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はじめに 

   

星城中学校では、平成 14 年度から平成 19 年度まで「認めて伸ばす授業」をテーマに掲げた授業

研究に取り組み、校内外の先生方にご参会いただいて授業研究会が実施され、授業実践の記録も第 5

号まで発刊された。筆者は平成 18 年度に、中学 1 年生数学の単元「文字式の表し方」で 1 時間の研

究授業の機会を得て、授業時間内での多くの生徒の発言を授業に取り入れて、それらを授業の展開

に生かしながら、生徒が主体的につくり上げることができる授業を目標に取り組んだ。しかし、ほ

とんどの時間について授業者側の目線で授業を展開してしまったために、授業中に生まれた生徒達

の素晴らしい発想を十分に生かし切れなかったという反省をする結果となり、「認めて伸ばす授業」

についての研究の難しさを実感した。 

ところで、2003 年の PISA(OECD による国際的な生徒の学習到達度調査)で日本の順位が下がったこ

とが、学力低下の証拠として日本国内で大きく報道され、知識はあるが応用力に乏しいという問題

点が浮き彫りになった。その背景としては、大学入試も大学入試センター試験のマークシートのよ

うな選択式問題が主流となり、暗記型の教育が推進されている傾向があるのも否めない。そこで、

その調査についての分析で特に注目したいのが、「数学的リテラシー」分野において顕著な下降があ
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ったと報告されている点である。ここで、「数学的リテラシー」とは、「数学が世界で果たす役割を

見つけ、理解し、現在及び将来の個人の生活、職業生活、友人や家族や親族との社会生活、建設的

で関心をもった思慮深い市民としての生活において確実な数学的根拠に基づき判断を行い、数学に

携わる能力」１  としている。 

そして、平成 20 年 3 月、新学習指導要領が告示され、各小・中学校では本年、平成 21 年度から

の先行実施に向けて「生徒の立場に立った」改善策の検討が本格化し、各種研究会ではそれぞれの

学校の特性を生かした多くの試行について報告されてきている。特に、改訂した新学習指導要領で

も変わらない理念である「生きる力」の育成において、学力の重要な要素として、「『基礎的・基

本的な知識・技能の習得』と『知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・

表現力等』そして『学習意欲』」が示された。そして、目指すべき学力観としては、習得した知識

や技能を活用することを通して多様な問題解決に取り組み、新たな課題を発見してさらに探究する

ことができるよう、いろいろな場面で自ら学び取る学習体験を体得できる力、つまり「活用力の育

成」を根底に据えているのである。さらに、全教科体制での「言語活動の充実」という視点が重視

されている。特に数学科としては、問いに対する自らの解答過程を、比較や分類、関連づけといっ

た考えるための技法、帰納的な考え方や演繹的な考え方などを活用して筋道立てて明瞭に説明でき

る力、つまり、「活用」する活動を前提とした論理的思考力・表現力を育むことを重視する必要が

ある。よって、これからの教育現場では生きるための知力を育むための「活用」に焦点を当てた授

業を推進することが急務となるのである。 

本研究では、「チェンジ」を合い言葉として、まず、今までの筆者自身が取り組んできた授業実践

を徹底して見直し、新しい試みに常に挑戦する姿勢を保持しながら研究テーマ「『知識を活用する力』

を伸ばす」を掲げて「活用力の育成」のための授業研究に取り組んだ。 

「活用」する活動には「明確に表現する」活動が不可欠であり、その礎となる「思考力・判断力・

表現力」の育成が必要となる。そして、本研究で取り扱う図形に関する授業実践では、小学校段階で

の直観的な図形の性質についての学習を基にして中学校段階での演繹的推論、論理的思考力や的確な

文章記述力への拡充を図ることができる。そこで、既習内容全般を活用しての論証すなわち「説明す

る」という生徒の発言・発表力という言語活動について着目し、授業記録の多角的な分析を通して、

生徒のよりよい言語活動と授業者の的確な発問への改善ができるよう「言語活動の充実」に向けて同

時に取り組んだ。さらに、これらの取り組みでは、常に生徒の立場に立って授業実践することが も

重要であると考え、星城中学校の授業研究テーマ「認めて伸ばす授業」を本研究の礎であることを意

識した。 

本稿では、それらのことを踏まえ、「平行四辺形」および「相似」の各授業実践を通して「活用

力を伸ばす」ための効果的な授業の展開について分析する。そして、このテーマに基づいた研究を
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する上で、授業中の生徒一人ひとりの取り組みに対して、その学習活動については「活用」できて

いるかどうかの検証をしながら、「活用力を伸ばす」授業実践の授業者として、授業に臨むための心

構えを構築する。 

 

1．「活用力を伸ばす」授業へのプロローグ 

 

1―1. 考える時間の確保 

平成 20 年 5 月 19 日(月)から 8 時間にわたる前期研究授業を実施し、「活用力を伸ばす」授業につ

いての研究に取り組んだ。そこでまず「活用力を伸ばす」授業実践に向けての準備段階として、次

の授業記録を通して、特に、筆者自身が取り組んできた授業実践を点検し分析して、テーマ追究の

ために必要な授業の展開について確認する(生徒名はすべて仮名である)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 分

【10:15】 

 

 

 

 

2 分 

 

4 分 

 

5 分 

6 分 

 

 

7 分 

 

T1: 

 

 

 

 

今日は平行四辺形について進めていきます。平行、平行、いい、そうい

う具体的に平行ってなあに？そこからで結構です。 

平行四辺形という形でも、おもしろいですね。いろいろなかき方がある

よね。それから、さらには平行という意味でもいいです。自分が調べて

きたものを発表してもらえたらなあと思います。 

発表できる人いますか？ (発言を待つ)        

いなければ、ランダムにあてますね。今日はいろいろな平行四辺形をか

いてもらいます。それをもとにして次にスタートします。(発言を待つ) 

はい、それでは、時間がもったいないので、まず、一番 初、福山君、

いけますか？ちょっと難しいですか？何でもいいですよ。(発言を待つ) 

お願いできますか？(反応がないため机間指導、福山君のノートを確認) 

 (福山君の方を見て)予習はしてありますね。 

特に平行四辺形または平行について調べてきて、こういうのが平行四辺

形だというのがわかる人いますか？ (発言を待つ)  

