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This study fbcusses on teaching and lelHling geometry in lower secondary school.

We had already proposed basic principles to make lesson plan about geome町
fronl seventh grade to ninthe Based on this pHnciples,we had made a plan about
every lessons and taughtit.
By observing practical lessons and analyzing their wrltings at these lessons,we
pomted out the rnerit that we start teaching spacial Flgures at seventh grade,and the
possibility that we teach the propositions about the triangles,quadriraterals and so

on at eigth grade by the method that students and teacher proceed the lessons
according to the order that students wantto check and prove the problem.
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研究 のね らい

本研究 は,中 学校 3年 間 を見通 した 図形 に関す る学 習指導 の あ り方 を,授 業実践 を通 して検
討す る こ とを 目的 として い る。
これ まで に,中 学校 での 図形指導 に関 す る問題 点 を指摘 し,そ の改善 に関 す る筆 者 らの基 本

3年 間 を見通 した授業計画 を提 案 し,そ れ に基 づ い た授業
での生徒 の理 解 の様相 を明 らか に した (国 宗・ 羽 田・ 榛葉 ,1999;羽 田・ 榛 葉・ 国宗 ,2000)。
本稿 のね らい は,筆 者 らが提案 した授業計画 に基 づ いた 中 1,中 2の 授業 にお け る生 徒 の 図

方針 を明 らか に した。 また,中 学校

形学習 に関す る理解 の様相 を明 らか に し,授 業改善 の方針 の実現可能性 につ い て検 討 す る こ と
で あ る。

2

図形 の 学習指導改善の基本 方針
筆者 らが提案 して い る図形 の学 習指導 に関す る改 善 の基本 方針 とその理 由 の うち,本 稿 での

研究 内容 に大 き く関係 す るものは,次 の 通 りで あ る。

(1)中 1の 学 習指導 を,「 空 間図形 」 か ら導入す る。
つ ま り,身 の 回 りの立体 か ら学 習 を始 め,空 間図形 の 中 に あ る平面 図形 を見 出 して い く。
○小学校 での学 習 が生 か され ,ま た ,直 線 と平 面 ,2直 線 の位置関係 や用 語・ 記号 の指導
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等 の重複がな くな り,時 間数 も軽減 され る。
(2)従 来中 2で 扱 つて い る 「平行線 の性質 と条件」か ら 「多角形 の内角,外 角 の和」 まで を中
1で 取 り扱 い,「 論理的 に考察す る基礎を培 う」 ための中心的教材 として位置づ ける。
○角 についての性質 であ り,生 徒 にとって学習の困難性 はない と考 えられる。
○ 「数学教育 の現代化」の時の実践がある。

(3)中 1で は 「条件 を満たす点の集合 と図形 ,基 本的な作図」 を単独で取 り扱わない。それを
中 2で 扱 い,作 図 しその方法が正 しいこ とを確 かめるとい う展開を重視 して論証指導 につな
げる。
○現在 も中 2で 作図の方法が正 しいこ との証明が再登場 し,重 複 して扱われてい る。
○中 2で の論証 の学習場面で,作 図を意識す ることに よって,授 業 が よ り活動的 にな る。

3

中学校第 1学 年 での学習指導
ここで は,特 に次 の 2つ の方針 に基 づいた授業 を行 い,そ こでの生徒 の追究 の様子 を明 らか

にして,授 業改善 の方向の是非を検討す る。
・ 中 1の 図形指導 を,空 間図形 か ら導入する。
・ 従来 中 2で 扱 って い る 「平行線 の性質 と条件」か ら 「多角形 の内角・ 外角 の和」 まで の 内
容 を中 1で 取 り扱 う。

(1)第 1学 年での図形 に関する授業計画
上の方針に従 い,次 のよ うな授業計画を作成 し,実 践 した。
第 1, 2時 「平面図形・ 空間図形 の意味,多 面体 ,展 開図 の意味」
① 平面図形,空 間図形,立体の意味,及 び立体の展開図の意味
② 多面体,正 多面体の意味,及 び正多面体は5種 類あること
第 3時 「点,直線,平 面,及 び距離」
① 点 と直線・半直線・線分,及 び平面の意味 とその表 し方
② 距離の意味,及 び2点 間の距離,点 と直線 との距離
③ 直線は2点 で,平 面は3点 で決定すること
第4, 5,6時 「直線や平面の位置関係.角 」
① 空間にある2直 線,平 面 と直線,2平 面の位置関係
② 平行,垂 直の意味,及 びその表 し方
③ 角の意味 と表 し方,空 間における角の概念
第 7, 8,9時 「三角形の3つ の辺,線 対称・点対称」
① 三角形の 2辺 の和は他の 1辺 よりも長いこと
② 線対称・ 点対称の意味を理解し,図 形を対称性の観点から見ること
第10,H時 「平行線の作図,円 の接線」
① 作図の意味,定 規 とコンパスの役割
② 定規とコンパスを利用して,直線の平行線を作図すること
③ 合同な三角形,角 の移動等の基本的な作図の方法
④ 円に関する用語
⑤ 円の接線は,そ の接点を通る半径に垂直であること

中学校での図形 の学習指導 の改善

以下,項 目名だ けをあげる。
第12,13,14時 「対頂角,平 行線の同位角・錯角」
第 15時 「三角形 の内角の和」
第 16,17時 「多角形の内角の和,外 角の和」

(2)授 業での生徒の考え方
① 『空間での 2直 線の位置関係」の授業 (第 4時)
。第 4時 で生徒 たちは,第 1時 に苦労しながらも完成させた立体模型を手元に置いて,次 の間
題 に取 り組んだ。
この立体 の12の 辺 を延長 して直線 と考 え, 2直線 の位置関係 を分類 しよう。
まず,個 人で じっ くり考 える時間を確保 した後,全体 の場 で意見を出 し合 った。
Aさ ん 「直線 ADと 直線 HGは ,上 か ら見 ると交 わってい るか ら,交 わってい ると言 うんでは
ないかな。」
Bさ ん 「これは交 わっていない。 クロス してい る。垂直な

