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算数・数学科における図形領域の指導と評価に関する研究

教科研修部教科教育班

研究指導主事 浅 原 正 和

１ 研究の意図

昨今、理数離れが問題になっており、国際

数学・理科教育調査においても、数学に対す

る意識の変化が報告されている。また、当研

修所の算数・数学科の研修講座における研究

協議の中でも、時間をじっくりかけて考える

ことを苦手とする児童生徒の増加が何度も話

題となっている。

算数・数学科の中でも、図形領域は、小学

校では作業的・体験的な活動が重視され、様

々な規則性を有する図形の美しさに気付くよ

うな経験を通して、児童の興味・関心を高め

ることができる分野である。しかし、中学校

以降、特に証明を中心とした平面図形では、

証明の必要性や手順などがわからず、生徒に

とって、興味・関心をもちにくい分野となっ

てくる。その理由の１つとして、図形領域で

、 、は 論理的思考力が重視される過程において

作業的・体験的な活動（外的活動）を中心と

した学習から、粘り強く考える思考活動（内

的活動）を中心とした学習への移行が円滑に

行われていないことが挙げられるのではない

だろうか。

そこで、論理的思考力を育成するという観

点から、小学校、中学校、高等学校の系統性

を踏まえた図形領域の指導と評価の工夫につ

いて考察する。

２ 算数・数学科における図形領域の指導の

意義

算数・数学科における図形領域の指導の意

義には次の２つが考えられる。

①図形に対する豊かな感覚の育成

②図形領域の学習を通しての論理的な思考

力の育成

学習指導要領解説における小学校から高等

学校までの図形領域の指導の意義を比較して

みると、その比重が前記の①から②に移って

。 、「 ，いくことがわかる 具体的には 平行四辺形

台形，ひし形について知り，･･･ 」 （小学。 ＊１

校第５学年 「･･･平面図形についての理解を）、

。」 （ ） 、深める 中学校第１学年 というように＊２

小学校から中学校第１学年の学習では児童生

徒が図形そのもの（辺の長さ、角の大きさ、

展開図等）を中心に学習している。そして、

中学校第２学年からは「･･･論理的に考察する

能力を養う 」 （中学校第２学年 「･･･図。 ）、＊３

形の性質を論理的に考察し処理できるように

する 」 （高等学校数学Ａ）とあるように、。 ＊４

図をもとに考えを進める場面が増え、論理的

思考力の育成に重点がおかれる。

３ 小中高の系統性を重視した論理的思考力

の育成について

様々な人や文化が交流するこれからの国際

社会の中では、これまで以上に自分の考えを

相手にきちんと筋道を立てて説明し、また相

。手の説明を正しく理解することが求められる

それらの根幹となるのは、与えられた論拠を

前提とし、推理を進め、結論を導いていくと

いう論理的な思考力である。その育成に関し

て、算数・数学科の中でも、具体的な操作を

もとに、直観や推論が容易な図形領域が重要

な役割を担っていると思われる。

今回の学習指導要領の改訂では、授業時間

数の削減と同時に指導内容も大幅に移行、削

減されている。図形領域はその影響を大きく

、 。受けており 上級学年へ移行した内容が多い
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そこで、論理的思考力を円滑に育成するた