じゃあね。わかりました。まず 初に福山君、折角ですから、ここ(黒

板)に平行四辺形を 1 個かいてください。道具は、この三角定規、分度

器、そしてコンパス、これです。いろいろな平行四辺形をかくことがで

きると思いますので、福山君、どうぞ。前に出て自分のかき方でいいか

らね。そして、かいた線はすべて残しておいて。お願いします。 

(平成 20 年 5 月 19 日(月)第 2 限目実施・教材「図形の性質と証明」授業記録①・0 分～8 分より)
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この記録は、星城中学校第 2 学年の「図形の性質と証明」の単元で、第 1 時、平行四辺形の性質

についての授業内容であり、その 初の 8 分間の記録である。授業者(以下、筆者としての私自身を

示す)は、0 分や 2 分、6 分の発言の通り、前時に予習課題として出した平行四辺形または平行につ

いて調べてくる課題を発表させることを導入として用い、その発表を通して授業を展開しようとし

ているため、生徒の多様な発言を期待している様子がわかる。そのため、「(発言を待つ) 」のよう

に、授業者は生徒の発言を待つための時間を 4 回取っている。しかも授業者は、4 分の発言「はい、

それでは、時間がもったいないので、まず、」からもわかるようにそれぞれの時間を十分に取ってい

るつもりである。しかし、その取っていた時間は、何分、何秒であったのだろうか。授業者自身は 1

分以上あったと感じていたが、この授業記録からも明らかであるように、実はほとんどが 1 分に満

たない時間であり、生徒が予め考えてきたとしても本当にその時間で発表する準備ができたかどう

かは疑問なのである。 

さらに、授業者が 4 分にできていそうな生徒を「まず、一番 初、福山君、いけますか？ちょっ

と難しいですか？何でもいいですよ。」のように指名し、その後、5 分には「(反応がないため机間指

導、福山君のノートを確認)」のように机間指導をしながらその生徒のノートを見て確認し、6 分に

「 (福山君の方を見て)予習はしてありますね。」のように机間指導で確認したノートの記述を授業

の展開に取り入れようと考えて、福山君の発言を待ったものの挙手がないために、７分には、「じゃ

あね。わかりました。まず 初に福山君、折角ですから、ここ(黒板)に平行四辺形を１個かいてく

ださい。」、「福山君、どうぞ。前に出て、自分の書き方でいいからね。そして、書いた線はすべて残

しておいて。お願いします。」のように、待つ時間と生徒の発言を引き出す誘導が十分でなかったた

めに生徒が自主的に発言できる機会を奪ってしまっている。また、この 8 分間では、2 分の「いなけ

れば、ランダムにあてますね。」と言いながら、指名せずに授業者のペースでその後も 3 回の考える

時間は取っていた。一方、生徒の発言を引き出すための発問には 0 分、2 分、7 分の「いろいろな平

行四辺形をかいてもらいます。」のように同じ発問の繰り返しが見られ、結果的に、生徒による挙手

しての発言には至らなかったのである。 

このように、考える機会は回数を多く取るのではなく、一度に十分な時間を取って考える時間を

確保することが大切である。生徒の「活用力を伸ばす」授業を研究する上で、まず、生徒に考える

時間を十分に与えていなかったことと同じ発問を繰り返してしまっていたことが問題であった。そ

こで、考える時間の確保を常に意識して、授業の重要なポイントとなる発問に対しては、その発言

内容を精選して伝えることにより、「活用」するための大前提となる考えやすく、発言しやすい授業

の雰囲気づくりを大切にするという意識を徹底しながら、生徒の多種多様な考えを引き出せるよう

にしなければならないと考える。 
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1－2. 言語活動の充実 

前述のように授業者の発問は、生徒の発言を含む授業理解と授業展開全般に少なからず影響を及

ぼしている。そこで、前述同様の星城中学校第 2 学年の「図形の性質と証明」の単元で、第 4 時の

平行四辺形の性質について 26 分から 31 分までの授業記録を取り上げる。そして、授業者の発問に

対しての生徒の発言とその発問自体から、「活用力を伸ばす」授業実践に向けた準備段階として、授

業者および生徒が「言語活動の充実」を再認識して取り組む必要があることを確認する。授業の内

容は、前時に 8 個、平行四辺形であると自分が考えた四角形が黒板に板書され、本時は「みんなで

考えた平行四辺形～この四角形は本当に平行四辺形？～」と題して、その 8 個についてそれらが平

行四辺形であることを証明しようというものであった。 

 

T1:  

      

野上 1: 

T2:   

野上 2: 

T3: 

松田 1: 

T4: 

松田 2: 

T5: 

松田 3: 

T6: 

 

喜一 1: 

 

T7: 

喜一 2: 

 

 

 

 

 

前に全部書きました。これとこれが一緒とかいう意見がある人いますか？またはこ

れ違うということでもいいですよ。野上君どうですか？考えてみました？ 

考えてみたんだけど…。 

ここに書いてあるもの全部平行四辺形ですか？ 

わからない。 

じゃあ、松田君どうですか？ 

平行四辺形じゃないものがある。 

どれですか？ 

西田君(2)は違うと思う。 

これは平行四辺形じゃない。何これ？ 

長方形。 

これは平行四辺形じゃなくて長方形。他にない？松田君の意見に対しての意見はな

いですか？(喜一君挙手)喜一君。 

松田君は、西田君(2)は平行四辺形じゃないと否定していましたけど、僕は平行四

辺形だと思います。 

ほう、平行四辺形だと思う。その理由は？ 

平行四辺形かどうかは、平行四辺形である条件が満たされていればどのような図形 

でも平行四辺形であると思います。ちなみに、その図形は、まず 2 組の向かいあう 

辺がそれぞれ平行になっていて、また、2 番の 2 組の向かいあう辺がそれぞれ等し 

いも満たしていて、3 番の 2 組の向かいあう角がそれぞれ等しいも満たしている。 

また、対角線を引いた場合、対角線はそれぞれの中点で交わるので、4 番も満たし 

ていて、5 番の 1 組の向かいあう辺が等しくて平行であるというのも、1 番と 2 番 

( 西田君(2) ) 
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T8: 

