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第１学年  数学科学習指導案 
   

日  時 平成 30年 10 月 19 日（金）14：20～15：10 

                       生  徒 札幌市立羊丘中学校 １年２組  

（男子 15名 女子 17 名 計 32 名） 

                       授業教室 札幌市立白石中学校 ４階 １年２組教室 

                       授 業 者 札幌市立羊丘中学校 教諭 松浦 佳奈       

              （使用教科書 学校図書 中学校数学１） 

 

Ⅰ 単元名 「比例と反比例」 

 

Ⅱ 単元について 

 １ 指導内容の系統と単元観 

 関数は，動的な対象を考察する際に用いられる抽象的な概念であり，数学の世界はもとより，現実の世

界の事象における伴って変わる二つの数量の関係を捉える場面においても有効に機能する。現実の世界に

おいては，二つの数量の関係を捉えることができれば，その関係が成り立つ範囲において，変化や対応の

様子を把握したり，将来を予測したりすることが可能になる。 

小学校算数科では，第４学年から第６学年にかけて，変化の様子を表や式，折れ線グラフを用いて表し

たり，変化の特徴を読み取ったり，伴って変わる二つの数量を見出して，それらの関係に着目し，変化や

対応の特徴を考察したりしてきている。 

中学校数学科において第１学年では，これらの学習の上に立って，変域や比例定数を負の数まで拡張

し，具体的な事象の中から伴って変わる二つの数量を取り出して，その変化や対応の様子に着目し，関数

関係の意味を理解できるようにする。 

また，日常の事象の中には，厳密には比例，反比例ではないが，ある問題を解決するために比例や反比

例とみなして結論を得ることがある。二つの数量の関係を表やグラフで表し，その関係を理想化したり単

純化したりすることによって比例や反比例とみなし，それによって変化や対応の様子に着目して未知の状

況を予測できるようになるのである。 

  比例・反比例は汎用的な関数であるが，ここで培われた関数の概念が，今後，中学校で学ぶ１次関数や

２乗に比例する関数，さらに２次関数や三角関数，対数関数等に生かされるような指導を心掛けていきた

い。 

 

２ 生徒の実態と指導観 

 １年２組は明るく元気な学級で，自分の考えを表現することができる生徒が多い。例えば，分かったこ

とだけでなく分からないことも恥ずかしがらずに周りと共有することができる。しかしながら，数学に苦

手意識をもっている生徒も多く，授業内容によって集中力の持続に差がある。特に事象を捉えて，筋道を

立てて方法を考える問題など，形式的な操作では解決できない場合には，思考を止めてしまう生徒も多く

いる。 

 本時では，生徒が興味・関心をもてる内容を取り上げることで，解決への意欲を引き出していきたい。

また，日常の事象の数学化を通して解決することで，数学の有用性や必要性に気付かせたい。 

 

Ⅲ 単元の目標 

（１）二つの数量の関係を理想化や単純化したりして考えることで比例，反比例と見なし，変化や対応の様

子について予測しようとする。（数学への関心・意欲・態度） 

（２）比例，反比例を用いて具体的な事象をとらえ説明することができる。（数学的な見方や考え方） 

（３）比例，反比例を表，式，グラフなどで表すことができる。（数学的な技能） 

（４）関数関係の意味を理解し，比例，反比例について理解できる。 

（数量や図形などについての知識・理解） 
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Ⅳ 単元の指導計画と評価規準 

