
プログラムを取り入れた指導事例（中学校２年 数学）
第２学年 数学科学習指導案

１．単元名 「図形の調べ方」

２．単元について

私たちの身のまわりには，たくさんの「形」が存在している。街を歩けば様々な形の建物，家の中を見

回すといろいろな形の窓や文房具などがある。これらを構成している線や面を単純化して数学的に見たも

のが図形である。これを受けて，本単元は，この図形についての基礎的な概念や性質について調べたり，

図形についての直観的な見方や考え方，論理的に考察する力を伸ばし，今後本格化する論証指導の確かな

基礎を築くことを目標とする。

現行の中学校学習指導要領における数学科２年図形領域の目標は「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。」と掲げられている。その内容

として，

（1）観察，操作や実験などの活動を通して，基本的な平面図形の性質を見いだし，平行線の性質
を基にしてそれらを確かめることができるようにする。
ア 平行線や角の性質を理解し，それに基づいて図形の性質を確かめ説明すること。
イ 平行線の性質や三角形の角についての性質を基にして，多角形の角についての性質が見

いだせることを知ること。
（2）図形の合同について理解し図形についての見方を深めるとともに，図形の性質を三角形の合
同条件などを基にして確かめ，論理的に考察し表現する能力を養う。
ア 平面図形の合同の意味及び三角形の合同条件について理解すること。
イ 証明の必要性と意味及びその方法について理解すること。
ウ 三角形の合同条件などを基にして三角形や平行四辺形の基本的な性質を論理的に確かめ

