
プログラムを取り入れた指導事例（中学校３年 数学）

１ 単元名

相似な図形

２ 単元について

(1)単元観
本単元は，学習指導要領の以下に該当する。

Ｂ 図形

(1)図形の性質を三角形の相似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
伸ばし，相似な図形の性質を用いて考察することができるようにする。

ア 平面図形の相似の意味及び三角形の相似条件について理解すること。

イ 三角形の相似条件などを基にして図形の基本的な性質を論理的に確かめること。

ウ 平行線と線分の比についての性質を見いだし，それらを確かめること。

エ 基本的な立体の相似の意味と，相似な図形の相似比と面積比及び体積比の関係について

理解すること。

オ 相似な図形の性質を具体的な場面で活用すること。

中学校２学年では，三角形の合同条件を用いて，三角形や平行四辺形の基本的な性質を論理的

に考えることを学習している。本単元では，三角形の相似条件を用いて，三角形や平行線と比に

関する図形の性質を中心に論理的に考え，数学的な推論のしかたについての理解を深めることが

ねらいである。

また，学習指導要領のＢ図形(1)オに「相似な図形の性質を具体的な場面で活用すること」と
明記されている。実生活の中で数学が活用されているよさを感得させ，数学を活用する態度を養

う場面として，地図や写真の効用や設計図の重要性をはじめとして，大きいものを小さくしたり，

小さいものを大きくしたりして扱うことが有効なときがある。相似の考えを活用できることの理

解を通して，数学の実用性やよさについて理解を深めることがこの章のねらいでもある。

＜単元の系統＞

中学１年 中学２年 中学３年 数学Ⅰ

平面図形 平行と合同 相似な図形 図形と計量

・図形の移動 ・多角形の内角と外 ・三角形の相似条件 ・三角比

・基本の作図とそ → 角 ・平行線と線分の比 ・正弦・余弦定理

の利用 ・平行線と角 ・相似な図形の相似 ・面積

・おうぎ形の面積 ・三角形の合同条件 比と面積比，体積比 ・空間図形の計量

・証明 (面積比・体積比)

↓ ↓ ↓ 数学Ａ

空間図形 三角形と四角形 円 平面図形

・いろいろな立体 ・二等辺三角形，平 ・円周角の定理 ・三角形の性質

・立体の見方と調 行四辺形の性質と ・円周角の定理の逆 ・円の性質

べ方 条件 ・円周角の定理の利用

・立体の表面積， ・直角三角形の合同 ↓

体積(錐体・球) 条件

三平方の定理

・三平方の定理

・三平方の定理の利用



(2)生徒の実態（男子 名，女子 名，合計 名）

①「相似な図形」の学習前に実態調査として，『「ちばのやる気」学習ガイド数学３の No.９目標①』
(指導案の最後に添付)に取り組ませた。正答率は次のとおりである。

(実施：男子 名，女子 名，合計 名)

正答(人) 誤答(人) 正答率(％)

１．３組･･･

２組･･･

１組･･･

２．(1)ａ
ｂ

(2)ｃ
３．(1)

(2)
４．ア

イ

ウ

エ

②情意面について以下のアンケートを行った。(実施：男子 名，女子 名，合計 名)

質 問 Yes(人) No(人)
１．「数と式(計算)」の学習は好きですか。

２．「図形」の学習は好きですか。

３．数学の授業で，友達と学び合う(教える，教わる)場面

がありますか。

４．そのとき，教えるまたは教わっていますか。

５．数学の授業で，学び合いは必要だと思いますか。

６．友達に教えることは好きですか。

７．友達から教わることは好きですか。



③今回の授業展開の最後に，以下の「事後アンケート」を行うものとする。

１．グループの話し合いで，考えが深まりましたか。 (Yes , No)
２．発表の意見を聞いて，考えが深まりましたか。 (Yes , No)
３．自分の考えだけでなく，友達の意見を聞くことは大切だと思いますか。 (Yes , No)
４．感想

