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空間思考の育成に向けて

－多面体の構造と生成可能性の研究－

小野田 啓子

数学科

要約

児童・生徒の空間を把握する解析力・思考力の育成を図る教材の開発と指導方法の研究を目的として，多面体

の授業実践を行った結果，「模型の制作過程は立体の性質を発見的に学ぶことができる」，「模型を手にしていろい

ろな見方で観察をすること，およびコンピュータによる図表示は空間思考の育成に効果的である」という成果を

得た。教材として用いた折り紙による正三角形の板は立体に対する関心を高め，ビーズ球模型は立体の構造や形

の特徴を理解していく上で有効であり，かつ発展性のある教材である。

キーワード 模型制作（折り紙，ビーズ球） 模型観察 コンピュータシミュレーション

Ⅰ 研究の動機と目的

筆者は，堀部氏のビーズ球による立体模型制

作に興味をもち [1]，3年半位前から数学的な活

動の一環として模型作りに取り組んでいる。現

在までに，中学1年生の授業，学校や地域での

「算数・数学実験ブース」での制作指導等を行

ってきた[2]。ビーズ球を用いた立体模型作りは

，小学校就学前の子どもから大人まで幅広い年

齢層で制作が可能である。また，数学が苦手と

感じている子どもでも，制作に熱心に取り組む

ことができ，立体や図形の学習につながる教材

になるのではないかと考えている。

（図 1）にある 42 面模型（ビーズ 120 球模

型）は，準正多面体ではないが大円構造や対称

性があり，面が自然に閉じるのは何故なのか疑

問をもった。こうした立体模型の構造について

考えたことが，本研究を始めたきっかけである。

本研究は，具体的な模型や身近な題材を用い

て，児童・生徒の空間を把握する解析力・思考

力の育成を図る教材の開発と指導方法の研究を

目的とする。本研究で使われている「空間思考

」とは，空間図形および実空間の中の図形的な

数量関係を用いて，課題を解決するときに行う

解析的な思考と考える。

Ⅱ 研究の方法

狭間氏らは，小中高校生を対象に行った，空

間図形の問題解決に関する一次 (1998)，二次

(1999)調査結果から，児童・生徒の問題に対す

る反応を分析して，6 段階の発達的指標を抽出

した[3]。児童や生徒の空間思考の発達の段階を

把握するという点から，この実証的考察結果は

重要である。しかし，空間思考の発達につなが

る学習指導と，これらの発達的指標との関係に

ついては，十分な実践研究例があるとはいえな

い[4]。筆者は，実践研究について，空間学習を

より豊かにする広い視野からの蓄積が必要であ

ると考えている。

本研究では，生徒が立体模型作りの制作過程

を経験することや，模型を手にしていろいろな

見方で空間図形について調べる学習活動が，空

間思考の育成につながるかどうか検討を行って

いきたい。また，コンピュータによる図表示が，

具体的な模型操作と念頭操作に対して，それを

補完する役割を担うことができるかどうかにつ

いても検討を行いたい。

6 角形が大円上に並

んでいる

（図 1）42 面模型
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Ⅲ ビーズ球を用いた立体模型について

ビーズ球を用いた立体模型は，ゴム紐を通し

たビーズを辺として多角形を作り，いろいろな

多角形を組み合わせて，発想次第でさまざまな

立体模型を作ることができる。空間図形（多面

体）の学習に用いた理由は次の通りである。

① 制作にあたって立体の面の配置を明確に意

識することができる。

② 透明ビーズを使うと立体の構造が見やすい。

③ 通常は難しい制作途中に現れる立体の構造

を観察できる。

④ 辺となるビーズをゴム紐でつなぐため容易

に模型を変形させることができ，模型の中に

別の模型をはめ込み多面体の関係（双対性）

等を調べることができる。

⑤ 持ち運びや保管，制作の面白さなど，立体

に興味を持たせる題材として優れていると考

えた。

ただし，次のような点に注意をする必要があ

る。

⑥ ゴム紐で辺の役割をするビーズをつなぐた

め，構造に自由度があり，正多面体と準正多

面体以外の模型を制作するときには，面が正

多角形にならず，面も平面とはならない場合

がある。

Ⅳ 多面体の構造と生成可能性について

１ オイラーの多面体定理（必要条件）

穴の開いていない 3 次元多面体の頂点，面，

辺の数を v， f ， eで表すと，

2 efv ・・・(ⅰ)

という関係がある。これより，5 角形と 6 角形

を組み合わせて多面体を作るための条件を求め

る。5 角形 x 個と 6 角形 y 個で閉じた多面体が

できる条件は，１つの頂点に 3 つの面が集まる

とき，(ⅰ)より
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すなわち， 12x

よって，5 角形と 6 角形で閉じた多面体がで

きるためには，5 角形が 12 個必要である。

２ 多面体ができるための十分条件

１の条件を満たすものの中から，

実際に対称性の高い多面体ができ

るための十分条件を調べる。5 角形，

6 角形の配置については，5 角形と

5 角形の間に 6 角形が入るとき，5

角形の置き方は対称性から(図 2)

