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１ 単元名 面積 

２ 指導観 

〇 本単元のねらいは，正方形や長方形といった図形の面積について，単位と測定の意味を理解し，

面積の単位や図形を構成する要素に着目して面積の求め方について考え，それらを用いるようにす

ることである。具体的な内容は，①面積の概念や，面積の単位㎠，㎡，㎢，a，haを理解すること，

②求積公式を用いて，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，③長方

形や正方形の求積の仕方を考えるとともに，工夫して面積を求めることである。本単元は面積の求

め方を，具体物やことば，数，式，図を用いて考えを説明したり，身の回りにあるものを実際に測

定したりするという算数的活動を行うことが大切であるとともに，正方形や長方形の面積の求め方

を考えたり，また面積の求め方を振り返ったりするなかで，効率的・能率的な求積方法を探求し，

公式として導き，導いた公式を活用するという資質・能力の育成をはかることができる。この学習

は，第５学年の三角形，平行四辺形などのいろいろな形の面積や，第６学年の体積を求める活動へ

と発展していく。さらに，中学校において，第２学年で図形の性質と証明，第３学年で図形と相似

へと発展していく。 

〇 本学級の児童は，これまで，かさや長さ，重さなどについて直接比較や間接比較をしたり，ある

ものの幾つ分で大きさを表す任意単位により比較したりして，量の比較や測定の仕方について明ら

かにしてきている。また，計器を用いて量を測定する活動を通して，普遍単位の幾つ分で，大きさ

を数値化して表す単位の考えや，どんな大きさでも数値化すると比べやすくなるという一般化の考

え方を深めてきている。しかし，広さの概念については，本単元で初めて学習することになる。そ

こで，身の回りの数量について測定する活動に関心をもち，普遍単位を用いて大きさを予想したり，

測定した数量を用いて大小を比較したりできるようになるこの期に，本単元を取り上げる。このこ

とは，面積を数値化することのよさや計算によって求められることの便利さを実感し，効率的・能

率的な求め方を探求して公式を導き，導いた公式を活用する資質・能力を育成する上で有効である。 

〇 本単元の指導にあたっては，面積の単位や測定の意味を理解し，いろいろな長方形や正方形及び

その複合図形の求積の仕方を考えるとともに，適切な単位を選びながら工夫して面積を求めたりし，

身近なものの面積の測定に生かすことができるようにする。単元の導入段階では，まず，長さやか

さ等の量の学習と同じように，「広さくらべ」を通して大小の比較をさせていく。その際，１辺が

１㎝の正方形を単位としてそれを敷き詰めさせたり，ます目を数えたりする活動を通して，面積の

概念を捉えさせ，単位を用いることのよさを感じさせる。次に展開段階では，既習事項をもとに，

基本図形や複合図形の求積の仕方を考える活動を仕組む。その際，補助線を入れる，線を付け足す

等の操作活動を取り入れて，既習の長方形や正方形を見つけさせ，公式を使って面積を求めること

ができるようにする。最後に終末段階では，大きな面積において，㎡や㎢，ａ，ｈａ等の単位を使

用する必要性を感じさせるとともに，各単位の関係性を理解させる。その際，教室や学校の校庭，

身の回りの土地のなどをイメージさせて，日常での生かし方を身に付けさせたい。 

 

 