たり，図形の性質の証明を読んで新たな性質を見いだしたりすること。

と示されている。

三角形の内角の和が180°であるという性質を学習するのに，小学校では実際に角の和を求めてみたり，

三角形の角を切って一直線に並べてみたりして，測定や実験などによって確かめてきた。しかし，この方

法では，どんな三角形でも180°になるだろうと予想しているだけで，必ずそうなると言い切ることにはな

らない。これを図形の性質を用いて演繹的に説明すると，たった一つの図で説明したことがどのような三

角形でも説明することができる。これが数学の大切な考え方であると言える。中学１年では平面図形の対

称性や作図について操作的な活動を通して考察したり，空間図形に対する理解を深めたりすることで，図

形に対する直感的な見方や考え方を伸ばし，図形に関する概念を豊かにしてきている。これを受けて，本

単元では平行線の性質や多角形の角についての性質を考察し，三角形の合同条件を基にして簡単な図形の

性質を筋道を立てて説明し，論理的な思考力を育てることを主なねらいとしている。しかし，数学的な推

論は生徒にとってはなじみが薄く，推論の過程を的確に書くことは容易なことではない。そこで，平行線

と角の性質や多角形の内角の和を求めたりする中で，「なぜそれが言えるのか」「どうしてそう考えたのか」

を明らかにして考えを伝え合う活動を多く取り入れ，根拠を明らかにして説明することの意義や意味を実

感させることによって，その推論の過程を他者に分かりやすく表現していくことに触れさせていきたいと

考える。そして，三角形の合同条件を使って，既習の作図の方法が正しいことを理由付けたり，簡単な図

形の性質を一般化するための論理の進め方に触れたりすることで，演繹的な推論のよさに気付くのではな

いかと考える。そして，それが次の単元である『三角形と四角形』での証明の記述の学習の基盤として役

立ち，３年生の『相似な図形』の学習をすることで，論理的な思考や表現力のさらなる育成につながるも

のと考える。

数学科では，生徒の発表の機会を多くしたり，教え合いの時間をとることで，言語活動の充実を図って

いる。発表は，難しい発問ではなかなか手を挙げないので，できるだけ端的な発問を意識し，自信を持っ

て自分の考えが出せるようにしている。問題の説明をさせるときにも，できる限り生徒の表現を引き出せ

るように発問を工夫している。教え合いの時間では，周囲の友人との話し合いの中で，よりよい表現方法

を考えさせるようにしている。また，人前で発言するのが苦手な生徒もいるため，自分の考えを文字や図



・式に表したり，文章でまとめさせたりするなど，実際に書く活動も授業の中に取り入れている。

＜この章と関連のある内容＞

小学校 中学校１年 中学校２年

■２年 ５章 平面図形 ４章 図形の調べ方

ものの形（三角形，四 ●直線と角 ●角と平行線

角形），長方形，正方形， 線分，垂直と平行 ●多角形の角

直角，直角三角形 ●図形の移動 ●合同な図形の性質

■３年 平行移動，回転移動， 三角形の合同条件

二等辺三角形，正三角 対称移動 ●証明とそのしくみ

形，角，円 ●基本の作図 ●合同条件を使った証明の進め方

■４年 垂直二等分線，角の

直線の垂直や平行，平 二等分線，垂線

行四辺形，ひし形，台 ●円とおうぎ形の性質

形 弧，弦，中心角，接 ５章 図形の性質と証明

■５年 線，接点，おうぎ形， ●三角形 ●平行四辺形

多角形や正多角形，合 おうぎ形の弧の長さ ●平行線と面積

同な図形，三角形・四 と面積

角形の角の和，円周率

■６年

縮図，拡大図，対称な 中学校３年

図形 ６章 空間図形 ５章 図形と相似

●相似な図形

●三角形の相似条件と証明

●平行線と線分の比

●中点連結定理

●相似な図形の面積比・体積比

●相似の利用

６章 円の性質

●円周角の定理

●円の性質の利用

３．単元の目標

観 点 指 導 目 標

関心・意欲・態度 平行線や角の性質，多角形の内角・外角の和の性質などの基本的な図
形の性質や三角形の合同条件に関心をもち，既習のことに帰着させて
考えようとする。

数学的な見方や考え方 基本的な図形の性質を帰納的な考え方や類推的な考え方，演繹的な考
え方を用いて予想したり，予想したことを考察したり，二つの三角形
が合同であるかどうかを考えることができる。

技 能 平行線と角の性質や多角形の内角・外角の和を利用して角の大きさを
求めたり，二つの三角形が合同であることを示したり，証明に用いら
れることばを適切に用いて，証明の過程を表現したりすることができ
る。