のように A，B，C のいずれかであ

る。以下，順次 5 角形と 6 角形の

間を離して配置を調べる。

① 正 12 面体

正 5 角形 12 個。6 角形はないの

で，(図 2)の場合ではないが，2

つの 5 角形が最も近くにある。

② 16 面模型

準正多面体ではない。

5 角形 12 個，6 角形 4 個。5 角

形は A の位置。ただし，この配

置が取れないところがある。

③ 準正 32 面体

（サッカーボール型）

正 5 角形 12 個，正 6 角形 20 個。

正 20 面体の切頂準正 32 面体で

あるので，閉じた対称性の高い

多面体になることは明らか。い

ろいろな大円構造がある。5 角

形は B の位置。

④ 42 面模型（以下準正多面体

ではない）

5 角形 12 個，6 角形 30 個。6 角

形が大円上に並んでいる。この

立体から 3 つの 6 角形の頂点が

１点に集まるところができる。5

角形は C の位置。

（図 4）16 面

A

BC

5角形

（図 2）

（図 3）正 12 面体

（図 5）準正 32 面体

（図 6）42 面
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⑤72 面模型

5 角形 12 個，6 角形 60 個。

この立体から 5 角形の頂点

の周りの尖角が目立つよう

になり，5 角形の部分が尖る

ような形になる。5 角形の位

置は，間に 6 角形が 2 つ入る

ため，A の位置は③と同じに

なるので，次の B の位置。

⑥92 面模型

5 角形 12 個，6 角形 80 個。6

角形 2 列の大円が④と同様

に 6 個できる。5 角形は C の

位置。

３ 多面体の構造と生成可

能性

以上のことから，5 角形と

6 角形を組み合わせて対称

性の高い穴の開いていない

凸型多面体ができる条件と，

生成可能性についてわかっ

たことは，次の通りである。

① 多面体を構成する 5角形

の数は 12 個。

② 面の数が 32

面以上で閉じた

対称性の高い多

面体を作るには，

(図 2)に示したよ

うに 6 角形を挟ん

だ 5 角形の位置を

順次変えて配置

を考えていけば

よい。この配置で大円構造ができる対称性のあ

る多面体ができる理由は， 5 角形 3 個を結んで

正三角形を作っていると見て，多面体内に正 20

面体構造ができることによる。この構造は，6

角形の数が増えたとき，3 つの 6 角形の頂点が

１点に集まるところがほぼ平面になると考えら

れることに注意すると，説明することができる。

〔準正 32 面体と 42 面模型の中の正 20 面体構造〕

Ⅴ 授業実践

１ 単 元

「空間図形－多面体－」

２ 単元設定の理由

空間図形を理解するためには，実際の模型

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重要である。さらに，

いろいろな材料や方法で模型を作る経験は，

空間図形を身近なものにとらえることにつな

がり，興味や関心，理解を深めるきっかけと

なるのではないかと考える。

そこで，多面体模型を用いて多面体の構造

やその中に現れる数量を調べる学習が，生徒

の空間思考の育成につながるのかどうか検討

を行いたいと思い，本単元を設定した。

３ 単元計画（全 12 時間）

次 項目 時間 学習内容

１ １．正多面体の定義と模型作り 2 正多面体の定義 折り紙による模型作り（正 4 面

体，正 8 面体，正 20 面体）

２．正多面体の模型作り 2 ビーズ球による模型作り（正 6 面体，正 12 面体）

（図 7）72 面

（図 8）92 面



4

３．正多面体の種類 2 立体ができるための条件

正多面体が 5 種類しかない理由，デカルトの定理

４．準正多面体の模型作り 2 準正多面体の定義と種類

準正 32 面体（サッカーボール型）制作

２ ５．多面体の性質 2 多面体がもつ諸数量を調べる

面・辺・頂点の間に成り立つ関係 オイラーの定理

双対性 多面体と準正多面体の関係

3D-GRAPES を用いたシミュレーション

３ ６．立体ができる理由と条件 ２ 5 角形と 6 角形で作れる立体の構造

オイラーの定理の活用

４ 授業実践の検証の方法

(1) 観点

多面体の形と面の配置の把握。辺，面，頂点

の数の理解。

(2) 生徒に毎回授業の感想を書いてもらい，学

習内容についての理解状況と，理解の変容を

読み取って調べる。

(3) 生徒が感想を書くときの留意点

授業をとおして発見したことわかったこと，

考えたことを書く。

５ 1 次 1 時間目・2 時間目の実践

(1) 本時のねらい

・正多面体の定義を理解する。折り紙で正三角

形の板を作り，それを用いて作ることができ

る多面体を考え，制作する。

・正三角形を使うと，正 4 面体，正 8 面体，正

20 面体ができることを見つける。

(2) 準備

・資料「折り紙の正三角形の板で多面体を作

る（説明書）」（＊説明書は最後に掲載）

・ワークシート（最後に感想を書く）

・折り紙（生徒）

(3) 展開

時間 指導内容 ○予想される生徒の学習活動

・予想される生徒の考え

★留意点・支援

◇評価方法

10 分

（ 小

テ ス

ト）

5 分

35 分

１．空間図形の

学習内容をふ

り返る。

２．多面体と正

多面体の定義

を説明する。

３．折り紙で正

三角形の板を

つくる。

○空間図形とよばれるもの，それらの間のいろ

いろな関係をふり返る。

○立体にはどのようなものがあるか考える。

・直方体，立方体，角柱がある。

・（正）多面体のイメージがわかない。

○配られた資料から作り方を読み取って，折り

紙で「正三角形の板」と「つぎ手」をつくる。

・図の説明では，途中からわからない。

★ことばが出ない場合

は，身の回りにあるもの

から例をあげる。

★イメージがわかない

ときは，立方体等を見せ

る。

★先ずひとりで考えて

作る時間をとる。わから

ない生徒がいる場合は，

正三角形でできている正多面体にはどんなものがあるか考えて作ってみよう。
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10 分

