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第 95 回全国算数・数学教育研究（山梨）大会  中学校図形分科会 

 

空間図形の見方や考え方を育てる教材の開発と実践 

－回転リングの設計（平面図と立体の関係）・中学 1年生における実践－ 

 

小野田 啓子 

東京学芸大学附属竹早中学校 

 

１． はじめに 

 中学校における図形指導の目的は，私たちの生

活の場に存在する具体的な「形」を抽象化した「図

形」概念によって，直観と論理の相互作用を通し

て，数学的な見方や考え方を育成することにある

といえる．1 年生における空間図形では，観察や

操作，実験などの活動に基づく直観的な扱いを中

心に，図形の基本的な性質や構成について理解を

深めていく．さらに，基になる図形の性質を使っ

て，小学校では直観的に認めてきた図形の性質に

ついて論理的に考察し表現しようとする． 

 しかし，これらの空間図形に関する概念や性質

の理解は，それを問題解決の場面で活用すること

ができてはじめて十分に習得されるものでもある．

そのような場を指導の中に設けることに，十分な

配慮をする必要があるであろう． 

今回は，図形の性質を問題解決の場面で活用す

ることをねらいとした教材の授業実践と，その結

果についての考察を行いたい． 

 

(1) 空間図形の指導と本教材による授業の構想 

① 平面図形の学習との関連 

図形領域では，平面図形の学習において，図形

の性質を直観的な理解や操作活動を行いながら学

んできた．続く空間図形では，そうした活動に加

えて，平面図形からの類推によって，図形の性質

を生徒が考えたり導いたりする活動を心掛けた．

根拠を用いて図形の性質を説明することには，

徐々に取り組ませるように配慮した．例えば，小

学校においては直観的に理解した，直方体の面と

辺の垂直な関係について，直線と平面の垂直の定

義を使って説明させることは，根拠を基にして考

えて説明できるようにするために必要な経験であ

るが，生徒の問題意識がないとやっていることの

意味が理解できないと考えられる． 

② 回転する立体（カライドサイクル）について 

本時であつかう題材は，カライドサイクル 1）と

いう名前でも呼ばれている四面体を繋いで作った

回転する環状の立体である．展開図（６．資料 参

照）の連続した三角形を折って組み立てると，四

面体が稜（辺）によって繋がった蛇腹のような筒

になり，その稜の部分を蝶番のように動かすこと

ができる（図 1）． 

 

 

 

 

 

 

両端を繋ぎ合

わせると，1 つの

閉じたリングに

なる（図 2）．つ

なぎ目部分の柔

軟性によってリ

ングは動くこと

ができ，中心に 

向かって回転することができる立体となる．本時

で扱う回転の中心にすき間がなくなる状態も，理

論的には可能である．実際に模型を作り回転させ

ることができるかどうかは，材質の厚みと可歪性

に依存すると考えている．また，この立体は四面

体を繋ぐ綾（辺）に着目すると，1 つの辺に 4 つの

面が繋がっている特異辺があり，多面体の定義か

(図 2) ひし形 3 個の場合 

（図 1）四面体 6 個の場合の展開図を折って筒にした状態 
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らは除外されると解釈できる．2） 

③ 実践のねらい 

空間図形の特徴を把握するためには，先ず実物

を手にしていろいろな方向から眺めたり，調べた

りする等の活動が大切である．そして，その活動

においては，何に気をつけて観察をすればよいの

かを，教師が適切に指導していくことが大事であ

ろう．その上で，ひとつの方法として，生徒が問

題を解決するために，立体を表現する適切な方法

を使って，考察できるようにしたい． 

本教材を使って行った実践は，手元にあるひし

形 3 個の場合の回転リングの展開図とそれを組み

立てて作った立体を基にして，ひし形が 4 個で同

様に中心部にすき間がなく回る回転リングを作る

ことである．この課題設定自体については，多く

の生徒に強い動機付けが起こると考えられる． 

本実践のねらいは，実際の立体の観察，展開図，

投影図，見取図という全部を使って考えることに

より，立体の特徴や性質を調べることができるこ

とへの理解を深めることである．より直接的な言

い方をすると，空間図形で学んだ見方や考え方を，

立体図形の構造を理解するために活用することを

ねらいとしている．このような活用の場面を通し

て，空間図形についての基礎的な概念や性質につ

いての理解が深まり，それを使って空間図形の性

質を考えたり，判断したりしようとする態度が育

つのではないかと考える． 

２．単元計画 

空間図形 (23時間) 

学 習 項 目 時数 学 習 目 標 

１節 立体とその調べ方 〔6〕  

１ 空間図形と立体，立

体の分類 
1 

柱体，すい体，球などの基本的な立体をいろいろな見方で分類するこ

とを通して，立体を構成する「面」に着目する．空間図形と立体図形

の意味を理解し，立体の「面」に着目して多面体の概念と構成要素を

明らかにする． 

２ 正多面体の定義と種

類＊ 
2 

① フレーム教材を使って，正三角形で作ることができる立体は何種

類あるかを探す活動を通して，正多面体の特徴を見つけ，定義を

見出し理解する． 

② 正多面体は何種類あるかを，定義に基づいて考察し説明しようと

する．頂点ができる条件を見出し，不足角の概念を理解する 

３ 正多面体作りとその

性質＊ 
3 

正多面体の模型を作り，観察を通してその構造の理解を図る． 

① 折り紙三角形の板を使った立体を作る．（正 4,8,20面体制作冬休

み課題) 

② ビーズ球を使って立方体、正 12面体を作る．正 12面体の元にな

る和算の問題を原文で紹介し，模型の背景について知る． 

③ 模型を使って正多面体，多面体の特徴を調べて，多面体定理やデ

カルトの定理を帰納的に見出す． 

２節 空間にある図形 〔5〕  

１ 平面の決定 1 平面，直線，点の関係を理解し，平面の決定条件を見出す． 

２ 2直線，直線と平面の

位置関係 
1 

空間にある直線や平面の位置関係を身の周りの空間をもとにして調

べ，それらをまとめる．紙を折ったり，身近な例を考えたりすること

を通して，空間図形が活用されている場面への理解を深めるととも

に，平面から空間になったことで生じる関係を，論理的に理解する． 

３ 直線と平面の垂直，

点と平面の距離 
1 

直線と平面が交わる場合に，その交わる角度を，どのように決めるの

がよいかを考察する．直線と平面の垂直の定義と判断方法を明らかに

し，それを身近な空間図形において活用できるようにする．点と平面

間の距離を理解する． 

４ 2平面の位置関係，平

面と平面のなす角度 
1 

2平面の位置関係を調べ，それらをまとめる．平面と平面が交わる場

合の角度を，どのように決めるかを考察する．平面と平面が垂直であ
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るときの理解を深める．平行な２平面間の距離の意味を理解する． 