D

んだ け ど,交 わってはいない。」
Cく ん 「(ペ ン を 2本 使 つて ADと

HGの 関係 を示 しなが

ら)こ ういう関係だなあ。
」
「
Dく ん 交差点 と歩道橋の関係だ。
」
Cく ん 「交わるの意味を辞書で調べたら,¨

A

Eレ

′

y

,ふ れる,接 すると書いてあ りました。
」

Eさ ん 「垂直 ってい うのは,直 線 ADと 直線 DHの よ うな関係 を言 うのだ と思い ます。」
Fく ん 「では,直 線 ADと 直線 HGは ,横 か ら見 るとEさ んの ような関係 つて言 つた らいい と
思 い ます。」
教師 「なるほ ど,横 か ら見 る とEさ んのよ うな関係 か。別 の言 い方で言 うと,ど の ように言
えるのかな。」
Fく ん 「他 の角度 か ら見 ると平行で もな く,交 わ りもしない関係 と言える と思い ます。」
Gさ ん 「そうそ う,立 体交差だ よ。学校の近 くのバイパ ス と県道 がそ うなってい る。」
ここで,Hく んが,右 の図を板書 しなが ら次の意見 を発表 した。
Hく ん 「直線 ADと 直線 HGは 垂直だ と思 い ます。理由は
,

図の ように 0⊥ nで , しか も 0〃 mな らばm⊥ nに な
る。だか ら, この場合 に も直線 ADと 直線 HGは 垂直
といえると思 い ます。それは,直 線 AD⊥ 直線 DC,
直線 DC//直 線 HGだ か らです。」
このHく んの意見 をもとに して,議 論が進 められた。
Iさ ん 「で も,そ れ は平面上で考 えた ときにしか言えない ことじゃないか と思 い ます。」
それを聞いて いた Jさ んは,「 それ じゃあ,垂 直 っていったい何 の ことだ ろう。」 と言 いなが
ら広辞苑を引いて,次 の ように発言 した。
Jさ ん 「私が広辞苑 を調べ た ら,垂 直 とは『 2直 線が交わ つてい る とき,そ の角度が90° の場
合』 と書 いてあったので,直 線 ADと 直線 HGは ,交 わつて いないのだか ら垂直 とは言え
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ない と思い ます。
」
はこの
よう展開 していき,続 いて『直線 と平面の位置関係』
,『 2平 面の位置関係』 とい
授業
うように,自 然な流れで直線や平面の位置関係 を考察することができた。
また,『 直線 と平面の位置関係』に関 しては,次 のようなや りとりが見られた。
Kく ん 「平面 EFGHと 直線 EF, FG,GH,HEも 平行だといえると思います。理由は
,

0〃 mで しかも,m〃 nな ら, 0〃 nに なるからです。そして,実 際にこの図で考 えると
平面 EFGH〃 直線ABで ,直線 AB〃 直線 EFな ので,平 面 EFGH〃 直線 EFだ と思
います。
・
」
,

Lさ ん 「私 は,別 の理 由で平行 だ と思 い ます。それ は平行 とは, どこまで行つても距離が同じ
ことだ と思 い ます。つ ま り,2本 の直線 が平行で,そ の距離 が 5

clllな

ら, どこを測っても

5 cmで す。平行 でなければ,図 る位置 によって距離 が違ってきます。 この場合 には,ど こ

で測って も O

clnに

なるので,平 行 といつていい と思 い ます。」

Mさ ん 「(広 辞苑 で平行 を調 べ なが ら)で も平行 とは, どこまで行 つて も交わ らないこ とだか
ら,そ れは平行 とは言 えない と思 い ます。」
考察】
【
以上に述べたように,生 徒たちは,身 近な物を例 に出した り,理 由を論理的に述べた りしな
がら, 2直 線の位置関係を分類 した。
Hく んの意見 は, 2直 線が平面上にあるのか,空 間上 にあるのかによって,成 り立った り成
立たなかった
りする。 この意見を聞き,即 座にそれを見抜いた Iさ んの洞察もすばらしいが
り
別の直線 との関係 をもとに 2直線の関係を考 えて,こ の意見に達 したHく んの目の付け所 には
優れたものがある。何よりも論理的に考察 しようとする姿勢を評価 したい。
また,ク ラス全体で討論 した様子は,意 欲 に満ちていた。もし平面 は平面,空 間は空間で

,

,

別々に位置関係を考察 していたならば,こ れほど意欲的な生徒の取 り組みは見られなかったで
あろう。
② 『空間上にできる角の大きさJの 授業 (第 6時 )
直線や平面の位置関係を学習 し,角 に関す る用語を理解 した生徒 たちは,第 6時 に次の問題
に取 り組んだ。
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右 の立方体の辺 DC上 に点 P,辺 AB上 に点 Q,
EF上 に点 Rを とる。
∠ PQRの 大 きさはどうなるのだ ろうか。

空間 にで きる角 の大 きさを考 える問題 である。個人で考 える時間をたっぷ りとった後,4人
の小集団ごとに意見 を交換 した。そ して,ク ラス全体でその意 見 を出 し合 つた。そ こでは,以
下 のように,点 P,Q,Rを どの位置 に とって も90° になるとい う意見が多かった。

① ② ③

個人追究後
どこに とって も90° に な る………… 25人
角度 は変 わ る…… …………… ……… 11人
わか らな い…… .0… ……………… … 。4人

小集団後
25人

全体学習前

13人

19人

2人

lA

20人

生徒 たちには,立 方体 の辺上 の点を結 んでで きるこの角 の大 きさをどのよ うに考 えた らいい
のか とまどいがみ られた。 まず,次 の よ うな意見 が発表 された。
Aく ん 「∠ PQRの 大 きさは,平 面 ABCD上 にで きる角∠ PQBと 平面 ABFE上 にで きる
角∠ RQBの 和 と等 しい と思 い ます。
」

∠ PQB+∠

BQR=∠ PQR

Aく んは,∠ PQRが どこにどの ようにできて い るかがはっき りと把握できて いないために
この ように考えたのであろ う。立方体 には表面 が あるか ら,そ の部分 も含 めて考えなけれ ばな

,

らない とい う理由で,2つ の平面 にで きた角 の和 になると考 えて いた。
Bく ん 「ぼ くは,平 面 BFGCの 方角 か らこの角 を見 る と,そ の大 きさ力湾0° になるので
点 P,Q,Rを どこに とって もこの角 は90° になると思 い ます。
」
先 に示 した数値か らわか るように,ク ラスの半数 の生徒が, この意見である。