めに教師は、小学校から中学校に、中学校か

（ ） 、ら高等学校に移行した内容 について表１

何が、どのように教えられていたかをよく認

識する必要がある。

そして、今まで以上に次の２点を重視しな

くてはならない。

①小学校では中学校や高等学校で新たに学

ぶ内容の前段階として、また中学校では

高等学校で新たに学ぶ内容の前段階とし

ての指導。

②移行された内容について、これまでと同

じような指導ではなく、その学年の発達

段階に応じた指導。

４ 算数・数学科における図形領域の指導と

評価の工夫

本研究では、小学校から中学校、中学校から

。高等学校の２段階に分けて考えることとする

(1) 小学校から中学校段階

中学校第２学年に移行された図形の合同は

証明の前段階としての側面が強い。従来、小

学校において図形の敷き詰め等の操作活動を

通して合同の学習を行ってきたが、中学校第

２学年という発達段階を考えれば、そのまま

の操作活動を取り入れるわけにはいかない。

そこで、合同が扱いやすい小学校第５学年に

着目し、合同という用語は出さないまでも、

操作活動の中で自然と合同の概念が身に付く

表１ 図形領域における移行内容

( )内は旧課程における指導学年

ような指導を行いたい。このような活動につ

いて、パターンブロックを用いた敷き詰めの

学習指導案を考えてみる（ 。表２）

この学習において、線対称の図形は、日頃

の生活の中で目にすることも多く、見つけや

すいと思われるが、そうでないものは比較的

見つけにくい。回したり、ひっくり返したり

して重なる図形は同じものとし、それらを排

除する中で、児童は図形に対する感覚を豊か

にすることができる。

このような操作活動の場面では関心・意欲

・態度を評価する機会が多いと思われる。さ

らに、その後は、できた図形に対し考察を深

めていく活動を行わせ、数学的な見方や考え

方を重視した指導と評価を実施したい。児童

が作った（作ろうとした）図形に対して、作

ることができた数だけでなく 「なぜ、この図、

形が作れたのか 「どういう方法で図形を作」、

ろうとしたのか」などを自分なりに思考過程

を振り返る中で、図形に対しての理解を深め

ていくことができると考える。また、図形領

域は、発言者の考えに合わせ、他の児童も具

体的な操作を追随することにより 自分と違っ、

た考え方を理解することが容易となる領域で

もある。

その具体的な展開例として、直接的に「こ

れらの図形を２つの組に分け、その理由を考

えてみよう 、あるいは間接的に「自分たち。」

のシンボルマークを決めよう 「敷き詰めが。」、

難しかった形を挙げてみよう 」というような。

指示から図形のグループ分けを行うことで、

対称等に関する概念を自然に身に付けること

ができると考える。

また、この敷き詰めの活動をさらに論理的

思考力を育成するチャンスととらえ 「青一色、

で敷き詰めてみよう 」という発問を行う。そ。

して、児童にまず実際に敷き詰められるか、

具体的に操作させる。この活動の中から 「敷、

き詰めることができない 」という結論に達す。

るが 「なぜ」を児童に考えさせる（ 。、 ）図１

正多角形､おうぎ形（小学校第５学年）

中学校第１学年 線対称､点対称（小学校第６学年）

（ ）角錐､円錐､柱体の体積等 小学校第６学年

中学校第２学年 図形の合同（小学校第５学年）

中学校第３学年 縮図､拡大図（小学校第６学年）

高 球の表面積と体積（中学校第３学年）

）等 相似な図形の面積･体積比（中学校第３学年

学 三角形の重心（中学校第２学年）

