
第１学年 数学科学習指導案 

日 時 令和４年１０月１２日（水） 

生 徒 岩見沢市立東光中学校  

１年Ｂ組 計３１名 

指導者 教諭 渡 部   賢 

１ 単元名 「比例と反比例」 

２ 生徒の実態 

 当該学級は、数学に興味を持ち、地道に考え活動しようとする生徒が多い。一方で、上位の生徒と下位の生

徒の理解の差が大きく、加法や減法では指を折って計算する、かけ算九九の表がないと計算が不安、という生

徒もみられる。理解の差は大きいものの、わからないところをお互いに教えあったり聞いたりすることで、助

け合いながら学習を進められる集団である。 

 ４月ＮＲＴの結果において、該当学年の「数と式」の領域の全国比はかなり低く、関数の領域はほぼ全国平

均並みであった。関数の式にｘの値を代入してｙの値を求めることや、グラフをかくことなどに躓くことが予

想され、丁寧な指導が求められる。 

 

３ 単元について 

（１）単元の系統性 

小学校では伴って変わる２つの数量の関係について、伴って

変わる２つの数量の関係を調べたり，変化の様子を折れ線グラ

フに表し，変化の特徴を読み取ったりすることや，身の回りから

伴って変わる２つの数量を見いだし，数量の関係を表，式，グラ

フに表し調べることなどを学んでいる。また、比例の関係の意味

や性質について理解するとともに，伴って変わる２つの数量や

それらの関係に着目し，変化や対応の特徴を見いだして，二つの

数量の関係を表や式，グラフを用いて考察する力が養われてい

る。 

 

 （２）単元観 

 学習指導要領において、第１学年では，数量の変化や対応に着目して関数関係を見いだし，その特徴を表，

式，グラフなどで考察する力を養う。「…は…の関数である」ことの意味を理解し，数量の関係の基本的なモ

デルとして小学校算数科で学習した比例，反比例を関数として捉え直す。そのために，一方の値が決まれば他

方の値が一つ決まるという見方や，変数と変域，座標などの概念について学習する。 

 小学校算数科では，比例，反比例を考察するときの変域は，負でない数であったが，中学校数学科では，こ

れを負の数を含む有理数まで拡張することで、小学校算数科において表，式，グラフのそれぞれで考察してい

た比例，反比例の特徴を，文字を用いた式により定義し，式に基づき比例，反比例の性質を一般的に考察する。 

関数関係の表現や処理には，表，式，グラフが用いられる。表，式，グラフについては小学校算数科におい

てもある程度まで学習されているが，中学校数学科では，特に，表，式，グラフの関連に着目しながら，比例，

反比例といった基本的な関数の特徴について理解を深める。 

 比例，反比例の活用については，比例，反比例を用いて具体的な事象を捉え説明する。そのために，具体的

な事象を式で表現して，それらが比例，反比例であるかどうかを判断したり，具体的な事象を比例，反比例と

みなすことによって問題を解決したりすることができるようにする。その際，判断の根拠や解法を他者に説明

することができるようにする。 

 本時では、問題やグラフの点から比例とみなし、それをもとに問題を解決できることの良さを実感させたい。

また、次時の内容である比例のグラフに表されていることを適切に読み取り、どのような量に対応しているか

を解釈する力を養う活動につなげたい。前時までに習得した比例に関する知識や技能を使って、問題を協同し

て主体的に解決していく態度と実践力を養っていく。 

 

４ 単元の目標 

（１）比例，反比例について理解し、表，式，グラフなどに表すことができる。 

（２）比例，反比例として捉えられる 2つの数量について，表，式，グラフなどを用いて調べ，それらの変化

や対応の特徴を見いだすことができる。また、比例，反比例を用いて具体的な事象を捉え考察し表現する

ことができる。 

（３）関数関係の意味や比例，反比例について考え、比例，反比例を活用した問題解決の過程を振り返って検

討しようとしている。  

小学校 

５年生 ２つの量の変わり方 

単位量あたりの大きさ 

５年生 文字を使った式 

比例と反比例 

中学校 

１年生 比例と反比例 

２年生 １次関数 

３年生 関数ｙ＝ax2 



５ 単元の指導計画 

 