,

個人追究 の時 に Cさ んは,「 先生,立 体 を切 って もいい ?」 と話 しかけてきた。「や って ご ら
んよ。
」 と言 う と,立 方体 には さみを入れて角 の大 きさを調 べ始 めた。そ して,次 のよ うに全
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体発表 の時 に発表 した。
Cさ ん 「私 は立方体 を切 って調べ ま した。 ACと

AFを 切 る
と,こ こに角がで きます。 この角 は90° にはな らない と
思 い ます。そして,角 はこの場合 Cと A,Aと Fを 結 ん
だ部分 にで きるのだか ら,9ぴ

にはな らな い と思 い ま

す。」
Dく ん 「ぼ くは,模 型 を切って,そ の切 り口に分度器を差 し込んで角度を測 りました。 その角
度 は90° にはな らず に,だ いた い60° にな りま した。」
Eさ ん 「私 はその角度力鴻0° になる理 由を考 えました。 Cと

Fを 結ぶ と三角形 ができます。見取図ではわか りに くい
か もしれませんが,こ の三角形 は どの辺の長 さも等 しい
ので正三角形 にな ります。だか ら,∠ CAFの 大 きさは
になるのだ と思 い ます。」
Fさ ん 「(点 Bが 含 まれ る方の立体 を指 さしなが ら)で も私 は
考 えなければな らないのだ と思 い ます。
」
60°

,

Gく ん 「ぼ くもはじめは9ぴ だと思 っていました。それは①

この部分 のふ くらみの こ とも

聰

の方向から見ていたからです。でも②の方向か ら見ない
と正 しい角度にはならないのではないか と考 えました。
角度を考えるときは,見 る方向によって見え方が違うの
で,正 しく測ろうとしたら, この方向から見な くてはい
けない と思います。
」

〆

といい なが ら黒板 に図 をか いて見 る方 向を示 した。

Hく ん 「そうだ,ね じれの位置の授業 の時 に も問題 になつて いたけ ど,角 を測 る場合 に も分度
器 はACと AFに しっか りつ けない と,正 しく角度が測れない と思 い ます。」
考察】
【
空間 にで きる角を考 えることが,中 学 1年 生 に とって これ ほ ど抵抗 のあることだ とは思わな
かった。 これが授業者 の正直な感想 である。 これ まで授業者 自身がそれを実感できなかったの
は,平 面図形 の学習 と空 間図形 の学習 を別 の単元 の学習 として位置づ けて授業 を構成 して いた
ことが原因の一つで あると考 えられ る。
空間図形か ら導入 した ことによ り,角 について,平 面上 のみで考 えるより深 く考察 で きるこ
とがわかった。最後 のHく んの発言 の奥 には,角 とは何 なのか,ど のよ うに角度を測 るのか に
ついて,分 度器 の使 い方 に立ち返 りなが ら,根 底 を見つ め直 そ う とす る姿勢 も感 じ取 る ことが
できる。
また,Gく んの考えは,角 をふ くむ平面 と垂直 な方向か ら見れば角度を正 しく把握 で きるこ
とを示唆 してい る。 これは空間の概念 が形成 され つつある ことを示 してい る。
教師 に どっても,空 間 における角 は とらえに くい ものである。 ここで取 り上 げた 「問題」 は

,

生徒 の実態 によっては,取 り扱 うことでかえつて混乱をきたす恐 れ もあるであろう。

(3)ま とめ
以上 に述べた実際 に基 づいて,授 業展開の妥当性 について検討す る。
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直線や平面の位置関係 の学習が意欲的になる
従来 は,「 平面図形」でまず 2直 線 の位置関係 を学 習 し,「 空 間図形」 でさらに,直線 と直線
直線 と平面,平 面 と平面 といった順序 で扱われる内容である。
①

,

筆者 も以前か ら感 じていた こ とであるが,同 じよ うな内容であ りなが ら2度 扱わなければな
らない。時間のロスであ り,生 徒 の思考 の面 で もぎ くしゃ くした ものを感 じていた。
今回の よ うに空 間図形 で扱 った場合 に も,平 面図形 の 2直 線 の位置関係 を理解することがで
きた。生徒 の意欲 も持続 していた よ うに思 う。
単元 の導入 として立体 を製作 した ことも生徒 の学習 に対す る意欲を高 める上で意味があった
と思われ る。空間図形 の学習 は,頭 の中で考 えると理解 しがた いが,模 型 を手に取 りなが ら考
察す ると理解 しやす い。
また,生徒 は空 間図形 を考 えることによ り,自 然 とその一部 であるその一部 である平面図形
も考 えることになる。
② 切 って調べ ることにより,学 習が豊か になる
「切断」 は2001年 か らの学習指導要領では,削 除 され る内容 で あるが,空 間図形 の見方 とし
て是非 とも生徒 に身 につ けさせた い内容である。それは空間認識 を高 めるために,必 要 だ と考
えるか らである。
「指導内容が行 き過 ぎた とい うことで 削除 され るのであれば

,数 学 の学習のお もしろさをど

こで どう伝えた らいいので あろ うか。
」な どとも思って しまう。
今回の授業で は,意 図 して切 断 を学習内容 に盛 り込 んだわ けではないが,空 間の中の角 を考
えることで,生 徒 は 自ら探究活動 の中で切 断を考えて いた し,実 際 に自分 の模型 にはさみを入
れていた。それだ け手応えのある問題 であった ともいえるであろ う。
「この角 の大 きさを どうして も調 べたい。」
「頭 で考 えるとこ うなるはずだが,確 かめ るためには,切 って調べたい。」
この よ うに考えるのは,自 然 な流れである。切断その ものが学 習の 目的ではな く,考 察する
ための手段 としての切断を私達 は今後 もどん どん授業 に取 り入れたい。
論理的に考察する基礎を培 うことが可能になる
学習指導要領では中 1の 目標 に 「論理的 に考察する基礎 を培 う」 と明記 されているものの
具体的 にはどの教材 を通 してそれ を達成するかがはっ き りしなか った。む しろ,こ れまでの 1
③

