算数科学習指導案
日 時 平成２４年６月１９日(火) ５校時
児 童 ６年３組
男子１６名 女子１５名
指導者 千葉 史

１．単元名

計３１名

[視点２]伝え合いを生む教師のかかわり

対称な形
２．『｢聞いて！｣が生まれる授業』を求めて
算数科では、新たな課題と向き合い、自分の考
えが持てたときや新たな発見をしたり、考えがつ
ながったりしたときに、強く伝えたい！という思
い、つまり「聞いて！」が生まれると考えている。
本単元は、図形を対称性という新しい観点でとら
え直すことで、図形に対する見方や考え方を広げ
ることに価値がある。観察、計測、試行、作図な
どの活動を多く取り入れ、試行錯誤を重ねること
によって、実感を伴って意味理解を深めることが
できる。そこで新たな発見をした子どもたちは、
自分の考えを聞いてほしい、誰かに伝えたいとい
う気持ちをもつのではないかと考えた。

３．『｢聞いて！｣が生まれる授業』の具体化に
向けて
[視点１]一人一人に思いを生む教材化
＜既習を生かし、学習の見通しがもてる単元構成＞
本単元は、最初に線対称、次に点対称、最後に基本
の既習図形の対称について学習する。線対称の概念
は、子どもたちにとって身近でわかりやすいと考える
が、点対称は、より高度な図形概念が求められるので、
意味理解が難しいと考える。そこで、線対称と対比し
つつ、類推的に思考をはたらかせ、点対称の理解を深
められるようにしていく。例えば、線対称は、半分に
折れば重なるという既習を生かして、点対称でも同様
に考えてみる。半分に折っても重ならないが、反転す
ると、重なることを発見させていくのである。本時は、
今までの学びをすべて生かし、考える場面である。線
対称・点対称の定義や性質に立ち返りながら、図をも
とに説明し、規則性を見つけたり、根拠を説明したり
していく姿を期待したい。

＜算数的活動を通して＞

＜「つなぐ」ことを意識したかかわり＞
考えを一人にすべて話させるのでなく、他の人に
話の続きを考えさせたり、話させたりして、教室の
みんなで新しい見方や考え方を創り出していきた
い。本時では、まず正五角形の対称性について調べ、
各頂点から垂線を引けば線対称になること、頂点が
５つなので、対称の軸も 5 本あることを、意見をつ
なぎながら確認していく。次に正六角形について調
べる。そこでは、すでに規則性に着目して対称性を
見出している子がいると思われる。その気付きをヒ
ントを出させるなどして、全体に広げ、全員で規則
性を見つけ、それを説明したり、相手の考えを理解
しようと聞いたりする場を設けていく。

＜個の考えから全体の考えへ広げるかかわり＞
個人の考えやつぶやきなどが全体のものになるよ
う、広げたり、切り返したりしていく。また、子ど
もの発言を整理して板書に位置づけ、全体交流の方
向性がわかりやすくなるように心がける。そして、
子どもたちが自分の考えに自信をもち、発言したこ
とに満足感を得られるようネームプレートを効果的
に活用する。本時では、子どもたちの規則性に迫る
発言やつぶやき、規則性に関する根拠などをどんど
ん吹き出しにして、黒板に位置づけていく。子ども
の思考に寄り添いながら、課題意識を焦点化させて
いきたい。また、対称性(対称の軸や中心の有無など)
を表にして、規則性を視覚的に発見できるような板
書構成にしていく。

＜学べる日記(ふり返り)を通して＞
毎時間の授業の終わりには「学べる日記」をノー
トに記入する時間を設けている。書くことによって、
一日の学習内容と自分の思考過程を整理できると考
えた。そして、書いたことを全体で交流する。交流
の際には、教師がフィードバックをして、子どもた
ちの学習の価値づけをしていく。それにより、友だ
ちの意見を聞きたい、自分の考えを伝えたいという
思いを引き出し、伝え合いを生む土台を作ることが
できるのではないかと考えた。