(3)指導観
平成２８年度の数学科の努力点は，「基礎・基本を身につけ，数学的な思考力を高める学習形

態の工夫～言語活動を取り入れた指導を通して～」である。学習指導要領に掲げられている「互

いに自分の考えを表現し伝え合ったりすることなどの指導」いわゆる「表現力を身につける」こ

とで，その達成に迫りたい。

「学習形態の工夫」，「グループ学習」，「題材の工夫」など，言語活動を積極的に取り入れる

ことを意図的に仕向けたい。活発な言語活動を行うことによって，基礎・基本の定着と思考力の

向上につながることを期待したい。

言語活動の充実について，計算においては，自力解決の後にお互いの解法を確認するペア学習

を取り入れてきた。全員が参加できるわけではないが，学び合う時間を確保し，一定の言語活動

が行われたので，本単元でも継続するものとする。

また，各単元の終わりに，多様な解法のある題材でグループ学習を行うことで，活発な言語活

動が生まれる場を設定する。言語活動を通して，有効なコミュニケーションが生まれ，基礎・基

本の定着と思考力・表現力が深まることを期待している。

＜グループ学習(学び合い活動)について＞

２年次には，生活班を利用した学び合い活動を中心に行った。手軽にできたことは利点であり，

良好なコミュニケーションも生まれたが，６～７人グループとなり，十分な言語活動が深まった

かは疑問が残る。

そこで，４人で構成される「数学グループ」での学び合い活動を行うようにした。機械的にテ

ストの得点順でグループ分けを行う（下表参照）。男女のバランスを考慮し，可能な限りの人間

関係も考慮しながらグループ分けを行った。留意点として，人間関係を考えすぎることで，グル

ープ分けそのものに，二の足を踏んでしまうことは避けたいと考えた。この方法は何回か行った

が，有効な学び合い活動につながっていると捉えることができる。

男１ 男２ 男３ 男４ 男５ 男６ 男７ 男８ 男９ 男 10 数字はテストの得点の

男 20 男 19 男 18 男 17 男 16 男 15 男 14 男 13 男 12 男 11 高い順に１から順序を

女 11 女 12 女 13 女 14 女 15 女 16 女 17 女 18 女 19 女 20 つけた

女 10 女９ 女８ 女７ 女６ 女５ 女４ 女３ 女２ 女１

３ 単元の目標

・相似な図形に関心をもち，その性質を調べようとする。 (関心・意欲・態度)

・三角形の相似条件を知り，それを使って図形の性質を証明することができる。

(数学的な見方や考え方)

・相似な図形の性質を，さまざまな場面で活用することができるようにする。

(数学的な見方や考え方)

・平行線と線分の比についての性質を見い出し，それを利用して，線分の長さを求めることが

できる。 (技能)

・平面図形と立体の相似の意味と相似な図形の性質を理解できる。 (知識・理解)

・相似な図形の相似比と面積比および体積比の関係について理解できる。 (知識・理解)



４ 指導計画 ２１時間扱い（本時１３／２１ ）

(1)本単元の計画
学習過程 時配 目 標 学習活動 評価規準

ｽﾃｯﾌﾟﾁｪｯｸ 家庭 「ちばのやる気ガイド」Ｐ７３目標①

学習 三角形の合同条件，平行線と角の性質，等しい比を表す等式がわかる。

２つの三角形が合同であることを証明することができる。

拡大図をか １ あたえられた手順 あたえられた手順で図形 相似な図形に関心をもち，

いてみよう で，ある図形の拡大 をかき，その図形がもとの その性質を調べようとしてい

図をかくことができ 図形の拡大図になっている る。 (関)

る。 かどうかを調べる。

相似な図形 １ 図形の相似の意味 図形の相似の意味と表し 図形の相似の意味と表し

と相似な図形の性質 方を知る。 方，その性質を理解している。

を理解する。 ある図形の拡大図をかい (知)

て，対応する辺の長さや角

の大きさの関係を調べる。

１ 相似の位置にある 相似の位置にあることの ある図形と相似の位置にあ

ことの意味を理解し， 意味を知り，その図形をか る図形をかくことができる。

その図形をかくこと く。 (技)

ができる。また，相 相似比の意味を知り，相 相似な図形の相似比を求め

似比の意味を理解し， 似比を求める。 ることができる。 (技)

それを求めることが

できる。

１ 相似な図形の辺の 相似な図形の辺の長さ 相似な図形の辺の長さを，

長さを，対応する辺 を，対応する辺の比が等し 対応する辺の比やとなり合う

の比やとなり合う辺 いこと，となり合う辺の比 辺の比が等しいことを使って

の比が等しいことを が等しいことを使って求め 求めることができる。 (技)

使って求めることが る。

できる。

ｽﾃｯﾌﾟﾁｪｯｸ 家庭 「ちばのやる気ガイド」Ｐ７４目標②

学習 相似な図形の相似比や対応する辺の長さ，角の大きさを求めることができ

る。

三角形の相 １ 三角形の相似条件 ある三角形と相似な三角 三角形の相似条件を，三角

似条件 を理解する。 形をかくためには何がわか 形の合同条件をもとにして，

ればよいかを考え，相似条 考えることができる。 (考)