〔全 17 時間扱い〕 

次 本時の目標 
主な学習活動 

（主問題・学習課題） 

評価規準【評価の観点】 

おおむね満足できると判断されるもの 

1 
～2 

・関数の意味を理解することが

できる。 

・伴って変わる二つの数量の関

係を，変化や対応の様子から

捉えることができる。 

（ブラックボックスを使って操

作をする活動を通して）入力す

る数量と出力される数量には，

どのような関係があるのだろう

か。 

【知識・理解】 

関数，変数，変域の意味を理解

することができる 

【見方や考え方】 

伴って変わる二つの数量につい

て，変化や対応の様子に着目

し，関数関係といえるかどうか

を考えることができる。 

3 
～5 

・比例の定義を理解することが

できる。 

・表から比例定数を見出し，

y=ax の式で表すことができ

る。 

3m で 60g の針金があります。こ

の針金が 7m のときは何 gになり

ますか。 

また，この針金が xm のときの重

さを yg とするとき，y を x の式

で表しなさい。 

【知識・理解】 

比例，比例定数の意味や変化の

特徴を理解することができる。 
【技能】 
表から比例定数を見出し，y=ax
の式で表すことができる。 

6 

・座標の意味を理解することが

できる 

・平面上の点の座標を求めた

り，座標から点の位置を求め

たりすることができる。 

電話で座席の場所を知らせるた

めには，どのような情報が必要

だろうか。 

【知識・理解】 

座標の意味を理解することがで

きる 
【技能】 
平面上の点の座標を求めたり，

座標から点の位置を求めたりす

ることができる。 

7 
・y=ax のグラフをかくことがで

きる。 

y=2x のグラフはどのようにかく

ことができるだろうか。 

【技能】 
比例の式から表をつくり，比例

のグラフをかくことができる。 

8 

・比例の変化や対応の様子と関

連付けて，比例のグラフの特

徴を見出すことができる。 

比例定数とグラフの特徴にはど

のような関係があるのだろう

か。 

【関心・意欲・態度】 

比例のグラフに関心をもち，比

例定数を変えて調べたり，その

特徴を考えたりしようとしてい

る。 
【見方や考え方】 

比例定数と関連付けて，比例の

グラフの特徴を見出すことがで

きる。 

9 

・グラフから変化や対応の様

子，特徴を捉え，問題解決に

向けて考えることができる。 

兄と弟が同時に家を出発して，

駅までの 1200ｍの道のりを歩く

様子を表した二つのグラフがあ

ります。グラフから兄の歩く速

さを求めなさい。 

【見方や考え方】 

比例のグラフを利用して，問題

解決に向けて考えることができ

る。 

10 
本時 

・具体的な事象を理想化して比

例と見なすことで未知の状況

を予想し，比例を使って問題

を解決することができる。 

学年集会で伝言ゲームをしま

す。Ａチームは 103 人，Ｂチー

ムは 90 人で，ＡチームとＢチー

ムで伝える言葉で変えます。こ

の伝言ゲームの結果はどうなる

でしょうか。 

【見方や考え方】 

具体的な事象を理想化して比例

と見なし，問題解決に向けて考

えることができる。 
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11 
～

13 

・反比例の定義を理解すること

ができる。 

・表から比例定数を見出し，

x
ay の式で表すことができ

る。 

反比例の特徴はどのようなもの

だろうか。また，比例定数は対

応表のどの部分に表れるだろう

か。 

【知識・理解】 

反比例，比例定数の意味や変化

の特徴を理解することができ

る。 
【技能】 

表から比例定数を見出し，
x
ay

の式で表すことができる。 

14 

・
x
ay のグラフをかくことがで

きる。 

・反比例のグラフが双曲線にな

ることを理解することができ

る。 

反比例のグラフはどのような特

徴があるのだろうか。 

【知識・理解】 

反比例のグラフが双曲線になる

ことを理解することができる。 
【技能】 
反比例の式から表をつくり，反

比例のグラフをかくことができ

る。 

15 

・反比例の変化や対応の様子と

関連付けて，反比例のグラフ

の特徴を見出すことができ

る。 

比例定数とグラフにはどのよう

な関係があるのだろうか。 

【関心・意欲・態度】 

反比例のグラフに関心をもち，

比例定数を変えて調べたり，そ

の特徴を考えたりしようとして

いる。 
【見方や考え方】 

比例定数と関連付けて，反比例

のグラフの特徴を見出すことが

できる。 

16 

・ランドルト環に潜む関数関係

を見出し，未知の数量の調べ

方を考えることができる。 

ランドルト環において，伴って

変わる二つの数量にはどのよう

な関係があるのだろうか。 

【見方や考え方】 

身の回りにあるものについて，

数量の関係を見つけ，比例や反

比例を利用して問題解決に向け

て考えることができる。 

17 

・図形の中の伴って変わる二つ

の数量の関係について考える

ことができる。 

正方形 ABCD があります。点 P
は辺 AB 上を A から B まで動き

ます。AP の長さと△APD の面

積の関係はどのようになります

か。 

【見方や考え方】 

図形について，比例を利用して

問題解決に向けて考えることが

できる。 
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Ⅴ 本時の学習 

１ 本時の目標  

具体的な事象を理想化して比例と見なすことで未知の状況を予想し，比例を使って問題を解決すること

ができる。 

２ 本時の展開 

○指導過程と教師の働きかけ ・生徒の学習活動 ・留意点 ※評価 

１ 課題の把握 

 

 

 

 

 

２ 課題の追究 

 

 

 

 

 

 

○ルールを確認する（実験の条

件統制を徹底する） 

 