本単元は、図形を重ねる、回すなどの操作をしたり、
弁別したりしながら、対称の軸や対称の中心、対応す ４．本時の主張
る点や辺などの性質を見出させていく。それを表現す
本時は、正多角形へと拡張し、活動を広げていく
る場を繰り返し設定することで、対称な図形の判断基
場面である。「だって」「～だから」など自分なりの
準が明確になる過程を実感させていく。また、身の回
根拠をもって説明する姿に期待したい。また、正五
りから対称図形を見つける活動を通して、図形のもつ
角形、正六角形…と取り上げていく中で、規則性に
美しさや日常生活に対称な形が用いられていること
着目し「もしも～」
「～だったら」のような言葉を使
を実感させる。本時では、正多角形の対称性(対称の軸
いながら対称性について「どんな○○でも言える」
の本数や対称の中心の有無)を調べる活動を通して、そ
という一般化を図っていきたい。一人一人が根拠を
こに規則性があることに気付かせたり、確かめたりし
もち、学習に向かうことができるように板書を工夫
ていく。その過程を通して、子どもたちは「他の正多
し、子どもたちの多様な考えを引き出したい。子ど
角形はどうなっているかな」という意識をもったり
もの気付きを教師が促し、広げ「確かめたい」
「調べ
「対称性にはきまりがありそうだ」と推測して考えた
たい」という子どもの意欲を引き出すような授業展
りしていくことができるだろう。
開にしていきたい。

５．単元の目標
・ 対称な図形の美しさに気づき、身の回りから対称な図形を見つけようとする。

（関心・意欲・態度）

・ 対称という観点から既習の図形を見直し、その性質をとらえて、図形に対する見方を深める。
（数学的な考え方）
・ 線対称、点対称な図形をかくことができる。

（技能）

・ 線対称、点対称な図形の意味や性質について理解する。

６．単元構成（１３時間扱い

（知識・理解）

本時１１/１３）
子どもの活動と意識の流れ

①
②

●アルファベットなどの特徴を調べる。
「ある」「なし」
クイズをしよう！

「ある」の形に共通していることは何だろう？
左右で同じ
形になって
いるよ。

上下で同
じ形もあ
る。

真ん中で折
るとぴった
り重なるよ。

折った形
が一緒だ
よ。

その他のアルファベットでも…

操作活動を通して、線対
称の特徴に気付かせ、身
の回りから線対称な形
を見つけることができ
るようにする。
【視点１】
漢字やアルファベット
を文字ではなく形とし
て着目させる。
【視点２】

○線対称、対称の軸→用語を知る。
「ある」の形には、
「対称の軸」があり、二つ折りに
すると、両側の部分がぴったり重なるんだね。
●身の回りから線対称な形を探す。
③

●対応する点、辺、角を調べる。
線対称な形の特徴を
調べよう。その１
線対称な形には、他にどんなきまりがあるだろう？
アルファベットでも…

合同な図形
だから…

辺の長さが
同じだ！

重なり合う角の大
きさも同じだよ

線対称な形では、対応する辺の長さ、角の大きさは同じなんだね。
④

●対応する点をつなぐ直線と対称軸との関係を調べる。
線対称な形の特徴を
調べよう。その２
折らなくても対称の軸は、見つけることができるかな？
半分のと
ころにな
るから…

対応する点をつな
いだ直線の半分の
ところだ

交わる点から対
応する点までの
長さが同じだ

アルファベットでも…

対応する頂点を結んで、垂直に交わった線を引けばいいんだね。
⑤

●線対称な図形を作図する。

線対称な形は、どのようにかけばよいのだろう？
半分に同じ形をか
けばいいんだな。

対応する頂点が決まれ
ば簡単にかけそうだ。

各頂点から対称の軸に垂直に交わる直線をひき、
長さが同じになるようにすればいいんだね。
●オリジナルの線対称をかいてみよう。

対応する点、辺や角のき
まりについて調べるこ
とを通して、線対称な図
形の性質に気付かせて
いく。
【視点１】
話し合いの中で図形の
構成要素を表す言葉
(角、辺、垂直など)を大
切に扱う。 【視点２】
折らないで対称の軸を
見つける方法はないか、
前時で見つけた性質を
用いながら、活動させて
いく。
【視点１】
対称軸の見つける方法
について、伝え合いの場
を設定する。 【視点２】
既習の線対称な図形の
性質をもとにしながら、
作図の方法を考えさせ
ていく。
【視点１】
作図に使った線対称な
図形の性質を明らかに
しながら、どこがわかれ
ば簡単に書けるのか考
えさせていく。
【視点２】

