かりや

すいものを選んで、補助線を引いたり辺をなぞったり

して面積を求めさせる。 

〇式と答えだけをホワイトボードに書いて発表させ、ど

の考え方で求めた式か全体に問い、別の児童に式と図

形を関連付けながら説明させる。 

《対話的な学び②協働して課題解決する》 

 

 

 

 

 

 

 

○それぞれの考えの共通点に着目させ、どの考えも複合

図形に補助線を引いて長方形や正方形を見つけて考え

ていることに気づかせる。 

 

〇本時のどの方法で求めるか選択させ、その考えに合わ

せて補助線を引いたり、求積に必要な辺に色付したり

して面積を求めさせる。 

〇児童が選択した考え方で一番多いものを取り上げ、式

と答えを確認する。 

○時間があれば他の考え方も取り上げるが、時間がない

ときは次時の導入で取り上げるようにする。 

《深い学び③知識や技能を活用する》 

◇複合図形を分割したり補ったりして、既習の長方形や正

方形の求積公式を活用し、工夫して面積を求めることが

できる。 

 

 

Lのような図形の面積も、長方形や正方形をもとにして考えれば求めることができる。 

○○さんは、上の正方形
と下の長方形に分けて考
えたと思うな。 

辺 AF と辺 FE、辺 BC と
辺 DC の長さが分かれば
面積が求められるよ。 

分割型①                 分割型②                補完型   

３×３は、左の長方形の面
積で、２×７は右の長方形
の面積だね。 
９＋１４は２つの長方形
の面積をあわせているね。 

３×３＝９ 
２×７＝１４ 
９＋１４＝２３ 
面積は２３㎠ 

５×７は大きくした長方
形の面積で、３×４はへ
こんだ部分の長方形の面
積だね。３５−１２でへこ
んだ部分を引いているね。 

５×７＝３５ 
３×４＝１２ 
３５−１２＝２３ 
面積は２３㎠ 

辺 AB と辺 AC から面積
を求められないかな。 

へこんだところまで面積
が求められてしまうよ。 

後から、へこんだところの面積
を引いたら求められないかな。 

５×３で左の長方形の
面積を求めて、２×４で
右の長方形の面積を求
めて、最後に２つの面積
をあわせているね。 

分割型② 
３×２＝６ 
５×５＝２５ 
６＋２５＝３１ 
     ３１㎠ 
 

分割型① 
３×７＝２１ 
２×５＝１０ 
２１＋１０＝３１ 
     ３１㎠ 
 

補完型 
５×７＝３５ 
２×２＝４ 
３５−４＝３１ 
     ３１㎠ 
 

５×３＝１５ 
２×４＝８ 
１５＋８＝２３ 
面積は２３㎠ 


