第 3 学年 数学科 学習指導案
四万十町立窪川中学校
令和 2 年 12 月 7 日（月）第５校時
3 年 2 組 生徒数 35 名
場所 3 年 2 組教室
指導者 上野 貴裕
１ 単元名 相似な図形（日本文教出版）
２ 単元について
〇単元観
数学的な推論の過程に着目して図形の性質や関係を論理的に考察し表現することの意義は，一つには既習の
図形の性質や関係を論理的に整理し，体系付け，組み立てていくことにある。その際，合同と相似は重要な概
念である。第 2 学年では，数学的な推論の過程に着目して，図形の合同に基づいて三角形や平行四辺形の基本
的な性質を見いだし，論理的に確かめ説明することを学習している。
第 3 学年では，三角形の相似条件などを用いて図形の性質を論理的に確かめ，数学的な推論の必要性や意味
及び方法の理解を深め，論理的に考察し表現する力を養う。また，基本的な立体の相似の意味を理解し，相似
な図形の性質を用いて図形の計量ができるようにする。
〇生徒観
男子 19 名，女子 16 名の学級である。今年度 1 学期に本学級で実施したアンケート結果は以下の通りであ
る。
項 目

強肯定

肯定

否定

強否定

①授業に楽しく，意欲的に取り組めましたか。

90％

10％

0％

0％

②自分の考えを深めたり広げたりすることができましたか。

77％

16％

6％

0％

③自分の考えを説明したり（書いたり）することができましたか。

71％

26％

3％

0％

④分かりやすい板書でしたか。

90％

10％

0％

0％

⑤授業で学んだことは，これからの生活の中で役立つと思います

65％

26％

10％

0％

か。
①より意欲的に学ぶ生徒が多くいる一方で，②③の結果が示す通り，他の生徒の意見を聞いて考えを深めた
り，自ら考え表現しようとしたりする態度がまだまだ不十分である。このことは「主体的・対話的で深い学び」
の実現に向けた授業改善がより一層不可欠であることを示している。また，⑤の結果から習得した基礎的・基
本的な知識及び技能を活用して日常生活の問題を解決するという活動が不十分であることが分かる。
また，本学年の R2 全国学力・学習状況調査の結果（図形の関する問題を抜粋）は以下の通りである。
番
７

問題の概要

出題の趣旨

本校正答率

無解答率

AF//BE となることについて根拠

2 直線に 1 つの直線が交わるとき，

10％

12％

となる 2 つの角をかく。

錯角が等しければ，2 直線は平行に
33％

0％

(1)
７
(2)

なることを理解している。
調べたことを①と④を基に，予想が

根拠として用いられている平行四

成り立つことをいう際に，根拠とし

辺形になるための条件を理解して

て用いる平行四辺形になるための

いる。

条件を選ぶ。

７
(3)

△ABC において，∠B の大きさが

付加された条件の下で，新たな事柄

90°で，点 E が辺 BC の中点なら

を見いだし，説明することができ

ば，
四角形 ABEF がどのような四角

る。

15％

28％

形になるかを説明する。
他の領域ではほぼ正答率 50％を上回っていたが、図形の領域では上記の通りすべての問題で正答率 40％を
下回っていた。本問題では，条件を変える前と変えた後の図を観察しながら，命題が常に成り立つ場合と成り
立たない場合について，図形の性質を考察したり，新たな性質を見いだしたりして説明することが求められて
いたが，角の表し方や平行四辺形になるための条件などの基本的な知識の習得に加え，証明に用いた前提や証
明の根拠，また結論を整理することや新たに付加された条件のもとで成り立つ事柄を考察することに課題があ
ると考えられる。
〇指導観
相似の意味については，小学校で図形についての観察や構成などの活動を通して，縮図や拡大図について学
習してきたことを基に図形の関係を相似な関係として捉えさせていく。また，1，2 学年で学習した図形に関す
る用語や記号，図形の基本的な性質などをもう一度確認をしながら，丁寧に授業を進めていきたい。そして，
既習の性質や定理を基に新しい定理を導く中で，数学的な推論の過程に着目して，図形の合同に基づいて三角
形や平行四辺形の基本的な性質を見いだし，論理的に確かめてきたことも振り返らせながら、図形について見
通しをもって論理的に考察する力を伸ばしていきたい。以上のことを踏まえた上で，本単元の指導にあたり，
以下の 3 点に着目して指導を行っていく。
① 日常生活や社会における拡大図，縮図の活用場面から 2 つの図形に着目して数学化し，相似な図形を明
らかにする。
② 観察や操作，実験などの活動を通して，図形の性質を見いだしたり，発展させたりする機会を設ける。
③ 成り立つ性質を予想して確かめたり，条件を変えるなどしてすでに成り立つ性質の適用範囲を広げたり
するなど，統合的・発展的に考察する過程を重視する。
３ 単元の目標
〈学習指導要領〉
図形の相似について，数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができるように指導する。
【知識及び技能】
（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）基本的な立体の相似の意味及び相似な図形の相似比と面積比や体積比との関係について理解するこ
と。
【思考力，判断力，表現力等】
（ア）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。
（イ）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。
（ウ）相似な図形の性質を具体的な場面で活用すること。
【学びに向かう力，人間性等】
（ア）数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え，数学を生活や学習に生かそうとする態
度。
（イ）問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする態度