（ 小

テ ス

ト）

8 分

15 分

（ 8

班）

15 分

2 分

４．正三角形の

板をどのよう

につなぐこと

ができるか考

える。

５．どんな形の

正多面体がで

きたかグルー

プで話し合い

まとめる。

６．発表する。

６．学習をふり

返り，感想をま

とめる。

７．【課題】

正 4 面体，正 8

面体，正 20 面

体模型を作る。

・図をよく見ると，板が作れる。

○正三角形の板をつないでできる立体を考え

る。（ひとりの活動）

・４枚，６枚，８枚で立体ができる。

・どのようにつないだらよいのかわからない。

○５人のグループで，どのような立体が作れる

か自分の考えを伝え合い，疑問なども出し合う。

・1 種類だけでなく何種類か立体ができた。

・頂点は，１つ 2 つの面ではできない。3 つ以上

の面がないとできない。

・なぜ，６枚の立体は多面体といえないのだろ

う。→ひとつの頂点に集まる面の数が３枚と４

枚があり，すべて等しくない。

・ひとつの頂点のまわりに正三角形は，3 枚，4

枚，5枚おくことができる。これ以上 6枚，7枚

とおくと，へこみにない頂点が作れないから，

正三角形を使ってできる正多面体の種類は 3 種

類ではないか。

・なぜ 6 枚おくと頂点ができないかというと，

正三角形のひとつの内角は 60°で 6 枚あると

360°になり平面になってしまうから。

○制作や話し合いをふり返り，感想をまとめる。

できた生徒に聞く時間

をつくる。わかったら，

再び自分で作るよう声

をかける。

★立体を作れない生徒

が多いときには，多面体

の一つの頂点は何枚面

がないと作れないか確

認をする。

★できた立体の種類と，

出た意見や疑問をまと

めて発表できるように

話し合うよう助言する。

★発表内容をホワイト

ボードに簡潔に箇条書

きにまとめるよう助言

する。

◇制作をふり返り，自分

の考えを書いている。

(4) 授業の考察

生徒は，最初正三角形を組み合わせながら，

どのような多面体ができるか試していた。やが

て，ひとつの頂点に集まる面の数に注目して，

次のような結論にたどり着いた。

(ⅰ)面が３枚以上ないと頂点ができない。

(ⅱ)１つの頂点の周りに，面を３，４，５枚ま

でおくことができるので，このときに対応する

３種類の正多面体ができる。

ここで生徒のワークシートの記述から，生徒

の活動として抽出できたのは，正三角形を組み

合わせてできる立体について，正多面体以外の

ものも考え作っていることである。具体的なも

のを使って考えることにより，理解ができたと

感じていることもワークシートから読み取れ

る。（図 9）
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（図 9）

（図 10）生徒制作模型

６ １次 3 時間目・4 時間目の実践

(1) 本時のねらい

・ビーズ球にゴム紐を通す方法で正 6 面体と正

12 面体をつくる。

・模型の制作過程を観察したり，正 6 面体・正

12 面体模型を相互に観察したり組み合わせ

たりして，模型の形の特徴を見つける。

(2) 準備

・資料「ビーズ球による立体模型の作り方１，

２（説明書）」（＊説明書は最後に掲載）

・ビーズ，ゴム紐，はさみ，ビーズをいれる

もの（紙コップ）

・ワークシート（最後に感想を書く）

(3) 本時の展開

時間 指導内容 ○予想される生徒の学習活動

・予想される生徒の考え

★留意点・支援

◇評価方法

１．前時までの

学習内容をふ

り返る。

２．他に正多面

体となる立体

を考える。

３．正 6面体の

面の形は，正 4

○正三角形の面で作ることができる正多面体に

はどのようなものがあったか。

・正 4面体，正 8 面体，正 20面体。

・正 20 面体はまだ作っていない。

○どのような立体があるか考える。

・立方体。

・正 5角形でかこまれた多面体。

・正 6角形以上は？

○資料を見て正 6 面体をつくる。

・ビーズ 4個で１つの面ができる。

★正 20 面体がない生徒

には，完成した模型を見

せて作るようにいう。

★面の形が正三角形の

次は正何角形と考えて

いけばよいか。

★資料には，ゴム紐に 4

立方体模型を作ってみよう。でき上がりや，途中の形で気づいたことを書いて

おこう。
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角形であるこ

とをもとに模

型をつくる。

４．正 6面体模

型について気

づいたことを

発表する。

５．正 12 面体

模型をつくる。

６．正 12 面体

模型について

気づいたこと

を発表し合う。

７．学習をふり

返り，感想をま

とめる。

８．【課題】

正6面体と正12

面体の 2種類の

模型を完成さ

せておく。

・面と面をどうつなぐのかな。

○気づいたことをワークシートに書く。

○気づいたことを発言する。

・途中で 6個のビーズが円周上に並ぶ。

・見方によって立方体に見えたり，見えなかっ

たりする。

○正 6 面体模型の作り方をもとに，資料を見な

がら作る。

・形が変になってしまった。

・4 個や 6個で輪を作ってしまった。

○気づいたことを発言する。

・途中で 10 個ビーズが円周上に並ぶ。

・面対称な形をしている。

○制作や話し合いをふり返り，感想をまとめる。

個のビーズを通したら

輪をつくること，面のつ

なぎ方についての「原

則」だけを書いておく。

★形以外でも気づいた

ことがあったら，書くよ

うにいう。

★ビーズ球が三角形の

形にあつまるところで

ゴム紐を通し忘れない

よう注意する。5 個で輪

を作る。

★どうしても分からな

いところがある生徒は，

分かる生徒に聞いて作

る。

◇制作をふり返り，自分

の考えを書いている。

(4) ビーズ球による正６面体と正 12 面体模型

ビーズ球を用いて作った正 6 面体と正 12 面

体模型は（図 11）の通

りである。

（図 11）

正 6 面体は辺の数の 12 球で，正 12 面体は 30

球でできている。これを，制作途中の状態でみ

た状態が（図 12）の通りである。[5]

（図 12）

正 12 面体模型を作ろう。でき上がりや，途中の形で気づいたことを書いて

おこう。
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(5) 授業の考察

この授業のねらいは，ビーズ球を用いた立体

模型の制作と，ビーズ模型の観察から立体のど

のような特徴を見つけられるかということであ

る。ビーズ模型が周知のものではないことから，

模型制作に関する生徒の感想をいくつか掲載す

ることにした。

まず，ビーズ模型の観察から生徒が見つけた

ことについて考察を行う。

「ななめから見ると 6 角形になる」というの

は，正 6 面体の対角線の方向からみた場合であ

る。通常，立方体は面を下にして置くことしか

できない。しかし，ビーズ模型ではビーズが辺

の代わりで，頂点はビーズとビーズの間となる。

立方体の頂点には辺が 3 本集まるため，3 個の

ビーズを下にして置くと，頂点を下にして置く

ことと同じになる。そのように置くと，ビーズ

が正 6 角形の形に並んでいる様子を容易に観察

することができ，頂点方向から見たときの立体

の形に触れやすいということが生徒にとっては

新しい視点であったといえる。（（図 12）参照）

また，正 6 角形の大円ができるということは，

12球でできる正 6面体模型に内接する球の径は，

外の球の径と同じであるので，「中に同じ大きさ

の球を入れたらぴったりだった」ということに

なる。この関係は，小学生でも考えることがで

きることだと思う。今回の授業では各自の探究

課題にしたところ，生徒はワークシートで考察

を行っていた。（図 15）参照。

正 12 面体の場合も，正 10

角形の大円ができることは，

構造上の特徴として正 6 面

体の場合と同様である。生徒

にはまだそのような気づき

はないが，正多面体など対称

性の高い立体には，大円上に辺や面が並ぶなど

の特徴があり，非常に興味深いと思う。発展す

るが，正 8 面体模型では正四角形の大円ができ

る。大円ができることで，内接球の径を求める

ことができる。正 12 面体と正 8 面体の場合は，

中学 3年生位なら考えることができると思う。[5]

