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第５学年算数科学習指導案
指導者 T1 教諭 磯部 修一

T2 講師 益子 令子

１．単元名 図形の角を調べよう

２．単元の目標

◎三角形や四角形の内角の和について，図形の性質として見出し，それを用いて図形を調べたり構成

したりすることができるようにする。

○三角形や四角形の内角の和を用いて，未知の角度を計算で求めることができる。また，三角形の内

角の和が180°であることや，四角形の内角の和は三角形に分けることによって求められることを

理解する。 (知識・技能)

○三角形の内角の和が180°になることを三角形の性質としてとらえ，それを基に，四角形の内角の

和について演繹的に考え，四角形の性質としてとらえることができる。 (思考力・判断力・表現力等)

○筋道立てて考えることのよさを認め，三角形の内角の和が180°であることを基に，四角形や他の

図形の性質を調べようとする。 (学びに向かう力・人間性等)

３．単元について

本単元で扱う図形の内角の和や多角形は，学習指導要領には以下のように位置づけられている。

児童は，第３学年で，二等辺三角形や正三角形の性質を学習するときに，角を切り取ったり，折っ

て重ねたりする操作を通して，形としての角の相等について学習してきている。第４学年では，回転

による半直線の開き具合の量として角をとらえ分度器を用いてその量を測定したり，必要な角の大き

さを表したりする学習を行っており，本単元でも回転する角がどこからどこまでの角なのかはっきり

意識して測定できるように確実に身につけさせる必要がある。また，平行や垂直を定義し，その観点

で分別を行うことで四角形を定義するとともに，四角形を対角線で分けたときにできる三角形の特徴

も考察している。さらに，第５学年では，ぴったりと重ね合わせることができる２つの図形を合同な

図形と定義し，合同な図形の性質やかき方を学習している。

本単元では，これまでの学習を基に，三角形や四角形の内角の和について，図形の性質として見出

し，それを用いて図形を調べたり構成したりすることができるようにすることをねらいとしている。

三角形の内角の和を求める学習では，三角形の内角の和が180°であることを児童の多くが知識とし

て知っている。そこで，「180°になりそうだ。」という推論が正しいことを帰納的な考えにより理解

させるようにする。次に，この三角形の内角の和が180°になることを利用して，四角形や多角形の

内角の和を求める学習をする。この際，対角線を引き，幾つかの三角形に分割して内角の和を求める

といった演繹的な考えによる理解ができるようにする。三角形の内角の和が180°であることを学習

し，四角形の内角の和が360°であることを多様な求め方にふれる学習をした児童から，「じゃあ，

五角形や六角形だったら？」という問いが出されることを大切にしたい。また，本単元の第２小単元

では，図形を敷き詰める数学的活動を通して，図形に親しませる。そして，敷き詰められた図形の美

しさを味わわせるとともに，筋道立てて説明する学習活動をさせることを通して論理的に思考する力

を高めたい。さらに，単元の最後には，学習してきたことを基にして，多様な問題に挑戦させ，学習

内容の定着と課題を粘り強く追究する態度を育てたい。

今後，５学年では正多角形の性質を，６学年では対称な図形や拡縮図について学習することになる。

本単元で培った図形を学習する上での観察や構成の仕方や基礎的知識は，こうした学習へのステップ

として大きな意味をもつものと考える。

Ｂ 図形
⑴ 平面図形に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
（イ）三角形や四角形など多角形についての簡単な性質を理解すること。
イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
（ア）図形を構成する要素及び図形間の関係に着目し，構成の仕方を考察したり，図形の性質

を見いだし，その性質を筋道を立てて考え説明したりすること。
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本単元の学習の関連と発展