（ ）（ ）校 円の性質 接弦定理等 中学校第３学年

数学Ⅰ

数学Ａ
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図１ ひし形による三角形９個分の敷き詰め

図１児童が導き出す理由として、頂点から

のように並べていくと、底辺は一直線に敷き

詰めることができず、不可能であるという考

え方が挙げられる。このことを、自分の言葉

で説明することは、小学生という発達段階で

は、なかなか難しいと思われる。しかし 「な、

ぜ」を他の人に分かるように筋道を立てて説

明する場面を設定したい。中学校以降の証明

においては、形式的な書き方が要求され、そ

れに戸惑う生徒も多い。このような、形式に

とらわれず、自分の考えを自分の言葉で自分

なりに説明する経験を積むことで、中学校以

降の証明においても、ただ形式を暗記するの

ではなく、自分なりの考えをもとに論証を進

めていくことができるのではないだろうか。

そして、教師はその場面場面で児童生徒の思

いを汲み取り、支援していく必要がある。

また、三角形とひし形の面積の関係を考え

れば、正三角形９個分は当然正三角形２個分

では割り切れないため、敷き詰めることがで

。きないという考え方も出てくるかもしれない

この方が的確に説明できた感があるが、底辺

をもう一段（７個）増やした場合（ ）を図２

考えると、16個となり２で割り切れるが、敷

き詰めることができない。よって、再び前者

のアイデアで考えていくことになる。

この考え方は、３段のときに成り立たなけ

れば、当然４段のときにも成り立たず、その

・本時の指導のねらい

ブロックを敷き詰めるという活動の中で、試行錯誤やひらめきによって解決できるというおもしろさや、自力で解決できた

喜びを味わう。〔関心･意欲･態度〕

正三角形の敷き詰めを行う中で、基本図形の特徴など図形の見方を深める。〔数学的な見方や考え方〕

指導過程 ○：おおむね満足できる状況にある児童への手だて □：おおむね満足できる状況にない児童への手だて

時 指導上の留意点
学習内容 学習活動

間 及び評価規準（①～③）

問題 緑（小さな正三角形）と青 ２種類のブロックをいろいろ組み合わ

（緑２個分のひし形）のブロックを せて、大きな正三角形を敷き詰める。 回したり、ひっくり返したりして同じ

使って、大きな正三角形（緑９個 図形となるもの（合同なもの）は一つと

30 分）を敷き詰めてみよう。 して数える 。

全部で12通りあることを告げる。

①ブロックを意欲的に敷き詰めている。

分 〔関心･意欲･態度〕

作った図形の中に同じものがないか確 ○緑と赤（緑３個分の台形）を使って敷

認する。 き詰めさせる。

何通りの敷き詰め方がありますか。 作った形を発表する。 □ヒントになる図形や青の個数を示す。

自分たちが作った形についていろ

いろ考えてみよう。

15 指示･発問例

・これらの図形を２つの組に分け、 色や形などいろいろな見方で図形を分 ②根拠をもって二つの組に分けることが

その理由を考えてみよう。 類する。 できる。〔数学的な考え方〕

分 ・青一色で敷き詰めてみよう。 青のブロック形に注目し、敷き詰め ③ブロックを動かし、青一色では敷き詰

る。 めることができないことがわかる。

〔数学的な考え方〕

算数・数学科における図形領域の指導と評価に関する研究

表２ 小学校第５学年 算数科 敷き詰め 学習指導案
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図２ ひし形による三角形16個分の敷き詰め