（図 16）

（図 14）の点線四角で囲まれた記述にあるよ

（図 15）

（図 16）

（図 14）

（図 13）

（図 14）
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うに，おそらく生徒は正 6 面体の中にビーズが

1 個入るということを見つけたことから，正 12

面体の中にぴったり入るのはどのようなものか

を調べたいという気持ちになったのではないか

と考える。なぜ正 6 面体を正 12 面体の中に入れ

たのか理由を聞くと，生徒は「何となく入れて

みました」という返答であった。その結果，な

ぜぴったりはいるのか，そのことから何かいえ

ることはないかというように思考が発展してい

った。

さらに，（図 14）の実線円で囲まれた記述に

あるように，面の個数と位置関係をとらえる観

察を行った。手前と向こう側の両方が見えるの

で，生徒にとって立体の構造が見やすく，対称

性も把握しやすいのではないかと考える。また，

ゴム紐でできているので，つぶしても元に戻せ

るため，生徒は模型を自在に押しつぶしたり，

広げたりして見やすい形に変形して調べたいこ

とを確認していた。（図 17）

また，今までとは違う生徒の観察内容として，

次の 2 つを挙げておく。

「入れられる球の大きさは，どのように変化し

ていくのかを調べられたらやってみたい。」

「1 筆で糸を通せるということが，とてもすご

いと思った。」

どちらも発展的な見方で模型を観察している。

次に，ある生徒の感想にあった記述であるが，

興味深いものがあった。

つまり，最初に正三角形の面があると，どのよ

うにすれば閉じた立体が作れるかという，方向

の定まった思考が主に働いたが，ビーズで 1 辺

ずつつないで面を作りながら制作をしていくと，

途中でできる形等予期しないことを発見してい

くことで，思考の内容が前とは異なっていたこ

とを書いている。ビーズ立体模型には，この生

徒にとって予測のできない発見的な内容がある

と感じているのではないだろうか。

次は，模型制作に関する生徒の感想である。

以上のような感想は，ほぼ全員の生徒が書いて

（図 18）

（図 19）

（図 17）
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いた内容である。今回の授業では，筆者が今ま