,

年生 の図形学習でその 目標 を達成 しよう とするのは困難であ った。
しか し,従 来 は中 2で 扱 つていた 「平行線 と角」
,「 三角形 の角」
,「 多角形の角」を 1年 生で
扱 うこ とによって,論理的に考察す る基礎 を培 うこ とが可能 になるであろ う。
理由を考察する学習 においては,生徒 は,対 頂角,平 行線 と同位角,錯 角 の関係 を利用 して
中学 2年 生が行 うような説明を筋道立てて述べ ていた。特 に 「三 角形 の内角 の和 が 18ぴ である
ことを説明する」学習 においては,中 2を 対象 にした場合 と何 ら変わ りな く授業 を行 うことが
できた。む しろぅ中 2で 扱 つた場合 よ りも,小 学校 で学習 した こ とが発揮 しやす いのではない
か とさえ感 じられた。
中学生 は,直 観 か ら論理へ,思 考 の中身が徐 々に変化 して い く時期である。論理的に考察す

,

る基礎を培 お うとした ら,そ れ にふ さわ しい学習内容 を中 1に も配置するべ きである。
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中学校第 2学 年での学習指導
ここでは,特 に次 の 2つ の方針 に基 づいた授業を行 い,そ こでの生 徒 の追究 の様子 を明 らか
に して,授 業改善 の方向の是非を検討す る。
・ 中 2の 図形 の論証 の学習では,小 学校及 び中 1で 学習 した図形 の性質 を学級で共有 して既

知のものとして認め,生 徒の疑間か ら生じた問題を解決することを中心に授業を展開す る。
・ 中 1で は扱わなかった 「基本作図」を中 2で 取 り上げ,作 図しその方法が正 しいことの証
明を考えるという展開を重視 して論証 の指導 につなげる。

(1)第 2学 年での図形の授業展開
筆者 らの勤務校は 1学 年 3ク ラス編成 である。中 2の すべてのクラスにおいて,前 述の方針
で授業を実践 した。一連の授業 において各 クラスが取 り上げた主な問題を,授業での展開の順
に以下 に示す。
下の表で,● は教師が提示 した問題,○ は生徒の疑間から生じて取 り上げた問題である。
本単元の授業を実施す るにあたって,特 に次の 2点 に留意 した。
・全体の場で生じた生徒の疑間を取 り上げて授業を進めるだけでな く,一 つの課題 を解決 した
後 に,全 体の場で疑間がないかどうかを確認するように した。
・ 下の表 に示 したように,教 師が提示する問題 は,作 図しその方法が正 しいかどうかを調べ る
とい う学習が可能であるものを中心にした。
̀
2C

2B

2A

●平行線 の角度を求 める問題
● これ まで学習 した性質 の うち誰 もが認 める性質をクラスで共有す る
○ 二 等辺三 角形 の底角 は等 し ○ い ろい ろな三角形・ 四角形 ○ひ し形 の対角線 は垂 直 に交
い ことの証明
わ る ことの証明
の関係 は どのよ うにな って
02組 の向か い合 う辺が等 し い るのかをベ ン図 に表す ●三 角形 の合同条件 の うち
い四角形 は平行 四辺形であ ○ひ し形 は平行四辺形 で ある
2辺 とそのはさむ角 は,な
,

ることの証明
○平行四辺形 の 2組 の向か い
合 う角が等 しいことの証明

こ との証 明・ 平行 四辺形 の
対角線 は互 いに他 を二 等分
するこ との証明

●三角形 の合 同条件 の うち
● 三 角形 の合 同条件 の うち
は
2辺 とそのはさむ角 は,な
2辺 とそのはさむ角 ,な
ぜ はさむ角 なのか につ いて
ぜ はさむ角 なのか について
,

,

の検討

の検討

○直角三 角形 の合 同条件 (斜 ○直角 三 角形 の合 同条件 (斜
辺 と他 の一辺)の 証明
辺 と他 の一辺)の 証明
○鈍角 三角形 の合 同条件 の証 ○鈍角 三 角形 の合同条件 の証

ぜ は さむ角なのか につ いて
の検討
〇直角 三 角形 の合同条件 (斜
辺 と他 の一辺)の 証明
●角 の二 等分線 の作図 とその
方法 でかけることの証明
○平行線 の作図 とその方法で
か ける ことの証明
02組 の向かい合 う辺 が等 し
い 四角形 は平行四辺形 であ

る こ との証明
02角 の等 しい三角形 は二等 02角 の等 しい三角形 は二等 ●角 の二等分線 の性質 の証明
辺三角形 であることの証明 ●平行 四辺形の 2点 が重なる
辺三角形 であることの証明
明

明
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●垂線 の作図方法 とその方法 ●垂線 の作図方法 とその方法
よ うに折 った ときの折 り目
でか ける ことの証明
でか ける ことの証明
の線 の作図方法を考察
○ある決 め られた角度 の作図 ●角の二 等分線 の作図方法 と ○折 った ときにで きる四角形
は どうした らいいのかの検
その作図方法 で角 が二等分
がひ し形 になる ことの証明
討
され る ことの証明
○折 った ときにで きる三 角形
○角 の二 等分線 の作図方法 と ●角の二等分線 の性質 を証明
が二等辺三 角形 にな る こと
その方法で角 が二 等分 され ●平行四辺形 の 2点 が重なる
ることの証明
ように折 った ときの折 り目
二
の
●角
等分線の性質 を証明
の線 の作図方法 を考察