考え方を繰り返せば、どんな大きさの正三角

形も青一色で敷き詰めることができないこと

がわかる。

これは高等学校で学ぶ数学的帰納法につな

がる考え方といえる。数学的帰納法の指導に

おいては、

・ｎ＝ｋが成り立つとするとｎ＝ｋ＋１は

どんな式になるか。

・ｎ＝ｋ＋１の式をどんな形に変形すれば

ｎ＝ｋ＋１が成り立つといえるのか。

がイメージできない生徒が増えてきたように

思われる。そのため、数学的帰納法を素晴ら

しいと感じる生徒が年々減り、形式を覚えき

れず、あきらめる生徒が増えている気がして

ならない。算数科におけるこのような作業的

、・体験的な活動から生じる思考活動を通して

数学に対する感覚が磨かれ、自分の考えを深

めていくことができるのではないだろうか。

(2) 中学校から高等学校段階

中学校の図形領域及び高等学校に移行され

た図形領域の内容の中においては、数と式、

数量関係の領域とは違い、生徒が直観的に明

らかであるものを証明しなくてはならないこ

ともある これらの場面において 生徒は な。 、 「

ぜ証明しなくてはいけないのか 」と疑問をも。

、 。 、ち 思考を止めてしまいがちである そこで

証明の必要性を喚起するため、コンピュータ

等を用いた発問の工夫が考えられる。

、 「 」ここでは 中学校第２学年の 図形と合同

において、コンピュータ（飯島康之氏（愛知

教育大学）が作成した作図ソフトGeometric

Constructor（以下ＧＣ ）を用いた学習指導）

案を考えた（ 。表３）

図３ 中学校事例 問題１

の事例において、下線部を図３

と変えることで、仮説をたて 「なぜ、成り立、

つか 」を検証するという学習が可能になる。。

それだけでなく、 の問題２のようなイメ表３

ージしにくい場合も、視覚的にとらえること

、 。ができ 数学的な考え方を伸ばす機会となる

また、学習の過程において、

・点Ｐが辺や直線のどのような位置にあっ

ても、予想した結果が成り立つことがわ

かる （ ある 「すべての 「任意の 、。「 」、 」、 」

「一般的に」というようなわかりにくい

用語を理解するチャンスとなる ）。

・点Ｐを動かすことで、点Ｐが点Ａより上

にある場合と、点Ｂより下にある場合が

自然とわかり、それぞれの場合でＰＡと

ＰＢの長さの変化に着目できる （場合分。

けの必要性を理解できる ）。

など、高等学校以降で生徒が非常にわかりに

、 。くい部分について 素地を養うことができる

また、コンピュータの操作については、生

、徒の経験により個人差があると思われるので

生徒の実態を把握し、次の指導に生かすため

の評価を考えなくてはならない（ 。表４）

高等学校の数学Ａにおける平面図形では、

中学校から三角形の重心が移行されたため、

外心、垂心、内心そして重心と一度に指導す

ることになった。重心について、定理として

「三角形の３つの中線は１点で交わり、その

各中線を２：１に内分する 」 と示され、そ。 ＊５

、 。 、の証明 練習と展開されている 外心や垂心

このとき、△ＡＢＣの高さをｈとすると、ＰＸ、

ＰＹについて、どんな式が成り立つだろうか。

正三角形ＡＢＣの辺

ＡＢ上の点Ｐから、Ｂ

Ｃ、ＣＡに垂線を引

き、その交点を、それ

ぞれ、Ｘ、Ｙとしま

す。このとき、ＡＨ＝

ＰＸ+ＰＹであることを

証明しなさい。

算数・数学科における図形領域の指導と評価に関する研究
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・本時の指導のねらい