４．単元の評価基準

知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力・人間性等

①三角形の内角の和が180°になる ①三角形の内角の和が，180°であ ①三角形や四角形の内角の和に

ことや，四角形の内角の和が360° ることを帰納的に見出している。 ついて，筋道立てて考えよう

になることを理解している。 ②四角形や五角形の内角の和を三 としている。

②四角形の内角の和は，三角形 の 角形の内角の和が180°である

内角の和をもとにすれば求めら ことや四角形の内角の和が360°

れることを理解している。 であることをもとに演繹的に考

③三角形や四角形の内角の和を用 えている。

いて，角度を計算で求めることが

できる。

５．児童の実態

男子１２名，女子１２名，計２４名のクラスである。どの児童も学習に対して意欲的で，授業中の挙手

や発言も多く，活発に授業を進めることができる。学習課題に対して意欲的に取り組む一方で，解決方法

を見いだせない児童もいる。T・Tで支援をしたり，個別支援をしたりしながら，課題解決ができるように

している。

４月に実施した県学力把握調査の結果では，算数の平均正答率はわずかながら県の平均点を下回ってい

た。領域別には，特に図形領域の県との差（－20.6％）が大きい。設問ごとに見ると，「四角形の特徴を

まとめた表を読み取り，あてはまる図形を選ぶ」設問の正答率は30.8％にとどまり，最も低かった。基本

的な平面図形の定義や性質についての理解が不十分であることから，日頃の授業で自分の考えを説明する

際に図形の定義や性質を根拠に説明する機会をさらに取り入れていく必要がある。また，「半径４ｃｍの

３つ分の長さを求める」という設問では，正答率は46.2％にとどまり，円と半径の意味の理解と半径のい

くつ分という見方ができていない。本単元では，三角形の内角の和である180°がいくつ分といった見方

にも通ずるものと考えられるため，図を活用して色分けをしたり，計算で求める際の式の意味に重点を置

いて指導していきたい。また，本単元では授業ごとの学習の軌跡を掲示して復習したり，それを使って筋

道を立てて説明する活動をさせたりしたい。
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本単元のレディネス （調査実施日： H30.10.）

① 正答率 ８３．３％

正三角形と二等辺三角形の角の大きさについての性質を混同

しているものと思われる。

②‐1 正答率 ９１．７％ ②‐2 正答率 ３３．３％

問題の読み違い。正三角形の３つの角の大きさは等しいこと

は３年生，角の大きさは６０°であること４年生の既習事項。

５年生の図形の合同の学習においても復習しているが正答率が

低い。

③ 正答率 ５８．３％

角の大きさと回転の大きさの関連ができていない。

④ 正答率 ５０．０％

③とかかわって「〇直角」という言葉の理解が不十分。

① 正答率 ７９．２％

② 正答率 ９５．８％

①，②ともに図形の辺の長さを確かめずに感覚的に選んでい

るものと思われる。

※ 図形の合同の復習とともに，図形の性質を確認するように

する。

正答率 ５８．３％

解答中に「式も書いててごらん」と声をかけたところ，正答

している児童は，立式まで正しい児童が多く，三角定規のそれ

ぞれの角の大きさもわかっている。誤答した児童は，三角定規

のそれぞれの角の大きさが間違えている児童と組み合わせた角

の大きさの求め方が理解できていない児童が混在している。

あ) 正答率 ７５．０％

い) 正答率 ４５．８％

う) 正答率 ４１．７％

あ)が正答でない児童は，い)・う)も正答でない。

※ 本単元・本時の学習とかかわる内容なので復習をしながら

学習を進めるようにする。

出典： 東京書籍ワークシート集
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６．研究主題に迫る手立て