５ 面や直線が動いたと

きにできる立体 
1 

点や直線，面が動いたときにできる図形の概念を理解する．柱体や錐

体，回転体について理解し，その性質を調べる． 

３節 立体の表し方 〔4〕  

１ 展開図と立体 2 

立体ができるための辺についての条件を考慮して，各自任意の三角形

を底面とする三角錐の展開図をかき，その展開図を折って頂点から底

面に下した垂線の足の位置を見つけ，展開図における作図方法を考え

る．頂点の回転移動と，頂点の位置を平面に正射影したときにできる

直線との関係について理解する．正四面体の展開図を元に，正多角錐

の頂点からの垂足は，底面の正多角形の外接円の中心になることに気

付く． 

２ 投影図と立体 1 
立体を立面図，平面図，側面図に表わして，その特徴をよみ取り，立

体を平面に表す方法について理解を深める． 

３ 投影図と実際の線分

の長さ 
1 

正四面体，正四角錐をいろいろな方向から見た立面図，平面図の中の

線分の長さと，実際の立体のいろいろな部分の線分の長さとの関係を

考察し，実長を求める作図方法を考える． 

３節 立体の体積と表面    

積 
〔3〕  

１ 柱体，錐体の体積と

表面積 
1 

柱体と錐体の体積の関係や計量を実験や模型を使って確かめること

を通して理解する．表面積の求め方を理解する． 

２ 円すいの側面積・表

面積 
1 

円錐の展開図をかき，おうぎ形の弧の長さと面積の求め方を理解す

る． 

３ 球の表面積と体積 1 

実験や観察によって球の表面積や体積を求める公式を導き，それを使

って球の表面積や体積を求めることができる．球の体積の求め方を，

いろいろな方法で考えてみる． 

４節 図形の性質の利用 〔5〕  

１ ひし形が 4 個のすき

間がなく回転するカ

ライドサイクルの設

計 

4 

(本時

は③＊

＊) 

①②真上から見るとひし形が 3個（四面体が最低の個数 6個）の場合

の展開図を組み立てて，この立体の特徴を観察する．ひし形が 4

個（四面体が 8個）になった場合の展開図を予想してかいて，立

体を作り，条件を探る． 

③④真上から見てひし形が 3個の場合の，回転の中心部にすき間がな

く回転できるための条件を考える．平面図と，立体の中の実長と

の関係をつかみ，ひし形が 4個の場合のひし形の形を考える．立

体の特徴を平面に表して考えられることへの理解を深める． 

２ 立体の表面の 2 点間

の最短コース 
1 

直方体の表面にある 2 点間の最短のコースを考える．展開図をかい

て，実際に 2点間の長さが最短になるコースを測って調べる．展開図

と立体との対応関係と，実際の長さについて具体的な操作を通して理

解を深める． 

＊1 節の２と３は発展的な，または扱い方を工夫できる内容である．この内容は，今までの実践を元に

本単元に加えている． 

＊＊第 5 回竹早算数・数学授業研究会（平成 25 年 2 月 16 日（土））で研究授業として行ったものが③． 

 

３．授業実践 

本実践は，竹早中学校 1 年 ABCD 組の 4 クラス

（各クラス：男女各 20 名計 40 名）を対象に行っ

た．授業は一斉に始めず，（1）B 組，（2）A 組，

（3）D 組，（4）C 組の順番で，1 月から 2 月にか

けてそれぞれ時期を少しずつずらして行った．授

業で初めて取り上げる教材であったため，生徒の

反応を見ながら，授業の進め方について検討する

必要があったからである．結果として，大きく分

けると 3 つの異なる授業の流れとなった．それぞ

れの問題解決に対する授業の取り組み方は違った

が，最終的な課題の解決という目的は同じである．
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その流れについて，ビデオと録音の記録，及び生

徒による毎授業の記録ノートから，要点を挙げる． 

 

(1) 1年 B組の授業の流れ 

① 1時間目（12月冬休み前，2学期最後の授業） 

 真上から見るとひし形が 3 個（図 2）ですき間

がなく回転する回転リングの紹介．エッシャーの

図柄を描いた展開図を組み立てて，回転リングを

観察し，この立体の構造について気付くことや感

想をワークシートに書かせる． 

 回転リングに対する生徒の興味・関心は，どの

クラスも高かったので，「ひし形を 4 個に増やした

回転リングは作れないだろうか」と問いかけをす

ると，どのクラスも作ってみたいという動機づけ

は持つことができ，「ひし形 4 個で同様の回転リン

グを作る」という課題設定ができた． 

 ワークシート（WS）に，ひし形が 4 個になっ

たときの回転リングを上から見たときの形は，ど

のような形になると想像できるか，だいたいの形

を想像して描かせて回収する．作った回転リング

は各自持ち帰らせ，冬休み中に遊んでみることに

する． 

② 2時間目（1月 23日（水）） 

ⅰ）ひし形 3 個の場合で，中心のすき間があるも

のとないもの 4 種類の模型を，4 人ずつのグル

ープになって観察し，すき間があるものとない

ものでそれぞれの立体で違うところを調べさせ

る．（図 3） 

（図 3） 

（生徒の反応）→a．三角形の 1 辺の長さが違う． 

b．中心に集まる角の大きさが違う． 

c．回っているものはすべて二等辺三角形，回らな

いものは正三角形． 

ⅱ）回るものと回らないものの，ひし形の形にど

んな違いがあるかを教師から質問． 

（生徒の反応）→a．ひし形の形が細長くなると回

る． 

ⅲ）回るもののひし形の形と，回らないもののひ

し形の形とのちょうど境になるのは，目の前に

ある 4 つのものの中ではどの形か．（図 3） 

（生徒の反応）→a．3 つ目．（15 分） 

ⅳ）ひし形 4 個の場合の展開図を考えるために，

すき間がない 3 個の場合のひし形の形はどうい

う形をしているかを考えることを本時の問題と

する．（WS を配布） 

ⅴ）回転する立体の 3 つ目で，すき間がなくなる

とき，全体の形はどんな形になっているか． 

（生徒の反応）→a．正六角形． 

（その後，真上から見て正六角形になっている図

を描くために，実際の長さで見える辺はどこか

を考えさせて，その長さを使って図を描かせる．

前時にやった，視線に対して垂直な辺になって

いないと実際の長さには見えないという投影的

な見方を確認する．） 

ⅵ）ひし形の短い対角線の長さは，真上から見た

ときに実際の長さで見えることから，実測した

値を使って実物大の平面図をかく．（30 分） 

 