節及び小節 主な学習内容 本時の目標 観点 

１節 関数

と比例・反

比例 

（２時間） 

 

プールの水が満水になる時間を予想

するためには、何がわかるとよいか？ 

関数の意味及び変域の意味と表し方

を理解している 
主・知 

シュレッダーA,B の箱がいっぱいに

なるまでに裁断できるコピー用紙の

枚数を求めよう。 

比例と反比例の意味を理解し，その関

係を式に表すことができる。 
知 

２節 比例

の性質と調

べ方 

（7時間） 

ｘの変域を負の数にひろげたとき、比

例定数が負の数の時も、比例の性質は

成り立つだろうか。 

x の変域や比例定数を負の数にひろ

げても，比例の性質が成り立つことを

理解している。 

主・知 

yが xに比例し， x＝－３，y＝１２

であるとき，比例の式を求めよう。 

yが xに比例するとき，1組の x，yの

値から，比例の式を求めることができ

る。 

知・思 

座標平面の点Ａの場所を示したい。ど

のように説明するとよいか。 

座標の意味や点の位置の表し方を理

解し，点の座標を求めたり，座標を平

面上の点で表したりすることができ

る。 

主・知 

y＝2xを例にして，変域を負の数にひ

ろげたときのグラフをかくには，どう

したらよいか。 

比例のグラフは，その式をみたす点の

集合であり，原点を通る 1つの直線で

あることを理解する。また，比例のグ

ラフの特徴を理解する。 

知 

比例定数が負の数の場合、グラフはど

のように変化するか。 

比例のグラフの特徴をもとに，グラフ

をかくことができる。 
知 

右のグラフから、

比例の式を求め

ましょう。 
比例の表，式，グラフを関連づけて理

解し、比例のグラフから式を求めるこ

とができる。 

知・思 

演習・確認テスト① 学習の習熟をはかる。 知・思 

３節 反比

例の性質と

調べ方 

（６時間） 

ｘの変域を負の数にひろげたとき、比

例定数が負の数の時も、反比例の性質

は成り立つだろうか。 

x の変域や比例定数を負の数にひろ

げても，反比例の性質が成り立つこと

を理解する。 

主・知 

yが xに反比例し， x＝－３，y＝６

であるとき，反比例の式を求めよう。 

yが xに反比例するとき，1組の x，y

の値から，反比例の式を求めることが

できる。 

知・思 

ｙ＝６/ｘのグラフをかきたい。なる

べく正確にかくにはどのように座標

を取ればよいか 

反比例のグラフは，その式をみたす点

の集合であり，なめらかな 2つの曲線

であることを理解している 

知 



比例定数が負の数の場合、グラフはど

のように変化するか。 

反比例のグラフの特徴を理解し，反比

例のグラフをかくことができる 
知 

ｙ＝a/xのグラフで、a の値をいろい

ろと変化させると、グラフはどのよう

に変化するだろうか。 

反比例の値の変化の特徴を理解して

いる。 
知 

右のグラフから

反比例の式を求

めましょう。 
反比例の表，式，グラフを関連づけて

理解する。また，反比例のグラフから

式を求めることができる。 

知・思 

４節 比例

と反比例の

利用 

（本時） 

ある車いすマラソン大会において、ハ

ーフマラソン（２１ｋｍ）が行われま

した。右の表は区間ごとの通過タイム

を表しています。Ａ選手、Ｂ選手のゴ

ールする時間を予想しましょう。 

身のまわりの問題で，関数の関係にあ

る数量を見いだし，その関係を比例と

みなして解決することができる。 

思 

４節 比例

と反比例の

利用 

（５時間） 

⑴の水そうｘとｙの関係を表すグラ

フを㋐～㋒から選び，その理由も説明

しなさい。 

 

