
プログラムを取り入れた指導事例（中学校２年 数学）

１．単元名 図形の調べ方

２．単元について
（１）単元観
図形の学習においては，その図形の特徴や性質・定理を考察していく過程で，図形を論理的に考え

る能力を養っていくことが大切である。小学校では，図形を構成する要素に着目し，基本的な図形を
作図したり，製作したりすることを学習してきた。そこでは，実際に図形を重ね合わせてみたり，長
さや大きさを実測したりなど観察や操作・作業を多く取り入れたうえで直感的な見方をする学習が中
心であった。また，図形の合同性や対称性，円の性質などにおいて簡単な考察を行ってきてはいるも
のの 扱う図形が特殊な形に限られることが多かった 中学校学習指導要領第２学年の目標(２)に 基， 。 「
本的な平面図形の性質について，観察，操作や実験などの活動を通して理解を深めるとともに，図形
の性質の考察における数学的な推論の必要性と意味及びその方法を理解し，論理的に考察し表現する
能力を養う 」とある。それを受け，中学１年生では，図形とは条件を満たす点の集合であることを。
理解し，その考えを背景に基本的な作図の意味や発見を中心に，図形の基礎的な性質について学んで
きた。図形を点の集合としてとらえることにより，図形の定義や交点の意味も明確になり図形の概念
をより豊かにしてきた。そして２年生では，図形に対する直感的な見方から，図形の性質の考察にお
ける論証的方法の理解を深め，論証の過程を表現するための基礎的な能力を養っていく。そのために
観察，操作や実験を通して，結果が確かめられるような角の問題を先に学習し，角に関連したやさし
い論証経験をおこなう。この学習後，いくつかの基本的な性質をよりどころとした演繹的な推論によ
って，図形の性質を調べる方法を学んでいく。そして，論理的に筋道をたてて正しい推論を行うこと
ができるようにするとともに，その推論の過程を正しく表現できるようにすることが，重要なねらい
である。
本単元はこれらの学習を通し，単に指示されたとおりに問題を解いたり，作図したりするだけでな

く，それぞれの興味・関心に応じて設定した課題を解決するように働きかけたい。また，ここでの学
習から図形の性質を発見したり，論証を進めていくための学習の土台としたい。また，図形に関する

， ， 。適切な用語を用いて説明する言語活動等を通して 思考力 表現力を高めることができる単元である
本単元の系統は以下の通りである。
【小学校２年】 【小学校３年】 【小学校４年】
○三角形四角形，長方形 ○円，角 ○垂直と平行
正方形，直角三角形 ○正三角形，二等辺三角形 ○台形，平行四辺形 ひし形,

【小学校５年】 【小学校６年】
○多角形，正多角形 ○合同な図形 ○縮図，拡大図
○三角形･四角形の角の和 ○線対称，点対称
○円周率

【中学校１年】 【中学校２年】 【中学校３年】
５章 平面図形 ４章 図形の調べ方 ５章 図形と相似
直線と角 角と平行線 相似な図形
図形の移動 多角形の角 三角形の相似条件と証明
基本の作図 三角形の合同条件 平行線と線分の比
円とおうぎ形の性質 証明とそのしくみ 中点連結定理

合同条件を使った証明の進 相似な図形の面積比･体積比
め方 相似の利用

５章 図形の性質と証明
二等辺三角形 ６章 円の性質
直角三角形の合同 円周角と中心角
平行四辺形の性質 円周角の定理の逆
平行四辺形になる条件 円の性質の活用
長方形 ひし形 正方形, ,
平行線と面積



（２）生徒の実態
省略

（３）指導観・研究主題との関わり
指導にあたっては，作図のやり方を確認した上で課題に取り組ませたい。自信を持って解答したり

説明することがたいへん苦手な生徒が多いため，グループで作図や発表をさせ，それを支持する雰囲
気をつくりたい。また，できた生徒には賛辞をおくり，これからの図形の証明の学習にも自信を持っ
て取り組む雰囲気づくりに努める。そのためには，問題の設定や問題解決の過程を大切にしたり，学
習活動の中で生徒の興味・関心が高まるような発問を工夫したり，班活動の中で様々な考え方が出る
ような場面を設定したりすることが大切である 「思考し，表現する力を高める実践モデルプログラ。
ム」でも，４つのプロセスの中で，話し合い活動を通して「相手の考え方を理解したり 「よりよい」
考え方を選んだり 「他者にわかりやすく伝えたり」することが大切とされている。そこで，話し合」
いを通して，お互いの考えを出し合い，協力して問題解決をしていく態度を育てていきたい。
本校の研究主題は「意欲的に学習課題解決に取り組む生徒の育成 ～確かな学力の定着に重点を置

」 。 ， 「 」，いた指導と評価の工夫～ である 数学科では 確かな学力を 数学的な知識や技能を理解すること
「数学的な表現や処理の仕方を習得すること 「それらを活用して問題解決の見通しを持つこと」」，
ととらえている。そこで，既習事項を問題解決に役立てていくことが大切なことであることを指導す
る。また，問題解決の過程で，｢補助線｣を有効に使うことなどもあわせて指導していきたい。