４ 単元の評価規準
知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

・平面図形の相似の意味及び三角

・三角形の相似条件などを基にし

・相似な図形の性質について考え

形の相似条件について理解して

て図形の基本的な性質を論理的

いる。

に確かめることができる。

・∽などの記号を用いて図形の関

・平行線と線分の比についての性

係を表したり読み取ったりする

質を見いだし，それらを確かめる

ことができる。

ことができる。

・基本的な立体の相似の意味及び
相似な図形の相似比と面積比や

・相似な図形の性質を具体的な場
面で活用することができる。

ようとしている。
・図形の相似について学んだこと
を生活や学習に生かそうとして
いる。
・相似な図形の性質を活用した問
題解決の過程を振り返って評
価・改善しようとしている。

体積比との関係について理解し
ている。
５ 指導と評価の計画（全 22 時）
本単元「相似な図形」を内容のまとまりのある四つの小単元と単元のまとめで構成し，それぞれの授業時間
数を次のように定めた。
小単元等

授業時間数

１．拡大図，縮図の関係にある２つの図形には，どのような性質が成り立つのだろう。 4 時間
２．対象を三角形に焦点化すると，どのような条件や性質が成り立つのだろう。

9 時間

３．相似な図形の面積比や体積比はどのような性質が成り立つのだろう。

4 時間

４．日常生活や社会では，図形の相似をどのような場面で活用できるのだろう。

2 時間

単元のまとめ

3 時間

22 時間

各授業時間の指導のねらい，生徒の学習活動及び評価方法等は次の表のとおりである。
小

時

単元

間

１

１

ねらい・学習活動

重

備考

点
問題：池の両端にある 2 地点 A，B 間
の距離を求めよう。

・縮図を活用して、直接測定できない距離や高さなどを求めることを通し

知

知：行動観察

知

知：ノート

て，相似な図形の特徴について理解することができるようにする。
２
３

問題：△ABC を 2 倍に拡大した
△A′B′C′をかこう。

・相似な図形の性質や相似の意味及び対応する頂点，辺，角について理解
するとともに，2 つの図形が相似であることを記号∽を使って表すこと

ができるようにする。
・相似比，相似の位置，相似の中心について理解するとともに，相似な図

知

知：ノート

態

態：行動観察

思

思：行動観察

知

知：行動観察

思

思：ノート

態

態：行動観察

形の相似比を求め，比の形で表し，相似の中心を使って拡大図や縮図を
かくことができるようにする。
・相似な図形の性質について考えようとしている態度を養う。
４

問題：△ABC があり，次のよう
な条件で△DEF をかきま
しょう。また，他の条件
でもかけるかも考えよう。
EF=2a，FD=2b，DE=2c
・辺の比や角の大きさに着目して相似な三角形をかく活動を通して，三角
形の合同条件と関連付けて三角形の相似条件を導き，理解できるよう
にする。
・三角形の相似条件を基に，2 つの三角形が相似であるかどうかを判断
し，相似な図形を∽を用いて表すことがきるようにする。

２

５
６

問題：相似な図形を見つけよう。

・三角形の相似条件を基に，図形の性質を論理的に確かめ，表現できるよ
うにする。
・相似な図形の性質を活用した問題解決の過程を振り返って評価・改善し
ようとする態度を養う。
７
問題：実際に図ることのできない高さを，
身近なものを使って求めてみよう