 

 

 

が満たされているので、いいと思います。 

はい、喜一君は、松田君が言ってくれた平行四辺形じゃないという意見に対して、

平行四辺形の条件だって満たしているんじゃないかなということだよね。実は次に

長方形とひし形について学びますので、そのときにもう一回取り上げましょう。松

田君、次に向けてしっかりと予習をしておきましょうね。今は、結論を出さず進め

ましょう。とっても貴重な意見でしたね。 

 

 

生徒は授業者の発問をどのように解釈し理解して発言に結びつけているのか、そしてその発言を

授業者はどのように生かし、指導を加えていく必要があるのかを分析する。まず、T1 の「これとこ

れが一緒とかいう意見がある人いますか？またはこれ違うということでもいいですよ。」や T2 の「こ

こに書いてあるもの全部平行四辺形ですか？」という発問は、生徒が発言しやすくなると授業者が

考えた結果であったが、野上 1 や野上 2 のような発言となり、選択肢を狭めてしまうことになった。 

特に、野上 1「考えてみたんだけど…。」は T1「考えてみました？」に確実に応答しているが、次の

T2「ここに書いてあるもの全部平行四辺形ですか？」に対しては、野上が考えてきたことと全く異

なる内容と本人が判断したため、野上 2「わからない。」と応答せざるを得なかったのである。 

ここで、T2 が「考えてみたんだね。じゃあ、どんなことを考えたのかな。」のように野上の考えを

引き出せるような言語活動をしていれば、「活用力を伸ばす」ための自由な発想を潰してしまうよう

なことはなかったであろう。また、生徒を「認めて伸ばす授業」の展開ができたはずである。   

これは、授業展開上での固定観念から、期待する答えを引き出そうとするあまりに生じた問題で

はあるが、発問における「言語活動の充実」の必要性を再認識したい事例である。 

次に、「活用力を伸ばす」ための展開方法に工夫が必要であった事例として二点取り上げる。まず、

一点目は松田 3「長方形」に対する T6「これは平行四辺形じゃなくて長方形。他にない？松田君の

意見に対しての意見はないですか？」の発問である。これは、「松田君、これはどうして平行四辺形

ではなく長方形なのですか？」のような発問をした後で、他の生徒に T6 の発問をすることで、松田

がどうして「長方形」と発言したかその理由について基礎知識を活用した根拠を明確に述べること

で、他の生徒も焦点を絞った発言につなげることができたはずである。実際、喜一 2 は喜一 1「松田

君は、「西田君(2)」は平行四辺形じゃないと否定していましたけど、僕は平行四辺形だと思います。」

のように松田の発言を意識して述べているにもかかわらず論拠を絞ることができず、結果的に「平

行四辺形になるための条件」をすべて説明している。そしてこれは別の視点から考察すると、生徒

の「言語活動の充実」を図るために、発表するときは必ずその理由を述べるように指導することが

必要であることがわかる。 

(平成 20 年 6 月 2 日(月)第 2 限目実施・教材「図形の性質と証明」授業記録④・26 分～31 分より) 
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もう一点は、T8 の「実は次に長方形とひし形について学びますので、そのときにもう一回取り上

げましょう。松田君、次に向けてしっかりと予習をしておきましょうね。今は、結論を出さず進め

ましょう。とっても貴重な意見でしたね。」である。授業者の視点ではまさに「とっても貴重な意見」

であり、次時への橋渡しで利用できる発言内容として、単元構想上では次時に取り扱う計画で展開

したのであるが、生徒の立場で考え、既習内容の「活用」という観点で授業を振り返るとどうであ

ろうか。平行四辺形と長方形についての論理的な思考が生徒の中から自らの思考として表現された

ものを自らの判断を下すことなく別場面へと展開されてしまったのである。まさに「習得」から「活

用」に向けて深めようとしていた場面を生かし切れなかった事例であろう。 

このように、生徒の「活用力を伸ばす」授業を研究する上で、生徒の発言を授業者の解釈を交え

ながら授業者の立場で進めてしまっているのが問題である。完全な形で生徒の発言を引き出して、

論理的思考力・表現力を育むことを重視しながら、生徒の発言内容を注意深く確認して、根拠を明

確にしながら発言できるよう、「言語活動の充実」を意識した指導が重要である。もちろん、同時

に、授業者自身の発問内容についても、「言語活動の充実」を意識して取り組まなければならない

ことがわかる。 

 

1－3. 揺さぶり 

「図形の性質と証明」の単元の 終時、第 8 時では、授業実践の中で生徒が「習得」から「活用」

への学習活動を進めることができると思われるような場面を設定して、「活用力を伸ばす」授業実

践を試みた。そしてさらに、その学習活動について、「活用」ができているかどうかを「揺さぶり」

技法を取り入れて、「活用力を伸ばす」授業実践ができているかどうかについて評価した。それは、

次に示す授業記録のように、スクリーンに図を示し、その図は平行四辺形であるかどうかを考える

課題であり、平行という定義についての基礎知識の「習得」の点検を「活用」という学習活動まで

深められるように展開することを目的とした授業実践である。 

 

T49: 

 

(この時間の 後の教材を扱う時間が 10 分しかない)はい、いいですか？ 

(スクリーンに課題の図を写す)なんか、お化けみたい。 

   

 

 

 

 

 
(スクリーンの図) 
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(プリント配付)はい、じゃあ、ちょっと見てください。ちょっと前を見ててくれる

かな。今渡したプリント、何ものかわからないでしょう。書き方が大切だから見と

ってね。 

《途中 略》 

はい、さぁ。こんな風にできた、こんな風にできた(図形の内部に斜線をひく)この

四角形みたいなこの図形、これは平行四辺形でしょうか？というクエスチョンで

す。ね、平行四辺形でしょうか？という問題です。いい、はい、はっきり言えばさ、

これはこうだと言える人いますか？ 

はい、じゃ、一番早かった。浅見君。 

浅見 1: 

T50: 

 

横田 4: 

T51: 

 

 

横田 5: 

 

T52: 

 

横田 6: 

T53: 

横田 7: 

T54: 

横田 8: 

T55: 

 

 

 

 

 

 