三角形の性質に興味をもち、進んで調べたり、考えたりしようとする。〔関心・意欲・態度〕

いろいろな形の三角形について考察し、線分や角の等しい関係を証明できる。〔数学的な考え方〕

指導過程 ○：おおむね満足できる状況にある生徒への手だて □：おおむね満足できる状況にない生徒への手だて

時 指導上の留意点
学習内容 学習活動

間 及び評価規準（①～④）

問題に示されている条件の一部を ＧＣを立ち上げ、ファイル（点 コンピュータ操作に慣れない生徒もいると

変えて、新しい問題をいろいろつく Ｐは辺ＡＢ上）を読み込む。 思われるため、ファイルを読み込むまでは、

ることができる。 プロジェクターやモニターを用いて丁寧に指

問題１ 示する。

点Ｐを辺ＡＢ上で動かし、Ｐ ①コンピュータ上の点を動かし、図を意欲的

25 Ｘ、ＰＹについて、常にどのよう に観察し、式を見つけだそうとしている。

な式が成り立つか予想する。 〔関心・意欲・態度〕

（場合によってはＧＣの測定機能 □点Ｐを点Ａに近づけたときのＰＸ、ＰＹの

を用いて、ＰＸ、ＰＹ、ＡＨの長 長さとＡＨの長さを考えさせる。

さをコンピュータ上で表示す ②発見した正三角形について考察し、予想を

分 正三角形ＡＢＣの辺ＡＢ上の点Ｐ る。） 証明できる。〔数学的な考え方〕

から、ＢＣ、ＣＡに垂線を引き、そ

の交点を、それぞれ、Ｘ，Ｙとしま 補助線（平行線）をひく。

す。このとき、△ＡＢＣの高さをｈ 予想した結果を、三角形の性質

とすると、ＰＸ、ＰＹについて、ど を用いて、証明する。 □どの正三角形で考えればよいか示す。正三

んな式が成り立つだろうか。 角形の性質を確認する。

○点Ｐが直線ＡＢ上を動くときを考えさせる。

問題２ 新しいファイル（点Ｐが直線Ａ ③コンピュータを用いて、点を動かし、図を

点Ｐが正三角形の外部にある場合 Ｂ上）を読み込む。 意欲的に観察し、式を見つけだそうとして

についても考えてみよう。 点Ｐを直線ＡＢ上で動かし、 いる。〔関心・意欲・態度〕

15 (例)点Ｐが点Ｂより下方にある場合 ＰＸ、ＰＹについて、

①点Ｐが点Ａより下方にある場合 ④発見した正三角形について考察し、ＰＸ、

②点Ｐが点Ｂより上方にある場合 ＰＹ、ＡＨの長さの関係を予想をする。

分 の２通りあることに気付き、常に 〔数学的な考え方〕

どんな式が成り立つか予想する。 ○予想した結果を、三角形の性質を用いて、

証明させる。

□ＡＰを一辺とする正三角形(①の場合)を示

し、ＰＸ、ＰＹ、ＡＨの長さに着目させる。

5 点Ｐが辺や直線のどのような位 ○長さについて、向きを考えることで、結果

結果をまとめてみよう。 置にあっても、予想した結果が成 を一つにまとめることができないか、考え

分 り立つことを確認する。 させる。

中学校数学科 第２学年 図形と合同 学習指導案表３
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表４ 質問紙例

内心も同様な流れで、図形が苦手な生徒にし

てみれば、一度にまとめて学習するため、そ

。れらの特徴が非常につかみにくいと思われる

そこで、コンピュータを用いた生徒の自主的

な作図を通して、問題解決的な学習を行い、

生徒の「なぜ」を引き出したい。

その後に続く練習問題「 重心と内心が一致『

する三角形は正三角形である』ことを証明せ

よ 」 のような、設定が抽象的な問題におい。 ＊６

ても、コンピュータで作図させ、点を動かし

いろいろな形の三角形を考えることで、その

本質をとらえることができる（ 。図４）

このような、外的活動が効果的な「なぜ」

を導き、その後展開される内的活動を強く支

援するのではないだろうか。

高等学校においては 「問題が解ければそれ、

でよい 「答えがでればよい 」というふう。」、 。

に問題を解くことに重点を置きがちな生徒も

コンピュータを利用して、進んで問題を解決しようとし

ましたか。

ＡからＣで自己評価してみよう。

Ａ 大変興味をもって取り組めた。

Ｂ 意欲的に取り組めた。

Ｃ なかなか興味がもてなかった。

その理由を書いてください。

（ ）

図形を動かすことで、わかったことを書きましょう。

（ ） 図４ 三角形の重心と内心

みられる。そういう生徒に対し、コンピュー

タは、教材を自分で作る楽しさを与えてくれ

る可能性をもっている。このような活動を通

して、生徒の多様な数学的な見方や考え方を

評価するように努めたい。

５ おわりに

本研究では、外的活動を中心とした学習か

ら内的活動を中心とした学習への円滑な移行

を行うために、児童生徒の「なぜ」を引き出

す必要があり、そして、その「なぜ」を出発

点にすることで、内的活動の充実が図られ、

論理的思考力がスムーズに育成されると考え

た。

今後は、論理的思考力の育成という点にお

いて、図形領域だけでなく他の領域からのア

プローチ、あるいは国語科等の他教科との関

連についても検討していきたい。
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