⑥

●形の特徴を捉え直す。
「ある」「なし」
クイズをしよう！

「ある」の形に共通していることは何だろう？
上と下を逆に
してももとと
同じ形だよ

逆さになるよう
にするとぴった
り重なるよ

その他のアルファベットでも…

１８０°回す
と重なるんだ

操作活動を通して、点対
称の特徴に気付かせ、身
の回りから点対称な形
を見つけることができ
るようにする。
【視点１】

○点対称、対称の中心→用語を知る。
「ある」の形は、１つの点のまわりに 180°回転させ
たとき、もとの図形にぴったり重なるんだね。
⑦

●身の回りから点対称な形を探す。
●対応する点、辺、角を調べる。
点対称な形の特徴を
調べよう。その１

対応する点、辺や角のき
まりについて調べるこ
とを通して、点対称な図
形の性質に気付かせて
いく。
【視点１】

点対称な形には、他にどんなきまりがあるだろう？
線対称のときは、対応する点や角、
辺があったから、点対称でも…

アルファベットでも…

線対称と似た
きまりだね

点対称な形では、対応する辺の長さ、角の大きさは同じなんだね。
⑧

●対応する点や辺と対称の中心との関係を調べる。
点対称な形の特徴を
調べよう。その２
対称の中心は、どのようにして見つけることができるかな？
線対称のときと同じように
対応する点を結べば…

アルファベットでも…

2 本の直線が交わると
ころに中心があるよ

対応する頂点を結んだ直線が交わったところを見つけるといいんだね。

⑨

●点対称な図形を作図する。
点対称な形は、どのようにかけばよいのだろう？
点対称な図形のき
まりを使えば…

線対称のように、対応する頂点
が決まれば簡単にかけそうだ。

●四角形や三角形の対称性を調べる。
今まで学習してきた形の対称性を調べよう！

根拠 を明確にし なが ら
話し合いをさせる。
【視点２】
既習の点対称な図形の
性質をもとにしながら、
作図の方法を考えさせ
ていく。
【視点１】
作図に使った点対称な
図形の性質を明らかに
しながら、どこがわかれ
ば簡単に書けるのか考
えさせていく。
【視点２】

各頂点から対称の中心を通る直線をひき、中心まで
の長さが同じになるようにすればいいんだね。
⑩

対称の中心を見つける
方法はないか、前時で見
つけた性質を用いなが
ら、活動させていく。
【視点１】

正のつく図形は対
称の軸が多いよ！

線対称・点対称の定義や
性質に立ち返りながら、
図をもとに説明させて
いく。
【視点１】

線対称な形や点対称な形かどうかわかったよ。他の図形でも対称な形を探してみたいな。

⑪
本

●正 n 角形の対称性を調べる。
正 n 角形の対称性を調べよう！

n=６だったら、調べなく
てもわかりそうだよ。

時
きまりが見えてきたよ。

どうしてこん
なきまりにな
るのかな？

正 n 角形は、すべ
て線対称になる。
対称の軸は、頂点と
同じ n 本になる。
ｎが偶数のとき点
対称になるんだね。

正 n 角形は、線対称であり、対称の軸は、頂点や辺の数と同じ
になり、その数が偶数の場合は、点対称になるんだね。
⑫
⑬

●力をつけるもんだいにチャレンジ！
●対称性を利用した図形パズル

規則性がわかるような
構造的な板書。
【視点２】

７．本時の目標
線対称や点対称の観点で正多角形を調べる活動を通して、対称の軸の本数の変化や対称の中心の有無には規
則性があることに気付き、正多角形についての理解を深めることができる。
(数学的な考え方)