線が曲線なので、平行四辺形以前に四角形ではないと思います。 

はい、平行四辺形じゃなくて、その前に四角形ではない。はい、なるほど。 

(挙手していた横田さんに指名)横田さん。 

ええと、平行四辺形かどうかということなんですけど。 

何か、これ平行っぽくない？同心円だから、これとこれ平行っぽくない？だからそ

れでできているんだから、ね、これとこれが平行で、これとこれが平行でだから平

行四辺形じゃないかなと思うんだけど？どう？(揺さぶりを意識して発問しよう) 

あの、同位角。同位角じゃなくて、ええと、向かい合う角が等しくないから、平行

四辺形じゃない。 

考えにくいね、何か確かにね。考えにくいね。曲線だもんね。だから向かい合う角

が等しくないからね、平行四辺形じゃないかも知れないね。 

でも、移動していったら、移動してやったら平行になるかも？ 

移動する？どんな感じ？ 

線を引いて、曲線だから直線にする。 

いいよ、言葉でできる範囲で、曲線だから直線にする？ 

曲線だから、直線を引いて、そこに移していくというか。 

ああなるほど、これを移していくっていうことね。少しね。形をね。だから、少し

ずつ移して何かまっすぐになるような感じにしたりとか、移していくとできるんで

ないかということね。 

浅見君は、どちらかというと曲線だからこんなのは四角形ではないということだ

ね。そっからね、定義からね。 

他に何か意見ない？(さらに揺さぶりを意識して発問しよう) 

これってさ、絶対に何か、交わらないよね。2 つは。だから平行じゃないかな？だ
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萌乃 1: 

 

T56: 

萌乃 2: 

 

T57: 

 

 

福山 5: 

T58: 

福山 6: 

 

からその平行な2つの線でできているんだから平行四辺形かななんて思ったんだけ

ど、どうかな？みんなどう？他に意見ない何か？ 

(萌乃さんはしっかりこちらを向いて聞いていた。何か意見がありそうだ) 

萌乃さん何か意見ない？何でもいいよ。何でもいいよ。 

んんと、平行四辺形で、まず、平行四辺形と言えると思いました。んんと、平行な

4 つの辺。 

平行な 4 つの辺？何か平行でない？ 平行っぽくない？ 

理由は、四角形ではないんですけど、んん、何か、交わる 4 つの辺があるなあと思

って。別に、平行四辺形でいいかな。 

別に、平行四辺形でいいかなと思う。何となく、いいかなと思う。はい、わかりま

した。はい。 

(福山君も何か意見がありそうだ)福山君 

まず、平行じゃないと思います。 

これは、平行じゃない。平行じゃない、何で？ 

半径がまず違って、あの、図形がまず違っていて、あの、同じ半径の場合だった 

ら、その特徴は平行だといえるけど、半径が違うから違うと思う。 

 

 

とても短い時間ではあったがこの学級では初めて意図して多くの時間の「揺さぶり」を導入し、

生徒相互の活発な意見交換ができた一場面である。授業者としては、平行という基礎知識を基に平

行四辺形の授業を振り返ることができ、その知識の定着度を評価することができると考えて「揺さ

ぶり」を取り入れた。 

授業記録の横田 4 から横田 8 の発言に注目したい。この発言は、直前の浅見 1「線が曲線なので、

平行四辺形以前に四角形ではないと思います。」により、平行四辺形ではないことを明確な根拠とと

もに発表したことで、授業者としては T51「何か、これ平行っぽくない？同心円だから、これとこれ

平行っぽくない？だからそれでできているんだから、ね、これとこれが平行で、これとこれが平行

でだから平行四辺形じゃないかなと思うんだけど？どう？(揺さぶりを意識して発問しよう)」 

と平行四辺形であるように思わせる揺さぶりを試みている。そして、その揺さぶりの影響で横田 4

「ええと、平行四辺形かどうかということなんですけど。」のようにまだ迷っている様子から横田 5

「あの、同位角。同位角じゃなくて、ええと、向かい合う角が等しくないから、平行四辺形じゃな

い。」の発言に対して、T52「考えにくいね、何か確かにね。考えにくいね。曲線だもんね。だから

向かい合う角が等しくないからね、平行四辺形じゃないかも知れないね。」と横田 5 を認めると、さ

(平成 20 年 6 月 27 日(金)第 7 限目実施・教材「図形の性質と証明」授業記録⑧・41 分～48 分より)
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らに、横田 6「でも、移動していったら、移動してやったら平行になるかも？」、横田 7「線を引い

て、曲線だから直線にする。」、横田 8「曲線だから、直線を引いて、そこに移していくというか。」

のように、これらの発言から推測すると、今示されている図の曲線部分を直線に変えることにより、

直線に囲まれた図をかいて平行四辺形となることを発表している。つまり、この図形は平行四辺形

ではないが、平行四辺形として考えるために必要な変形を提示している。 

さらなる揺さぶり T55「他に何か意見ない？(さらに揺さぶりを意識して発問しよう)これってさ、

絶対に何か、交わらないよね。2 つは。だから平行じゃないかな？だからその平行な 2 つの線ででき

ているんだから平行四辺形かななんて思ったんだけど、どうかな？」により、萌乃 1「んんと、平行

四辺形で、まず、平行四辺形と言えると思いました。んんと、平行な 4 つの辺。」と平行四辺形であ

ると考えようとしていて、その根拠として萌乃 2「理由は、四角形ではないんですけど、んん、何か、

交わる 4 つの辺があるなあと思って。別に、平行四辺形でいいかな。」のように発言している。つま

り、平行でありしかも 4 つの辺として認められるとして、平行四辺形であるという発言となってい

る。ここで、萌乃 2 の「四角形ではないんですけど」、「平行四辺形でいいかな。」からは萌乃自身は

平行四辺形でないという気持ちが強いが、授業者がそこまで言うならまさに「平行四辺形でいいか

な」と思っている面もある。 

日頃から、授業者や他の生徒のいかなる発言に対しても、根拠を明確にしながら自分の考えの正

しいことを主張できる生徒に育てることが大切である。そして、この「揺さぶり」技法を授業に取

り入れて、「活用力の育成」の点検を進め、その上で、生徒が自信を持って自分の考えの正しいこと

をその根拠とともに筋道立てて明瞭に説明できる力、つまり、論理的思考力・表現力を育む雰囲気

づくりに取り組まなければならないと考える。 

 