で行っていた，作り方を一段階ずつ教える指導

法を用いず，作り方を書いたプリントを作成し，

生徒はそれをみて考えながら作るようにした。

基本的に，筆者は質問に答えるだけにし，最初

から作り方について説明をしないようにして生

徒の活動の様子を観察した。生徒には，わから

ないことを相談しあって進めるようにと指示を

した。生徒の現状にもよるが中学生位であれば，

まず自分で考えさせる方が，最終的な達成感や

制作にともなう発見の機会や内容が増えるので

はないかと考える。

最後に，ある生徒の活動の様子が書かれてい

るワークシートを載せておく。（図 20）この生

徒は，数学への苦手意識をもっている生徒であ

るが，具体的な模型を使って立体の特徴を見つ

けていく活動がよく書かれている。また，この

生徒はこの後の「準正 32 面体はなぜできるの

か」という授業の時に，学級全員の理解を助け

るすばらしい活動を行っている。（後出）

７ 1 次 5 時間目・6 時間目の実践

(1) 本時のねらい

・立体ができるための条件を考えて，正多面体

が 5 種類であることを説明する。

・各頂点の不足角という考え方を用いて，多面

体に成り立つ角度の関係を調べ，デカルトの

定理を見つける。

(2) 準備

・正三角形，正方形の板またはフレーム

・ワークシート（最後に感想を書く）

（図 20）＊下線部筆者
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(3) 本時の展開

時間 指導内容 ○予想される生徒の学習活動

・予想される生徒の考え

★留意点・支援

◇評価方法

１．前時までの

学習内容をふ

り返る。

２．5 種類以外

に正多面体は

ないのか。

３．頂点ができ

るためには，最

低いくつの面

が必要か。

４．角数最小の

正三角形の場

合で考える。

５．正方形の場

合を考える。

６．正 5角形の

場合を考える。

７．正 6角形以

上の場合を考

える。

８．正多面体は

○正多面体にはどのようなものがあったか。

・正三角形の面でできているものが，正 4 面体，

正 8 面体，正 20 面体。

・正方形の面でできているものが，正 6面体（立

方体）。

・正 5 角形の面でできているものが，正 12面体。

○5 種類以外に正多面体はないのか。

・他にはない。

・他にもある。

・分からない。

○自分で作った模型をみて考える。

・3 つの面なら頂点ができる。

・1 つ，2つの面ではできない。

○正三角形が１つの頂点のまわりにいくつ集ま

ることができるか考える。（以下，各自ワークシ

ートに考えを書く。）

・図に書いて調べてみると，3つ，4つ，5つの

3 通りだけ。

・6 つ集まると頂点の周りの角の和が 360°で平

面になって頂点ができない。

・計算して考えると，5つまで。

○正方形が１つの頂点のまわりにいくつ集まる

ことができるか考える。

・3 つだけ。

○正 5 角形が１つの頂点のまわりにいくつ集ま

ることができるか考える。

・正 5角形の 1つの内角は 108°だから，3 つだ

け。

・正 6 角形では面が 3 つ集まると平面になって

頂点ができないので，立体は作れない。それ

以上の正多角形でも頂点ができない。

○今までの考察をまとめる。

★面がどんな形であっ

たかも確認する。

★予想をさせる。

★理由も合わせていう

ようにする。実際に平面

で示す。

★1 つの頂点のまわりに

正三角形が集まること

を確認する。

★それぞれ，正 4 面体，

正 8 面体，正 20 面体に

あたることを確認する。

★立方体にあたること

を確認する。

★正 5角形の 1つの内角

が 108°になることを確

認する。

★多面体は，１つの頂点

に集まる多角形の内角

の和が 360°より小さけ

れば構成できる。

正多面体はいくつできるのだろうか。
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5 種類だけにな

る。

８．頂点のまわ

りの平面角の

和が 360°より

どれだけ少な

いかを表す角

（不足角）の和

を求める。

９．みつけたこ

とは定理とな

っている。

９．学習をふり

返り，感想をま

とめる。

・正 4面体，正 6 面体，正 8 面体，正 12 面体，

正 20面体の 5つだけである。

○ワークシートに調べたことを書く。

・正多面体では，1つの頂点に集まる平面角の和

がすべて同じ。360°との差を求めて頂点の数

をかければ不足角の和が求められる。

・5 つの正多面体の場合で，不足角の和を求めて

みるとすべて 720°になる。

○授業の内容をふり返り，感想をまとめる。

★不足角は頂点の尖り

具合ととらえることが

できるなどのイメージ

をもたせる。

★どの多面体にも共通

して成り立つ事実をと

らえる。

★「頂点の不足角」は正

しくは「立体角の不足

角」であるが，ここでは

立体角の定義をあつか

わない。

◇学習内容をふり返り，

自分の考えを書いてい

る。

(4) 授業の考察

多くの生徒は，正多面体が 5 種類しかないと

いうことに驚いていた（図 21）。

一方，正多面体の定義を考えて，種類は少な

いのではないかと考えた生徒もいた。（図 22）

その理由を，今までの活動を活かして考える

ことで，もう一度立体ができる条件を思い出し，

自分のことばで説明することができたのではな

いかと思う。（図 23）（図 24）

この授業では，多面体の面が閉じる条件とし

て「各頂点の不足角の総和が一定（720°）」（デ

カルトの定理）ということをあつかった。

多面体の面がちょうど閉じるためには何か条

件があるのではないか，大きな直方体の展開図

をちょうど直方体になるように閉じたときと，

折り曲げすぎたり足りなかったりしたときには，

面が閉じないことを提示して考えることにした。

正多面体の全頂点のまわりの角についていえる事がら

〔デカルトの定理〕

多面体のすべての頂点の不足角の和は 8 直角

（720°）となる。

（図 22）

（図 23）

（図 24）
（図 21）
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生徒のワークシートで授業内容を示す。（図 25）