件を確認する。

１ 三角形の相似条件 ２つの三角形が相似かど 三角形の相似条件を利用し

を利用して，２つの うかを，三角形の相似条件 て，２つの三角形が相似かど

三角形が相似かどう を使って判断する。 うかを判断することができ

かを判断したり，図 三角形の相似条件を利用 る。 (技)

形の性質を証明した して，図形の性質を証明す 三角形の相似条件を利用し

りすることができる。 る。 て，図形の性質を証明するこ

とができる。 (考)

ｽﾃｯﾌﾟﾁｪｯｸ 家庭 「ちばのやる気ガイド」Ｐ７５目標③

学習 三角形の相似条件を使って，相似な三角形を見つけることができる。

相似の利用 １ 直接には測定でき 直接には測定できない距 直接には測定できない距離

ない距離や高さを， 離や高さを，縮図を利用し や高さの求め方に関心をも

縮図を利用して求め て求める。 ち，相似を利用して考えよう

ることができる。 としている。 (関)

基本の問題 １ 教科書Ｐ１３４



三角形と比 １ 具体的な事象を平 あたえられた手順でノー ノートの罫線の長さを3等

面図形としてとらえ， トの罫線の長さを３等分 分する方法に関心をもち，相

三角形の１辺に平行 し，その方法で３等分でき 似を利用して考えようとして

な直線に着目して， るわけを考える。 いる。 (関)

相似な三角形を見い

だすことができる。

１ 三角形と比の定理 三角形と比の定理を見い 三角形と比の定理を利用し

を理解し，それを利 出し，それを利用して線分 て，線分の長さを求めること

用して線分の長さを の長さを求める。 ができる。 (技)

求めることができる。

１ 三角形と比の定理 三角形と比の定理の逆を 三角形と比の定理の逆を利

の逆を理解し，それ 見い出し，２つの線分が平 用して，２つの線分が平行か

を利用して２つの線 行かどうかを判断する。 どうかを判断することができ

分が平行かどうかを る。 (技)

判断することができ

る。

１ 中点連結定理を理 中点連結定理を見出し， 中点連結定理を，三角形と

解し，それを利用し それを利用して，線分の長 比の定理とその逆をもとにし

て線分の長さを求め さを求める。 て，見いだすことができる。

ることができる。 (考)

中点連結定理を利用して，

線分の長さを求めることがで

きる。 (技)

四角形の各 １ 中点連結定理を利 四角形の各辺の中点を結 中点連結定理に関心をも

辺の中点を (本時) 用して，図形の性質 ぶと，どんな図形になるか ち，それを利用して，課題解

結 ぶ 図 形 を証明することがで を調べる。 決に役立てようとする。

は？ きる。 (関心･意欲･態度)

四角形の各辺の中点を結 中点連結定理を利用して，

んでできる四角形は，平行 図形の性質を説明することが

四辺形であることを説明す できる。

る。 (数学的な見方や考え方)

平行線と比 １ 平行線と比の定理 平行線に直線が交わると 平行線と比の定理を利用し

を理解し，それを利 きの線分の長さの求め方を て，線分の長さを求めること

用して線分の長さを 考え，平行線と比の定理を ができる。 (技)

求めることができる。 見いだし，それを利用して

線分の長さを求める。

１ 平行線と比の定理 平行線と比の定理を利用 平行線と比の定理を利用し

を利用して，図形の して，図形の性質を証明す て，図形の性質を証明するこ

性質を証明すること る。 とができる。 (考)

ができる。

ｽﾃｯﾌﾟﾁｪｯｸ 家庭 「ちばのやる気ガイド」Ｐ７６目標④

学習 三角形の相似条件を使って，２つの三角形が相似である証明を，手順にし

たがって説明することができる。

基本の問題 １ 教科書Ｐ１４７

合同な図形 １ 相似な三角形や四 相似な三角形や四角形 相似な図形の相似比と面積

はいくつで 角形で，相似比と面 で，相似比と面積比の関係 比の関係に関心をもち，それ

きるかな？ 積比の関係を見いだ について調べる。 を調べたり，利用したりしよ

すことができる。 うとしている。 (関)



相似な図形 １ 相似な平面図形の 相似な平面図形の相似比 相似な平面図形の相似比と

の相似比と 相似比と面積比の関 と面積比の関係を見いだ 面積比の関係を利用して，図

面積比 係を理解し，それを し，それを利用して，図形 形の面積を求めることができ

利用して図形の面積 の面積を求める。 る。 (技)

を求めることができ

る。

相似な立体 １ 立体の相似の意味 相似な立体で，相似比と 相似な立体で，相似比と表

の表面積や を理解する。また， 表面積の比や体積比の関係 面積の比や体積比の関係を見

体積の比 相似な立体の相似比 について調べ，その関係を いだすことができる。 (考)