2．「活用」を意識したオリジナル教材とその授業分析 

 

2－1. 教材の導入 

平成 20 年 10 月 17 日(金)から 5 時間にわたる後期研究授業を実施し、前期の授業実践で確認でき

た「活用力を伸ばす」授業実践に向けた準備としての「考える時間の確保」と「言語活動の充実」

を常に意識しながら実践に取り組んだ。教科書内容をそのまま進めていく授業形態では、生徒によ

っては結論を目にしてそれらを参考に自分の考えをつくり上げたり、今までの基礎知識を「活用」

する過程なしで、結論のみを追究してしまう傾向がある。そのため、生徒がその教材に出会い興味・

関心を持ち、自ら課題を設定し、解決への見通しと、既習知識の活用を活発にできるようなオリジ

ナル教材を用いて授業実践をした。 
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そこでまずそのオリジナル教材である「パンタグラフ(拡大・縮小器)」2  を用いた「パンタグラ

フで相似を学ぼう」と題した第 3 学年内容である「図形と相似」の単元における 5 時間の授業内容

について説明する。これは、第 2 学年内容の終了直後で、第 3 学年の教科書がまだ手に入らないこ

とから第 3 学年教科書内容の該当部分の写しを生徒に持たせ、第 1 学年と第 2 学年内容の既習範囲

についての「習得」を点検しながら第 3 学年内容の「習得」と「活用」の場面設定を多用し、その

基礎・基本内容について理解させることを第一とした。さらに授業者側で常に課題を提示して、既

習内容と教科書の写しの内容を活用する意識を持たせながら、提示された課題に対して図形分野で

の「活用」が進められるよう配慮した。そして、生徒が自ら課題を分析して、明確な根拠を用いて

論証することができるように展開した授業実践である。 

そしてこの 5 時間についての単元構想では、全時間について、第 1 時で生徒が初めて手にしたパ

ンタグラフを利用し、作業活動を通して、多くの疑問と興味を常に持たせる環境を設定した。そし

て、その疑問の解決に向けて課題を持ち、既習の知識を利用しながら解決方法を考え、互いに発表

する中で「相似」という図形の性質について考察をしようというものであった。そして、指導案で

考えた「単元の指導計画」は次の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単元の指導計画 

    図形と相似 総時数 ５時間 

１ 相似な図形 １時間 

      １・相似な図形とは？ 

◎パンタグラフで相似な図形を描こう！    

・相似について考える。相似の定義を明らかにし、相似な図形の描き方を考える。

・パンタグラフで２つの相似な図形が描けることを知る。 

・次時に向けて、２つの図形は本当に相似かどうかを分析する方法を考える。 

２ 三角形の相似条件・相似条件と証明 ３時間 

      １・三角形の相似条件を考えよう！                  

◎パンタグラフでどうして相似な図形が描けるの？ (1時間) 

・描いた２つの図形がどうして相似といえるのか発表し合い、『三角形の相似条件』

の存在を知る。 

・次時に向けて、他の『三角形の相似条件』を考える。 

      ２・相似条件を利用して証明しよう！          

◎パンタグラフで相似な図形が描ける理由を証明しよう！ (2時間) 

・三角形の相似条件を使ってパンタグラフで描いた２つの図形が相似であることを 

証明する。 
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ここでまず、この 5 時間の授業の中の第 1 時の導入場面、「パンタグラフ」を生徒に示す直前の授

業記録を取り上げて、その教材を利用することが適切であったかどうかを考察したい。 

T3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんな。(六角レンチを見せながら)こんなの知ってる。これ。 

(黒色のレンチが見にくいので白色の紙を使って見やすくしよう)(白色の紙を黒板に

貼り付けて、その前で) こういう、六角レンチというのがある。 

この間ね、先生がね、金物屋行ったらね、おっ、何これ、ね、いろんな形のやつが、

でもいろんな形だけど、これみんな同じような形。ね。こんな感じでもいい。例えば、

こんな感じは相似に近いかなあとか。そしてね、今から意見がたくさん出ればそれで

行こうかなと思ってるんだけど、ね、先生の少ない技術を駆使してですね、 

今の六角レンチを写真で撮って、ね、写真で撮ってきました。こんな感じで、写真で、

ね。 

 

 

 

 

そして、さらに、(A4 版の六角レンチの写真を 2 枚示して)これとこれ同じ形なんだけ

ど、同じサイズなんだけど。(A4 版の六角レンチの写真を A3 版の写真と比べながら)

こんな感じ。こんなイメージで。イメージは。ね。 

(A4 版の六角レンチの写真を A3 版の写真と比べながら)これとこれって 

相似、かな。(A3 版の六角レンチの写真を示して)その中にあるそれぞれって、相似、

かな。そんなことをね、考えてみたらどうかなって思います。もう一回聞きます。何

か、身のまわりにある相似なもの、何か、これで、あれは違うんじゃないかなと思っ

た人いない。イメージで。  

・他の相似条件の存在を知り、それらを活用できる自作問題を考える。 

・自作問題を発表し、それらを証明する。 

     ３ 相似の活用                           １時間 

      １・相似比を活用して考えよう！             

◎パンタグラフを利用して、いろいろな拡大図・縮図を描いてみよう！     

・相似と相似比を活用して、パンタグラフで３倍、４倍、５倍…の拡大図や１/３

倍、１/４倍、１/５倍…の縮図を描く方法を考えて発表する。 

(黒板に貼り付けた六角レンチの写真) 
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T3 の説明で用いた教材は、生徒からの相似に関する発表や意見が出なかった場合を想定して授業

者が準備しておいたものである。実際、その後、喜一 2「ドライバー」や浅見 2「シャボン玉」のよ

うに自分の考えを発表することができていた。「六角レンチ」を初めて目にした生徒がいたかも知れ 

ないが、できる限り、日常生活で目に触れることができたり、身近にあるものを取り上げることに

より、生徒がスムーズに授業内容に関わることができるように教材提示を配慮した結果、「ドライバ

喜一 1: 

T4: 

喜一 2: 

T5: 