の証明

02角 の等 しい三角形 は二等

辺三角形であることの証明
○ い ろい ろな三角形・ 四角形 ○折 った ときにで きる四角形 ●三 角形 の外接 円,内 接 円の
の関係 は どのよ うになって
がひ し形 になるこ との証明
作図方法を考察
いるのかをベ ン図で表す
○二つ の三 角形 が相似 になっ ○三 角形 の 3辺 の垂直二 等分
●平行四辺形 の 2点 が重 なる
て い る こ との証明 は どうす
線 が 1点 で交 わ ることの証
ように折 った ときの折 り目
ればいいのか を考察
明
の線 の作図方法を考察
○線分の垂 直 二等分線 の性質 ●平行四辺形 の作図方法 とそ
●線分 の垂直二等分線 の性質
の証明
の方法で平行四辺形が作図
の証明
●三 角形 の外接 円,内 接円の
で きることの証明 (平 行 四
●三角形 の外接 円,内 接 円の
を考
作図方法
察
辺形 になるための条件 の証
作図方法 を考察
○直角 三 角形 の場合,外 接 円
明)
○直角三 角形 の場合,外 接 円
の 中心が斜辺上 に ある こ と ○平行四辺形の性質の証明
の中心 が斜辺上 にある こと
を証明
○ 二つ の三角形 が相似 に な っ
を証明
●平行四辺形 の作図方法 とそ
て い る こ との証明 は ど うす
○二つ の三 角形が相似 にな っ
の方法で平行四辺形が作図
ればいいのか を考察
てい る こ との証明は どうす
で きる こ との証明 (平 行四 ○ い ろい ろな三 角形・ 四角形
ればいいのか を考察
辺形 にな るための条件の証
の 関係 は どの よ うに な って
● 2組 の 向かい合 う角 が等 し 明)
い るのか をベ ン図 に表 す
い四角形 は平行四辺形 であ
るこ との証明

(2)本 授業展開の特徴
ア.ク ラスごとに展開が異なる
生徒 の疑間 に応 じて授業 を進めた り,生 徒 の作図方法が正 しいか どうかを検討 した りす るこ
とで,授 業 はクラスごとに大 き く違 った流れ になる。
例 えば,「 い ろい ろな三 角形・ 四角形 の関係」 については, 2Bで は,単 元 の早 い段階で生
徒 か ら疑 間が出 され,そ れを課題 として扱 った。 2Aで は,単 元 の途中で この疑間が生 じたた
めに,そ こで取 り上 げた。 2Cの 場合 は,単 元 の最終 に生徒 か ら疑 間が あが り,そ こで取 り上
げてい る。
イ.追 究が 2,

3時 間 に及 ぶ

授業 は 1時 間完結 にはな らない ことが多 く,次 の時間へ と疑間を引き継 いだ り,課題追究 の
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時間が 2時 間, 3時 間 にまたがつた りす ることが ほ とん どであった。上の表 に示 した内容 はあ
くまで主なものであ り,生 徒 が見 つ けた作図方法 について追究 し,結 果的 にはその作図方法で
は解決が図れない ことに気づ くな ど,授 業内容 は深 まった。
また,上 の表 か らわかるように,単 元 を通 して教 師が提示 した問題 (● )の 数 は 8個 ない し

9個 である。生徒 の疑間か ら設定 された課題

(○ )は ,10個

また はH個 であるが,実 際 には 3

〜 4個 の作図方法が発表 され,そ れを証明をして い るので,単 元全体 を通 して,多 くは生徒の
疑間か ら生 じた課題 を追究 した ことになる。

(3)生 徒 の疑問からクラス全体の問題ヘ
ここでは,生 徒 の疑間がクラス全体の問題へ とどのように発展 したかについて,2Aの 授業
記録を基 に, 2例 を以下 に示す ことにする。
ただ し,こ こでの例 は,一 連 の流れが分 か るよ うに要点を整理 したものであ り,授 業 の流れ
その ものではない。例 えば,次 の例 (ア )「 二等辺 三 角形 の二つの底角 は等 しい」 ことの証明
方法 は,こ こでは 1つ しか示 してい ないが,実 際 の授業 では 3通 りの証明方法が発表 された り
結論 を示すまで には至 らない意見 が発表 された りして い る。
,

(ア )『 二等辺 三角形 の二つの底角が等 しいJこ

との証明
⇒ 「2組 の向か い合 う辺 が等 しい四角形 は平行四辺形 である」
⇒ 「平行四辺形 の 2組 の向かい合 う辺,向 か い合 う角 は等 しい」
① 「二等辺三角形 の二つの底角 は等 しい」 ことを証明する。

SI BCの

中点Mと 点 Aを 結 ぶ。 この とき,△ AMCを 切 り

取 つて,△ BDAの 位置 に くっつ ける。
すると,DA〃

BMと なるので,平 行線 の錯角 は等 しいの

DAB=∠ ABMよ つて,∠ ABM=∠ ACM
S2 なぜ,DA〃 BMと なるのかわか らない。
S3 AM=DBだ か ら,平行 になる。
B
S4 向かい合 う 1組 の辺が等 しい四角形で,平行四辺形 にならない四角形 はた くさんあるか
で,∠

ら,そ れではおか しい。

S5 AM=DBに

加 えて,DA=BMで

もあるか ら,平 行 になる。

② 「2組の向かい合う辺がそれぞれ等しい四角形は平行四辺形である」ことは,み んなが認め
た性質 の中 にないか ら,証 明す る必要がある。
S6 AB=CD,BC=DA,AC=CAよ
り三辺 が等
しいので,△ ABC=△ CDA角 が右図の ように等 し

BAD=∠ ABE⇒ 錯角が等 しく
AD〃 BC,∠ DCB=∠ ABE⇒ 同位角が等 しく
くなるので,∠

,

,

AB〃 DC

E

B

じ

③ この証明で 「平行 四辺形 の 2組 の向か い合 う角 はそれ ぞれ等 しい」 も言 えた こ とにな るの
で はな いか 。

S7「

2組 の向か い合 う辺 がそれぞれ等 しい四角形で は,2組 の向か い合 う角 はそれぞれ等
い
し 」 は言 えたが,順 番か ら言 つて前述 の ことは言えていない。
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S8

