
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 図形の性質と証明 
 
２ 単元について 
（１）単元観 
   小学校では，実験，実測，観察などを通して，それぞれの図形の角や辺に着目して三角形

と四角形の性質を，また，図形の合同や図形の対称性などを学習してきた。そして，中学校

第１学年で，直線の位置関係や図形の作図の学習を通して，図形についての理解を深めると

ともに，論理的に考察し表現する力を培い，関心や意欲を高めてきた。 
   中学校学習指導要領の第２学年の目標は「（２） 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。」である。 
これを受け，第２学年の前単元で，平行線や角の性質と多角形の角の大きさについての性

質を，論理的に筋道を立てた推論を行って調べることを学んだ。その中で，調べた過程を自

分の言葉で他者に伝わるよう分かりやすく表現できるようにすることを練習してきた。 
   本単元では，見出した図形の性質や関係の一般性を，根拠を明確にし，確認することを通

して，論理的に筋道を立てて推論ができるようにするとともに，数学的な推論の必要性と意

味を実感させる。そして，調べる過程の振り返りや結果について説明し伝え合う活動を通し

て，論理的に考察し表現する力をより一層高める。なお，本単元の系統は以下の通りである。 
 
 
 
 
  

【小学校】 
２年…三角形,四角形 

長方形,正方形 
直角三角形 

３年…角 ,二等辺三角形 

正三角形,円 
４年…正方形・長方形の

面積 ,角の大きさ 

台形 ,ひし形 ,平行

四辺形,平行,垂直 
５年…三角形・平行四辺

形・ひし形・台形

の面積 ,図形の合

同 ,三角形・四角

形・五角形の内角

の和 
６年…対称な図形 

【中学校１年】 
５章 平面図形 
直線と角 
図形の移動 
基本の作図 
円とおうぎ形の性質 
円とおうぎ形の計量 

【中学校２年】 
４章 図形の調べ方 
角と平行線  多角形の角 
合同な図形の性質 三角形の合

同条件 
証明とそのしくみ 
合同条件を使った証明の進め方 

【中学校２年】 
５章 図形の性質と証明 
三角形（二等辺三角形 直角三角形の合同） 
四角形（平行四辺形 長方形 ひし形 正方形） 
平行線と面積 

【中学校３年】 
５章 図形と相似 
相似な図形  三角形の相似条件  平行線と線分の比 
中点連結定理  相似な図形の面積 
相似な立体の表面積・体積  相似の利用 



（２）生徒の実態 
（省略） 

 
（３）指導観 
   我々の身の回りにある非常に多くのものに対し，「形」「大きさ」「位置関係」といった観点

から捉え，考察や判断することがよくある。この立場でものをみたものが図形である。つまり，

図形に関する基礎的な概念や理解が深まっていくことで，それを活用した考察や判断が可能に

なる。また，図形の性質を数学的な推論によって考察することを通して育まれる論理的な見方

や考え方は，様々な分野において重要な役割を果たすものである。その際，考察しわかったこ

とや考えた理由などを数学的な表現を用いて説明することを通して，表現する力も育むことも

できる。これらのことより，図形について学習することの意義は非常に大きいと考えられる。 
   そこで，本単元のねらいは以下の３つである。 
    ・図形の合同についての理解，図形についての見方を深めること。 
    ・図形の性質を三角形の合同条件などを基にして確かめること。 
    ・論理的に考察し表現する能力を養うこと。 
   これらを達成するために，各コースの実態を踏まえ，次のように指導にしていく。 

