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1.研 究のね らい
中学校数学科での図形 の論証 の初期指導 において,直 角三角形 の合同条件 に関する内容 は
三角形 の合同条件 を利用 して二等辺三角形 の性質 と条件等 を学習 した後 に,そ の利用 の 1つ と
して位置づ けられ ることが多 いであろ う。 この場合,そ れを定理 としてま とめるにあたって
一般的 には 2つ の並べ られた直角三角形 の一方 を裏返 し移動 して二等辺三角形 をつ くり,二 等
,

,

辺三角形 の底角を手がか りに証明す る。 この証明法 は,そ れ までの指導 の流れか ら考えるとか
な り特殊な方法である。それだけに,そ の学習指導 も教師主導にな りがちで ある。
本稿 は,直 角三角形 の合同条件 を見 いだ しそれを証明す る学習指導 の改善 の方法 について
授業 を通 して検討す ることがね らいである。

,

2.研 究の内容
(1)授 業改善 の視点
「研究 のね らい」 で も述 べ た よ うに,2つ の直角三角形 の一方を裏返 し移動 して二等辺三角
形 をつ くり,二 等辺三角形 の底角 を手がか りに証明するとい う方法 は,生 徒 か らの自然な発想
としては生 じに くい。そ こで,よ り生徒 の側 に立 って, 2辺 が等 しく,90° の角を 2つ 含 むた
こ形 を取 り上げ,対 角線 を引 くことに よって残 る辺が等 しい ことを証明 した り,あ るい は,も
う一方の対角線 を引 いて証明で きないかを考 えて裏返 しの方法へ と展開 した りす る授業 も行わ
れた りす る。

いずれに しても,直 角三角形の合同条件を見いだし,裏 返 しの方法へ と帰着 させて証明する
とい う一連の学習は,そ うしなければ証明できない とい う必然性がとらえにくい。
そこで本研究では,学 習の必然性をもたせるために,的 確な[問 題 を提示 し,直 角三角形の
,

合同を証明しなければ[問 題]が 解決されない状況を設定することが重要であると考えた。
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そのための[問 題 lと して,一 見 して長方形 と判断 され る図を提示する。その辺や角 の どこが
等 しいか を前提 として追究 させ るか を検討 してみ ると,主 に次 の[11〜 [6]が 考 え られた。 こ
れ らは,筆 者 らを含 むグルー プによって検討 された ものである。

[11 右 の図 で,四 角形 ABCDの 面積 は何 cm 2
だろ うか ?

[2]右 の図で,ADの 長 さは何clllだ ろうか ?
(図 は略,[11の

図 と同一。)

[3]右 の図のような四角形 ABCDは

長方形

であるといってよいだろ うか ?

[4]右 の図のよ うな四角形 ABCDは 何 とい う
四角形だろうか ?(図 は略,[3]の 図 と同一。
)

[5]右 の図で,ADの 長 さは何cmだ ろうか ?
[6]右 の図 は何 とい う四角形 だろうか ?
(図

は略,[5]の 図 と同一 だが,BCの 長 さは

与 えられていない。)

5cm

今回 は, 1組 の対辺が等 しく 1組 の対角が90° である四角形 を提示 し,長 方形 であるか どう
かを間 うことによって,四 角形 に潜 む直角三角形 が合同である ことを証明する必要性 を導 き出
そうと考 えた。 2つ の直角三角形 を移動 して新たな図形 を作 り,そ の図形 の性質 を用 い ること
によって証明す る。二等辺三角形 の他 に,た こ形や平行四辺形 もつ くる ことができるので,多
様な考 えを引き出 し,互 いの考 え方を広げる学習の機会 に もなる。中 にはこの段階では説明が
つか ない もの もあるが,「 証明で きない」 とい うことを確認す る学習 に も意義がある。ぜ ひ積
極的 に取 り組 ませたい と考 えた。