（図 4） 

ⅶ）対角線の長い方の長さが読み取れるところは

ないか教師が質問．（図 4） 

（生徒の反応）→ 考え中，発言なし． 

ⅷ）真上から見たときの，図の青い部分（正六角

形の 1 辺の部分）の長さは，この立体のどこの

長さになっているか教師が質問． 

（生徒の反応）→a．横の二等辺三角形の高さの 2

倍が，ひし形の長い方の対角線になっているか

ら，それを測って 2 倍すれば長い対角線の長さ
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がわかる． 

b．青い部分の長さは，横の二等辺三角形の高さ． 

（37 分） 

ⅸ）本時の問題に対してわかったことをことばと

図をかいてまとめる．（図 5）（44 分） 

 （図 5） 

③ 3時間目（1月 30日（水）4校時） 

（前時の復習） 

 昨日，すき間がなくなるようにするにはどうし

たらよいだろうと考えたら，ひし形の短い対角線

を長くすればよいという意見が出た．ひし形の形

を決めるには，対角線 2 本の長さを決めればよい

となった．2 本の対角線の長さの比が 1：2 となる

とき，ちょうどすき間がなく回転することがわか

った． 

ⅰ）ひし形 3 個のときのすき間がないという状態

は，立体がどういう状態になっているときかを

教師が質問． 

（生徒の反応）→a．合わさるところが真ん中． 

b．真ん中が，どちらにも突き出していない． 

ⅱ）すき間がなくなったとき，真上から見たとき

正六角形である理由を質問した． 

（生徒の反応）→（a．昨日やったことを繰り返す

内容のようなつぶやき．） 

ⅲ）すき間がないひし形 4 個のときの形を真上か

ら見た図は，どんな形になると予想するか質問． 

（生徒の反応）→a．八角形．（26 分） 

b．正方形．真ん中は，360°を 4 等分して 90°に

なるだろう．すると，二等辺三角形の形から外

側も 90°．（黒板で図を描いて説明）（30 分） 

c．正方形．ひし形を 2 つに分けた二等辺三角形の

底角が 45°になるように見えることを黒板で

説明）（36 分） 

ⅳ）ひし形 4 個のすき間がないときの平面図が，

八角形ではなくて正方形になることをまとめる．

ひし形の短い方の対角線の位置はわかるので，

長い方の対角線の長さはどこに出るか質問． 

（生徒の反応）→考え中，発言なし． 

ⅴ）3 個のときには，長い対角線の長さはどこに

現れたか質問． 

（生徒の反応）→a．まわり． 

ⅵ）長い方の対角線はまわりに現れるとしたら，

まわりってここだよね．まわりということは，

ここの 2 倍？（という教師の問いかけに対して） 

（生徒の反応）→a．おおー． 

b．本当だ． 

c．すごい． 

ⅶ）手元にある直角二等辺三角形の三角定規の辺

の長さを測ってもよい．または，正方形を描い

て長さを測ってもよい．ひし形の 2 本の対角線

の長さの比を測って調べる． 

（生徒の反応）→活動を始める．長さの比が出始

める．（40 分） 

a．10.7cm：15cm = 1：1.40 

b．3cm：4.2cm = 1：1.40 

ⅷ）4 つの場合のひし形の形を，真上から見た全

体の形，平面図から考えたことをまとめる．WS

に授業のまとめを書く． 

④ 4時間目（1月 31日（木）） 

ⅰ）ひし形 4 個の場合の立体を作ってみる． 

ⅱ）3D-GRAPES を使って描いた立体図で，ひし

形 3 個の場合と 4 個の場合のちょうどすき間が

ないときの状態を，立体を回転させていろいろ

な方向から見て今までの結果を確認する． 

（生徒の反応）→a．本当に側面の三角形の高さだ． 

b．真横から切って見ればいい． 

c．中心に向かう斜めになっている辺も，二等辺三

角形の高さだ． 

ⅲ）ひし形 5 個，6 個の場合も作れないのだろう

かという生徒の疑問に全員で考える． 

（生徒の反応）→a．ひし形 5 個だと星形になる．

6 個もできるのかな． 

b．ずっと作れるのか． 

c．作ってみたい． 

 

(2) 1年 A組の授業の流れ（D組もほぼ同様） 

① 1時間目（12月冬休み前，2学期最後の授業） 

 1 時間目の内容は，4 クラス全部が B 組の記述
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と同様の内容である．  

② 2時間目（1月 29日（火）） 

ⅰ）展開図の読み取りから入る． 

（生徒の反応）→a．ひし形 3 個は，展開図の横 3

つのひし形． 

b．展開図の縦 4 個の三角形は，四面体・三角錐の

4 つの面．（折って蛇腹にして確認）（11 分） 

ⅱ）ひし形を 4 個に増やすにはどうすればいいか

教師の質問． 

（生徒の反応）→a．ひし形を 1 個，横に増やせば

いい．（多数） 

ⅲ）ひし形 3 個の場合の展開図に，ひし形を追加

して組み立てて立体を作る．（展開図を描く時間

5 分位，確認 1 分位，製作時間 15 分位） 

（生徒の反応）→定規を使って展開図の線分を延

長して，横にひし形を 1 個追加する． 

ⅳ）できた立体について考える．  

（生徒の反応）→a．ひし形が 4 個になったけど，

何か違う．すき間がある． 

b．（ひし形）3 個のときが（中心部分の角度が）

120°なので，4 個のときはここを（中心部分に

向かっているひとつの内角部分）90°にすれば

いい．（図 6）（33 分） 

 