  ○A コース 
    図形に関する知識や記号の使い方・作図の仕方はほぼ定着している。聞き手にわかりやす

く説明する力は役に立つと思ってはいるものの，説明することを得意としていない生徒がほ

とんどである。そこで，授業の中で自分が考えた説明や証明を隣の人や，グループの仲間に

伝える活動を意図的に行い，相手にわかりやすく説明する力をつけていきたい。どのように

説明すれば自分の考えを相手に上手に伝えることができるのか，説明や補助線の有効性と合

わせて考えさせたい。教師側は発言を極力控え，生徒たちが主体的に課題と向き合う時間を

設定する。また，発展的な問題にも取り組む機会を設け，個々の能力をさらに伸ばしていき

たい。 
 
   ○B コース 

図形に関する知識や記号の使い方が定着していない生徒が多い。そこで，直角三角形の合

同条件や二等辺三角形や平行四辺形の性質などを指導する際に，復習の時間を設けて確認す

るとともに，合同条件や性質も確実に定着するよう指導する。また，角の二等分線や垂線の

作図は多くの生徒ができる。このことから，意欲的に証明に取り組めるよう，なぜこの方法

で条件を満たす作図ができるのかを証明する活動を取り入れる。 
一方，多くの生徒が説明することに苦手意識を持っていることから，前単元から継続して

自分が考えた説明や証明を隣の人や，グループの仲間に伝える活動を行う。そして，並行し

て，電子黒板を用いて教室の仲間に伝えることも行っていきたい。 
 

   ○C コース 
    数学は苦手だが，図形は好きと答えた生徒が半数程度存在する。また、課題解決に向け、

論理的に思考し解決する学習経験が身についていないため、次のような指導を展開する。前

単元から継続して，小学校での経験をもとに「なぜそうなるのか」を図で説明できることを

第一の目標とし，その中で，隣の人や，グループの仲間に伝える活動を行いたい。そして，

論証の際にはヒントを多用し，説明したことを文字で表現できるよう支援していきたい。               

 
（４）研究との関わり 

本校の研究主題は「自分の考えを適切に表現する力の育成～表現活動を取り入れた授業実

践を通して～」である。主題の「適切に表現する力」を，本校では「自分が感じ取ったり読



み取ったりした事柄や伝えたい事柄を，相手が理解できるように伝えることができる力」と

とらえている。なお数学科では，数学での表現活動は言葉だけでなく，数式や記号，表，図，

グラフ，具体物なども用いて行われるととらえている。学習する単元によって用いるものは

異なるが，自分の考えや伝えたいことなどを，どのようにしたら相手に伝わりやすいか，効

果的な手段は何かを，場面に応じて考え，発表することを通して表現する力を育成していき

たい。 
前単元から継続して本単元でも web カメラとプロジェクターや電子黒板を用いて，ノート

やプリントに書いた生徒の考えや証明などを投影しながら，説明する活動を取り入れる。投

影されたものを指しながら説明すること，そして説明を評価することを通して，適切に表現

する力を少しずつ高めていくとともに，苦手意識を和らげていきたい。 
また，単元全体を通して，「まとめシート」を作成する時間を設ける。このシートに，各授

業で自分が大切だと思ったこと，役立ちそうなことなどを記入していく。後の学習で，既習

事項が利用できないか考える際に有効である。その際，自分がわかりやすいよう工夫してま

とめる。そこで，上手にまとめたものを Web カメラを用いて紹介することを通して，適切に

表現する力を高めていきたい。 
 
３ 単元の目標 
（１）・観察，操作などを通して，図形の性質などを見いだしたり，証明したりしようとしている。 

【数学への関心・意欲・態度】 
（２）・様々な図形の性質を調べ，構想や方針を立てて証明することができる。 

・長方形，ひし形，正方形が平行四辺形の特別なものであるとみることができる。 
  【数学的な見方や考え方】 

（３）・図形の定義や性質などを記号を用いて表したり，辺の長さや角の大きさを求めたりするこ

とができる。 
・面積を変えずに図形の形を変えることができる。            【数学的な技能】 

（４）・様々な図形の定義とそれぞれの性質，及び，直角三角形の合同条件を理解することができ

る。 
【数量や図形などについての知識・理解】 

 
４ 全体指導計画（19 時間扱い） 
時配 学習のねらい 学習活動と内容 評価方法等 

１ 
２ 

○観察，操作などを通し

て，図形の性質を見いだ

し，二等辺三角形の性質

を証明することができ

る。 

○作図と操作を通して，二等辺三

角形の性質を見いだし，これを

証明する。 
○二等辺三角形の定義と用語，性

質をまとめる。 

観察【関心・意欲・態

度】 