 

身のまわりの問題を，比例のグラフを

利用して解決することができる。 
思 

ランドルト環の視力・切れ目の幅には

どのような関係があるかを探る 

身のまわりの問題で，関数の関係にあ

る数量を見いだし，その関係を反比例

とみなして解決することができる。 

思 

点Ａの座標が（１

０，１５）と分かっ

ている。図の点Ｐ

のｙ座標を答えな

さい。 

座標から比例、反比例のグラフの式を

求め、問題を解決することができる。 
知・思 

教科書Ｐ１５２活用の問題 

自転車の速さは，信号と信号の間の時

間に比例しますか，それとも反比例し

ますか。また，そのように判断した理

由を説明しなさい。 

身のまわりの問題を反比例を利用し

て解決することができる。 
主・思 

演習 

確認テスト② 
学習の習熟をはかる。 知・思 

 

  



６ 本時の目標 

 身のまわりの問題で，関数の関係にある数量を見いだし，その関係を比例とみなして解決することができる。

【思考・判断・表現】 

 

７．本時の展開 

教師の働きかけ（■） 生徒の学習活動（○） 留意点（◆） 評価（※） 

１．問題提示と課題の明確化 

 

 

 

 

 

■ 何を求める問題か確認し、本時の課題を考えさせる。 

○ 本時の課題は何か考える。 

 

 

 

２．個人思考・集団思考 

■ 今までに学んだことを使って、どのような方法でゴールする時間を予想で

きるか問いかける。 

○ 全体で確認する。 

・表から１ｋｍあたりの時間を計算すると予想できそうだ 

・時間ｘ分と道のりｙｋｍの値から、式が作れそうだ 

・グラフをかいたら予想できそうだ 

■ グラフについて、大まかな点のとり方を例示する。 

■ 個人で思考する時間を設定し、解き方や考え方をノートにまとめさせる。

内容はロイロノートで提出させ、思考を共有する。 

■ グループで考えを交流し深めさせる。 

○ 表や式、グラフなどから、Ａ、Ｂ選手のゴールの時間の予想やその求め方を

グループで交流する。 

・１ｋｍ当たりの時間を計算して、それを２１倍すると求められる 

・グラフの点を取り、直線で結んで、２１ｋｍの時の時間を読み取った 

・Ｂは途中で区間当たりの時間が一定ではなく、予想できなかった 

  

■ Ａが予想しやすく、Ｂが予想しにくかったのはなぜか、その理由を考えさ

せる。 

○ 自分の考えを明確にしてノートに記入する。全体で交流する。 

・Ａは比例していると考えて、式を作りやすかったから 

・Ａはグラフの点がほぼ直線上に並んでいるので、比例していると考えてゴー

ルの時間を予想しやすかった 

・どちらも正確には比例しているとはいえないので、本当にこのように予想し

ていいのかわからない 

 

３．振り返り 

■ 教科書の例題と比較させ、本時の学びを振り返らせる。 

○ 振り返りをロイロノートアンケートに記入する。 

・走った道のりはその時間に比例すると考えることで、ゴールの時間を予想す

ることができた 

・変化が一定でない場合は、ゴールする時間を予想することは難しかった 

 

 

 

 

 

 

◆資料提示１ 

車いすマラソン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆資料提示２ 

グラフの点の取り方 

 

 

◆自力でできそうか、

周りと相談しながら

取り組むかを確認し、

個人思考と集団思考

の時間を調整する。 

 

※ 身のまわりの問題

で，関数の関係にあ

る数量を見いだし，

その関係を比例と

みなして解決する

ことができる。【思】 

（観察・ロイロノー

ト）  

 

 

◆資料提示３ 

アンケート 

 

 

◆本時の学びからわか

ったことや、新たな疑

問などを振り返らせ

る。 

  