（図 6）板書記録 

ⅴ）ひし形の内角の角度について，展開図に戻っ

て調べる，確認する． 

（生徒の反応）→a．126°から 127° 

b．じゃあ，（4 個の場合の展開図では 90°より大

きい）96°位？ 

c．ひし形の短い方の対角線の長さを長くすれば，

すき間がなくなるのではないか． 

d．どこまで伸ばせばいいのか．少しずつ試す． 

e.（c の意見を受けて，短い対角線の長さの決め方

について）ここから(A)ここまで(B)測って，割る 2

する．（図 7）→（生徒の反応）「ああ」「なるほど」 

 
（図 7） 

ⅵ）ひし形を太くするというのは，いい方向性だ．

次の時間に，どれだけ太くすればいいのか 3 個

の場合のことを手掛かりにして考えてみよう． 

③ 3時間目（1月 30日（水）3校時） 

ⅰ）ひし形の短い方の対角線だけを動かしていく

ことを決める．（5 分） 

ⅱ）ひし形 3 個ですき間がないときの展開図の特

徴を調べて，そこからわかったことを使って 4

個の場合を探ると，教師が活動の方向をもって

いく． 

（生徒の反応）→展開図を調べる活動．（10 分位） 

a．ひし形の対角線短い方 3.1cm，長い方 6.2cmで，

対角線の長さの比が，1：2 （多数） 

b．三角形の角度が，63°と 53° 

c．短い対角線とひし形の 1 辺は等しくなかった．

つまり，三角形は正三角形ではなくて二等辺三

角形． 

d．ひし形の角度が 120°だったら，回らないのか

な？ 

ⅲ）ひし形の対角線の長さの比が 1：2 というのは，

すき間がなくなることと関係があるのかな？こ

れ以上，展開図を調べてわかるかな？立体から

わかることはないか，立体を見てみよう．すき

間がなくなるときはどうなるときか． 

（生徒の反応）→a．360°になるとき． 

b．辺と辺が（中で）かち合うとき．辺と辺が，真

ん中のところにきたとき．→多数「ああそうだ」 

ⅳ）横から見る見方も大事だ．どういうときにす

き間がなくなる？  

（生徒の反応）→a．頂点が飛び出ないとき．頂点

が出っ張っていない状態のとき．（22 分） 

ⅴ）そのときの立体の特徴は，何か気付くことは

ある？ 

（生徒の反応）→六角形になっている． 

ⅵ）わかることを確認する．すき間がなくなった

ときの立体の辺の位置関係等． 
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（生徒と明らかにしたこと）→a．横にある 3 本の

辺は机に垂直になっている． 

b．どちらにも出っ張らない 3 本の辺は，机に平行

で水平．（29 分） 

ⅶ）上から見たときの実際の長さで見える部分と

そうでないところを確認する． 

（生徒の反応）→a．ひし形の短い対角線 3 本は，

机に平行（水平）だから実長． 

b．ここが実長になっている．（側面の二等辺三角

形の高さを指す）→生徒「ああ，すげえ」多数 

c．（b を受けて）6 角形のまわりに辺の長さは，側

面の二等辺三角形の高さになっている． 

d．すると，6 角形の 6 辺の長さは，全部等しくな

っている． 

ⅷ）角度についても確認して，真上から見ると，

正三角形に見えて，全体は正六角形に見えるこ

とになる．今までをまとめる．短い対角線の長

さと側面の二等辺三角形の高さは等しい．そう

すると，短い対角線の長さと，長い対角線の長

さの比は，1：2 だね． 

（生徒の反応）→a．ああーそうだ．おおー． 

b．すごい． 

c．本当に理由があるの．（39 分） 

ⅸ）（ひし形の対角線の）1：2 という関係が出る

ことが，ちょうどすき間がなくなるための条件

だった，3 個の場合は． 

（生徒の反応）→これが，4 個になると．（42 分） 

ⅹ）明日は，これが 4 個の場合はどう見えるよう

になるかを考えよう．各自今日のまとめをして

くることが宿題． 

④ 4時間目（1月 31日（木）6校時） 

ⅰ）昨日の授業のまとめを振り返る．ひし形 3 個

の場合のちょうどすき間がなくなるときのひし

形の対角線の長さの比について． 

（生徒の反応）→改めて，ノートに各自まとめる．

互いに説明し合いながら，確認している．（23

分） 

ⅱ）ひし形 4 個の場合の解決に進む．立体は手元

にない，展開図から考えられるか．真上から見

たらどういう形に見えるか？ 

（生徒の反応）→a．八角形．（やや時間が経って） 

b．正方形．中心のここが 90°だから，ひし形は

対角が等しいから反対側も 90°になる．そうす

ると，ひし形の残りの角度は 180°でここも等

しいから 90°になり，そうすると繋がって外見

は正方形になる．（図 8）（32 分） 

    

（図 8）        （図 9） 

ⅲ）真上から見たとき，外見は正方形になること

がわかった．真上から見たときに実際の長さで

見えるのはどこの部分になるか． 

（生徒の反応）→a．この長さとこの長さとこの長

さとこの長さ（正方形の頂点から中心に向かう

斜めの辺を指す）（図 9） 

ⅳ）ここで，ひし形 4 個のすき間がない実際の立

体を実物投影機に映し出して確認する． 

（生徒の反応）→a．短い対角線の長さは，実長で

見える．すごい．本当だ． 

ⅴ）長い方の対角線の長さはどこに見えるか． 

（生徒の反応）→a．横を見てみたい． 

b．横の二等辺三角形の高さ，つまり正方形の辺だ． 

（40 分） 

ⅵ）ノートに正方形の図を描けば，ひし形の 2 本

の対角線の長さの比がわかる．描いて測って求

める． 

（生徒の反応）→a．2cm：2.8cm = 1：1.4 

b．2.6cm：3.7cm = 1：1.42 （他いろいろな数

値比は 1：1.4 になる様子） 

ⅶ）ひし形 4 個の場合のすき間なく回転するとき

の展開図のひし形の形がわかった．1：1.4 にな

ればよい． 

（生徒の反応）→ひし形 4 個で，回転するのがで

きた． 

（A 組は，2 時間目から 4 時間目の計 3 時間で解

決してしまったのでこれで終わる．） 

 

(3) 1年 D組の授業の流れ（A組とほぼ同様） 

① 1時間目（12月冬休み前，2学期最後の授業） 

 B 組の記述と同様の内容である．  
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② 2時間目（2月 7日（木）1校時） 

A 組の，②2 時間目（1 月 29 日（火））と同様の

流れで進む．授業記録ノートの記録を示す． 

ⅳ）できた立体について考える．  

（生徒の反応）→a．ひし形を太らせたい． 

（図 10） 

b．もし，ひし形を太らせすぎてもうまく回らなく

なってしまう．（図 11） 

（図 11） 

c．二人の意見を聞いて自分の考えを書いてみた．

（図 12） 

（図 12） 

③ 3時間目（2月 8日（金）3校時） 

 A 組 3 時間目（1 月 30 日（水）3 校時）のⅰ）

からⅶ）までを，同様の流れで進めた．板書記録

を示す（図 13）～（図 15）．（図 15）の問題「な

ぜすき間がなくなるときのひし形の対角線の比は

2：1 なのか」は次時へ持越し．考えてくることを

宿題にする． 

（図 13） 

（図 14） 

（図 15） 

④ 4時間目（2月 12日（火）5校時） 

 A 組の 3 時間目ⅷ）と 4 時間目ⅰ）にかけての

ところを行った．板書と図は記録ノートの記録を

示す． 

ⅰ）今日の課題（図 16）を確認して，すき間がな

くなっている状態の立体の特徴でわかっている

ことを確認し，2：1 となる理由を考えてきた人

を聞く． 

 

（図 16）本時の課題板書記録 

（生徒の反応）→発言なし （7 分） 

ⅱ）すき間がなくなった瞬間を真上から見た形が

なぜ正六角形になるのか．4 人グループになっ

て考える． 

（生徒の反応）→a．（辺の長さについて発言）回
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転させると，3 つの辺の長さが同じになるのが