UD４ 授業の構成

①学習の見通しが持てる工夫

・「めあてのかくにん」「まとめ」といった１時間の授業の流れを黒板の隅に掲示し，今何をして

いる時間なのか，子どもたちがいつでも確認できるようにする。

・学習課題解決のための見通しを持つ時間を授業の中で確保し，課題解決への意欲を持たせる。

・学習感想を書かせ，振り返りの時間を確保する。

②学習用具の準備について

・同じ規格のノートを使う。

⑥ペア学習，グループ学習について

・アクティブラーニングを意識して，ペアやグループ学習での対話的な学びから，さらに学級全

体で考えを共有することにより，多様な考えを認め合うという深い学びができるようにする。

・説明の仕方として，「まず」「次に」「最後に」「なぜかというと」「だから」等のキーワードを

与える。

⑧満足感，達成感を実感できる工夫

・学習感想に取り組みやすいように「わかったこと」「友だちの考えを聞いて思ったこと」「つぎ

に考えてみたいこと」という視点を提示する。

UD５ 教師の話し方，発問や指示

③個別の声かけについて

・T・Tを活用し，個別にわかりやすい表現で児童に伝える。

④発問・指示について

・短い文で，具体的に，わかりやすい言葉で伝える。

UD６ 板書，ノートやファイル

②④板書について

・黒板のどこに，どんな内容を配置するか決めておき，パターン化する。

・児童にわかりやすいように，濃く板書する。

・「あける」「マス」といった掲示物で，ノートに写しやすくする。

⑤ノートについて

・板書と同様に，ノートのどこにどんな内容を書くか，配置を決める。

UD７ 教材・教具

①提示物を「大きく見せる」ことにICT機器を活用する。

④自力解決の場面で，自分なりの解決方法を考えつかない児童には，問題解決のきっかけとなる

ように既習事項を，教室内に掲示する。

７．学習指導計画（７時間扱い ） (学)学びに向かう力・人間性等 (思)思考力・判断力・表現力 (知)知識及び技能

時 目 標 学 習 活 動 おもな評価規準

（1）三角形と四角形の角 ４時間

１ 〔プロローグ〕

・円の半径を使ったいろいろな二等辺三角形を見て，3つの角の大きさの関係に関心をもつ。

○三角形の内角の和は180° ・○ア～○オの二等辺三角形を基に，三角形の3 (学)三角形の内角の和に関心をも

であることを理解し，計算 つの角の大きさのきまりを調べる。 ち，いろいろな方法で調べよ

で三角形の角の大きさを求 ・○ア～○オの二等辺三角形では3つの角の大き うとしている。

めることができる。 さの和が180°であることを確認し，他の (思)三角形の内角の和を，三角定

三角形についての見通しをもつ。 規の角の大きさを調べたり，

２ ・いろいろな三角形について，3つの角の大 いろいろな三角形の3つの角を

きさの和が180°になることを確認する。 １つの点に集めたりすること

・三角形の内角の和が180°になることを活 を通して帰納的に考え，説明

用して，三角形のいろいろな角度を計算 している。

で求める。 (知)計算で三角形の角の大きさを

求めることができる。
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３ ○四角形の内角の和は360° ・角度をはからないで，四角形の4つの内角 (思)三角形の内角の和を基にし

であることを理解し，計算 の和を求める方法を考える。 て，四角形の内角の和の求め

で四角形の角の大きさを求 ・各自の考えた求め方について発表し，検 方を演繹的に考え，説明して

めることができる。 討する。 いる。

(知)計算で四角形の角の大きさを

求めることができる。

４ ○「多角形」を知り，多角形 ・「五角形」「六角形」「多角形」の意味を理 (思)三角形の内角の和を基に，多

の内角の和の求め方を考 解する。 角形の内角の和を三角形に分

え，内角の和を求めること ・五角形，六角形の内角の和を三角形に分 けて求める方法を考え，説明

ができる。 けて調べ，多角形の内角の和について表 している。

本 にまとめる。 (知)多角形の内角の和は，三角形

時 に分けることによって求めら

れることを理解している。

（2）しきつめ ２時間

５ ○基本図形の敷き詰めを通し ・折り込みにある一般四角形の同じ図形を (学)おもしろい敷き詰め模様を作

て，図形に親しみ，その美 並べて，すきまなく敷き詰める。 ろうとしている。

しさを感得するとともに， ・形も大きさも同じ四角形が敷き詰められ (思)形も大きさも同じ四角形が敷

論理的な思考力を高める。 る理由を考える。 き詰められることの理由を考

６ ・平行四辺形の一部を変形していって，お え，筋道立てて説明している。

もしろい敷き詰め模様を作る。

まとめ １時間

７ ○学習内容の定着を確認し， ・「しあげ」に取り組む。 (知)基本的な学習内容を身につけ

理解を確実にする。 ている。

・【発展】巻末の「おもしろ問題にチャレンジ！」に取り組み，学習内容を基にじっくり考え，追究する。

８．本時の指導

（１）日時 平成３０年１１月２６日（月） ５校時 （４/７）

（２）場所 ５年１組

（３）ねらい 「多角形」を知り，多角形の内角の和の求め方を考え，内角の和を求めることができる。

（４）展開

時間 ・学習活動・○児童の反応 指導の手だて

（分） （ユニバーサルデザインの視点より）

★予想されるつまずき ○個別指導 ●補助指導

１．五角形，六角形，多角形の定義を知る。 ・ICTを使い，図形を提示をする。

〇角の数が５つだから五角形 ・図形は少しずつ見せ，角の数や辺の

〇辺の数が６つだから六角形 数に注目させる。 7‐①

「直線で囲まれた形を多角形」という。 ・五角形，六角形，多角形の定義を確

認する。

つ ２．本時の問題をとらえる。

●前時までの既習事項を掲示してお

か き，見通しを持たせる。 7‐④

む 〇三角形の角の大きさの和は，180°,四角形は360° ・四角形の時よりも大きくなることな

だった。それらよりも大きくなると思う。 ど，見当をつけさせる。

〇四角形の時と同じようにして求められないか？

(８)