・相似な図形の性質を具体的な場面で活用することができるようにする。 思

思：ノート

・図形の相似について学んだことを生活や学習に生かそうとする態度を
養う。
８
９
10
11

態

（基本の問題）
問題：ノートの罫線を使うと，
線分 AB が 3 等分できる
理由を説明しよう。

態：行動観察

・具体的な事象を考察することを通して，三角形と比の定理を見いだし， 思

思：ノート

証明できるようにする。
・仮定と結論を入れ替えて考察することを通して，三角形と比の定理の逆

思

思：ノート

思

思：ノート

思

思：ノート

思

思：ノート

知

知：行動観察

思

思：ノート

知

知：行動観察

思

思：ノート

を証明できるようにする。
・三角形と比の定理において，条件を変えて発展的に考察することを通し
て，平行線と線分の比についての性質を統合的に考えることができる
ようにする。
12
13
本
時

・三角形と線分の比の定理の特別な場合として，中点連結定理を見いだ
し，説明することができるようにする。
問題：四角形の４つの辺の
中点をとり，順に結
んでみましょう。
どんな図形ができる
でしょうか。
・図形の性質を見いだし，相似な図形の性質を活用して確かめるととも
に，統合的・発展的に考察し表現することができる。

３

14
15

問題：合同な三角形をしきつめて，
相似な三角形をつくったとき，
相似比と面積比の関係を調べ
よう。
・具体的な場面を調べることを通して，相似な平面図形の相似比と面積比
の関係を理解できるようにする。
・相似な平面図形の相似比と面積比の関係を活用して，問題を解決するこ
とができるようにする。

16
17

問題：立方体の 1 辺の長さを
2 倍，3 倍にすると，表
面積や体積は，それぞれ
何倍になるでしょうか。
・平面図形から空間図形に発展させて考察することを通して，基本的な立
体の相似の意味や相似な立体の相似比と表面積の比や体積比の関係を
理解することができるようにする。
・相似な立体の相似比と表面積の比，体積比の関係を活用して問題を解決
することができるようにする。

４

18

問題：直径と高さがそれぞれ 1.5 倍
違うチーズがある。大のチーズ
を 1 個買うのと，小のチーズを
2 個買うのとではどちらがお得で
しょうか。

・相似な立体の相似比と体積比の関係を生活に活用し，対象となる図形を

思

思：ノート

相似であるとみなして問題を解決することができるようにする。
19

（基本の問題）

20

（単元のまとめ）

21
22

【単元のゴール】
相似な図形の性質についての知識及び技能を活用しながら，図形の性質について論理的に考察し表現する
ことができる。

６ 本時の指導
（１）本時の目標
図形の性質を見いだし，相似な図形の性質を活用して確かめるとともに，統合的・発展的に考察し表現する
ことができる。
（２）本時の評価規準
中点連結定理を活用して，図形の性質を論理的に考察し、確かめることができる。
【思考・判断・表現】
（３）準備物
ワークシート
（４）学習の展開
指導と学習活動

評価と配慮事項

１．前時の振り返りから課題を把握する。
課題 四角形の４つの辺の中点を結んだ四角形が予想した図形になることを説明することができる。
２．前時に予想したことが正しいことを確かめる。
問題 1 四角形 ABCD の辺 AB，BC，CD，DA の中点を
それぞれ P，Q，R，S とするとき，四角形 PQRS が
平行四辺形になることを証明しなさい。

・証明の方針を立てる。

・仮定と結論を確認し、平行四辺形になるための条件
を振り返らせる。
・既習を振り返らせ、何が使えそうか見通しをもたせ
た上で、対角線を引くことに気付かせる。
・中点連結定理について確認する。

・証明を考える。

・まずは、個人で考えさせる。

対角線 BD をひく。

・証明を全体で確認しながら構成する。

△ABD において中点連結定理により

・中点連結定理を活用して，図形の性質を論理的に考

PS//BD…① PS=1/2BD…②
△CBD においても同様に
QR//BD…③ QR＝1/2BD…④

察し、確かめることができる。
【思考・判断・表現】
（ノート）

①③より PS//QR…⑤ ②④より PS=QR…⑥
⑤⑥より，1 組の対辺が平行でその長さが等しい

・証明を振り返って、どんな四角形ＡＢＣＤでも①～

ので，四角形 PQRS は平行四辺形である。

④の関係は変わらないことから、平行四辺形になる
といえることを確認する。
・対角線が AC でも同様の証明がいえることや 2 本の
対角線をひくことで、2 組の対辺が平行な四角形で
あるという条件を用いて証明することができるこ
とを確認する。