(2)授 業計画
「三角形 と四角形」【
19時 間扱い】
・
三
の
角形の合同条件 (3時 間)
① 図形 合同
② 命題 と証明 (2時 間)
③ 二等辺三角形 (4時 間)
④ いろいろな三角形 (1時 間)
⑤ 直角三角形 (3時 間)一 本時はこの第 1,2時 ―
⑥ 平行四辺形 (2時 間)
⑦ 平行四辺形になるための条件 (2時 間)
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③ いろいろな四角形 (1時 間)
⑨ 平行線 と面積 (1時 間)

(3)実 際の授業
・ 日時 第 1時 平成16年 10月 26日 (火 )
第 2時 平成 16年 10月 28日 (木 )
・ 対象 静岡大学教育学部附属浜松中学校 2年 2組
・授業者 近藤正雄,山 下正吾 (AT;ア シスタン トティーチャー)
・ 授業記録
ここでは,2時 間分の授業を次の 3分 節 に分けて記述する。
① 「問題」 を把握 し,長 方形であることを示す とい う目的を明確 にする。
△ ABD=△

②

CDBの

証 明 を考 え る。

③ △ABD≡ △CDBの 証明を発表し確認する。
① 『問題Jを 把握し,長 方形であることを示すという目的を明確にする。
[問 題 ]

Sl
Tl
S2
T2
S3
T3

右の図の四角形ABCDは
何 とし〕う形で しょうか ?

長方形 だ よ。
本当 に ? では,「 長方形」 って どんな四角形 ?

4つ の角力鴻0° の四角形 です。
他 には ?
向か い合 った辺が等 しい四角形です。
それ じゃあ,こ れ (筆 者注 ;四 角形 ABCDの こと)は 長方形 になるかな ?
なると思 う人 ?
(ほ

とん どの生徒 が挙手)

S3 AD,BCが
S:(拍 手)

分 か らないか ら,AD=ABな

ら正方形 に もな ります。

ATl:本 当に長方形 かな ?
T4

90° は∠Aと ∠ Dの 2つ だけじゃないかな。
ATlに 説明ができるよ うに,何 が言 えた ら長方形 になるか考 えてみよう。

(5分 経過)

S4
S5
S6
T5

∠ B=∠ D=90° です。
対角線 が垂直 に交わ らなければ長方形。

AD〃 BC,AB〃 DCか な。
ちよつと確認 しよ う。 S6の 考 えでなぜ 言えるか,説 明 して くれ るかな ?
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S6:平 行 とい え る と,錯 角 が 等 し くな って90°

進

に な り,∠ Dも 90° にな るか らです。 ∠ Bも

同様です。

S:
T6
S7
S8
S6
T7
S9
T8

(拍 手)

他 にはどうだろう。
対角線 を引いて,交 点 と各頂点の距離 が等 しければいいです。
ある辺 の垂直二等分線 を引いて,折 つた ときに重なればいいです。

AB=BC(筆

者注;正 方形 を意識 した発言である。)
Bと Dを 結ぶ対角線 を補助線 として い る人が いた。 これか ら言 えることは何 だろ う。

△ ABD=△

CDBが 言 えるか ら長方形 といえます。

S10

なぜ この合同が言えれ ば長方形 にな るか,説 明できる人はい るかな。
この 2つ の三角形 の合同が いえれば,∠ ADB=∠ CBDと なって平行線の錯角 とな り

S9

平行が い えます。
もし証明で きれば,∠

,

ADB=∠ CBD,∠ ABD=∠ CDBと な り,∠ ADB=○

∠ ABD=× とす ると,三 角形 の内角 の和 よ り (○ 十 ×)+90° =180°
となるので,∠ D=∠ B=90° にな ります。

,

,○ +× =90°

△ ABD≡ △ CDBの 証明を考える。

②

そうですね。では,△ ABD=△ CDBを 証明しよう。

T9

△ABD≡ △CDBを 証明しよう。
1の 直角三角形 を 1人 10枚 ずつ
し時間をおいた。)

(紙 を切 って作 つた図

配布 し,少

T10:2枚 で長方形 を組むのではな く,別 の形 にして考 えてい る人が い るので紹介 します。
SH:(紙 で作 つた三角形 を黒板上 に並べて)図 2の ように二等辺三角形 に します。
図

2

図

3 ol1

3 all

3

i

T12 本当に二等辺三角形かな。これが二等辺三角形だと思う人,手 を挙げて ?
(ほ とんどの生徒が挙手)

AT2

:本 当に二等辺三角形 かな ?