ノート【見方や考え方】 
 
ノート【技能】【知識・理

解】 

３ 
(本時) 
４ 
５ 

○二等辺三角形になるた

めの条件を考察し，証明

することができる。 

○逆を理解することがで

きる。 

○正三角形の性質を証明

することができる。 

○活動を通して，２角が等しい三

角形が二等辺三角形になりそう

なことを予想し，証明する。 
○具体例を用いて逆を理解し，そ

の真偽を考察する。 
○正三角形の性質を証明し，定義

と性質をまとめる。 

プリント【見方や考え方】 
 
 
ノート【見方や考え方】【知識・理解】 
 
ノート【見方や考え方】【技能】 

【知識・理解】 
６ 
７ 

○直角三角形の合同条件

を導き，これを使って証

○既習事項を基にして，直角三角

形の合同条件を導き，直角三角

プリント【知識・理解】 
 



８ 明することができる。 形を合同な組に分ける。 
○直角三角形の合同条件を使った

図形の性質を証明する。 

 
プリント【見方や考え方】 

９ 
10 
11 

○平行四辺形の定義と性

質を理解し，これを使っ

て辺の長さや角の大き

さを求めたり，図形の性

質を証明したりするこ

とができる。 

○平行四辺形の定義から，性質を

見いだし，証明する。 
○平行四辺形の定義と性質，記号

をまとめる。 
○平行四辺形の辺の長さや角の大

きさを求めたり，図形の性質を

証明したりする。 

観察【関心・意欲・態

度】 
ノート【見方や考え方】 
 
ノート【技能】【知識・理

解】 
プリント【技能】【見方や考え方】 

12 
13 

○平行四辺形になるため

の条件を理解し，これを

使って図形の性質を証

明することができる。 

○作図や平行四辺形の逆を考察す

ることを通して，平行四辺形に

なるための条件をまとめる。 
○ある条件でかかれた四角形が平

行四辺形になるかを判断し，証

明をする。 

ノート【見方や考え方】【知識・理解】 
 
 
プリント【見方や考え方】  

【知識・理解】 

14 
15 

○長方形，ひし形，正方形

の定義を理解し，四角形

の包摂関係を理解する

ことができる。 

○長方形，ひし形，正方形の定義

をまとめる。 
○長方形，ひし形，正方形と平行

四辺形の関係の考察を通して，

包摂関係をまとめる。 

ノート【知識・理解】 
 
プリント【見方や考え方】 

16 
17 

○平行線と面積の関係を

利用し，図形の面積を変

えずに形を変えること

ができる。 

○底辺が共通な２つの三角形の面

積と高さの考察を通して，等積

変形する方法を導く。 
○もとの図形と等しい面積の図形

をかく。 

ノート【見方や考え方】 
 
 
ノート【技能】 

18 問題練習 
19 単元テスト 

 



５ 本時の指導（３／19） 
 （1）目標 
  ・二等辺三角形になるための条件を考察し，証明することができる。【見方・考え方】 

（2）展開 
学習 
過程 

学習活動と内容（◎発問等 ・予想される生徒の反応）                      ○指導・支援の留意点 ●評価 
形態 資料・教具 

Ａコース Ｂコース Ｃコース 
見出す 

 
１ 課題を見出す。（７分） 
 ◎重なる部分が三角形になるように付箋紙を折ろう。 
 ◎重なる部分の三角形は，どんな三角形になっていますか。               ○様々なパターンの折り方を web カメラを用いて見せ，共通していることを見つけやすくする。 
  ・２角が等しい三角形   ・二等辺三角形 
 

 
一斉 

 
 

 
付箋紙 
Web カメラ 
パソコン 
プロジェクター  
 

調べる 
 

２ 見通しをもつ。（５分） 
 ◎辺や角の等しい関係を見つけよう。                  

・折り返したから∠b＝∠d…①  
 ・平行で錯角だから∠c＝∠d…② 
 ・①，②から∠b＝∠c 

 ◎２角が等しい三角形はどんな三角形にな

るだろう。 
  ・二等辺三角形 

 
○辺の長さがわかっていないことから，角に注

目させる。 
 
 
○スライドで，２角が等しい三角形が二等辺三

角形になりそうなイメージを持たせる。 

２ 見通しをもつ。（８分） 
 ◎等しい角を見つけよう。 
 
 

◎２角が等しい三角形はどん

な三角形になるだろう。 
・二等辺三角形 

 
○スライドで，等しい角の

関係を，テンポよく確認

していく。 
○スライドで，２角が等し

い三角形が二等辺三角

形になりそうなイメー

ジを持たせる。   

 
一斉 

 
ワークシート①  
スライド 
 

３ 学習課題を把握する。（７分） 
２角が等しい三角形が，二等辺三角形になることを証明しよう。 

 
一斉 

 
 
 
 