○実際に実験するよう促し，何

を目的にどのように実験をし

たらよいかを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

○実験の結果をもとに，２チー

ムの人数と時間の関係をそれ

ぞれ考察するよう促す。 

 

○根拠を明らかにし，ゲームの

結果を予想する。 

 

 

 

３ 課題の解決 

○全体で課題解決に向けた交流

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一人あたりにかかる時間が分かる 

と予想できる。 

・実験をすると予想できる。 

 

・ルールを確認する。 

 

 

・実際に実験をする。 

・人数分（または一人あたり）にか 

かる時間を調べるために，何人か 

で実際にタイムを計る。 

・A と B でかかる時間の違いを調べ 

るために，いくつかのグループに 

分かれてタイムを計る。 

 

 
 

・比例の考え方を用いて，表・式・ 

グラフなどを用いて考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（表やグラフから）人数と時間の 

間には比例の関係がありそうなの 

で，人数を○○倍すると時間も 

○○倍になってゲームの結果を予 

想できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生徒の発言の根拠から，人数

と時間の間に比例の関係が存在

しているという考えを引き出し

たい。 

 

 

 

・グループの人数は生徒に委ね

るが，一人あたりにかかる時

間は，少ない人数では計りに

くいことに気付かせたい。 

・実験後の見通しをもたせ，（一

人あたりにかかる時間）×

（伝える人数）で各チームに

かかる時間が見出せることに

気付かせたい。 

 

※比例の考え方を使って問題解

決を図ろうとしているか。 

 

・予想の結果は事象によって影

響される（多少の誤差が生じ

る）ことに気付かせる。 

・理想化・単純化を図って事象

を捉えるよう促す。 

 

 

 

【課題】ゲームの結果はどのようにすると予想できるのだろうか。 

【問題】学年集会で伝言ゲームをします。A チームは 103 人，B チ
ームは 90 人です。A チームの伝える言葉は「羊丘中学校，開校 50
周年」，B チームは「羊丘中学校，開校 50 周年おめでとうございま
す」にします。この伝言ゲームの結果はどうなるでしょうか。 
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３ 本時の学習と研究主題との関連について 

 比例と反比例は汎用的な関数と考えられるので、比例，反比例に関わる日常的な事象は数多くある。二つ

の数量の関係が比例，反比例であると理解（確認）できれば，二つの数量の変化や対応について様々な特徴

を捉え，分析したり未来を予想したりすることができる。また，とらえた特徴を表，式，グラフを用いて，

分かりやすく説明することもできる。 

本時では，ゲームの結果を予想するために，実際に実験（伝言ゲーム）をするという数学的活動を通して

課題解決を目指していく。その過程で事象（実験結果）の理想化・単純化を図り二つの数量を比例と捉えて

いく。実験結果の理想化・単純化を図り二つの数量を比例と捉えることは，数学的活動から本質的な数学の

学びに（本時のねらいの達成に向けて）生徒を引き込むことになり，研究主題でねらう『数学を学ぶことの

よさ』を実感する生徒の育成の具現化につながると考えている。活動に終始することなく，表，式，グラフ

など解決へのアプローチを選択し，人数を○○倍すると時間も○○倍になると考えることや，一人あたりに

かかる時間を求めて式をつくって結果を予想することが，比例の考えを用いて問題解決を図っていることへ

の気付きにつながり，今後の関数的な見方や考え方の育みにつながっていくと考えている。 

 

４ その他 

（１）板書計画 

 

 

 

（２）ワークシート（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○解決の過程をまとめる。 

・（式を作成）一人あたりにかかる 

時間は比例定数なので，式からゲ 

ームの結果を予想できる。 

 

 

 

 

 

 

・比例の考え方を使って問題解決を

図ることができた。 

 

【課題解決の姿】比例の考え方を使うと，ゲームの結果を予想す
ることができる。 

【問題解決の姿】A チームは 103 人で○○秒，B チームは 90 人で
△△秒と予想できるので，□チームが勝つと考えられる。 



伝言ゲームのルール
①代表さんは、お題が書いてあるカードを見て伝える言葉を確認する。 
②代表さんはストップウォッチをスタートしてから、先頭の人にお題を伝えます。 
③最後の人は回ってきたお題を大きな声で言ったら、代表さんはストップウォッチをストップします。

スタート

ストップ Aチーム 

Bチーム 

スタート

ストップ 

103人目

90人目



勝つのは     チーム(Aチーム:103人、Bチーム:90人) 
理由(考えた過程を明らかにしよう。説得力のある説明を意識してね‼)

Aチーム                                          Bチーム

伝言ゲームの結果を予想しよう

実験の記録

実験の考察