重なる辺の長 さが違 うか もしれない よ。

S12

clnの 方 でつ なげば,長 さが等 し くなるので,つ なが ります。(図 3の ように
べ
黒板上で並 て示 した。)

T13

その形 な らつ なが るね。 この三角形 (筆 者注 ;図 3の こと)は 二等辺三角形 といえるの
で しょうか ?
斜辺 の部分 はもとの長方形 の対角線 の部分 だか ら等 しいはずです。

S12

それな ら 3
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T14:そ うですね。では,そ の二等辺三角形 になることを認 めます。斜辺 の部分 を a
ておきましよう。
平行四辺形 らしい形を作っている人もいました。 この 2つ の図形
ちゃんと辺が重なる形 になるのでしようか。
図

(図

gnと

決め

4,図 5)は それぞれ

4

つ

カ

ら

¨

つかない と思う。
T15:そ うだね。じゃあ,図 4の 形 は
外し,で きそ うな形を他に考え
てみましょう。 (こ の後,図 5,
図 6が 生徒か ら出てきた。図を
確認 したところで時間になり
第 1時 の授業を終えた。
)

鵬

S12:図 5は 等 しい辺が重な つてい るのが分か るけど,図 4は 辺 の長 さ

,

輸

③ △ABD=△ CDBの 証明を発表 し確認する。
T16:今 日は,前 回みんなが工夫 してつ くった図形を確認 し,そ れをもとに 2つ の直角三角形
の合同を証明します。証明で大切な ことを確認 します。つ くった図形 について既 に証明
されている性質,例 えば二等辺三角形の底角 は等 しいなどは,条件 として利用 していい
です。
(前 時に確認 した図を提示 し,そ

れらを新たにア〜工 とした。
)

イ
Ｑ

T17:証 明が比較的や さしい もの と難 しい ものがあるので,次 の
ようにします。アは基本 コース,イ ,ウ ,工 はチャレンジ
コニス とします。基本 コースか ら始 めて下 さい。
また,証 明 において共通 の記号 を扱 いたいので ここで決
めます。 (図 の ように記号 を書 き込んで)頂 点をそれぞれ

Pi Q,R, S,そ

して Tと 定めます。 なお,チ ャレンジ コースは証明で きるか どうか
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も分か りませんので そのつ もりで。
S:(証 明 に取 り組 む。20分 程度)

S13:ア の証明がで きました。 △ PQSと △ PRSに おいて
PS=PS(共 通)・ ¨①
∠PSQ=∠ PSR(90° )・ ¨②
∠PQS=∠ PRS(△ PQRは 二等辺三角形で底角が等しいから)・ ¨③
②③より,∠ QPS=∠ RPS¨・④
①②④より, 1辺 と両端の角がそれぞれ等しいので △PQS=△ PRS

S:(拍 手 )
S14:イ も証 明がで きます。
Qと Sを 結 び ます。△ PQSは 二 等辺 三 角形 にな るので ,∠
∠ RQS=90° 一∠ PQS=90° 一∠ PSQ=∠ RSQ

PQS=∠ PSQ

2角 が等しいので,△ RQSは 二等辺三角形だから,RQ=RS…・①

PRは 共通¨・②

PQ=PS(仮 定)・ ¨③

①②③より, 3辺 がそれぞれ等しいので,△ PQR=△ PSR

S:

(拍 手 )