デカルトの定理につい

生徒もいたと思うが，立

どの生徒が興味をもった

体以外の立体でデカルト

調べたり，自主的な探

26）

８ 1 次 7 時間目・8 時

(1) 授業のねらい

・ビーズ球にゴム紐を通

（サッカーボール型）

・サッカーボール型準正

を理解し，準正多面体

(2) 準備

・ビーズ，ゴム紐，ワー

を書く）

(3) 授業の実際と考察
（図 26）
ては，難しいと感じる

体の不思議さにほとん

ようであった。正多面

の定理が成り立つのか

究の記録があった。(図

間目の実践

す方法で準正 32 面体

をつくる。

多面体の面の形と配置

の定義を明らかにする。

クシート（最後に感想

（図 25）
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はじめにサッカーボール模型を提示して，面

が正 5 角形と正 6 角形が規則正しく並んででき

ていることを確認した。サッカーボール型準正

多面体の制作は，ワークシートにかいた正 5 角

形と正 6 角形の配置の基本単位図と，出発点か

ら円を描くように周囲に面を作っていくように

という注意をして始めさせた。（図 27）

（図 27）

生徒は，正 6 面体や正 12 面体を作った経験か

ら，90 球（辺）の準正 32 面体を自力で作るこ

とができる生徒が多かった。わかる生徒にどん

どん聞いて，2 時間の予定が 1.3 時間位で次の

内容に入ることができる状態であった。また，

このような立体をだれが考えたのだろうという

ような，立体の生成を考える動機のような感想

が何人もみられた。(図 28）

（図 28）

また，実際に模型を作ることによって，サッ

カーボールが正 5 角形と正 6 角形でできている

ことや，どのように並んでいるのかはっきりと

わかったと書いている。（図 29）

さらに，生徒は作って気づいたことについて

は，次の授業に関係するようなことをあげてい

る。（図 30）

（図 29）

（図 30）

９ 2 次 9 時間目の実践

(1) 本時のねらい

・多面体の構成要素（面，辺，頂点）に関する数量を調べ，共通して成り立つ関係を明らかにする。

・オイラーの定理がいろいろな凸多面体に対して成り立つことを確かめる。

(2) 準備

・各自制作した立体模型

・ワークシート（最後に感想を書く）

(3) 本時の展開

時間 指導内容 ○予想される生徒の学習活動

・予想される生徒の考え

★留意点・支援

◇評価方法

１ ．

２．を

１．前時までの

学習内容をふ

○多面体ができるためにはどのような条件があ

ったか。

★角に関する条件を思

い出す。
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前 時

に 考

え ，

３ ．

４．を

課 題

と し

て お

く。

小 テ

ス ト

8 分

本 時

は ，

５ か

ら。

30 分

10 分

2 分

8 分

り返る。

２．多面体の構

成要素（面，辺，

頂点）の間に

は，共通して成

り立つことは

ないか。

３．面，辺，頂

点の数を調べ，

それらの間に

成り立つ関係

を見つける。

４．他に調べた

いことがあっ

たら表に書く。

５．調べたこと

を表にまとめ

る。

６．表からわか

ることをまと

める。

７．オイラーの

定理は他の多

面体でも成り

立つことのか。

８．穴のあいて

いない凸多面

体のオイラー

の定理を説明

・多面体のすべての頂点の不足角の和は 720°（デ

カルトの定理）。

○多面体の面，辺，頂点の間には何か関係がない

のか考える。

・頂点の角について成り立つ関係があったのだか

ら面や辺，頂点の間にも関係はありそうだ。

・面は辺と頂点でつながっているし，面，辺，頂

点の間には関係があるのではないか。

・分からない。

○自分で作った模型を使って数える。

○各自考える。

・1 つの頂点に集まる面の数はどうなっているか。

○黒板の表に生徒が調べた項目と内容を書く。

（生徒数名）

○分かったこと，および調べたことを発表する。

・（頂点の数）＋（面の数）－（辺の数）＝2

・正 6 面体と正 8面体，正 12 面体と正 20面体は，

辺の数が等しくて面と頂点の数が入れ替わっ

ている。

○他の多面体を使ってオイラーの定理が成り立

つか確かめる。

・三角錐でも成り立つか調べよう。

・三角柱でも成り立つか調べよう。

・多面体ならいつでも成り立つんだろうか。

○4 面体で説明してみよう。

・1 つの面だけのとき，頂点 3，面 1，辺 3 で，

efv  =1

・もう１つ面をつけると，頂点 4，面 2，辺 5 で，

★多面体について角以

外に共通に成り立つ関

係はないか生徒に考え

させ，出てこなければ

これらの関係について

予想をさせる。

★表の項目は空欄とし

生徒が調べる事柄を記

入する。

★何か調べている生徒

がいたら取り上げる。

★オイラーの定理や正

多面体の双対性などい

ろいろな関係がある。

★面，辺，頂点の数を

数えて関係を確かめ

る。

★穴のあいている多面

体などを考える生徒が

いたら確かめさせる。

★点，線分，面と変化

すると，図形の頂点，

辺，面の数が変化する

ことに注目する。

★面が増えると，頂点，

正多面体，準正多面体の面，辺，頂点のあいだにどんな関係が

あるか調べよう。
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する。

（注：８．は実際

の授業では扱わな

かった。興味のあ

る生徒への課題と

した。）

９．学習をふり

返り，感想をま

とめる。

efv  =1

・面の数を 3 に増やすと，頂点 4，面 3，辺 6 で，

efv  =1

・最後にもう 1 面加えて，面を閉じると面の数が

1 増えるだけで，頂点，辺の数は変わらない。

頂点 4，面 4，辺 6で， efv  =2

○4 角錐（他の多面体）で説明してみよう。

・同様に考えて，最後に面が閉じると efv  =2

○授業の内容をふり返り，感想をまとめる。

辺の数がどう変わるか

考えさせる。

★もう 1 つ各自多面体

を決めて定理を説明す

る。

◇学習内容をふり返

り，自分の考えを書い

ている。

(4) 授業の考察

多面体の諸数量の間には，何か関係があるの

ではないかという動機づけをもとに，調べられ

ることを表にまとめて考えた。

（図 31）

（図 31）から(図 33)は，同じ生徒のワークシ

ートの記述である。表にまとめた内容から気付

くことを書いている。(図 32)は多面体の形が球

に近づくという見方をしており，平面上の正多

角形と円の関係と比べている。(図 33)の学習感

想では，各多面体に共通する点を考えることで，

異なる立体が一つのものに見えてくるという

統一的な見方をしている。

（図 32）

（図 33）
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(図 34)

(図 34)は，デカルトの定理を利用して，不足

角の合計がどの立体でも 720°であることから，

辺の数の求め方を考えている。辺の数等が，一

通りだけでなくいろいろな方法で求められる

ことがおもしろいと感じている。

準正 32 面体（サッカーボール型）の正 5 角形

と正 6 角形の数と，頂点，辺の数を求める方法

にも，(図 35)のように既習事項を使って考えて

いる記述があった。

(図 35)

(図 36)
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（図 36）と(図 37)は同じ生徒のワークシート

である。面，頂点，辺の間の関係（オイラーの

定理）を予想し，それがどんな立体でも成り立

つのかを他の立体で調べている。このような活

動は，他の生徒のワークシートにもあった。

（図 38）の表にあるように，正多面体の面と

頂点の数の関係(双対性)に着目することは，生

徒には難しいことであった。正 8 面体と正 6 面

体は実際に模型を使って提示をして確かめたが，

理解を図るには，全部の立体についてコンピュ

ータを利用して視覚的に見やすく提示をするこ

とができればよかったと感じた。

(図 39)は生徒の感想の記述であるが，多面体

の諸量を調べて表にしてみることで，気づくこ

とがたくさんあり，表のようにまとめることが

役に立つことを感じている。生徒は，立体につ

いて若干の知識があったもの，全く考えたこと

がなかったもの両方いたが，立体の相互の関係

や規則性を，表をみて探す活動から，立体の性

質についていろいろな視点から考えていること

がわかる。

１０ 2 次 10 時間目の実践

(1) 本時のねらい

・準正多面体の一覧表を使って，準正多面体の

種類を確認する。その中のいくつかの例を使

って，正多面体との関係を考える。

・GRAPES[6]で作ったシミュレーションを用い

て，多面体の形の変化の様子を理解する。

・準正多面体は正多面体からできることをもと

に，準正 32 面体（サッカーボール型）の生

成理由を説明する。

(2) 準備

・準正多面体の一覧表，各自が作った模型

・3D-GRAPES[6]，GRAPES，パソコン，プロ

(図 37)

(図 38)

(図 39)