問題 ある車いすマラソン大会において、ハーフマラソン（２１ｋｍ）が行わ

れました。右の表は区間ごとの通過タイムを表しています。Ａ選手、Ｂ

選手のゴールする時間を予想しましょう。 

課題 選手がゴールする時間は、どのような方法で予想できるだろうか。 

課題解決の姿  

区間ごとにかかる時間を一定と仮定して考えることで、走った道のりは

走った時間に比例しているとみなして問題を解決できた 



８ 本時の評価 

区間ごとにかかる時間や直線のグラフを使って、走った道のりは走った時間に比例しているとみなして選手

のゴールする時間を予想できたか。 

 

９ 板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 資料  

（１）ワークシート①（Ｂ６） 

 

 
問題 ある車いすマラソン大会において、ハーフマラ

ソン（２１ｋｍ）が行われました。右の表は区

間ごとの通過タイムを表しています。Ａ選手、

Ｂ選手のゴールする時間を予想しましょう。 

 

 

 

 どうすれば予想できるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 

Ａ選手 分 秒 秒 

５ｋｍ 12分 31秒 751秒 

１０ｋｍ 25分 02秒 1502秒 

１５ｋｍ 37分 35秒 2255秒 

 

 

Ｂ選手  分 秒  秒 

５ｋｍ ８分 03秒 483秒 

１０ｋｍ 20分 59秒 1259秒 

１５ｋｍ 38分 05秒 2285秒 

 

課題  

選手がゴールする時間はどのよう

な方法で予想できるだろうか 

＜どうすれば予想できるか＞ 

・１ｋｍあたりの時間から 

・ｘｋｍあたりの道のりをｙｍとして 

 式を作る 

・グラフ上に点を取る 

＜ゴールする時間＞ 

A 選手 

52 分 30 秒 

 

B 選手 

 

深化 A が予想しやすく、B が予想しにく

かったのはなぜだろうか 

＜理由＞ 

・A は時間の変化が一定

だったから 

・A はグラフの点が直線

上に並んでいたから 

  

・B はばらつきが多く、１

ｋｍ当たりの時間が一定

にならない 

・B はグラフの点が直線

上に並んでいない 

整理 

A を比例とみなして考える

ことで、ゴールの時間を予

想できた 



（資料の続き） 

（２）ワークシート②（Ｂ５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）授業後の振り返り（ロイロノートアンケート）の記述（一部抜粋） 

 

①A選手が比例だと思っていたけど、5kmの秒数を 3倍したら 15kmの秒数になるはずだがやってみたら、違

くて驚いた。よくよく考えてみたら、秒数が比例してるなんて現実でありえないなと思った。 

②A選手は比例かと思っていたけどほぼ比例だと知った。B選手は求めるのが難しくて、理解するのに時間が

かかりました。まだ、求めづらい理由は、あまりわかりません。理解できるように頑張ります。 

③完璧比例していなくても比例のグラフを使えることが分かった 

④自分で問題を解いた時には A選手の時間しかわからなかったけれど、班で話したり、先生の説明を聞き、B

選手の時間についても理解することが出来た。次に似たような問題があった時には全部解けるようにした

い。 

⑤速さの予測などにもおおよその比例が使えることがわかった。スピードが一定だと、予測がしやすくて、

スピードにばらつきがあり一定じゃないと予測がしにくかった。普段の生活にも比例を活用できそうだっ

た。グラフを使うと予想がしやすかった 

⑥Aはグラフで、一直線になったからまぁまぁわかったけど、Bは一直線じゃないし、式も作れなかったか

ら、難しかった。もう一度家で復習したいと思った。 

⑦求めたい問題が比例していて通る点がわかれば、グラフを使って通る点全てを求められるとわかった。bは

どうやって求めるんですか？ 

⑧A選手は大体 54分くらいなのがわかったけど、B選手は結局何分なのか知りたい 

 

 

 

 

 