T18

ア,イ の方法で 2つ の三角形 の証明がで きたね。 ウと工 については今 日は時間がないの
で,続 けてや つてみたい人 はノー トにやって提出 しましょう。
(ウ ,工 について,こ の時点で途中まで証明 してい る生徒が何人か いた。
)

T19

さて, 2つ の直角三角形 が合同であることが証明で きた ことに より,言 えることを確認
えた ことになる。
しよう。 もとの四角形 ABCDに もどると,△ ABD=△ CDB力 ヽ〕

S15

T20

それによって何が言えるので しよう。
∠ ABC=∠ CDA=90° で長方形 が いえます。
°
°
復習す ると,∠ ABD=∠ CBDを × ,∠ ADB=∠ CBDを ○ とす ると,○ +×
=90° になるか らいえるとい うことだね。 2つ の直角三角形 の合同が証明で きたので
,

長方形 になる ことが確 かめ られ ました。次回 はこれを もとに直角三角形 の合同条件 をま
とめます。 (以 上第 2時 の授業)

(4)検 討
ここでは,今 回の授業 において観察 された子 どもの考えについて検討 し,指 導上の改善点 を
考える。
① 『長方形である ことを示すには何が いえればよいかJを 考える場面

授業 の 冒頭 で,[問 題]を 提示 し,「 四角形 ABCDは 長方形 である」 とい う結論 が正 しい こ
とを示すためには何 が いえればよいかを考 えさせた ところ,生 徒 か らは次のような考えが出さ

れた。
・ ∠ B=∠ D=90°

OAD〃 BC
OBDを 引 いて,∠ ADB=∠ CBD
また は,∠ ABD=∠ CDB
・ BDを 引 い て ,△ ADB≡ △ CBD
・ AD=BC

直角三角形 の合同条件 の指導

生徒 の多様 な考 えが現れている。 もっ とも,発 表 されたそれぞれの考えは,問 題提示後 の こ
の時点では一人一人の子 どもの中ではまだ十分な検討を経て はいないであろ う。長方形 の定義
が曖味であった り,長 方形 であるための条件 をまだ十分 には とらえていないこ とがその理由で
ある。
この段階での関連す る既 習事項 は小学校で学んだ長方形 の 「定義」だけなので,こ の段階で
この 「問題」 をとりあげ るとす ると,長 方形 の理解 に対す る配慮が重要 になって くる。実際 の
授業 では,「 4つ の角 が等 しい (90° である)四 角形 を長方形 とい う」 とい う定義 は少な くと
も確認 して進める必要がある。あるいは また,今 回のような流れに従 い,授 業冒頭 で意図的 に
長方形 の定義を確 かなものにす るとい う展開 も考えられ るであろう。
さらにまた, S3や S5の 発言 に見 られ るよ うに,長 方形 と正方形 との包摂関係 に関係す る
ことにこだわる生徒 もい る。今回詳 しい調査を したわけではないが,生 徒 は正方形 と長方形 は
別 の図形 ととらえて い ると考えられ る。前時 に正三角形 と二等辺三角形 の関係 をベ ン図 に まと
めていて,正 方形 と長方形 もその時 に練習 として簡単 に扱 っている ものの,そ の理解 は十分 で
はな く,導 入で混乱をきた してい る。小学校での四角形の包摂関係 に関する学習指導が後退 し
,