と表面積の比や体積 見いだす。

比の関係を理解する。

１ 相似な立体の相似 相似な立体の相似比と表 相似な立体の相似比と表面

比と表面積の比や体 面積の比や体積比の関係を 積の比や体積比の関係を利用

積比の関係を利用し 利用して，立体の表面積や して，立体の表面積や体積を

て，立体の表面積や 体積を求める。 求めることができる。 (技)

体積を求めることが

できる。

基本の問題 教科書Ｐ１５４

章の問題Ａ １ 教科書Ｐ１５５

ｽﾃｯﾌﾟﾁｪｯｸ 家庭 「ちばのやる気ガイド」Ｐ７７～Ｐ７８目標⑤

学習 ２つの三角形が相似であることを証明し，相似な図形の性質を活用するこ

とができる。

(2)「ちばのやる気ガイド」の学習到達目標
相似な図形 チェック

目標① 三角形の合同条件，平行線と角の性質，等しい比を表す等式がわかる。 Ｐ７３

２つの三角形が合同であることを証明することができる。

目標② 相似な図形の相似比や対応する辺の長さ，角の大きさを求めることがで Ｐ７４

きる。

目標③ 三角形の相似条件を使って，相似な三角形を見つけることができる。 Ｐ７５

目標④ 三角形の相似条件を使って，２つの三角形が相似である証明を，手順に Ｐ７６

したがって説明することができる。

目標⑤ ２つの三角形が相似であることを証明し，相似な図形の性質を活用する Ｐ７７

ことができる。 ～Ｐ７８

５ 本時の指導

(1)目標
・中点連結定理に関心をもち，それを利用して，課題解決に役立てようとする。 (関心･意欲･態度)

・中点連結定理を利用して，図形の性質を説明することができる。 (数学的な見方や考え方)

(2)授業観
相似な図形の学習を進める中で，図形のもつ不思議さに触れることは大切であると考える。今

回，「どんな四角形でも各辺の中点を結ぶと平行四辺形になる」というおもしろみを含んだ題材

を用意し，既習事項を活用してそのことが説明できることを体感させたいと考えた。

授業展開については，『「思考し，表現する力」を高める実践モデルプログラム』を取り入れ，

問題解決の４過程「見出す，調べる，深める，まとめあげる」で展開する。

また，日頃行っている学び合い学習をより深め，教え合いや伝え合いを更に充実させるために，

グループ活動を取り入れる。お互いの意見を聞き，コミュニケーションをとることで，有効な言



語活動が生まれ，考えが深まることを期待したい。１時間の中でも，特にグループでの話し合い

に重点を置き，十分な学び合いが進むように時間を確保する。また，本時においては，「調べる」

において，取り組む問題が容易ではないため，本来自力解決する時間を確保するところだが，そ

の時間を短くし，グループで共に考えながら進められるように学び合いの時間を長く設定する。

これらの取り組みを通して，数学全体に対する興味・関心を高め，基礎・基本が身につき，思

考力の向上につながることを期待したい。

(3)展開

時配 学 習 内 容 と 学 習 活 動 指 導・支 援 ○評価 資料

見 1 学習課題をつかむ。 ・学習課題のプリントを配付する。(T2) 学習課題
出 プリント

す 四角形ＡＢＣＤをかいて，辺ＡＢ，ＢＣ，ＣＤ， と黒板用

(10分) ＤＡの中点をそれぞれＥ，Ｆ，Ｇ，Ｈとします。 拡大版

このとき，四角形ＥＦＧＨはどんな四角形にな

るでしょうか。

2 見通しをもつ。
・課題プリントの四角形について，各自

で中点を結んで考える。

・各自，元の四角形を変えて，中点を結 ・東京書籍「デジタル(Ｄマーク)コンテ 東京書籍

んで考える。 ンツ」を利用して，大型テレビに図形 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

を写しだし，視覚的に考えが進むよう 大型ﾃﾚﾋﾞ

に支援する。 (T1)
※予想される生徒の反応：

平行四辺形，(ひし形，正方形・・・)