８．本時の展開（１１/１３）
子どもの活動と意識の流れ
【前時まで】
対称性に着目して、既習の三角形や四角形を考察してきている。正三角形、正方形は対称の軸が多
いことに気付き、正多角形の対称性について興味を抱いている。
正ｎ角形の対称性を調べよう！

○前時のふりかえり
ｎ＝３だったら
正三角形

線対称：○
対称の軸：３本
点対称：×
正五角形はどうなって
いるのだろう？

各頂点から垂線を
引くと対称な軸に
なったよ。

ｎ＝４だったら
正方形
対称の軸はあるのかな？
増えるのかな？

n＝５だったら、どうなるかな？

三角形のときと求
め方が似ているよ。

正五角形

正五角形は、5 本の
対称の軸があるよ。

線対称
対称の軸
点対称
もう、調べなく
てもわかるよ。

正三角形
○
３
×

正方形は、1８0°回転さ
せると重なったよ。

180°回転させて
も重ならないよ。

各頂点から垂線を
引けば重なるよ。

正方形
○
４
○

正五角形
○
５
×

n＝６だったら、どうなるかな？
正六角形

・・・
・・・
・・・
・・・
きまりがあり
そうだよ。

対称の軸も６本にちがいな
い！だって、どれも頂点の数
と同じ数になっているよ。

正六角形も線対称になるん
じゃないかな。だって、すべ
て線対称になっているよ。
2 本の直線が交わると
ころに中心があったよ。

線対称：○
対称の軸：４本
点対称：○

次は、点対称になりそうだ
よ。だって、交互に「○」
「×」になっているよ。

やっぱり、対称の軸
は、6 本あったよ。

どうして、きまりが成り立っているのかな？
正多角形は、すべて角の大き
さ、辺の長さが等しいから、
すべて線対称になると思う。

奇数角形は、頂点から対称
の軸が出ている。偶数角形
は、頂点と辺から対称の

奇数角形だと、頂点の向かいが辺
になっているから、180°回転さ
せても点対称にならないのでは？

n＝７でも本当にそのきまりは成り立っているのかな？
正七角形
やっぱり、線対称に
もなるし、対称の軸
も 7 本あったよ。

正 n 角形は、すべ
て線対称になる。

対称の軸は、頂点と
同じ n 本になる。

正七角形は、正五角形みたい
に、頂点の向かいが辺になっ
ているはずだ。だから、点対
称な図形にはならないよ。

n が奇数だったら、点
対称にはならない。

n が偶数だったら、
点対称にはなる。

正 n 角形は、線対称であり、対称の軸は、頂点や辺の数と
同じになる。その数が偶数の場合は、点対称になる。

○学べる日記

前時の活動や線対
称・点対称の定義、性
質に立ち返りながら、
図をもとに説明させて
いく。
【視点１】

すでに規則性を見出
している子にヒントを
出させながら、規則性
を見つけ、それを説明
したり、理解しようと
聞いたりする場を設け
ていく。
【視点２】
なぜきまりが成り立
つのか、考えの根拠を
図と関連させて説明さ
せることで、話し合い
を深める。【視点２】

評価
対称の軸の本数の変
化や対称の中心の有
無に規則性があること
に気付き、理解を深め
ることができたか。

友達の意見を聞いてわ
かったことやなるほど
と思ったことを中心に
ふりかえらせる。
【視点２】

９．板書計画
６/１９

№○

ｎ＝３だったら

n＝４

奇数角形は、頂点から対
称の軸、偶数角形は、…。

各頂点から垂線
を引けばいい！

正ｎ角形の対称性を調べよう！

n＝５

n＝６

正五角形

正十角形、正九十九
角形でもこのきまり
が言えそうだ！！

正三角形

正方形

正六角形

線対称

○

○

○

○

対称の軸

３

４

５

６

7

点対称

×

○

×

○

×

頂点の数と同じに
なりそうだから

１ずつ増えている

正七角形

・・・

180 ° 回 転 さ○
せると重なる。

正 n 角形

○

n

偶数角形は、頂点の向かいが頂点！
辺の向かいが辺！180°回転させ
ても重なるから点対称だ！

n＝偶数なら○
n＝奇数なら×
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