19

ジェクタ ・ワークシート（最後に感想を書く）

(3) 本時の展開

時間 指導内容 ○予想される生徒の学習活動

・予想される生徒の考え

★留意点・支援

◇評価方法

小 テ

スト 8

分

20 分

12 分

5 分

5 分

１．前時までの

学習内容をふ

り返る。

２．サッカーボ

ール型準正多

面体はなぜ立

体になるのだ

ろう。

３．正多面体の

変化シミュレ

ーションを見

る。

４．正多面体と

準正多面体の

関係を考える。

５．学習をふり

返り，感想をま

とめる。

・多面体ではオイラーの定理が成り立つ。

（頂点の数）＋（面の数）－（辺の数）＝2

・デカルトの定理も成り立つ。

すべての頂点の不足角の和は 720°

○サッカーボール型準正多面体は，なぜできるの

か考えてみる。（各自とグループでの話し合い）

・オイラーの定理が成り立つから。（デカルトの

定理も成り立つのでは。）

・5 角形と 6 角形をどう組合せれば面が閉じるの

かは分からない。

・球のように丸い形になるよう，5 角形と 6 角形

をおいていく。

・正 20 面体の形からサッカーボール型多面体が

できる。

○正 4 面体，正 6 面体，正 8 面体，正 12 面体の

頂点を切っていく様子を，PC を用いて観察す

る。

○正多面体の頂点を切ることで，どのような立体

ができるか考える。

・5 種類の正多面体の頂点を切ることで，それぞ

れ準正多面体を作ることができる。

・正多面体や準正多面体の頂点や辺の部分を切っ

て，準正多面体を作ることができる。

○準正多面体の一覧表で，もとの正多面体とそれ

から作られる準正多面体を確認する。

○授業の内容をふり返り，感想をまとめる。

★穴のあいていない凸

多面体ではいつでも成

り立つ。

★対称性が高い構造に

なるのはなぜか。

★正多面体の頂点を切

っていく様子のシミュ

レーションを GRAPES，

3D-GRAPES を使って提

示する。

★準正多面体の作り方

のひとつの方法を理解

する。

◇学習内容をふり返

り，自分の考えを書い

ている。

サッカーボール型準正多面体（準正 32 面体）は，なぜ立体になるのだろ

う。
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(4) 授業の考察

この授業では，実際の授業で２つの展開があっ

た。ひとつは(6)⑤(図 20)に示した生徒 N さんの

発言によって展開した例である。下の(図 40)にあ

るように，N さんは準正

32 面体サッカーボール

（ビーズ）模型に折り紙

で作った正20面体を入れ

てみた。（図41）Nさんは，

これを（図 42）のように

書いている。

この組み合わせた模型の説明に他の生徒は納

得し，確認のためのコンピュータを使ったシミ

ュレーションへと進んだ。(図 43)

この授業の内容を生徒がまとめたワークシートが（図 44）である。

（図 44）

(図 40)

（図 41）N さんの作った模型．正 5

角形と正 20 面体の頂点が一致している．
(図 43)

(図 42)
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もう一つの展開は，N さんのような模型を使

った提示方法が出なかったクラスの流れである。

（図 45）

（図 45）にあるように，球に近い形の正 20

面体とサッカーボールの頂点，面，辺の数を書

き出し，共通点をもとに何か関係がないか考え

ることにした。

（図 46）

（図 46）のように正 20 面体の頂点を削ると，

サッカーボールができるのではないかという生

徒からの発言をもとに，正 20 面体模型に線を

書き込み削るイメージを作り，コンピュータを

使ってシミュレーションを観察した。（図 45）

と（図 46）を書いた生徒の学習感想が（図 47）

である。

（図 47）

また別の生徒のワークシートが下の（図 48）

である。

（図 48）

（図 48）にあるような立体の変化の様子を，

コンピュータで観察をした。コンピュータを使

ったシミュレーションに対する生徒の感想を次

に載せる。（図 49）
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3D-GRAPES[6]を用いて示した，正 20 面体の頂

点が削れて準正 32 面体ができる様子は次の通

りである。

１１ 3 次 11・12 時間目の実践

本実践は，第 2 回竹早地区算数・数学授業研

究会（2010/01/16）で『関数的な見方を育む授

業』をテーマに公開された授業でもある。した

がって，関数的な見方に関わる授業のねらいも

設けられている。関数的な見方に関わる考察の

詳細は，竹早幼小中連携研究紀要に掲載されて

いる。[7]

(1) 本時のねらい

・正多面体でも準正多面体でもないビーズ球に

よる 5 角形と 6 角形からできる模型の構造を

調べることを通して，多角形の面の配置と立

体の形との対応関係を見つける。（関数的な見

方）

・5 角形と 6 角形でできる立体について，不思

議に思うことを調べるための準備をする。

・対称性の高い立体の構造と正多面体との関係

をとらえて（関数的な見方），立体の構造を大

局的につかむ力を養う。（空間図形の把握）

(2) 準備

・各自のサッカーボール模型（①番），42 面（②

番），72 面（③番），92 面（④番），

132 面（⑤番）模型 (図 51)

・実物投影機，プロジェクタ，スクリーン

・5 人ずつ 8 グループをつくる。

・ワークシート

(図 51) ビーズ模型①～⑤番

（図 50）

①番
②番

③番

④番

⑤番

(図 49)
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(3) 本時（11時間目）の展開

時間 指導内容 ○予想される生徒の学習活動

・予想される生徒の考え

★留意点・支援

◇評価方法

3 分

25 分

20 分

2 分

１．本時の課題

を提示する。

２．42 面，72

面模型等を

生徒に渡す。

サッカーボ

ールも含め

て 5 種類の立

体の特徴を

探す。

３．見つけた特

徴を確認す

る。

４．次の時間に

さらに調べ

たいことを

確認する。

５．学習をふり

返り，感想を

まとめる。

○立体を観察する。

・5 角形のまわりに 6 角形がある。

・5 角形がとなり合わない。

・5 角形と 6 角形の場所が違う。

・5 角形と 6角形の配置が違うと，違う立体がで

きる。

・5 角形の数は 12 個，6 角形はだんだん増えて

いく。（6角形の個数を数える。）

・5 角形のところがとがっている。

・5 角形を結ぶと三角形ができる。

・5 角形を真上から見ると，立体の中に 5角形を

むすんで，さらに大きな 5 角形が見えてくる。

・5 角形を頂点とみて，正 20 面体の形になって

いる。

・5 角形，6角形の数と合計を調べると，5 種類

とも 5角形は 12 個。（下表参照）

・模型が①から⑤になるにつれて，だんだんと

がってくる。

・5 種類とも 5 角形を頂点とみて，正 20面体の

形になっている。

・5 角形と 6 角形の配置が違うとできる立体が違

う。

・5 角形の数はいつも 12個なのか。

・6 角形の数はもっと増やせるのか。

・6 角形の増え方のきまり。 等

○授業の内容をふり返り，感想をまとめる。

★前時までに学習した

ことを用いて考える。

★既習事項と関連づけ

て考えて，面の配置，面

の数，構造上のこと等，

視点をできるだけいろ

いろなところに向ける。

★生徒の 6角形の個数の

数え方に注目する。

★表にしてみる。

★理由を考えながら確

認をしていく。

★5 角形と 5 角形の１つ

の位置関係に対して，立

体の形が 1 つに決まる。

◇学習内容をふり返り，

自分の考えを書いてい

る。

立体の特徴を調べよう。
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◆立体模型の面数等について（生徒が調べたいと思う内容の予想）