３ 単元目標 

○ 面積の概念，単位㎠，㎡，㎢，ａ，ha ，長方形や正方形の面積の公式を理解し，求積公式を用

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。【知識・技能】 

○ 長方形や正方形の求積の仕方を考えるとともに，工夫して面積を求めるために既習の図形を見い

だすことができる。                          【思考・判断・表現】 

○ 長方形や正方形の面積を表すことに関心をもち，長方形や正方形の求積公式を利用して，身の回

りにあるものの面積を求めようとする。              【学びに向かう力・人間性】 

４ 単元計画 

配

時 

評価規準 
学習活動 知識・技能 思考・判断・表現 学びに向かう力 

１ 

 ・長方形と正方形の面積

の比較や測定について，

長さやかさなどの場合を

もとにして考えている。 

・面積の大きさを数値

化して表すことのよ

さに気づいている。 

・長方形と正方形の広さを，直接

重ねたり，小さな正方形のいくつ

分になるかで比べたりすることを

とおして，面積の比較や測定のし

かたや意味について考える。 

２ 

・面積の大きさを数

値化して表すこと

のよさに気付いて

いる。 

・長方形や正方形の面積

を計算で求める方法を考

えている。 

 ・面積の単位「平方センチメート

ル(㎠)」を知る。 

・長方形や正方形の面積を計算で

求める方法を考える。 

３ 

・長方形や正方形の

面積を公式を用い

て求めることがで

きる。 

  ・長方形，正方形の面積を計算で

求める方法を公式にまとめる。 

・公式の意味を知る。 

４ 

本

時 

・必要な条件を複合

図形の面積を求め

ることができる。 

・複合図形の面積の求め

方を考えることを通して

その図形が長方形を組み

合わせた図形であること

に気付くことができる。 

 ・長方形を組み合わせた図形の面

積の求め方を考え，複合図形を補

助線で分けたり，図形を補ったり

し長方形や正方形の面積の公式を

使えるようにする。 

５ 

・面積の単位「㎡」

を理解している。 

  ・教室のような広いところの面積

は，１辺が１ｍの正方形の面積を

単位にして表すとよいことを知

り，面積の単位「平方メートル(㎡)」

を知る。 

６ 

・１㎡＝10000㎠の

関係を理解してい

る。 

・公式を用いるには

単位をそろえる必

要があることを理

解している。 

  ・１㎡と１㎠の関係を調べ，１㎡

＝10000㎠を知る。 

・縦が㎝単位，横がｍ単位で表さ

れている長方形の面積の求め方を

考える。 

７ 

  ・身のまわりにあるも

のの面積に関心をも

ち，面積を求めようと

している。 

・机や教室など長方形や正方形の

形をしたものの面積を予想してか

ら求めたり，100 ㎠や 100 ㎡など

に近い面積のものを探したりす

る。 



８ 

・面積の単位「㎢」

を理解している。 

・１㎢＝1000000㎡

の関係を理解して

いる。 

  ・面積の単位「平方キロメートル

(㎢)」を知り，１㎢＝1000000㎡を

知る。 

９ 

・面積の単位「アー

ル(a)」「ヘクタール

(ha)」を知り，１a

＝100 ㎡，１ha＝

10000㎡を知る。 

・１㎡，１a，１ha，１㎢

の正方形の１辺の長さを

もとに，面積の単位の関

係について考えている。 

 ・面積の単位「アール(a)」「ヘクタ

ール(ha)」を知り，１a＝100 ㎡，

１ha＝10000㎡を知る。 

・１㎡，１a，１ha，１㎢の正方形

の１辺の長さと面積の関係を調べ

る。 

10 

・面積の単位と測定

の意味，長方形や正

方形の面積の公式

を理解している。 

・面積の単位の関係

を理解している。 

・学校の校舎を上空から

見取った複合図形につい

て長方形を見いだし，適

切な単位を選択すること

ができる。 

・学校の校舎を上空か

ら見取った形につい

て，適切な単位で面積

を求めようとしてい

る。 

・単元のまとめをする。 

 

５ 本時 

(1) 本時の目標 

複合図形の面積の求め方を考えることを通してその図形が長方形を組み合わせた図形である

ことに気付き，求積に必要な条件を見いだすことができる。       【思考・判断・表現】 

(2) 準備 複合図形の提示物，ものさし，ワークシート （児童用） 

(3) 展開 

 学習活動・内容 教師の支援と評価基準・評価 

導
入 

１ 長方形を組み合わせた複合図形の面積の問

題に出あい，本時学習のめあてについて話し

合う。 

(1) 複合図形についての問題の意味を捉え

る。 

【問題】 

色のついた部分の 

面積を求めましょう。 

 ・正方形と長方形ならわかるけれど。 

・長方形を組み合わせているといえそうだね。 

(2) 問題解決の見通しを持ち，本時学習のめ

あてについて話し合う。 

【見通し】 

 ・補助線を引いて長方形２つにする。 

 ・長方形をみつける。 

 

 

 

※前時までの学習をふりかえり，正方形

と長方形の面積の公式を確認する。 

 

※L 字型の図形を提示し，既習の図形と

の違いに気づかせる。 

 

 

 

 

 

※考えをつくりやすいように，問題の図

を 1人 6つ配付する。 

 

 

 

めあて 

型の面積の求め方を考えよう。 



展
開 

２ 見通しに基づいて自力で問題を解決すると

ともに，交流を通して，複合図形の求積の考

え方についての理解を深める。 

(1) 見通しに基づき，自力で問題を解決する。 

【予想される子どもの考え方】 

 

 

 

 

 

(2) それぞれの考え方の共通点に着目した交

流を通して，複合図形の求積の考え方の理

解を深める。 

 ・長方形を見つけることで，長方形の面積の

公式が使え，面積を求めることができる。 

(3) 必要な辺の長さを考え，面積を求める。 

 ・見つけた長方形の縦と横の長さが必要 

 ・長方形＋長方形で求められる 

 ・長方形―長方形で求められる 

(4) 適用問題を解き，理解を深める。 

 

 

 

 

 

 

 ・線を引くと長方形が見つかりやすそう。 

 ・大きい長方形から小さい長方形をひくと 

面積がもとめられるよね。 

 

※学習ノートに自分の考えを記述させ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※複合図形の求積の考え方の理解を深め

させるために，式，図，絵等を用いたそ

れぞれの説明の共通点に着目させる。 

※効率的・能率的な観点が大切であるこ

とを確認する。 

※必要な辺の長さについては図に青色の

線を引かせ，自分の考えを可視化させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※長方形の見つけ方のみに焦点を当て，

長方形の見つけ方の理解を深める。 

※交流を通して長方形を一番少ない数で

見つけると効率的，能率的に求積できる

と気付かせる。 

終
末 

３ 凹型の面積を求める問題を解き，本時の学

習をまとめる。 

(1) 凹型の問題を解く。 

【問題】 

色のついた部分の    

面積を求めましょう。 

ただし，見つける長方形が一番少ない方法で

求めましょう。 

(2) 本時の学習をまとめる。 

まとめ 

  型の図形の面積は，長方形をみつけ，そ

の縦と横の長さから求めることができる。 

また，図形によってはかんたんな方法がある。 

 

(3) 本時の学習のふりかえりをする。 

※長方形の複合図形の面積の求積には長

方形を見いだせばよいこと，見いだした

長方形の縦と横の長さが分かれば求積す

ることができるという理解を深めさせる

ために凹型の求積方法を考えさせる。 

 

 

 

◎長方形を見いだし，必要な辺の長さを

もとに長方形の面積の公式を使って求積

できている。 

 

 

 

※本時の学習内容を振り返らせるため

に，長方形，測る辺，分けてたす，埋め

て引くなどのキーワードを提示する。 

【問題】 
色のついた面積を求めるために必要な長方形を一番少ない数で見つけ出しましょう。 

           



 