でも,次 のように証明できる。

AB〃 DC,AD〃 BCよ り,錯 角は等しく
∠ BAC=∠ DcA① ,∠ ACB=∠ DAC②
ACは 共通なので,一 辺 と両端の角が等 しく

△ABC≡ △ CDA,よ って,∠ ABC=∠

S9

,

,

CDA,

また,① ②を足すことで∠BAD=∠ DCB
「平行四辺形 の 2組 の向か い合 う角 はそれぞれ等 しい」 が言えた。

S10
SH

また,「 平行四辺形 の隣 り合 う角 の和 は180° である」 も言えた。
さっ き,△ ABC=△

CDAが

言 えたか ら,「 平行 四辺形 の 2組 の 向か い合 う辺 はそれ

ぞれ等 しい」 も言 えた こ とにな る。

考察】
【
上に示 した流れか らわかるように,三 角形 の学習を終えてから四角形 の学習とい う具合 には
授業 は進まなかった。つま り,教 科書のように系統的に整理 した形で授業 は進まなかった。
また,例 えば 「平行四辺形 にな るための条件」が 1つ あがったからといって,他 の 「平行四
辺形 になるための条件」も続けて扱 うことになるとは限らない。 この 2Aで は,「 平行四辺形
の 2組 の向かい合 う辺,角 はそれぞれ等 しい」が証明され,ま とめられた後,生 徒から「平行
四辺形の対角線が互 いに他を二等分する」が あが り,そ れを証明し定理 にしてい る。「2組 の
向かい合 う辺がそれぞれ等 しい四角形 は平行四辺形である」 はこの時点で証明されたが,そ れ
以外の条件 は,そ の後,徐 々にまとめられていき単元の最終ですべてが出そろつた。
なお,得 られた定理 は,証 明できた時点で 「図形 の性質 のまとめプリン ト」に書 き加えて
いつたため,生 徒 の混乱はほとん ど見 られなかった。
(イ )「 2辺 とそのはさむ角である ことの理由」

⇒ 「直角三角形 の合同条件 (斜辺 と他の一辺)」
⇒ 「鈍角三角形の合同条件」
⇒ 「2角 が等 しい三角形 は二等辺三角形である」
① なぜ三角形の合同条件は,「 2辺 とそのはさむ角Jな のか,「 2辺 と 1角 」ではいけない理
由を考察する。
Sl 位置が違う場合 には,2辺 と 1角 が等 しくて 2二 つの三角形は合同にならない。
② では,同 じ位置の 2辺 と 1角 ならば, 2辺 とはさまない角が等 しい 2つ の三角形 は合同に
なるのか (∵ つ しかかけないのか)を 検討する。

OAB>ACの 場合
右 図 の△ ABCと △ ABDの よ うに
(AB=AB,∠ B=∠ B,AC=AD)

,

2つ できてしまうので,絶 対 に合同であるとは言えない。

OAB<ACの

場合

,

右 図 の よ うに一つ しかか けな い ので ,合 同 に な るので は
・。
な い か 。証 明 はで きな いが・…・

OAB=AC(二 等辺 三角形 )の 場合
∠ ABC=∠ ACBと な り,∠ BACの

A

,

角度 も決 まる。

B
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2組 の辺 とはさむ角がそれぞれ等 しくなるので合同になる。
・ その ことは,正 三角形 で も言える。
③

S2
S3
S4

∠ ABCが 直角 の直角三角形 ならば合同 になるのではないか。
直角三角形 は斜辺 が 1番 長 いか ら,AB<ACと な
り,合 同にな るのではないか。
直角が い え るならば,∠ ABCが 鈍角 の時 も合同が
言 えるのではないか。
∠ABCが 直角 の場合 は,証 明で きるのではないか。
また,直 角三 角形 の場合 には斜辺 と直角以外 の一つの
角 が等 しければ,両 端 の角 でな くて も合同 になるので
はア
1い か。

S5

それ は,斜辺 と1つ の角 が等 しい と,直 角 も等 しい
わけだか ら,残 りの 1角 も等 しくなるか ら,一 辺 と両
端 の角が等 し くなって合 同 になる。

④ 斜辺 と他の一辺がそれぞれ等 しい 2つ の直角三角形 は合同であることを証明する。
S6 右のように 2つ の三角形 をくつつけると,ABの 長 さが等 しく,直 角が 2つ で一直線 と
な り,△ ACC′ は二等辺三角形 になる。二等辺三角形 の頂角の頂点から垂線をひ くと
,

合同な 2つ の三角形に分けるので合同 となる。

S7
S8

後半で使 つた ことは,認 めた性質 にないので,き ちん と証明す る必要がある。
△ ACC′ は二等辺三 角形 である。 よつて,∠ AC′ B=∠ ACBと なる。
三角形 の内角 の和 は180° なので,∠ C′

AB=∠ CABに なる。

2組 の辺 とそのはさむ角がそれぞれ等 しいので,△ AC′ B=△ ACB

⑤ 右の図のような2つ の鈍角三角形があるとき
これらが合同であることを証明する。
,

S9

右図の ように 2つ を くつつ けてお き,点 Cと C′ を
結 ぶ。△ ACC′ は二等辺三角形 なので,∠ ACC′ =
∠ AC′ Cと な る。 よつて,∠ BCC′ =∠ BC′ C
△ BCC′ は 2角 が等 しいので,二 等辺三 角形 になる。

B
よって,BC=BC′
△ ACB≡ △ AC′ B(二 辺 とそのはさむ角が等 しい)
S10 2角 が等 しい三角形 が二等辺三角形 であることは認
めて いない。

⑥ 「2角 が等しい三角形が二等辺三角形である」ことを
証 明す る。

考察】
【
上で述 べた ように,教科書 では扱 われて いない図形 の性質 の発見や疑間が生徒 か ら生 じるこ
とが何度 かあつた。今回の実践では,上 記 「鈍角三角形 の合同条件」 の他,三 角形 の外心 の性
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質 に関 して次のことを発見 し,2.に ついて証明 して い る。

1.鋭 角三角形 の場合,外 接円の中心が三角形 の内部 にある。
2.直 角三角形 の場合,外 接円の中心が斜辺上 にある。
3.鈍 角三角形 の場合 ,外 接円の中心が円の外部 にある。
この 2つ の内容 については,生 徒 の実態 を考慮 して課題 として取 り上 げ ることに し,最 終的
に生徒 の力で解決す ることができた。

(4)『 図形 の基本性質」や定理の整理
先 に述べ たように,ク ラスご とに,あ る性質が証明で きた時点で 「図形 の性質 の まとめプリ
ン ト」 に書 き加 えて いった。 また,あ る性質を証明 して い く過程で発見,証 明 された別 の性質
について,生 徒 か らま とめプ リン トに入れたい とい う要望があった場合 には,そ れ も書 き加 え
て い つた。 この よ うに して,ク ラス ご との 「図形 の性質 のまとめプ リン ト」 がで きあが って
い った。
筆者 らの勤務校 では,中 2か ら中 3へ の時点で学級編成替 えを行 う。そ こで,来 年度 の授業
の ことを考 えて.こ の単元が終了 した時点で,学 年 としての 「図形の性質の まとめプリン ト」
を作成 した。 これは,本 稿末 に資料 として載せて ある。
この ときに,他 のク ラスでは意見 として出た性質だが,そ のクラスでは出なかった性質 を新