それ に関す る子 どもの理解 も従来 よ り低下 して い る現在 (国 宗,2000),こ の点 に関す る配慮 も
重要である。
② △ ABD=△ CDBの 証明 について実際に紙を動か して考える場面
四角形 ABCDが 長方形 であることを示すには,△ ABD≡ △ CDBを 証明すれ ばよいこ と
を全体で確認 した後 ,生 徒 はこれ ら2つ の三角形 の合同を証明することに取 り組 んだ。
それを今回の授業では,紙 で作 つた直角三角形 を 1人 10枚 ずつ配布 し,そ れを実際 に操作 さ
せて考 えさせ ることに した。
四角形 ABCDを 2つ の直角三角形 に切 り離 し,別 の形 につ なぎ合わせ るとい うアイディア
は生徒 か ら出させ ることが理想であ り,可 能な らばそうすべ きであるが,そ れ には大 きな思考
の飛躍があつて簡単 には出てきそ うにない, と考 えた結果である。
授業記録 に もあるように、長方形 に対角線を引いて考 えるとい うアイディアは生徒 か ら自然
に出て くる。切 り離 してつ なぎ合わせて もよい とい う考え方 については,今 回の授業 では,何
人かの生徒が別の形 を作 つて考 えていたので授業者 はそれを全体 に紹介する とい う形 で進行 し
て い る (T10の 発言参照)。 紙 で作 つた直角三 角形 を実際 に操作 して考 えた結果である。 もし
も実際の授業 において、切 り離 してつ なぎ合わせて もよい とい う考 え方が出ない場合 は、教師
の方か ら提示 して よい と筆者 らは考 えてい る。
等 しい長さの辺を合わせること
2つ の直角三角形 をつ なげる場合,等 しい長 さの辺 どうしだか らつ なげるこ とができる とい

③

うことの理解 が重要 あるが,そ の とらえ方 にはば らつ きがある。二等辺三角形 を作 るとき,長
さが等 しいか どうか分 か らない ところはつなげられないこ とを全体 で確認 し,実 際 に操作 して
い くことが重要である。
等 しい長 さの辺 どうしをつ なげるこ とに関連 して,今 回の授業 に先立つ二等辺三角形 の性質
の導入 では,小 学校 での学習を振 り返 る意味で,二 等辺三角形 の等 しい辺 を重ねて折 ると,そ
の折 り目には頂角 の二等分線 が現れ ることを確認する。その実際的な経験 を想起 しなが ら,こ
こでの操作活動 の意味をよりよ く理解 させたい。
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直角三角形の合同を証明する必要感
今回の授業 では, 1組 の対辺 が等 しく 1組 の対角が90° である四角形 を提示 し,そ れが長方
形であるか どうかを問 うこ とによって,四 角形 に潜 む直角三角形 が合同であることを証明す る
必要性 を導 き出そ う と考 えた。すなわち,冒 頭 で 「右 の図 の四角形 ABCDは 何 とい う形 で
④

しょうか ?」 とい う [問 題]を 提示 し,そ れを解決す る中で 2つ の直角三角形 の合同を示 して
直角三角形 の合同条件 を導 くとい う授業展開 にした。
このね らいは,授 業 の実際か らすると十分 に達成 されて いたもの と考 えられ る。提示 された

,

[問 題 ]を 解決す ることが直接 の 目標 であ り,そ の結果 として直角三角形 の合同条件 を得 る
とい う流れ は 自然であった。第 1時 の授業後 に,次 のよ うに言 つてきた生徒 もいたほどであ り
ね らいが 「四角形 ABCDが 長方形 である」 ことを示す とい う目標 をよ くとらえていたことが
,

,

伝わ つて くる。
S:ア の図で も,△

PQRが 二等辺三角形で底角がいえると,

2つ の直角三角形 の合同を

証明す るところまでや らな くてもいい と思 い ます。 2角 の等 しいこ とを確認 した後
もとの四角形 に戻す と錯角が等 しくな り,AD〃 BDが いえるか らです。そ うする と
,

,

四角形 ABCDが 長方形 になることがい えるのではないで しょうか。
また この授業 では, 2つ の直角三角形を移動 して新たな図形 を作 るが,二 等辺三角形 の他 に
た こ形や平行四辺形 もつ くることができるので,生 徒 の多様 な考えを引き出 し,互 いの考 え方
を広 げる学習の機会 に もなって いた。中にはこの段階で は説明がつかない もの もあるが,そ れ
を確認する学習 に も意義があろう。
⑤