わかるので，三角形は（上から見ると）正三角

形になるので，全体は正六角形になる．（25 分） 

b．（ひし形に注目，角度について発言）すべての

角度は 360°で，1 つの角度は 120°．（ひし形

1 つ分を）四角形と考えると，残りの角度は，

(360－120×2)÷2 =60 だから，六角形の 1 つの

内角は 120°ですべて等しい，辺も等しいから

正六角形．（図 17）（32 分） 

（図 17） 

ⅲ）この立体の平面図をかいてまとめる．（図 18） 

（48 分） 

 

（図 18）板書記録  

ⅳ)次の時間，ひし形が 4 個のときどう解決するか

考えましょう． 

⑤ 5時間目（2月 14日（木）1校時） 

ⅰ）問題を次のように設定する． 

「ひし形が 3 個の場合，真上から見た形が正六

角形に見えるとき，ひし形の対角線の長さにど

んなことがいえるのか」→これをやり取りしな

がら解決する．3D-GRAPES でも提示．（図 19） 

（生徒の反応）→立体を手に観察しながら調べる． 

立体を回転させながら調べる． 

a．さっき描いた線をくるくる回したとき，内側に

入った時の高さになる．（25 分） 

b．短い対角線＝側面の二等辺三角形の高さであり，

1：1+1=1：2 になる．（32 分）（図 20） 

 

（図 19）ひし形 3 個のとき側面の二等辺三角形の

高さを示す補助線 AM，OM を表示 

 

（図 20） 

ⅱ）結論を板書して確認する．「短い対角線と長い

対角線の長さの比は 1：2 となる」ことを出すの

にどんな図が役に立ったか． 

（生徒の反応）→a．投影図．平面図． 

ⅲ）カライドサイクル 4 個版を作るのに，やはり

平面図を作って考えてみる．ひし形 4 個場合の

平面図の概形を描く．（39 分）宿題にする． 

（生徒の反応）→a．予想図（図 21） 

（図 21） 

⑥ 6時間目（2月 15日（金）3校時） 

ⅰ）ひし形が 4 つの場合の平面図を確認する． 
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（生徒の反応）→a．正八角形になるという意見 

 

b．正方形になるという意見 

 

ⅱ）角度の説明から，正方形になるということを

共通理解する．正方形の 1 辺の長さはどこの実

長か．（図 24，図 25） 

（生徒の反応）→a．側面のひし形の対角線． 

ⅲ）A 組 2 時間目のⅱ）～ⅶ）（最後まで）を行う． 

 

（図 24）板書 

 

（図 25）板書記録 

 

(4) 1年 C組の授業の流れ 

① 1時間目（12月冬休み前，2学期最後の授業） 

 B 組の記述と同様の内容である．  

② 2時間目（2月 12日（火）4校時） 

（A 組と最初の授業の流れは同様であるため，

概要を記して，必要に応じて生徒の反応について

記述して行く．） 

回転する時にすき間がない真上から見るとひし

形が 3 個（四面体の個数 6 個）の場合のカライド

サイクルの展開図を組み立てて，立体の特徴を観

察する（図 2）．展開図と，組み立てた立体をもと

に，真上から見るとひし形が 4 個（四面体が 8 個）

のカライドサイクルを作るにはどうすればいいか

考える．（→展開図と立体の関係の把握）生徒の展

開図のひし形を 4 個に増やせばよいという考えを

もとに， 3 個の場合の展開図にひし形を 1 個かき

加えて，実際に立体を作ってみる．（図 26） 

できた立体は，中心部

にすき間ができてしま

い目的の形にはならな

い．4 個の場合で，ちょ

うどすき間がない立体

を作るにはどうしたら

よいかを考える． 

（生徒の反応）→ 

a．三角形の形を変える． 

b．すき間をうめるように三角形の形を変える． 

c．三角形の 1 辺の長さを長くする． 

d．真ん中に伸びるように，三角形の辺の長さを長

くする． 

e．長くしすぎると，ぶつかる． 

 

 生徒から「ひし形の短い方の対角線を長くする 

（ひし形を太くする）」

という意見がでるが，長

くしすぎると中心でぶ

つかって回らなくなる

のではないかという意

見も出て，どこまで長く

すればよいかが問題と

なる．少しずつ長さを変 

(図 26) すき間があるひし
形 4 個の場合 

(図 27) ひし形 4個ですき
間が減った立体 

（図 22） 

（図 23） 
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えて調べるという意見に応えて，いくつかの例を

用意していた模型で観察し，考え方は正しそうだ

ということを確認して，次にどう調べていくかを

考えてくることにする．（図 27） 

③ 3時間目（2月 14日（木）2校時） 

ⅰ）カライドサイクルの中の空間をなくすために

は，どうすればよいか． 

〔生徒意見 1〕（図 26）の立体を使って，長い対角

線の長さは変えずに，短い対角線を中心まで伸

ばした時の長さを測る．短い対角線の長さを測

った長さに変えて展開図をかいて作ってみる．

（10 数名） 

〔生徒意見 2〕ひし形 3 個の場合のひし形の対角

線の長さを調べて，それを基に 4 個の場合を考

えてみる．（1 名） 

先ず，多かった〔生徒意見 1〕を試してみるこ

とにした．模型が動いて測れないので，数名がや

っていた定規で短い対角線を上から押さえて動か

ないようにして，測ることにした（図 28）．短い

対角線の長さは元は 3.1cm であったが，測った値

の 5.4±0.2cm に直して展開図をかく（図 29）．（生

徒展開図かきに約 20 分取り組む．）途中で時間に

なったので，次の時間までに各自作ってみること

にする． 

 

（図 28）出た測定値（記録ノートから） 

 

（図 29）短い対角線の長さ 5.4cm に変えた展開図 

 

④ 4時間目（2月 15日（金）5校時） 

 前の時間に考えた方法で

できた立体は，面同士が接

近して全く動かないものに

なってしまった．（図 30）

そこで，できているものを

調べてみようということに

なり，〔生徒意見 2〕をやっ 

てみることにする．ひし形が 3 個の場合で，すき

間がなくなるときのひし形の形を，展開図と立体

を観察して調べる． 

 

ⅰ）展開図を調べる．（図 31） 

ひし形の対角線の長さ，角度，辺の長さ等を調

べる．三角形は二等辺三角形で正三角形ではない

ことなどを，立体と行ったり来たりしながら確認

する．展開図のひし形の対角線の長さの比が 1：2

であることに気付くが，このとき何故すき間がな

い立体になるのかはわからない．そこで，次に立

体の観察に移る． 

 

（図 31）ひし形 3 個の展開図で調べたこと（板書

記録から） 

 