３．特別な四角形になることを探る。
問題２ 四角形ＡＢＣＤがどのような四角形の場合、
四角形ＰＱＲＳがひし形になるのでしょうか。

・前時でかいた図形を考察し、予想する。

・四角形 PQRS がひし形になった四角形 ABCD の共

四角形ＡＢＣＤの対角線の長さが等しい時に，四角
形 PQRS がひし形になる。

通点を探すよう促す。
・四角形ＰＱＲＳが平行四辺形であることについては
証明できていることやひし形の定義を確認する。

・ひし形になる説明

・なぜ対角線が等しければ，ひし形になるのか説明さ

AC=BD で中点連結定理により
PQ=QR=RS=SP

せる。
・対角線が等しい時，４つの辺がすべて等しくなり，

４つの辺がすべて等しい四角形なので

特別な平行四辺形であるひし形ができることを確

ひし形になる。

認する。
・実際に長さの等しい対角線をかかせて、本当にひし
形になることを確認する。

問題３ 四角形ＡＢＣＤがどのような四角形の場合、
四角形ＰＱＲＳが長方形になるのでしょうか。
・前時でかいた図形を考察し、予想する。
四角形ＡＢＣＤの対角線が垂直に交わる時に，四角

・長方形の場合もひし形同様に考え解決できないかと
問いかける。

形 PQRS が長方形になる。
・長方形になる説明
AC⊥BD
∠SPQ=∠PQR=∠QRS=∠RSP

・なぜ対角線が垂直に交われば，長方形になるのか説
明させる。
・対角線が垂直に交わる時，４つの角がすべて等しく

４つの角がすべて等しい四角形なので

なり，特別な平行四辺形である長方形ができること

長方形になる。

を確認する。
・中点連結定理を活用して，図形の性質を論理的に考
察し、確かめることができる。
【思考・判断・表現】
（行動観察）
・実際に垂直に交わる対角線をかかせて、本当に長方

形になることを確認する。
・問題２や３の解決過程に基づいて、四角形ＰＱＲＳ
が正方形になる場合について考察する。

・正方形も同様に考えることができ，対角線が等しく
垂直に交わることで正方形ができることを確認す
る。

４．本時のまとめをする。
・四角形の４つの辺の中点を結んだ四角形が平行四辺

・証明を振り返り、平行四辺形や特別な平行四辺形に

形や特別な平行四辺形になることは、対角線に着目

なることをどのような方法で確かめることができ

し、中点連結定理を用いることで説明することがで

たか確認する。

きる。
・４つの辺の中点を結んだ四角形は、外側の四角形の

・対角線の長さや交わり方により，四角形 PQRS が平

対角線の長さや交わる角度に関係なく平行四辺形

行四辺形や特別な平行四辺形になることや問題１

になる。対角線の長さや交わる角度に条件が加わる

の四角形ＡＢＣＤにおいて、２本の対角線の長さが

とひし形や長方形，正方形といった特別な平行四辺

等しくないことや垂直に交わっていないことを確

形になる場合がある。

認する。

（５）板書計画
前時の振り返り

「ひし形」

「正方形」

「平行四辺形」
・予想

四角形 平行四辺形
長方形 ひし形

課題：四角形の４つの辺の中点を

まとめ
「長方形」

結んだ四角形が予想した図形にな
ることを説明することができる。

本年度「数学科授業づくり講座」においては，学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）に示された育成すべき
資質・能力の 3 本柱に基づいた評価の研究を行っており，評価規準についても新しい観点で設定しています。
本指導案を本年度中に自校でご活用の際は，平成 29 年度 7 月 7 日付け「小学校及び中学校の学習指導要領に
関する移行措置並びに移行期間中における学習指導等について」
（文部科学省

通知）に記載されております

ように，現行の学習指導要領の下の評価規準等に基づいて適切に指導・評価を行うようにしてください。