生徒の探究的な学習を促す場 として

今回のよ うな,直 角三角形 を多様 に組み合 わせ証明 して直角三角形 の合同条件 を導 く授業 が
生徒 が それまで に学習 した三角形の合同条件や二等辺三角形 の性質を総合 的に駆使 して図形 の

,

性質 を探究する場 を与えることを実感 した。
既 に述 べたよ うに,直 角三角形 の合同条件 に関す る指導 は,一 般的 には 2つ の並べ られ た直
角三角形 の一方 を裏返 し移動 して二等辺三角形 をつ くり,二 等辺三角形 の底角を手がか りに証
明す る。あるい は,三 角形 の合同条件 を得 る際に,「 2辺 と 1角 がそれぞれ等 しい」三角形 が
合 同であるかを調 べ る中で一緒 に得 る授業 (榛 葉・ 羽田・ 園田・ 国宗,2002)が 行われ る こと
もあろう。そのいずれ に して も,そ の授業 は教師主導 にな りがちである。
[問 題]の 提示 か ら授業 に入 り,そ の解決 に よって直角三角形 の合 同条件 を導 くとい う,今
回行 つたよ うな授業展開 に よって,証 明す る能力や態度を育成する場 を用意できる ことが明 ら
かになった。
この項 の最後 に,授 業後 の生徒 の感想のい くつか を紹介 してお こう。
・ 斜辺 と 1鋭 角 がそれぞれ等 しい とい う合 同条件 は, 2角 爽辺相等 に似 て い ましたが,「 斜辺
と他 の一辺がそれぞれ等 しい」 の方 は特殊 な方法を用 いて証明 しました。直角三角形 の合同
条件 は,時 として三角形の合同条件 より便利なので活用 して い きたいです。 (G)
・いつ もと違 う証明がでてきて少 し難 しかつたけど,こ れで また,新 しい証明ができるように
なったので,考 え方を広 げられ るカギになった と思 う。 (K)
・合同な直角三角形 を 2つ あわせ ると二等辺三角形 にな り,そ れをもとに して証明 してい くこ
とが分かった。 (N)
・ 最後 に定理 として結びつ けたため,今 回の学習の流れか ら定理を覚えやすかつた。ただ覚え

直角三角形 の合同条件 の指導

るよ り理 由を考えての学習が大事 だ とあらためて思った。 (S)

3.今 後の課題等
(1)直 角 三 角形 の合 同条件 の指導 について,「 授業改善 の視点」 の項で示 した ように,[間
題 ]を , どのよ うな図や情報 を与 え, どのような問 いかけによって生徒 に提示するかにつ い
ては,種 々の考 え方がある。
授業 のね らいや生徒の実態等 に応 じた [問 題]の 提示 の あ り方を実証的 に検討 したい。
(2)今 回の授業提案 は,直 角三角形 の合同条件 の指導 のあ り方 に関する提案 であると同時 に
生徒 が図形 の性質 を探究す るにふ さわ しい [問 題 ]の 事例 の提示 に もなってい る。中学校 で
の図形学習の節 目節 目に,生 徒 の探究的な学習が行われ る場 を用意する必要があるが,そ の

,

ための種 々の よい 「問題」を さらに集積 し開発 したい。
なお,今 回の 「問題」 の検討,及 び事後 の検討 については,西 部数学サ ー クルの諸先生方
に多 くの有用 なご指摘 をいただいた。 ここに謝意を表 したい。
引用・ 参考文献〉
〈
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・ テーマ別部会 論証研究
部会.1998.
国宗 進.「 図形 の 論 証 に関 す る理 解 度 の 変化」。 日本 数学 教 育学会誌 数学 教 育 第82巻 第 3
2000,pp.2‑12.
号。
「中学校での図形の学習指導 の改善 一生徒 の探究活
榛葉伸吾・ 羽田明夫・ 園田博人・ 国宗進 。

動 を重視 して 一」.静 岡大学教育学部附属教育実践総合 センター紀要No,8。 2002,pp49‑66.