まとめシート 

 ◎二等辺三角形であることを証明するには，何がいえればよいだろう。 
  ・２辺が等しいこと。（AB＝AC） 

◎合同な三角形を２つ作るには，どんな補助線を引けばよいだろう。 
  ・∠A の二等分線を引く。                        

・頂点 A から辺 BC に垂線を引く。 
・頂点 A と線分 BC の中点を結ぶ。 

○AB＝AC を導くには，AB と AC をそれぞれ含む２つの三角形が合同であることを示せば

よいことを，生徒と一緒に確認する。 
○意見が出てこない場合は，まとめシートを用いて，過去に学習したことが使えないか考え

るよう支援する。 
○Ｂ，Ｃコースで『頂点 A と線分 BC の中点を結ぶ』という考えが出てきた場合は，証明

できないことを伝える。また，Ｃコースは∠A の二等分線のパターンに絞る。 
４ 自己解決する。（１３分） 
 ◎補助線を利用して証明しよう。 

○困っている生徒には，過去に証明した問題

で，似た問題がないか探すよう支援する。 
○早くできた生徒には，別の補助線のパター

ンを証明させる。 
○模造紙に証明を書かせ，発表の準備をさせ

る。 
●２通りで証明をすることができたか。 
【見方・考え方；ワークシート②】 

４ 自己解決する。（１３分） 
 ◎どちらかの補助線を利用して証明しよう。 

       ○困っている生徒には，過去に証明した問題

で，似た問題がないか探すよう支援する。 
○それでも手が動かない生徒には，穴埋めの

プリントを配布し，考えさせる。 
       ○早くできた生徒には，模造紙を渡し，証明

を書かせ，発表の準備をさせる。 
●１通りで証明をすることができたか。 

【見方・考え方；ワークシート②】 

４ 自己解決する。（１５分） 
 ◎∠A の二等分線を利用して証明する流れを確認しよう。 

       ○生徒とのやり取りを通して，等しい要素を

確認し，証明の流れを確認する。 
 

 ◎穴埋めの証明を完成させよう。 
       ○早くできた生徒には，別の補助線のパター

ンを証明させる。 
●穴埋めの証明を完成させることができた

か。【見方・考え方；ワークシート②】 

 
個 

 
ワークシート②  
 
 
 
 
模造紙 
 

深める ５ 考え方を共有する。（１０分） 
 ◎証明を発表してください。 
  ・角の二等分線を引いたパターンの証明 
  ・垂線を引いたパターンの証明 
  ・Ａコースは中点のパターンが証明できないことの説明 

 
○それぞれのパターンの証明ができた生徒を指名する。 
○取り組んでいない証明があれば，プリントに記入させる。 
 
 

５ 考え方を共有する。（５分） 
 ◎証明を発表してください。 
  ・空欄に入るものを答える。 

 
○生徒が答えたものと

図を関連付けながら

確認する。 

 
一斉 

 
模造紙 
 

まとめ

あげる 
６ 課題を解決する。（８分） 
 ◎今日の課題を自分の言葉で解決しよう。 
 
 
 
 ◎上手なまとめかたをした人に発表してもらいます。 
 ◎今日学習したことで大切だと思ったことを，まとめシー

トに書き加えよう。 

 
○困っている生徒には，穴埋めになったシートを配布し，考えさ

せる。 
 
 
○Web カメラを用いてワークシート①を映す。 
○上手にまとめたシートを紹介し，他の生徒の参考にさせる。 

６ 課題を解決する。（８分） 
 ◎穴埋めを完成させて，今日の

課題を解決しよう。 
 
 
 ◎今日学習したことで大切だ

と思ったことを，まとめシー

トに書き加えよう。 

 
○少し考えさせた後，

生徒とのやり取りを

通して，穴埋めの答

え合わせを行う。 
○上手にまとめたシー

トを紹介し，他の生

徒の参考にさせる。 

 
個 
 
 

 
一斉 

 
ワークシート①  
 
 
まとめシート 
Web カメラ 
パソコン 
プロジェクター  

 

どんな折り方をしても，重なる部分は二等辺三角形になるのだろうか。 

A 

B C 

d b 
c a 

C 
A 

B 

どんな折り方をしても，重なる三角形は∠b＝∠c となる。このとき，AB＝AC となることが証明できるので，二等辺三角形である。 

２角が等しい三角形は二等辺三角形である。 