喜一 3: 

 

T6: 

浅見 1: 

T7: 

浅見 2: 

T8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(喜一君挙手) 

はい、じゃあ、喜一君。 

ドライバーって。 

あっドライバー、ドライバーはどんなやつだ。 

その、プラスとかマイナスの、あの、表し方がちょっと微妙なんですけど。先端

の長さだとか、それがその、ドライバーの太さによって長さが変わる。 

はい、あ、そうか、それ相似っぽいか。ああ、なるほど。ね。他にないですか。 

(浅見君挙手) 

はい、浅見君。 

シャボン玉とか。 

おお。シャボン玉。シャボン玉、出てくるシャボン玉、なんか相似みたいな感じ。

ああ、なるほど。はい。ね。どうだろう。シャボン玉はどっちかいうと何か丸っ

ぽいね。で、今言ってくれた、あの、ドライバーはどちらかというと四角っぽい

ね。そんな感じだね。はい、じゃあね、今から、そういう相似っていうことを、

少しずつ膨らませていきたいなあと思うんだけど、ね。いい、イメージ少しはわ

かったよね。 

(A4 版の六角レンチの写真 2 枚を A3 版の写真と比べながら)で、ねえ、みんな見

てくれる。いい、この絵もそうだけど、こういう風に A サイズ B サイズという形

もね、しっかり頭に入れておきましょう。いろんなことを考えて、じゃあ今から、

みんなノートにまたはプリントの中でもいいよ。ね。相似な図形をかいてみまし

ょう。相似な図形。できる限り、まあ、今度は立体じゃなくて、平面だからね、

平面にかくから、ね、相似な図形、一組でいいよ。一回かいてみて。相似な図形

をかいてみる。何かこれとこれという感じで。で、可能ならば、いい、分からな

かったら、ね、可能ならばいろいろな図形なんだけど、分からなかったら三角形。

三角形でいいよ。 

(平成 20 年 10 月 17 日(金)第 7 限目実施・教材「図形と相似」授業記録①・29 分～33 分抜粋より) 
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ー」や「シャボン玉」という確実に相似な図形をイメージした考えに結びつけて答えることができ

ている。 

一方、喜一 3「表し方がちょっと微妙なんですけど。先端の長さだとか、それがその、ドライバー

の太さによって長さが変わる。」については、さらに明確な発表を追究する必要があったことも確か

である。さらに、浅見の「シャボン玉」については授業者自身が説明する結果となり、生徒の考え

を明確にする場を取れるような取り組みが望まれる場面であった。そして、この二人がいずれも立

体図形を意識して発表していることに注目すると、T3 で「六角レンチ」を取り上げて説明したこと

が影響しているものと思われる。生徒が授業内容に入りやすくより理解しやすいように意図したは

ずの例示であったが、生徒は明らかに思考範囲を狭めてしまっている。その後 T8「A サイズ B サイ

ズという形」や「相似な図形をかいてみましょう。相似な図形。できる限り、まあ、今度は立体じ

ゃなくて、平面だからね、平面にかくから、ね、相似な図形、一組でいいよ。」のようにまず、平面

図形で考えることの導入を図っているが、さらに活発な発言を期待するためには、例示の工夫が必

要であった。 

その後、パンタグラフを一人ひとりが手にして、その使い方や名称を考えさせたのであるが、十

分には時間がとれず、結果的に授業者からの説明のみに終わってしまった。パンタグラフという未

知の物を手にして、その道具の構造を観察し、使い方を試行錯誤できる時間づくり、まさに道具と

遊ぶ時間を与えることにより、生徒はパンタグラフの魅力に引きつけられることとなったはずであ

る。この過程こそが も大切であったはずであるが、生徒には未消化のままの展開になってしまっ

た。さらに、当初の単元構想では、随時、言葉としての「パンタグラフ」は登場するが、授業の中

には生かされず、 終時に再び扱うこととなってしまった。ここで、本当に第 1 時の「パンタグラ

フ」との出会いは必要であったのだろうか。「パンタグラフ」を導入するタイミングを 終時とし、

第 1 時から第 4 時までとそれまでの学習で学んだ既習知識を利用する場として展開することにより、

「活用力を伸ばす」授業実践の 終時における目標とその方法が一層明確となり、生徒も集中した

思考で臨むことができたと思う。                                    

そこで、次の「活用」への授業構想では、このオリジナル教材「パンタグラフ」を利用した授業

の第 5 時を分析し、「活用力を伸ばす」ための授業実践ができたかどうかを点検する。 

 

2－2. 「活用」への授業構想 

研究テーマ「『知識を活用する力』を伸ばす」を意識して、「活用力を伸ばす」ための授業実践

に取り組んだ 5 時間であったが、この授業構想について、生徒の取り組みを点検しながら、本当に

「活用」できているかどうかの検証を第 5 時における指導案の一部と、対応する授業記録をもとに

分析する。 
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まず、次に示すのは、パンタグラフの構造について、相似な図形がかける理由を証明する場面の

指導案と、実際に証明した板書内容の授業記録である。 

 

学習活動 時

間 学習内容 予想される生徒の学習活動 

教師の支援 評価・備考 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パンタグラフで相

似な図形が描ける

理由を証明する。 

※パンタグラフで

相似な図形が描け

る理由を証明しよ

う。そこでまず、パ

ンタグラフの構造

をみんなで再確認

しよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○パンタグラフの構造図について、喜一君

が発表する内容を再確認し、パンタグラフ

で相似な図形が描ける理由を明確な根拠を

もとに証明する。 

・喜一君が前時に用いた説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・パンタグラフで相似な図形が描ける

理由を証明するための明確な根拠を考

える。 

・前時に引

き続き、喜

一君にパン

タグラフの

構造につい

て確認・発

表させ、証

明を板書・

発表させ

る。 

また、その

他の生徒に

は証明を考

えるよう指

示する。 

・生徒一人

ひとりが発

表と確認を

進めやすい

雰囲気をつ

くる。 

 

発表内容 

 

評価観点 

②見方・ 

考え方 

③表現・ 

処理 

④知識・ 

理解 

 

 

(行動観察) 