知識・理解 平行線の性質や多角形の角，三角形の合同条件や証明の進め方を理解
することができる。



４．指導計画 １６時間扱い（本時 ９／１６）

時 目 標 学習活動 評価規準

○錯角の図を利用して，平行に ○直線の交わってできる角につい ・課題に関心をもち，積極的に問題に

対する関心を高める。 て知る。 取り組もうとする。

１ ○対頂角について理解する。 ○複数の２直線が交わってできる 【関心・意欲・態度】

角について実測し，対頂角は等 ・対頂角の性質が成り立つことを説明

しくなることをみつける。 することができる。 【技能】

２ ○同位角，錯角の意味を理解す ○同位角，錯角の意味について知 ・同位角，錯角の意味を理解している。

ることができる。 る。 【知識・理解】

○平行線の性質や，平行線であ ○平行線の性質をもとにして，角 ・平行線の同位角，錯角の性質を用い

るための条件について理解す の大きさを求めることができる。 て角度を求めることができる。

３ る。 【技能】

・平行線の性質，平行線になるための

条件を理解している。【知識・理解】

○三角形の内角の和が180°であ ○三角形の内角の和は180°である ・平行線の性質を用いて，三角形の内

ることを理解する。 ことを，平行線の性質をもとに 角の和について考察することができ

４ 説明する。 る。 【数学的な見方や考え方】

・平行線の性質を使って三角形の内角

一 の和が180°であることを説明でき

る。 【技能】

次

○三角形の内角と外角の関係を ○「三角形の1つの外角はそのとな ・平行線の性質や三角形の内角の和は

知る。 りににない２つの内角の和に等 180°であることを利用して，三角

○角の分類と角による三角形の しい」という性質を，説明する。 形の外角のついて考察することがで

５ 分類ができる。 ○三角形の内角，外角の性質を用 きる。 【数学的な見方や考え方】

いて，角度を求める。 ・角度の大きさによって，三角形を分

類することができることを理解す

る。 【知識・理解】

○多角形の内角の和に関心を持 ○多角形の内角の和は，多角形に ・多角形の内角の和に関心を持ち，三

ち，内角の和を求める方法を 対角線を引いていくつかの三角 角形の内角の和の性質をもとに調べ

考えることができる。 形に分割すれば帰納的に導くこ ようとする。 【関心・意欲・態度】

とができることを理解する。 ・多角形の内角の和を求めるのに，三

角形や四角形の内角の和をもとに考

６ え，帰納的に考察できる。

【数学的な見方や考え方】

・多角形の内角の和についてまとめ，

それらを活用することができる。

【技能】

○多角形の外角の和を求めるこ ○多角形の外角の和はいつでも ・多角形の外角の和を演繹的に求める

とができる。 360°になることを，内角の和を ことができる。

７ 求める式を用いて演繹的に導く 【数学的な見方や考え方】

ことができることを理解する。 ・多角形の外角の和についてまとめ，

それらを活用することができる。

【技能】



○いろいろな図形の角の大きさ ○今まで習った図形の性質を利用 ・多様な考え方で説明しようとする。

を求めてみよう。 して，いろいろな図形の角度を 【関心・意欲・態度】

８ 求める。 ・平行線の性質や三角形の内角や外角

の性質などを使って，いろいろな図

形の角度を求めることができる。

一 【技能】

次 ○星形五角形の５つの角の和の ○星形五角形の５つの角の和が ・星形五角形の５つの角の和が180°

大きさを，図形の性質を根拠 180°になることになることを， になることを，自分から進んで求め

９ に考えることができる。 いろいろな求め方で考える。 ようとする。 【関心・意欲・態度】

・図形の性質を使って，星形五角形の

本 ５つの角の和が180°になることを，

時 既習事項に帰着させて考え，説明す

ることができる。

【数学的な見方や考え方】

○合同な図形の意味や性質を理 ○「合同」についての意味を知る。 ・図形の合同に関心を持ち，移動の見

解する。 ○合同な図形について調べ，性質 方を利用しながら合同な図形やその

10 を見つける。 性質を調べようとしている。

【関心・意欲・態度】

・図形の合同の意味，合同な図形の性

質を理解している。 【知識・理解】

○合同な三角形をかく活動を通 ○合同な三角形の書き方をもとに ・２つの三角形が合同になるための条

して，三角形の合同条件を見 して，三角形の合同条件を見い 件を調べ，合同条件をまとめること

いだすことができる。 だす。 ができる。【数学的な見方や考え方】