たに追加してまとめている。それらは次の通りである。以下の①から⑥で,命 題や内容の後の
クラス名 は,そ れ を追カロした クラスを表 して い る。
① 三角形の面積は,中 線によって二等分される。 2A,2C
② 正多角形の内角はすべて等しい。 2A, 2B
③ ひし形の対角線は,内 角を二等分する。 2A, 2C
④ 三角形の角度についての性質 (資 料…三角形の内角・外角の③)2B, 2C
⑤ 二等辺三角形の頂角の二等分線は,底 辺を垂直に二等分する。 2C
⑥ 台形の対角線を引いた時の面積に関する性質。 2C
後に追加 した性質の うち,そ の際に生徒が改めて証明の必要性を感じたものは 1つ もない。
どのクラスにおいても,加 えた性質のすべてについて納得した。
一連の追究活動において,① は2A, 2Cで は出なかった性質であるが,中 1で 学習 した内
・
容である。②,⑥ も小学校,中 1で 学習した内容である。
べ
①は,す てのクラスの授業で既に証明されたが,生 徒からは 「まとめプリン ト」に載せよ
うという声があがらなかったものである。
④については,配 布 したプリントを見ただけで,生 徒は理解 した。
したがつて,以 上のような授業を構成しても,生 徒の疑間が途切れたときに教師が提示する
課題を工夫してい くことで,教 科書で扱われているものとほぼ同様の図形の性質がまとめられ
ることになる。

(5)ま とめ
以上に述べた実際に基づいて,授 業展開の妥当性について検討する。
① 意欲的な取り組みが現れ・ 授業が盛り上がる
前述のように,教 師が提示した問題は各クラスとも10個 に満たない。その問題は,前 時との
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関連 を図 りなが ら,作 図を伴 うものを中心 に提示 したものがほ とん どである。生徒 の作図方法
は多様 であ り,そ の証明 を考 えることで証明の意味 をつかんだ り,証 明の方法を理解す る こと
ができる。 したが つて,今 回の方針 で授業を進 めた場合,教 師が唐突 に必然性のない問題 を提
示する ことがほとん どな くなるとい えよう。
その結果,授 業 は 1時 間完結 にはな らないこ とが多 く,何 時間 に もまたがつて課題 を追究 し
てい くことになる。 この ことは,上 で述べた授業 の実際か らも推察 され るように,授 業 が何 日
か空いた として も生徒 の課題 に対す る意欲が減退す ることはほ とん どなかった。む しろ,こ の
単元全体を通 して,生 徒 は実 に意欲的 に授業 に取 り組 んでいた。
また, 2学 期終了時 の生徒 のノー トか らは,多 くの 「楽 しか つた。おもしろかつた」 とい う
声 の他 に,「 クラス ごと課題 が違 うので,自 分 た ちで授業,数 学 をつ くつて い るとい う意識 で
授業 に臨 めた」 とか,「 友達 か らで た疑問なので,何 とか解決 しようと燃 えた」 な どとい う声
も間かれた。
教師が生徒 か らの疑間の多 くを取 り上げた ことも,臆 する ことのな く疑間を発言す る雰囲気
を生み出 し,意欲的な活動 につ なが つた といえよう。
② 授業 に新鮮 さが生 まれる
教科書 の順番通 りに授業 を進 めた場合 にはほ とん どみられない表れ もあ つた。以下, 2点 に
ついて述 べ る。
まず第 1に ,あ る命題 に対す る証明方法が これ まで以上 に増 えた ことで ある。例えば 「2角
の等 しい三角形 は二等辺三角形 である」 ことの証明で,既 に証明 されていた平行四辺形 の性質
を利用す る生徒があつた。 この ような証明法 は,教 師 に とって も,実 に新鮮 な発見 になる。
第 2に ,「 認 められれ ば」 とい う前提 のもとに,ま だ証明 されていない性質 を利用 す る生徒
があ り,そ こか らその性質 を証明す るとい う流 れで授業が進む ことが度々 あった ことである。
例 えば,「 2角 の等 しい三角形 は二 等辺三角形 である」 ことについては, 3つ のすべ ての クラ
スにおいて,別 の図形 の性質 の証明で この性質を利用 した生徒 が いて,他 の生徒 の 「まだ認 め
られていない」 とい う意見 か らその証明が課題 とな り,そ こで証明 してい る。 これは,証 明 さ
れていない性質で も,証 明すれば利用 できるとい うことを理解す る上で有効であつた とい えよ
う。
また,生 徒 の疑間か らの課題 ,作 図か らの課題であるため,教 師 に とって も次 に何 が課題 と
なるかの予測が難 しい分,新 鮮 に授業 を行 うことができた。多 くの生徒が塾 に通 つてい る こと
を考えると,生 徒 に とって も新鮮な授業であつたであろう。
③ 教科書 と同様 の図形 の性質 がまとめられる
この ような実践 の疑間点 として,「 教科書 に載 つて い る図形 の性質 がすべ て得 られ るのか」
とい うことがある。それ については,単 元終了時 まで に,教 科書 とほぼ同様 ,あ るいはそれ以
上の図形 の性質が まとめ られ,問 題 は起 きなかった。
教科書 の ように整理 した形で授業 は進 まなかったが,ク ラス ごとに 「図形 の性質 のまとめプ
リン ト」 を作成 し,あ る性質 が証明で きた時点でそれ らを書 き加 えていったため,生 徒 の混乱
はほとん ど見 られなか った。 まとめて学習 しな くて も問題 はない と考え る。
ただ し,混 乱を生 じさせ ないためには,教 師 は次 の 2点 について留意す る必要がある。
まず第 1に ,教 師 は,生 徒 か らあが つた疑間が数学的に価値 があるものであるか,中 学 2年
生が取 り組 むに値す る課題であるか とい う判断をす る必要がある。
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次 に,生 徒か らの疑間が途切れたときに,極 力授業の流れを損なうことなく,ま だあがって
いない教科書にある図形の性質を取 り上げることができるように,的 確な問題を用意 してお く
ことも大切であろう。
この点 については,ま だまだ検討の余地がある。
④ 時間数について再検討したい
計画段階では17時 間を考えて実践 したが,実 際には28時 間程度かかって しまった。ただし
その中では予定にはなかった 「三角形の相似条件」 も扱 っている。
この学年の進度は比較的はや く,10月 の最初 には本単元 に入ることができた (そ の時点で 1
次関数の学習も終えていた)た めに時間的にゆとりがあった。
時間数が大幅に増えたのは,こ の時間的なゆとりがあったこともあるが,次 のことが主 な理
由としてあげられる。
・毎回の生徒の追究の時間を比較的長 くとったこと
・教科書では扱われていない図形の性質なども含 めて,生 徒から出された疑間のほとん どを取
り上げたこと
・いろいろな三角形 の関係をベ ン図で表す学習で,鋭 角三角形,鈍 角三角形 も含 めて考察 した
こと
・ 中 1で 作図を扱っていなかったため,三 角形の外接円,内 接円の作図を扱ったこと
,