３．単元の目標
観察，操作や実験を通して，基本的な平面図形の性質を見いだし，平行線の性質や三角形の合同条

件をもとにして，それらを確かめることができる。
（１）観察，操作を通して平行線の性質や角の性質を見いだし確かめることができる。また，三角形

の合同条件を調べるとともに，それらの性質を使って問題を解決することができる。
【関心，意欲，態度】

（２）三角形の合同条件や平行線の性質など既習の性質を用いて，図形を考察することができる。
【見方や考え方】

（３）対頂角や平行線の性質を用いて角の大きさを求めることができる。三角形の合同条件や既習の
【技能】図形の性質を根拠にして証明ができる。

（４）多角形の角の性質や平行線の性質を理解できる。図形の合同の意味や証明の意義と方法を理解
知識・理解】できる。 【

４．指導計画（１６時間扱い）

学習のねらい おもな学習内容 評価項目時配

３ ・観察，操作や実験を通し ・平行であることや三角 ・｢対頂角は等しい｣などのことが
て，対頂角の性質，平行 形の合同を示す方法を らを，帰納的な推論や類推を用
線の性質，平行線になる 考える。 いて予想し，その理由を考える
条件について理解するこ ・対頂角の性質を知り， ことができる。 (見方)
とができる。 平行線の同位角，錯角 ・対頂角，同位角，錯角の大きさ

の大きさを求める。 を求めることができる。(技能)

４ ・三角形の内角・外角の性 ・三角形の内角と外角の ・多角形の内角の和，外角の和を
質について理解し，多角 関係を知る。 帰納的，演繹的に導くことがで
形の内角の和や外角の和 ・角の分類と角による三 きる。 (見方)本時

３ を求めることができる。 角形の分類を知る。 ・三角形の内角や外角，多角形の
・多角形の内角の和，外 内角の和・外角の和などを求め／

角の和の求め方を知り ることができる。 (技能)

４

，
。実際に問題を解決する

３ ・合同な図形の性質，三角 ・合同な図形の性質を知 ・三角形の合同条件を導くことが
形の合同条件について理 り，三角形の合同条件 でき， つの三角形が合同かど2
解し，簡単な場合に三角 を理解する。 うかを合同条件を用いて考える
形の合同条件を利用する ことができる。 (見方)
ことができる。 ・三角形の合同条件を用いて，合

同な三角形の組に分けることが
できる。 (技能)



２ ・証明の意味と仮定から結 ・仮定や結論の意味を知 ・仮定から結論を導く証明のしく
論を導く証明のしくみに り，証明とそのしくみ みに関心を持ち，証明のすじ道
ついて理解することがで について理解する。 を進んで調べようとしている。
きる。 (関･意･態)

・証明の意味や，仮定，結論，証
明のすじ道について理解してい
る。 (知理)

２ ・三角形の合同条件を使っ ・合同条件を使って簡単 ・三角形の合同条件を使って証明
て，簡単な図形の性質を な図形の性質を証明す する手順を明らかにすることが
証明することができる。 る。 できる。 (見方)

・図形の辺や角の関係などを，記
号を用いて表すことができる。

(技能)

２ ・練習問題に取り組むこと ・練習問題に取り組む。 ・練習問題に意欲的に取り組んで
ができる。 いるか。 (関･意･態)

５．本時の指導（６／１６）
（１）目 標
三角形の内角の和から，多角形の内角の和の公式を導くことができる （数学的な見方･考え方）。

（２）展 開 ◎支援の手立て ○留意点 ☆評価

学習過程 学習内容と活動 支援の手だてと留意点，評価 資料時 配
◇発問 ・予想される生徒の反応

･音声計算４ １．音声計算トレーニングに取り ○集中して取り組ませる。
トレーニング組む。 ◎成績の推移を記録して，次回
･成績表への意欲付けを図る。

見いだす ６ ２．学習課題を把握する。

ｎ角形の内角の和は，どのように求めたら良いだろう。

・既習事項○三角形の内角の和など，既習
カード事項を確認し，掲示する。

調べる 20 ３．課題を解決する。 ○今まで学習してきたことが使
･ﾜｰｸｼｰﾄ◇五角形の内角の和はどうやったら えないかを考えさせる。

求めることができるでしょう。 ◎五角形がいくつかの三角形に
･ カメラ・補助線を引き 三角形を見つける 分けられないかを考えさせる， 。 。 web

，①一つの頂点から対角線を引く。 ○①の方法を見つけた生徒には
･掲示用ﾎﾞｰﾄﾞ②辺上の１点と各頂点を結ぶ。 他の考え方ができないか考え

③面上の１点と各頂点を結ぶ。 させる。
○②や③の方法を見つけ出した
生徒がいれば，式まで考えさ
せる。



深める 15 ４．いろいろな多角形について，内 ○五角形以外の多角形について
角の和を考える。 も同様に補助線を引き，考え

◇五角形の時と同じようにして，四 させる。
角形～八角形の内角の和を求めよ
う。

◇班内で自分の考えを発表し，お互 ☆表を使いながら，一つの式に
いの考え方を比べてみましょう。 まとめることができたか （見。

方･考え方）
まとめ ５ ５．本時のまとめをする。

･ カメラあげる ◇今日の学習を通して分かったこと ○良いまとめ方をした生徒のワ web
や気づいたことを自分のことばで ークシートを紹介し，賞賛す
まとめよう。 る。

角形の内角の和は，n
×( － )180 n 2

で求めることができる。

① ② ③

180 5 2 180 5 1 180 180 5 360×( － ) ×( － )－ × －