二 11 ・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。

次 【技能】

・三角形の合同条件を理解している。

【知識・理解】

○三角形の合同条件をもとに， ○三角形の合同条件を使って，２ ・三角形の合同条件を利用して，積極

２つの三角形が合同かどうか つの三角形の合同を判断する。 的に合同な三角形を見つけようとす

12 を判断する。 る。 【関心・意欲・態度】

・２つの三角形が合同であるかどうか
を合同条件を用いて考察できる。

【数学的な見方や考え方】

○作図方法が正しいわけを合同 ○角の二等分線の作図方法が正し ・合同条件を利用することに関心を持

条件と関連づけて説明する。 いことを，三角形の合同条件を ち，作図の方法が正しいわけを，三

利用して確かめる。 角形の合同条件を用いて考えようと

13 している。 【関心・意欲・態度】

・三角形の合同条件を用いて，角の二

三 等分線の作図方法が正しいわけを説

明できる。【数学的な見方や考え方】

次
○証明のしくみと必要性を知る。○ある事柄について，その仮定と ・仮定から結論を導くための道筋をま

結論を指摘する。 とめることができる。

14 ○証明の根拠となる事柄を知る。 【数学的な見方や考え方】

・仮定や結論の意味，証明の必要性を

理解している。 【知識・理解】



○合同条件を用いて簡単な図形 ○証明を道筋を立てて考える。 ・根拠となることがらを明確にし，証

三 の証明をする。 明の道筋を考えることできる。

15 【数学的な見方や考え方】

次 ・三角形の合同条件を用いて，図形の

性質の証明ができる。 【技能】

○基本のたしかめ ○基本のたしかめに取り組む ・既習の内容を利用して，問題を解決

○章末問題 ○章末問題に取り組む。 しようとしている。

16 【関心・意欲・態度】

・既習の内容を利用して，問題を解決

することができる。 【技能】

５．本時の指導

（１）目標

・星形五角形の５つの角の和が180°になることを，自分から進んで求めようとする。【関心・意欲・態度】

・図形の性質を使って，星形五角形の５つの角の和が180°になることを，既習事項に帰着させて考え，説

明することができる。 【数学的な見方や考え方】

（２）授業観

本時で扱う「星形五角形の５つの角の和が180°になる」ということは，既習事項をもとにするといろい

ろな方法で説明することができる。平行線の性質を用いるために平行線を引いてみたり，三角形に目を向け，

三角形の外角の性質を利用してみたり，多角形の内角・外角の和の性質を利用してみたりすることによって，

筋道を立てて説明できるようにしたい。また，グループでの話し合い活動を取り入れることにより，多様な

考え方に気づけるようにしたい。さらに，既習の図形の性質を利用することで，その性質の理解の定着もで

きると考える。そして，自分の考えを友達に説明することで，自分の考えを表現する力，筋道立てて説明

する力をつけていきたい。言語活動を充実させながら，考えの根拠を明確にして演繹的に推論する方法を

理解させたい。

今後の証明につなげていくためにも，図形を見て，調べ，考えることに抵抗なく取り組んでいくことがで

きるように指導していきたい。

（３）展開

学習過程
学習内容と学習活動 （発…発問） 指導・支援 ○評価【方法】 資料

時配

見いだす １．本時の学習課題を把握する。

（10分）

星形五角形で，印をつけた５つの角の和は何度に 星形五角形

なるだろう。 の図

・180°になる

発 どうやったら確かめることができるでし ・パソコンの画面で５つの角を集 パソコン

ょう めると180°になることを，視覚 プロジェクター

・分度器で測る 的に確認する。

・切って集めてみる

・分度器で測ったり，切って集めると誤 ・分度器などの方法では，誤差が



差が出る 出ることを確認し，図形の性質

・本当に180°になっているか微妙 を利用して，筋道を立てて説明

・図形の性質を利用してみる することの大切さに気づかせる。

２．学習問題を設定する。

どんな星形五角形でも，５つの角の和が180°に

なることを説明しよう。

３．見通しを持つ

・平行線の性質などを利用して，５つの角 ・180°になることを説明するとい

が一直線になればいい。 うことは，５つの角を一直線に

・５つの角が三角形の３つの内角に集まれ 集めるか，三角形の内角に集め

ばよい。 ればよいという見通しを持たせ

・多角形の外角の和のときのように，計算 る。

の結果180°になればよい。

調べる ４．星形五角形の５つの角の和が180°にな