ⅱ）立体を調べる 

 ちょうどすき間がなくなるときというのは，立

体がどのような状態になるときか． 

（生徒の反応）→a．中心の角(かど)がどっちにも

出っ張っていないとき．（図 32） 

b．ちょうどひし形の角が真ん中にくるとき． 

c．（上を向いている）ひし形の短い対角線 3 本が

机に平行になっているとき． 

(図 30) ひし形の形を
変えて作った模型 
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d．（側面にある）ひし形の短い対角線の辺 3 本が，

机に垂直になっている． 

e．真上から見たとき側面が見えなくなる． 

f．真上から見ると立体が正六角形にみえる．（図

33） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょうどすき間がなくなるときの真上から見た

形が正六角形になることから，ひし形の形（2 本

の対角線の長さの関係）がわからないか，次の時

間に明らかにすることにする． 

⑤ 5時間目（2月 16日（土）2校時 研究授業） 

ⅰ）本時の課題「真上から見た形が正六角形であ

るとき，ひし形の 2 本の対角線の長さの関係は

どうなっているか」を板書．（図 34） 

（生徒の活動）→ 正六角形の形の平面図をかく． 

（図 34） 

ⅱ）真上から見たときに，ひし形の対角線の実際

の長さで見えるところはどこか．（図 35） 

（生徒の反応）→a．ひし形の凹んでいるところの

対角線（3 本を実物投影機で示す）（同じ考え 10

数名程度手を挙げる） 

理由は？→a．この辺は，机に平行だから．（よい

という考えの生徒手を挙げる） 

実際の長さに見えるときについてふり返る→コン

パスの棒を机に垂直・斜めに立てどういうとき

に実際の長さで見えるのか全員で復習． 

まとめる→短い対角線 3 本の長さは，机に平行だ

から，目線に垂直だから実際の長さに見える． 

ⅲ）では，ひし形の長い対角線の長さはどこに現

れているか，どうしたら知ることができるか． 

（生徒の反応）→a．発言なし 

b．平面図の頂点と頂点の間の距離ではいけない．

へこみがあるからだめ． 

ⅳ）聞き方を変えて，平面図の実際の長さで現れ

ている短い対角線 3 本以外の部分（辺）の長さ

は，何の長さか． 

（生徒の反応）→a．昨日展開図を調べて，短い対

角線と長い対角線の長さの比は，1：2 だったの

で，長い対角線の長さは，短い対角線の長さを

測って 2倍すればわかる．（3名同じ意見で発言） 

a の意見に対する吟味：ひし形 4 個の場合の展開

図はないので，短い対角線と長い対角線の関係

は展開図から調べることはできない．→ この

意見では，長い方の対角線の長さを知ることは

できない．（生徒了解） 

ⅴ）平面図の正六角形のまわりの 1 辺の長さは，

何の実際の長さが現れているか．立体を真上か

らだけでなく，横からとかいろんな方向から見

て考える． 

（生徒の反応）→a．真上から見ると正六角形に見

えるのだから，外側の 1 辺の長さは，この短い

対角線の実長なのではないかと思う． 

a の意見の確認：正六角形のまわりの 1 辺の長さ

は，短い対角線の長さと等しいが，その長さが

現れている訳ではない．「まわりの 1 辺の長さは，

どこの部分の実長が現れるのか？」と再度問い

かける． 

ⅵ）今までの復習として，すき間がなくなった瞬

間のカライドサイクルを真上から見たときの側

面の見え方について確認する． 

（生徒の反応）→a．すき間があるときは側面の二

等辺三角形は見える． 

b．すき間がなくなったときは，側面の二等辺三角

形は見えなくなる． 

ⅶ）このような場面は今までにもなかったか？ 

（生徒の反応）→a．あっ，正四面体． 

ⅷ）正四面体を 1 辺に平行な目線で見たとき，こ

の辺の長さは何の実長が現れていたか．（以前の

学習内容を振り返る） 

（生徒の反応）→a．正三角形の高さの部分（正四

面体の側面の正三角形を指して示す）（45 分） 

ふり返りと確認→1 辺に平行な目線で見たとき，

この 1 辺は机に垂直になっていて，側面は見え

ない．このとき，斜めになっているこの辺は，

(図 32) すき間がなくなる
ときを横から見る 

(図 33)すき間がなくなる
ときを真上から見る 
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側面の正三角形の高さが，ちょうど見た方向に

対して垂直な平面にあるから，その長さで見え

るんだった． 

ⅸ）それではもう一度，この立体を真上から見た

とき，正六角形のこのまわりの辺の長さは，ど

この実長が現れて見えるのか． 

（生徒の反応）→a．側面の二等辺三角形の高さ． 

（数名挙手で同じ考え） 

b．二等辺三角形の高さを立体に鉛筆で書き込む． 

c．（立体を使って）この立体を真上から見たとき

の正六角形の 1 辺の長さは，この辺が机に垂直

なので，側面の二等辺三角形の高さの実長が現

れている．（図 35） 

d．他生徒，自分の模型で側面部分を見て確認する． 

ⅹ）ひし形の長い対角線と短い対角線の関係につ

いてどういうことがいえるか． 

（生徒の反応）→a．ひし形は合同な二等辺三角形

が 2 つ組み合わさっているから，高さを 2 倍し

た長さが，長い対角線の長さになる． 

b．短い対角線の長さは，二等辺三角形の高さと等

しいから，短い対角線の長さは長い対角線の長

さの半分．つまり，短い対角線と長い対角線の

長さの比は，1：2 （図 36） 

 

（図 35） 

（図 36） 

ⅺ）この対角線の長さの関係は，展開図で測って

わかったのか． 

（生徒の反応）→a．立体のすき間がないときを真

上から見た図を描いた．（平面図） 

ⅻ）では，次に 4 つの場合はどのように調べたら

よいかを考えてきてください． 

⑥ 6時間目（2月 19日（火）3校時） 

 ひし形 4 個ですき間なく回るカライドサイクル

の展開図はどうやって考えたらよいか．4 個の場

合の立体の平面図を描いてきている生徒が多くい

たので，何人かに説明してもらう． 

ここからは，(3)1 年 D 組の⑥6 時間目（2 月 15

日（金）3 校時）の授業の流れと同様である．最

初に八角形の平面図を考えた生徒数名，正方形の

生徒も数名いて，説明を聞きあっているうちに，

最終的に正方形の平面図に修正していった． 

 