(机間指導) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (平成 20 年 10 月 31 日(金)第 7 限目実施・教材「図形と相似」指導案⑤・0 分～10 分抜粋より) 
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前述の指導計画の通り、第 5 時であるこの授業では、相似と相似比を活用して、パンタグラフで 3

倍、4 倍、5 倍…の拡大図や 1/3 倍、1/4 倍、1/5 倍…の縮図をかく方法を考えて発表するという内

容の計画であった。そこで、前時の 後に、指導案の図のように、パンタグラフで相似な図形がか

ける理由について、喜一君が自分の考えを口頭で発表することができたことから、本時の導入では、

その証明をみんなで考え、確認することから始めた。そして、すでにノートに明確に記述していた

喜一君本人に板書を依頼したところ、喜一 5 の通り、平行線の性質や三角形の相似についての知識

を根拠として利用しながら書き言葉で説明することができた。これは今まで実践してきた「図形と

相似」の単元について「習得」できていた知識を確実に「活用」という学習活動に進めることがで

きた具体的な事例である。特に注目したいのは、板書内容の 後の 2 行にある「パンタグラフ内に

T12: 

喜一 3: 

T13: 

喜一 4: 

T14: 

 

 

喜一 5: 

 

 

 

 

 

 

 

どうして拡大図が描けるんでしょうか。 

(2 枚の図の下を示して)先生ここに書きますか、ここでいいですか。 

ここに書ける？ 

(2 枚の図の下を示して) あっ、ここですか？ 

書けるならここでいいよ。でも図がじゃまだね。(白黒の図を取り外して、カラーの

図を示しながら) こうしたら。この横でいいよ。 

図を使うならこれに書き込んでいいよ。 

 

  

 

Ａ

Ｃ

Ｅ

Ｄ Ｂ

(平成 20 年 10 月 31 日(金)第 7 限目実施・教材「図形と相似」授業記録⑤・8 分～9 分より) 

F

(黒板に貼り付けたパンタグラフの説明図) 

△ABCと△ADEにおいて 

仮定よりDEとBCは平行なので 

同位角の関係により 

∠ADE=∠ABC…① 

∠AED=∠ACB…② 

①と②より 

２組の角がそれぞれ等しいので 

△ABC∽△ADE 

パンタグラフ内に相似な図形があるので 

よってパンタグラフで相似な図形を書くことができる

(黒板に書いた証明内容) (黒板に書いた証明) 
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相似な図形があるので、よってパンタグラフで相似な図形を書くことができる」と結んでいる点で

ある。パンタグラフの中に相似な 2 つの図形を見出し、それらが相似であることを証明すればよい

という見通しを立てて考えることができているのである。さらに、「同位角の関係により」のように

既習の知識を明示し、それを利用して「①」と「②」のことを導き出した上で、さらにそれらを根

拠とした証明の流れを明確に表現できたのである。このような一連の流れを示すことができている

ことと、指導案の中にある予想される生徒の学習活動で示された「パンタグラフで相似な図形が描

ける理由を証明するための明確な根拠を考える。」ことができていると認められることから、予測通

りの学習活動ができていて、筆者は「活用」という学習活動が十分にできていると判断した。 

さらに、もう一例、 後に示すのは、第 5 時の目標となる内容で、パンタグラフの構造を理解し

た上で、相似と相似比を活用して、パンタグラフで 1/2 倍の縮図と 3 倍の拡大図をかく方法につい

て考えて発表した場面の授業記録である。 

 

T30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉野 2: 

T31: 

 

 

 

杉野 3: 

喜一 15: 

T32: 

浅見 5: 

T33: 

(約 3 分間経過したが、3 倍の拡大図のアイデアを書いている生徒がいないので、

まず、2 分の 1 倍の縮図を明らかにしよう)まだ(板書を)写している人はいます

か？(挙手なし)もう写し終わったかなみんな。はい。じゃあ、まず 1 つ先に確認

しておきます。いいですか。今喜一君に言ってもらったようにこれ、必ず点 B と

点 D の関係で描いたら 2 倍の図が描けました。2 分の 1 倍どうやって描くかわか

る人？2 分の 1 倍の図の描き方？2 分の 1 の縮図ですよね。わかる人いますか？さ

っきここに描いたように 2 倍の拡大図はできました。2 分の 1 倍、どうやって描

いたらいい？(喜一君と杉野さんが 2 人で考えを話している様子。できたようだ) 

まず、2 分の 1 倍。わかった人いない？杉野さんはわかったんですね。たぶん。

今、喜一君と話しているということはわかったということですよね。 

理由がわからない。 

はい、他に、わかった人？じゃ、少し待ってます、考えましょう。で、2 分の 1

倍どうやって描くのか？そして、3 倍、3 分の 1 倍。 

割ピンははずしてもらってもいいですよ。もし必要であればね。そして考えても

らっていいですよ。 

(机間指導中に喜一君と杉野さんから考えた結果について申し出があり、杉野さん

は 3 倍の拡大図をつくるためのパンタグラフのつくりかたを考えることができて

いたので、前に置いてある穴あけ器で実際につくってみるように指示した) 

(浅見君ができたようであり、考えた結果を申し出た) 2 分の 1 倍、わかった人 
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田代 2: 

杉野 4: 

T34: 

 

 

 

浅見 6: 

 

T35: 

 

 

浅見 7: 

T36: 

浅見 8: 

 

 

 

 

 

 

T37: 

 

 

 

西田 1: 

T38: 

 

 

 

杉野 5: 

 

T39: 

いましたよ、今。他にいないかな？2 分の 1 倍わかったという人手を挙げてみて。

(田代さんから申し出がありできていた)(杉野さんもできていた) 

はい、それではこちらを注目してください。あの、2 分の 1 倍だいたいイメージ

がわかったという人いますか？2 分の 1 倍。はい、4 人(浅見、田代、杉野、西田)

ですね。はい、わかりました。はい、じゃあ、一番 初に先生に話してくれた浅

見君、2 分の 1 倍の描き方を発表してください。みんな注目。 

(前へ出て説明)パンタグラフの真ん中の割ピンをはずして、そこに鉛筆の芯を入

れて、こっち側(右側)を動かして図を描く。 

そうすると、今これが半分だから、こっち(真ん中)で図を描いて、移動するとい

うことだね。ということは、B と D、B と D を使って表現すると、浅見君の方を注

目してくださいね。 後。 

AB は AD の半分だから、 

ちょうど、点 B と点 D を、図を描く方と図をなぞる方を 

図を描く方を D で、図をなぞる方を B にする。 

 