〇板書の視写が進まない児童へ声をか

ける。（T２） 5‐③

【問題】多角形の角の大きさの和について調べ

よう。

【めあて】多角形の角の大きさの和の求め方を

考えよう。
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○１つの頂点から対角線を引いて，三角形に分ける。・四角形の内角の和が三角形をもとに

○三角形と四角形に分ける。 して求めれたことを思い出し，解決

★めあて（課題）を認識すること 方法の見通しが持てるようにする。

３．五角形の角の大きさの和を求める。 ●既習事項の掲示を確認し，解決方法

五角形を例にして全体で考える。 の見通しを全員の児童が持てるよう

(ｱ)五角形を３つの，六角形を４つの にする。

三角形に分けている。 ・既習事項のどの考えを使い，どう求

式）180×３＝540 答）540° めたか問い，図と式，言葉を用いて

考えを表せるようにする。

(ｲ)五角形や六角形を三角形と四角形 ・自分の考えを，わかりやすく説明で

に分けている。 きるよう指示をする。

式）180＋360＝540 答）540°

★(ｳ)対角線を引いているが，交差させている（360° ○掲示をヒントにするよう声をかけ

を引く式がかける・かけない 等）。 る。（T２） 7‐④

４．六，七，八角形について調べる 〈自力解決〉 ・表に表すと良いことに気づかせる。

それぞれの図形の角の大きさの和を求め，表に (六，七，八角形の図と表)

する。表を見て気づいたこと（きまり）をまと

める。 ・ノートをもとに，考え方が説明でき

〇規則性がないか るように指示をする。

〇式に表せないか

追

★やり方，考えがまとまらない。 ○ヒントカードを提示し，三角形に分

けることに導く。

求 ○考えを書き終えた児童には，適用問

題を先に渡し，取り組ませる。

５．互いの考えを発表し合い，考えを共有する。 ・自分の考えと友だちの考えを交流

す グループ（班）で話し合う し，学び合うことで，主体的，協働

・全体で考えを共有し，ホワイトボードに意見を 的な学びへつなげていく。 4‐⑥

まとめる。 ・自分の考えと比べながら，友達の考

る ・言葉や図，式 等を使ってわかりやすく説明する。 えを聞くように指示する。（T1,2）

全体で話し合う ・ それぞれの考えの良さを認め合え

・共通していることを確認する。 るように声をかける。 （T1,2）

〇多角形の角が１つ増えると180°増える。

〇「180°×三角形の数＝多角形の角の大きさの和」 ・自分の考えと比べながら，友達の考

（30） と式に表す。 えを聞くように指示する。 （T2）

・適用問題として“十角形”だったら… 180°×8 ・図を提示して求めてみる。

ま ５．本時の学習を振り返り，学習感想を書く。

・まとめをノートに書くように指示を

と する。（児童から出てきた言葉でま

とめるようにする。）

め

・学習感想をノートに書く。 ・学習感想で，振り返りをするように

る ★自分の考えをまとめること 指示をする。 4‐⑧

・多角形の角の和は，三角形に分けて三角形の角の和の大き ●書く観点を示す。

（７） さをもとにしたかけ算で求められることがわかった。 ○書き出しを示す。（T２）

【まとめ】多角形の角の大きさは，対角線

で三角形に分けて求めることができる。

自

力

解

決

（
⑩
）

全

体

検

討

（
⑮
）
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９．本時の評価規準

・(思)三角形の内角の和を基に，多角形の内角の和を三角形に分けて求める方法を考え，説明している。

・(知)多角形の内角の和は，三角形に分けることによって求められることを理解している。

板書計画

使用した図

本時で使用するヒントカード 適用問題

対角線を1本と書きはじめの頂点に○をつけた。 自力解決が早く終わった児童への対応にも使用。

ワークシート

表の上に図形の名前

と図を対応させて提示

した。対角線を書き入

れて考えることを促す

ため。○部分には十角

形が書き込めるように

余白を作った。

ヒントカード

この続きを考えてみると・・・

新しい問題

この多角形の角の大きさ
の和は？
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１０．実際の授業を終えて（成果と課題）