４．空間図形の見方や考え方に関する生徒の活動

と思考の見取り 

(1) 授業計画について 

 4 クラス共通の 1 時間目で，ひし形 4 個の場合

の回転リングを真上から見た図を予想させたのは，

真上から見るという視点をこちらから与えてしま

ったので，先走りであったのかと考えている．た

だ，この 1 時間目と，その後の 3 学期の授業との

間が空いており，1 時間目の予想を生かした授業

展開にはならなかったので，結果的に影響は少な

かった．1 時間目の予想を生かした展開もあった

と考える． 

 次に，クラスごとにふり返ってみる． 

〔B 組の展開〕 

① 回転リングのすき間があるなしについていろ

いろな形を提示し，すき間がない状態の形は特

別な条件を満たすものであることを，意識的に

示す． 

② すき間がない状態の全体の形に注目する質問

をして，正六角形という形から，ひし形の対角

線の長さと正六角形（平面図）との関係を考え

させて解決する． 

③ ひし形 4 個で，すき間がない回転リングの真

上から見た形を予想させる．平面図が正方形に

なり、対角線の長さがどこに現れるか考えて，4

個の場合の展開図のひし形の形を求めて課題を

解決する． 
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〔A，D 組の展開〕 

① 展開図と立体の相互の関係を調べて，立体の

構成を理解する． 

② ひし形 4 個ですき間がない回転リングを作り

たいので，先ずひし形を 4 個にするには展開図

をどうすればよいかを問う．展開図を予想して，

作ってみる． 

③ 予想通り，ひし形 4 個の回転リングになった

がすき間が開いてしまうので，次にこれをどう

やって解決したらよいか考える．生徒は，自発

的に問題点を解決するために考え始めた． 

④ ひし形の対角線の長さをどうやって決めれば

よいかという問題を解決するために，3 個の場

合の回転リングに戻って，真上から見ると六角

形になっているという特徴から，ひし形の対角

線の長さの条件 1：2 を明らかにする． 

⑤ ひし形 4 個の場合も，真上から見た形を予想

して，ひし形の対角線の長さの関係を求めて課

題を解決する． 

〔C 組の展開〕 

①，②，③は，A，D 組と同様に進む． 

④ 生徒の考えた方法にひとつずつ取り組む．最

初が，〔意見 1〕ひし形 4 個のときの短い対角線

のちょうどよい長さを測って展開図を描いて，

立体を作って試してみる． 

⑤ 〔意見 1〕はうまく行かなかったので，次に

〔意見 2〕（A，D 組の④）の方法を試みる． 

⑥ A，D 組⑤と同様に，ひし形 4 個の場合も真

上から見た形で対角線の長さを求めて，課題を

解決する． 

 

 （1）B 組の展開は，授業の事前検討をした時に，

回転リングですき間がなく回ることができる形し

か生徒は知らないので，すき間がない形が特別な

ものだということが，わからないのではないか，

いろいろな形のものに触れ観察できる機会が必要

ではないかという意見があり，試みた．しかし，

今回の場合，いろいろな形が問題解決の壁にも，

助けにならなかった．いきなり提示されたため，

生徒の問題意識と一致しなかったといえる．いろ

いろな形があるという事実に触れることはできた

が，問題の解決のためには，有効な問いかけには

ならなかった．原因は，少なくとも最初の場面で，

生徒から自然に出る疑問ではなかったことであろ

う． 

 B 組の場合は，問題の解決に要した時間は，2

時間目と 3 時間目の計 2 時間で最短であった．生

徒の思考を，教師の指示（質問）で決まった方向

に導いているといえる．解決過程では，それまで

に学習した立体の投影的な見方を使う方向に，生

徒を誘導した進め方であった． 

 B 組の 4 時間目は，具体的なイメージが捉えら

れなかった生徒がいるのではないかと考えて，コ

ンピュータを補助的に使うなどして，解決の過程

を振り返ることにした． 

 

 B 組の反省をもとに，次は，生徒から出てくる

考えを試みて，失敗したらまたそれを解決しなが

ら進める展開を取ろうと考えた． 

 （2）A，D 組の実践の中で，③ひし形 4 個です

き間が開いてしまう形に，初めて生徒は出会い，

この解決方法を考える段階で，そのままではうま

く行かないかもしれないが，生徒から非常に良い

考えが出た．しかし，④で教師の方から，生徒か

らは出てこなかった，ひし形 3 個の回転リングの

構造解析という方向を指示してしまった．ふり返

ってみると，非常に大きな反省点である．④での

教師からの探求の方向付けは，生徒にとって自然

ではなく，思考の繋がりを断ち切ってしまったと

思う． 

 

 そこで，（3）C 組であるが，④で生徒の多くが

合っていると予想した方法を試みてみることにし

た．うまく行かないという結果は，生徒にとって

意外であり，次どうしたらよいか困った．それで，

もうひとつの⑤ひし形 3 個の場合を詳しく調べて

みて，それを基に 4 個の場合を解決する方向に進

むことになった． 

 空間的な思考とは違うことで，一般的な問題解

決の考え方になるが，C 組で⑤の〔意見 2〕の支

持者は，最初 1 人であった．④の〔意見 1〕で解

決したと考える生徒が圧倒的多数であった．たと

え，④で解決できても，ひし形 5 個，6 個となっ

た場合はどうなるのか．この問題の背景にある理
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由（論理）はわからないので，次が解決できるか

どうかの保証はない．⑤のように，3 個の場合で

うまく行っている理由が，4 個の場合にもあては

まるのではないかと考えることが，この時期の生

徒たちには，まだ十分育っていないことがわかる． 

この問題の解決は，一般的な理由がわかると良い

という経験にも繋げられると思った． 

 話を戻して，⑤は C組の中の提案者 1名以外は，

④がうまく行かなかったため，他に出ていた方法

としてやってみることになったわけである．もし，

1 人も⑤のひし形 3 個の場合を調べてみようとい

う考えが出なかった場合は，教師の方から方向を

示してよいと思う． 

 

(2) 生徒の空間図形の見方・考え方についての見

取りと本実践の結論 

 授業においては，4 クラスで大きなところ，細

かなところ様々な違いがあった．しかし，授業を

振り返ってみると，どのクラスにも次の 2 つの共

通した生徒の見方や考え方があることがわかる． 

① ひし形 3 個ですき間がないときの立体の全体

の形が，上から見て正六角形であるということ． 

② 立体の展開図や，立体をいろいろな方向から

見て，その辺や形を関連付けて構造を把握しよ

うとすること． 

 

 ①については，３．(1)B 組②ⅴ)の，全体の形は

「どんな形」になっているかという問いかけに対

して，「正六角形」と出ている．同じく，３．(2)A

組③ⅴ)の，すき間がなくなるときの「立体の特徴」

は何か気付くことはあるかという問いかけに対し

て，「六角形になっている」という見方が出ている．

A 組では，上から見てという指示をしていないに

も関わらず，「特徴」という聞き方で上から見る見

方で六角形という形の特徴を捉えている．D 組は，

A 組と同様である．３．(4)C 組④ⅱ)f．の，「真上

から見ると，立体が正六角形に見える」も，立体

をある方向から見て，特徴ある形に注目する見方

は，生徒にとって自然に出てくるということを示

唆している． 

 次に，②については，B 組は指示的な進め方が

多かったが，生徒から出た考え方として，３．(1)