 

 

 

 

 

はい、ありがとう、いいね。みんなわかるかな。さっき描いた方、白をなぞった

方だけど、黄色描いた方です。描いた方となぞる方をチェンジすればいいという

ことだよね。 

西田君も同じかな？ 

(うなずく) 

はい、で、他の子もみんな一緒だったんでね、そういう形でチェンジすればいい、

これが 2 分の 1 倍。だから 2 倍と 2 分の 1 倍はそういう関係でした。 

じゃあ 後、3 倍。3 倍は杉野さんがわかりました。杉野さん、どういう関係だっ

たかな？ 

ええと、長さを変えるんですけど。中心の位置をずらして、ここが 1 で、ここが

2 になるように。 

じゃあ、杉野さん、前へ出てきて説明してもらおうかな。 

(図の描き方を説明している様子) 
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T40: 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉野:7 

 

 

T41: 

杉野:8 

 

T42: 

 

 

はい、じゃあ、みんな見てください。実は、この図(2 倍用のパンタグラフ図) の

裏に杉野さんが説明できるようにあります。 

 

 

 

 

 

 

       

(説明)中心が本当はそろっていたんですけど、それをここ(AD)が１でここ(DB)が

2 になるようにします。ここ(AE)とここ(EC)も 1：2 で、ここ(CF)とここ(FB)も 1：

2 の図形をつくって、あと、3 倍の図が描けます。 

どうして 3 倍の図になるのかな？ 

ここ(AD)が 1 でここ(DB)が 2 だから、ここ(△ADE)とここ(△ABC)が 1：3 の三角形

ができるからです。 

はい、そういう意味だそうです。はい、みんな何か意見はありますか？ 

1：2 というね、比ができるということです。意味はわかるかな。言っていること。

はいありがとう。 

 

T34 から T38 までの中で、特に浅見 5 から浅見 8 がパンタグラフで 1/2 倍の縮図をかく方法につい

て、T30 と T38 から T42 までの中で、特に杉野 2 から杉野 8 までが 3 倍の拡大図をかく方法について

それぞれ生徒が発表した場面である。この浅見と杉野はともに、問題を理解し、見通しを立てて自

分の考えを既習の知識を利用することで根拠を示し、言葉で説明できている点から「活用」という

学習活動ができていると判断できる。一方、T34 のように 1/2 倍の縮図についての説明ができると確

認できたのが浅見、田代、杉野、西田の 4 名のみであり、杉野 3 と喜一 15 からもわかるように 3 倍

の拡大図をかくことについての説明ができるのはこの時点でまだこの杉野、喜一の 2 名のみにとど

まってしまっている。このことについては、前述の「単元の指導計画」つまり、当初の「活用」へ

の授業構想における時間配分と教材の導入についての工夫が不足していたと考えられる。さらに時

間をかけて、すべての生徒の思考を深めることができるように配慮する必要があったと考える（61

－62 頁）。 

このように、教材の工夫をして臨んだ授業構想について、 終時の第 5 時を取り上げて考察する

範囲では、一部の生徒の学習活動を分析することにより、その生徒については「活用」ができてい

(理由を証明している様子) 

(3倍の拡大図を描くパンタグラフ)

(平成 20 年 10 月 31 日(金)第 7 限目実施・教材「図形と相似」授業記録⑤・24 分～36 分抜粋より)

Ｅ

Ａ
Ｄ

Ｂ

Ｃ

Ｆ
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ると判断できた。しかし、よりよい授業構想の練り上げのためにはさらに多くの生徒について分析

し、考える時間の確保とともに教材の導入の仕方について工夫をしたい。 

 

おわりに 

       

「平行四辺形」および「相似」の各授業実践を通した「活用力を伸ばす」ための効果的な授業の

実践を「教師と生徒の活用力に関する一考察」としてまとめてみた。活用力育成のための試行的実

践として、平行四辺形の特異な形やパンタグラフといった教材を導入した。その結果、学習問題に

対して、問題を理解し、自ら具体的な課題を設定することと解決する方法を見通して言葉等で明確

に表現したり、既習の知識を利用することを考えてその知識を示すことができることに関しては達

成できたと考える。しかし、根拠としての既習知識を示しながら問題を解くことについてはできて

いない生徒がほとんどであり課題として残った。それは、 終目標を達成できた生徒が少なく、多

くの生徒についての「活用」場面を確認することはできなかったからである。 

今回の実践から振り返ってみると、単元を構想する段階において、知識・技能の「習得」から「活

用」という学習に単純に進むよりも、「活用」という視点を柱として、そこに「習得」を加えていく

方がよいのではないかと考えられる。また、「活用」には生徒が自分の考えを発表するという活動が

求められるが、そのためには日頃から発言できる学級の授業の雰囲気づくりが極めて重要に思う。

こうした点に関しては今までの筆者自身の授業のあり方を見直す必要があるとも思う。 

今後は、今までの授業実践を「活用力を伸ばす」という視点から教材研究を徹底して見直し、生

徒が何でも自由に発表できる雰囲気づくりを進めながら、より効果的に「活用力を伸ばす」授業実

践をすること、つまり「認めて伸ばす授業」実践を礎として、「認めて伸ばす」実践から「活用力を

伸ばす」実践へのビルドアップを図っていきたい。 

 

〔注〕 

１ 愛知県総合教育センター研究指導主事 宮澤健二氏 他(2006)「数学的リテラシーと高等学校数学

教育―本県の高等学校数学学力調査と OECD 学力調査との比較から―」『愛知県総合教育センター

研究紀要第 95 集』次のアドレスより参照。 

http://www.apec.aichi-c.ed.jp/shoko/kyouka/math_literacy/zenbun.pdf#search='数学的リテ

ラシー' 

２ 著作者代表 岡本和夫、小関煕純、森杉馨、佐々木武 各氏(2006)『楽しさひろがる数学 3 指導

書 第 2 部 詳説』啓林館 220－226 頁を参照。 

 