（10分） る説明を，個人で考える。

・三角形の外角を利用し，５つの角を１つの ・今まで学習した内容を思い出し 図形の性

三角形に集める。 やすくするために，掲示したカ 質を書い

ードに注目させ，問題解決のヒ たカード

ントとさせる。

・机間指導をして，つまずいてい ワークシート

る生徒には，既習事項である三

角形の内角・外角の性質，平行

線の性質，補助線の活用等のヒ

ントを与え，本時の学習がスム

ーズに進められるように配慮す

・平行線の性質を利用して，５つの角を一直 る。

線に集める。

・１つの方法でできた生徒には，

他の方法でできないかを考えさ

せる。

・ちょうちょう形の角を利用して，５つの角

を 1つの三角形に集める。



・くさび形の角の性質と対頂角の性質を利用

して，５つの角を１つの三角形に集める。

・５つの三角形の内角の和と内側にある五角

形の外角の和から考える。

180°×５－360°×２

・五角形の内角，外角の和と三角形の外角の

性質を利用する。

○星形五角形の５つの和が180°

になることを，自分から進んで

求めようとする。

【机間指導，ノート観察

180°×(５－２）－360° ：関心・意欲・態度】

深める ５．グループで一人ひとりの考えを説明し合 ・グループの中で，役割をはっき ワークシート

（22分） う。（10分） りさせておき，話し合いがスム

ーズに進むようにさせる。

・グループ内での役割



司会・記録・発表・時計 ・自分の考えをお互いに説明する

ときに，どんな性質を用いて考

えたのかを示しながら説明する

ように指示する。

・グループの中で自分の考えを発

表させ，意見の交流をすること

で，数学的に説明し伝え合う場

を設定する。

○図形の性質を使って，星形五角

形の内角の和が180°になること

を，既習事項に帰着させて考え，

説明することができる。

【机間指導，ノート観察

：数学的な見方や考え方】

・グループごとに発表準備をする。 ・グループ内で発表し合った考え 星形五角

から，よい方法を選び，発表す 形を拡大

るための用紙にまとめさせる。 した用紙

・発表用に，星形五角形を拡大し

た用紙を用意しておく。

・発表用の用紙には，できるだけ

色を使い，どんな性質を利用し

たかがわかるようにさせるとと

もに，言葉や記号を使った説明

も書くよう指示する。

○図形の性質を使って，星形五角

形の内角の和が180°になること

を，既習事項に帰着させて考え，

説明することができる。

【机間指導，ノート観察

：数学的な見方や考え方】

６．全体で発表する（12分） ・各グループから出された考え方

が，図形のどんな性質を用いて

説明しているかに注目させ，共

通点や違いに目を向けさせる。

・発表された方法に対し，その考

えのよい点を，認め合う場を設

ける。

まとめ ７．本時のまとめ

あげる ・図形の角度を考える際には，平行線の性質 ・自分の言葉で，気がついたこと ワークシート

（８分） や三角形の内角・外角の性質がよりどころ や考えたことをまとめさせる。

になっていたことを振り返る。



平行線の性質や三角形の内角・外角の性質などを利用すると，いろいろな

方法で角の性質を説明することができる。

８．適用問題に取り組む ・全体の発表で出てこなかった考 星形五角形

え方を提示し，どのような考え に説明を書

方で説明しているのかを，グル いた図

ープで考えさせる。

９．自己評価カードの記入をする。 ・授業への取り組みや感想などを 自己評価カード

書かせる。

板書計画

学習課題
各グループの 各グループの 各グループの

どんな星形五角形でも， 考え方① 考え方② 考え方③

５つの角の和が180°になる

ことを説明しよう。

各グループの 各グループの 各グループの 各グループの 各グループの

考え方④ 考え⑤ 考え方⑥ 考え方⑦ 考え方⑧

まとめ

既習事項の 既習事項の 既習事項の 既習事項の 既習事項の

プリント① プリント② プリント③ プリント④ プリント⑤

(対頂角の性質) (平行線の (平行線の錯角) (三角形の内角) (三角形の外角)

同位角)

既習事項の 既習事項の 既習事項の 既習事項の

プリント⑥ プリント⑦ プリント⑧ プリント⑨

(多角形の (多角形の (ちょうちょう形 (くさび形の角)

内角の和) 外角の和) の角) （補助黒板）



図形の調べ方 （数学ワークシート）

月 日

（今日の授業でわかったことを書いてみよう）

[ ]組[ ]番 氏名[ ]