3 学習問題を設定する。 学習問題

黒板用

「どんな四角形でも，各辺の中点を結んでできる四角形は，平行四辺形になる」 拡大版

といってよいか話し合ってみよう。

調 4 見通しをもち，自力解決する。
べ ・「平行四辺形になる条件」を思い起こ ・「平行四辺形になるためには，何がい

る す。 えればよいか」を確認する。 (T1)
(10分) ・思考の方向性を明確にするため，条件

①２組の向かい合う辺がそれぞれ平行 の①②⑤に焦点をあてて考えるように 黒板用

②２組の向かい合う辺がそれぞれ等しい 促す。 (T1) 拡大版
③２組の向かい合う角がそれぞれ等しい

④対角線がそれぞれの中点で交わる

⑤１組の向かい合う辺が等しくて平行



・「中点連結定理」を思い起こす。 ・与えられた条件が中点であることから

「中点連結定理」の必要性を感じさせ

Ａ ＭＮ∥ＢＣ る。 (T1) 黒板用
１ ・「中点連結定理」は三角形で考えるも 拡大版

Ｍ Ｎ ＭＮ＝ ＢＣ
２ のであり，これを四角形に使うには，

Ｂ Ｃ どうすればよいかという点から，補助

線の引き方を助言する。 (T1)
・個別に，つまずきに対して，アドバイ

スをする。 (T1,T2)
○本時では，証明がかけることにこだわ

らず，口頭での説明ができることに力

※予想される生徒の反応 点を置く。

その１ その２ その３

ＡとＣを結ぶ ＡとＣを結ぶ ＡとＣを結ぶ

△ＡＢＣで，Ｅは辺ＡＢの中点，△ＡＢＣで，中点連結定理より △ＡＢＣで，中点連結定理より

Ｆは辺ＢＣの中点なので ＥＦ∥ＡＣ
１

ＥＦ＝ ＡＣ △ＡＣＤで，中点連結定理より
１ ２

ＥＦ∥ＡＣ，ＥＦ＝ ＡＣ ＨＧ∥ＡＣ
２

△ＡＣＤで，中点連結定理より よって，ＥＦ∥ＨＧ・・・①

△ＡＣＤで，Ｇは辺ＣＤの中点， ＢとＤを結ぶ，△ＡＣＤで，
１

Ｈは辺ＡＤの中点なので ＨＧ＝ ＡＣ 同様にしてＥＨ∥ＦＧ・・・②
２

①，②より２組の向かい合う辺
１

ＨＧ∥ＡＣ，ＨＧ＝ ＡＣ よって，ＥＦ＝ＨＧ・・・① がそれぞれ平行なので，四角形
２

ＢとＤを結ぶ ＥＦＧＨは平行四辺形である。

したがって， 同様にしてＥＨ＝ＦＧ・・・②

ＥＦ∥ＨＧ，ＥＦ＝ＨＧ ①，②より２組の向かい合うが

１組の向かい合う辺が等しくて それぞれ等しいので，四角ＥＦ

平行なので，四角形ＥＦＧＨは ＧＨは平行四辺形である。

平行四辺形である。

5 グループで話し合う。 ・難易度が高いため，各自考える時間は

［学び合い活動］ 意図的に短くし，グループで共に考え

ながら進められるようにする。

・１つ終わったら，表に○をつける。 ・１つの条件に対し，グループ内の全員

黒板の表 が理解したら黒板の表に○をつけに行

１班 ２班 ・・・・ 10 班 くように指示する。 (T1)
① ・表を黒板に追加する。 (T2) 黒板用の
② ・考えが進まないグループには教科書 「表」

⑤ Ｐ 142の証明を参考にするように助言
する。 (T1,T2)

○中点連結定理に関心をもち，それを利

用して，課題解決に役立てようとして

いるか，観察する。 (関心･意欲･態度)

○中点連結定理を利用して，図形の性質

を説明することができるか，観察する。

(数学的な見方や考え方)



深 6 さらに，違う考えがないか話し合う。 ・１つ目が終わったら，別の条件で説明

め ［学び合い活動］ できないか考えるように促す。(T1,T2)
る ・机間をまわり，話し合いが進むように，

(25分) アドバイスをする。 (T1,T2)
・３つ終わったら，他のグループへのア

ドバイスを促すよう指示する。(T1,T2)

7 発表する。 ・発表するグループを決める。 (T1)
・発表者を決めるよう指示を出す。(T1)
・スムーズに発表が進むように指示を出

し，誤答などは正す。 (T1)
・可能であれば，１つの方法に対して複

数の生徒が説明できるようにする。

(T1)

ま 8まとめをする。 ・学習問題を振り返って，まとめる。

と (T1)
め

あ 「どんな四角形でも，各辺の中点を結んでできる四角形は，平行四辺形になる」

げ ことが説明できた。

る

(５分) 9「事後アンケート」に記入する。 ・事後アンケートを配付する。 (T2) 事後アン
ケート

(4)板書計画

学習問題 平行四辺形になる条件

学習課題 発表用図① 発表用図③

発表用図②

中点連結定理

表

まとめ