③ⅲ)すき間がないひし形 4 個のときの形を真上

から見た図の予想，ⅵ)平面図の正方形の 1 辺と立

体の側面の図形との関連付けがある．また，３．

(1)④ⅱ)b．「真横から切って見ればいい」も，生徒

から出た見方で，立体を切って切り口を考えるこ

とがわかりやすい場面があること，この立体がそ

のような対象となり得ることを示している． 

 A 組では，３．(2)②ⅰ)，ⅱ)，③ⅱ)で，展開図

と立体を行き来して，それぞれを対応付けて関係

を把握している．(2)③ⅲ)，ⅳ)，ⅴ)，ⅶ)，ⅷ)で，

立体をいろいろな方向から見て，立体の構造につ

いて把握することができている．(2)④ⅱ)，ⅲ)，

ⅳ)，ⅴ)で，B 組と同様に，すき間がないひし形 4

個のときの平面図の予想と立体との関係の把握を

している． 

 D 組では，A 組と同様の流れであったが，授業

が 2 時間多くかかっている．A 組と比べて，意見

が出るのに時間がかかったのと，授業の中で意見

を言う生徒が多くなかったので，何回も確認を行

いながら進んだためである．D 組では，３．(3)⑥

ⅱ)で，正方形の 1 辺の長さは，どこの実長かにつ

いて，側面のひし形の対角線という考え方が，予

想した平面図だけを見て出ている．その後，実際

の立体を見せて確認をした．（（図 24）黒板に実物

投影機で映した立体） 

 C 組も，３．(4)②，④ⅰ)，ⅱ)，⑤，⑥が，今

まで挙げてきた見方・考え方が出ているところで

ある． 

 

 以上のことから，①に関して，生徒は立体の特

徴や性質を調べるときに，特徴のある全体の形を

把握することができるといえる．この見方は，今

回の教材では，問題の解決に非常に有用であった

といえる．従って，指導する側は，立体全体の形

の特徴に気を付けて観察をするよう指導すること

が，大切であるといえる． 

 次に，②に関して，立体についての問題解決に

あたって，実際の立体の観察，展開図，投影的な

見方，見取図，立体を切断して見る見方を相互に

関連付けながら，立体の構造や性質を調べて行っ

ていることがわかる． 

本教材の回転リングは，立体を総合的に見て，
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解決をすることができる課題が設定できる教材で

ある．従って，空間図形の見方や考え方を育てる

教材として有意義であると考える． 

 

５．課題と今後の取り組み 

 立体に関する問題解決の道筋は，もちろん一定

ではないし，一般的といえるものも，はっきりし

ていないように思う．今回の実践の中で，A 組の

授業の３．(2)②ⅳ)できた立体がすき間があるもの

で目的のものと違う場面で，b．（太字下線付），ⅴ)c．

（太字下線付），③ⅴ)生徒反応（太字下線付）と

いう生徒の考えを探求させることで，問題の解決

に進めた可能性があったものを，②ⅵ)で教師が「3

個の場合を手がかりに考えてみよう」（太字下線付）

と方向を変えてしまっている．せっかく出てきた

生徒からの，「角度」，「対角線の長さ」，「全体の形」

に注目した考えを，その場で生かすことができな

かった．このような着眼点から進む解決の道筋に

も，立体の大切な見方や考え方があるかもしれな

い．いろいろな着眼点による解決方法も，考えて

みたいと思う． 

 もうひとつ，授業を行うとき注意すべきことで，

生徒に理解を深めさせる指導の姿勢としての反省

点であるが，C 組の授業の３．(4)⑤ⅳ)a．，ⅴ)a．

のように，生徒の発言内容が考え違いをしている

とき，先ず教師がそれに対して丁寧に答えてしま

っている．教師の方に難しい内容だという思いが

強いと，他の生徒もわからないだろうと考えて，

ついやりがちであったと思う．ここでは，他の生

徒に今の考えについて，みんなはどう思うかと聞

くべきであった．生徒に問い返して，考えさせる

ことが，生徒の思考を深めさせるために重要なこ

とであると反省する． 

 今後の研究への取り組みであるが，空間図形の

見方や考え方を育てる上で有意義な教材の研究は

その都度取り組んでいきたいと思う．大きな目標

は，生徒が空間図形を理解するときにどのような

ことに気を付けて観察をし，考えたらよいのかを

明らかにして，空間図形の指導に生かすことがで

きるようにすることである．中学校 3 年間のカリ

キュラムの中における位置づけについても，検討

をして行きたい． 

 

６．資料 

 

(1) ひし形が 3個のときのすき間がない場合の展開図 
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(2) ひし形が 4個の場合のすき間がない場合の展開図 

 

 

〔作り方〕 

① 太線部分と斜線部分を切り取る．太線外の「のりしろ」は残しておく． 

② 縦線は谷折りと山折りの両方，斜めの線は山折りの折り線をしっかりつける． 

③ 折り線がついたら，上下を蛇腹のように丸めて，上のひし形を下ののりしろ部分に，糊またはセロ

ハンテープで接着させる． 

④ 最後に，蛇腹の筒を輪にして右端ののりしろを左のすき間に入れて，接着させる．糊の場合は，完

全に乾くまで待つ． 

 

(3) 展開図の作成と提示した図について 

展開図は，コンピュータの描画ソフト等を使うと正確に手早く描くことができる．資料の図は，

GRAPES を使って，n の値を変えると自動的に描画されるようにして作成している．n の値は，ひし形

の個数である．また，授業で提示に使った立体は，3D-GRAPES で作成し，遠近法による歪みを無くし

ている．すき間がないときの立体をいろいろな角度から見たときの状態を，全員で確認するときに用い

ると有効であると考えた．今回は，クラスの状況によって最後の時間に平面図，側面の確認に提示した．

側面の二等辺三角形の高さを補助線で示して観察できたのは，生徒にとってわかりやすかったようであ

る．これは，最後に至るまでに実際の立体の十分な観察があり，考えてきた経過があったからこそ，コ

ンピュータの図形と実際の立体が結びついて理解を深めることができたと考える．理解を助ける補助的

な役割として，コンピュータの活用は有効であった． 

GRAPES，3D-GRAPES は，大阪教育大学附属高等学校の友田勝久先生が作成したフリーソフトで下記

の URL からダウンロードすることができる． 

http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~tomodak/grapes/index.html 
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(4) 授業後に生徒が作った作品 

 

〔生徒作品：左から，ひし形 4 個，5 個，6 個のそれぞれすきまがなく回転するカライドサイクル〕 
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