なお,時 間数の削減 については,特 に次の点からさらに検討を加えたい。
・生徒 の疑間の うちのどのようなものを,ど のように取 り上 げるか
・教師か ら提示する課題はどのような場面で, どのようなものを提示するか

5

おわりに
今後 の課題 として,次 のことがあげられる。

① 新学習指導要領における2年 生の図形の学習をどう計画し,実 践するか。特に円周角の
取 り扱いについて検討する。
② 3年 生で相似の学習を行 う場合,2年 生で扱った場合 と比較 してどのような違いがある
のかを検討す る。
今後 も,こ の ような課題 を追究 して,生 徒 に とって興味 が もてる図形の学習指導のあ り方を
探 ってい きたい。

榛葉伸吾・ 羽田明夫・ 園田博人・ 国宗

進

く引用 0参 考文献 >
第31回 数学教育論文発表会・テーマ別部会 論
太田伸也。「図形指導 にお ける論証 の位置づ け」。
証研究部会 .1998.

S.Kuninune and Eo Nagasaki,Curriculunl Changes on Lower Secondary School
Mathe】 matics of Japan―

Focused on Geomety,in Curriculum Changes in lhe

secondary school,Freudenthal institute. 1996.
国宗進 .「 図形 の論証指導 改善 の視点」.第 31回 数学教育論文発表会 0テ ーマ別部会 論証研
究部会。1998。
第32回 数学教育論文発表会論文
国宗進・ 羽田明夫・榛葉伸吾 。「中学校 での図形指導 の改善」。
巨.1999, pp。 221‑226.
夕
国宗進 。「中学校 での図形指導 の改善 一日本 中等教育数学会雑誌 での論考 に基づ いて 一」 .静 岡
大学教育学部研究報告 (教 科教育学篇)第 31号 .2000,pp.27‑53。
国本景亀 (研 究代表)。 「空間直観力 と論理的思考力 を育成す るための教材開発 と指導法 の改
善」平成 6〜 7年 度科学研究費補助金研究報告書 。1996.
小関熙純編著.「 図形 の論証指導」.明 治図書 .1987.
中原 忠男。「21世 紀型 の算数教育 の方向 と研究課題」。日数教学会誌算数教育.1998,pp.16‑23。
羽田明夫・ 榛葉伸吾・ 国宗進 。「中学校 での図形 の学習指導 の改善 ―中 1で の授業実践 に基 づ
いて 一」.静 岡大学教育実践研究指導セ ンター紀要No.7.2001,pp.23‑41。
藤森章弘・ 羽田明夫・ 榛葉伸吾 .「 よ り豊かな数学学習をめざして」。日本数学教育学会誌数学
教育第81巻第 5号 .1999,pp.39‑42.
村上一三.「 形式的証明 を回避 しようとす る図形教育へ の危惧」。第31回 数学教育論文発表会論
.1998, pp.305‑310.
t夕巨
が

64

l

中学校での図形の学習指導 の改善

2年 生 「図形 の基 本性質」 &「 定義 」 &「 定理」 の ま とめ
NO, 1

◇写線は180度 である

0三

￨

,批
0平 行線の同位角・情角

角形 の 内 角・ 外 角

①三角形の内角の和は 180度 である.
∠ a+∠ b+∠ ●=180・
②三角形の外角は、これ と隣 り合わな
い2つ の内角の和に等 しい。
∠ d=∠ ●+∠ b
∝ 図t各

々

̲

∠∠

=々 +る
̀̀̀:1二

①平行線に 1直 線が交わってできる
同位角は等 しい。
2//m→
∠a=∠ b
②平行線に 1直 線が交わってできる
錯角は等 しい.
‐ ∠ a=∠ 。
2′ m

m

:」 :liウ

◇ 平行線と面積
線分 BCを 共通の底辺とする
△ABCと △A'BCに おいて.
AA・ //BCな らば、
△ABC=△ A'BCで ある.

0平

行 線 に な るた め の条 件
次 の ① ② の と き、 2直 線 は 平 行 で あ る

で
渡
あ
れ
liliil夢 ￨ザ

￨

① 2直 線に 1直 線が交わってで きる
同位角力t等 しいとき
∠ aヨ ∠ b ‑ 2//m
m
② 2直 線に 1直 線が交わってで きる
錯角が等 しいとき
∠ a=∠ C ‑ 2ノ m

:ili〔

0三 角形の合同条件

0三 角形の相似条件 (*相 似…影が同じ,拡 大・ 縮小

がそれ ぞれ等 しい
③ l組 の辺とその両端の角が
それぞれ等 しい

)

雄 雄

４ ４

② 2組 の辺とそのは さむ角

ijI:liД l二 1

４ ４

2つ の三角形は、次の①②③の条件の
いずれかにあてはまれば合同である.
03組 の辺がそれぞれ等 しい

等

2つ の三角形は,次 の①②③の条件のいずれかににあてはまれ
ば相似である。

BL

① 2組 の角がそれぞれ等 しい。
∠B=∠ B・ ,∠ c=∠ c'
② 2組 の辺の比が等 しく,そ の
はさむ角が等 しい.

AB:A・

B・

=AC:A・

C・

∠A‐ ∠A'
③ 3組 の辺の比が等 しい。
A3:A・ Bl‐ AC:ÀC̀=OC:B'C'

:
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