◇授業者としての反省

・時間配分がうまくいかず，一番大切な全体で話し合う場面がつくれなかった。

・「新田スタンダード」に関わって，ヒントカードや既習事項の掲示を活用したが，掲示した内容を

見直す「よさ」が，定着していなかったように感じた。

・１つの頂点に○をして対角線を引くことが前時までに押さえられていなかったために，見通しの部

分（本時）が長引いてしまった。

・アクティブラーニングに関わって，ホワイトボードを使って班で話し合う活動を取り入れたが，ホ

ワイトボードに表を貼ってしまったので，白紙の部分が狭くなり使いにくかったのではないか？

ホワイトボードは，一学期には使ったことがなかったので，二学期に入ってから指導してきた。

<質疑>

？）発表者の指定について

・普段は全員が発表できるように順番に回しているが，本時では適任の班長・副班長を仕組んで指定

した。

？）四角形の内角の和（前時）の学習では，対角線１本以外に他の考え方が出てきたか？

・６班中の１つの班だけが，２本の対角線を引き，360°を引くという方法を出したが，全体検討の

中で「より簡単に，より正確に，いつでも使える方法で！」ということでまとめをした。

○普段の様子（T２担当）

・学力の差があり，知識の定着が遅い児童がいる。全体的に幼い印象を受ける学年。しかし，やる気

のある児童が多いので，まだまだ伸びしろがあると考える。

本時では，多角形の内角の和，式，規則性の３つの指示に対応できない児童がいて，全員のフォロ

ーは難しい。

グループ（A・B）ごとのワークショップ

Aグループ

（＋）・めあて，まとめを児童の言葉から引き出したところ

・既習事項の掲示や確認（「新田スタンダード」）

・動き出したくなる課題。ICTの活用は図形指導に有効

・児童のつぶやきを上手に取り上げたところ

・ホワイトボードの活用，グループ学習のよさ

・子どもたちの意欲。

・ワークシート＝ヒントカード（図形）になっていたところ

（－）・時間配分，前時の学習の押さえ。

・自力解決できない児童へのヒントカードの活用

自力解決ができた児童への対応，レベルアップ課題

・対話から深い学びへ（グループ学習の内容）

・話の聞き方，聞かせ方

・見通し

Bグループ ＜１時間１時間の積み重ねの大切さを考えさせられる授業＞

（＋）・ICTの活用

・板書計画，学びの足跡

・T２の活躍が良かったところ

・グループ活動が良かったところ

グループは本時（単元）に向けて班編制をしたこと

グループ活動ができるように班長を教師が指定して仕組んだこと

・ノート指導の定着
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（－）・導入部分の改善

・発問，言葉かけ（UD５）

・前時までの理解の定着

・図や表の活かし方

□ご指導・助言（笠井指導主事より）

○児童の様子について

（あいさつ，日頃の指導）

○研究会の様子の様子について

（ワークショップ型，「先生の働きかけと子どもの活動」という視点に基づいた協議）

○指導案について

（児童の実態と手立て，本時の児童の予想される児童の反応，T２）

○授業について

・子どもの言葉を使って「めあて」を書いているところが良い。

「自分たちがつくっためあて」という意識をもたせることとそれを積み重ねること。「次に何を

する？」と問うことで，つぶやく姿勢を育てる。そのためのクラスの雰囲気づくりが大切である。

・プリントではなく，図を切ったり貼ったりしているところ，ノートでまとめていく流れが良い。

学習規律やノート指導が整っている。

・T２の活躍が良い。既習事項の確認のところで指導案通りに関われていてすばらしい。

◇グループ活動がホワイトボードをまとめる作業になってしまっていた。ホワイトボードを書くため，

まとめるための時間よりも自力解決や全体検討の時間，子どもの良い考えを認め合うことに重きを

おくべきである。せっかくの良い考えが消えていってしまう。素朴な考え（“良い”誤答）を全体

検討の場で正答に導いていければ。

本時で言えば，図形の対角線をなぞらせる。代表数名に前に出てやらせたり，180°×３の式と図

形を照らし合わせながらペアで確認させるなど。

◇指導案の板書計画の吹き出しや児童の意見を拾い上げたい。つぶやきを板書に残すことが大切。
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