5角形

の 配

置

6 角形

3 個，

斜め

6 角形

3 個，

縦

6 角形

4 個，

斜め

6 角形

4 個，

縦

6 角形

5 個，

斜め

6 角形

5 個，

縦

面数 32 42 72 92 132 162 212 252 312 362

5 角形 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6 角形 20 30 60 80 120 150 200 240 300 350

ﾋﾞｰｽﾞ 90 120 210 270 390 480 630 750 930 1080

ｺﾞﾑ cm 180 240 420 540 780 960 1260 1500 1860 2160

（ビーズの直径 1cm，全部 2 回ゴム紐を通す。）

(4) 授業実践の考察

ア．11 時間目の授業の内容

本時の展開「予想される生徒の考え」下線部

および（図 52）にあるように，各立体を比べる

と 5 角形と 6 角形の位置関係が違うことを，生

徒は「5－6－5」や「5－6－6－5」となっている

等，図や数の並び方で書き表していた。また，

面や頂点，辺の数に着目して特徴を見つけよう

としたり（図 53），5 角形の数がすべて 12 個で

あることから，立体の形の特徴について正 20 面

体との関係をとらえている生徒もいた（図 54）。

授業の最後にワークシートに書かせた，自分

（図 54）（図 52）

（図 53）
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が次の時間に調べていきたいことは，大きく分

けて「ⅰ.5 角形と 6 角形のおき方」「ⅱ.6 角形

の個数の変化の規則」，「ⅲ.5 角形が 12 個であ

る理由」であった。このうち，ⅰ.とⅱ.は関数

的な見方に関わり，ⅰ.とⅲ.は空間図形の把握

に関わる内容である。

イ．12 時間目の授業の内容

次の時間では，まずⅰ.について考察をした。

5 角形と 6 角形の図を地道にかき，おき方の規

則性を明らかにしていった。 これによってⅱ.

の 6 角形の増え方の規則性を発見し，個数を求

める式を考えた。6 角形の個数の求め方に規則

性があることを見つけた生徒は，次の場合は何

個になるということを自主的に求めたり，等差

数列の和の考え方を用いて一般式を求める探究

へと自主的に発展させていった。（図 55）

ⅲ.については，11 時間目（公開授業）に生徒

が，実物投影機を使って立体の構造が正 20 面体

構造と同じになっているという説明をしたこと

を受けて，生徒の理解の状態を確認してから，

あらためて何故 5角形は 12個となるのかを考え

た。

前々時で見つけたオイラーの定理を使って，5

（図 55 ⅰ.とⅱ.に関する生徒の授業後の考察）

（図 54）の続き
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角形が12個である理由を多面体の性質から導く

ことができることを扱った。これについても，

他の多面体にあてはめたり，正三角形と正四角

形でできる立体の種類を考えるという考察に自

主的に取り組む様子がワークシートから分かる。

（図 56）（図 57）

（図 56 オイラーの式の活用）

ウ．空間図形の把握に関する考察

本授業は，ア．イ．の展開の前に，公開授業

を行わなかった他 3 クラスでは，『立体が閉じる

ための多角形の配置』を考えることを試みた。

『立体を設計してみよう』と生徒に投げかけ，

今までの学習内容をもとに，閉じた対称性の高

い立体となる面の配置を考えた。

まず，模型①番（サッカーボール）と②番を

各 5 人ずつの 8 班に渡し，2 つの違いと共通点

を探した。生徒は，5 角形と 6 角形の並び方が

違うことを見つけ，配置が違うと形が異なる②

番のような立体ができることを確認した。（図

58）

ここではまだ，なぜ立体になるのかは話題に

しない。次に，さらに違う配置を考えると，別

の立体ができるのかどうかを考えることにし，

生徒に可能な配置を考えさせた。そして，配置

の予想のあと，「実際に閉じた立体ができるのだ

ろうか？」生徒の考えを聞いてみると，あるク

ラスでは「立体ができる」が 1 名，「できない・

わからない」がその他の生徒であった。模型③

番～⑤番を提示してできることの確認を行った。

（図 58）の②番模型は多面体ではない。ビーズ

をゴム紐でつないでいるため，全体的に調整さ

れて閉じている。しかし，多角形の並びをみる

と高い対称性があり，それが自然に閉じるのは

何か理由がありそうである。そこで，なぜ面が

閉じて立体ができるのかを考えることにした。

（（図 58）の最後）

次に①番～⑤番の模型をみて，模型の特徴を

班ごとに調べて発表しあった。（図 59）（図 60）

（図 57 オイラーの式の活用）
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（図 59）（図 60）をみると，①番から⑤番の立

体に共通した特徴を見つけている。（（図 60）下

線部）（図 54）にある生徒のワークシートと同

じ発見を他の 3 クラスでもできた。

5 種類の立体に共通する正 20 面体の構造を

見つけることがで

きたことで，生徒

は既知の立体の構

造をもとに，これ

らの立体の構造を

考え始めた。5 角

（図 59）

（図 58）

②番

（図 60）
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形を結んで正三角形になるのはなぜか，6 角形

の個数はいくつかを図を書いて調べることに

した。（図 61）(図 62)上部

(図 61)のような活動から，(図 55)のような各自

の探究へと発展させていった。

また，5 角形が 12 個である理由を，「正 20 面

体の頂点に 5 角形がくるから」という観察に基

づく説明で終わらせてもよかったのかもしれな

いが，オイラーの定理から求められる条件であ

ることを説明してみた。(図 62)下部

これについては，式の計算と理解が進んだ生

徒には，十分納得のいく説明ではないかと感じ

た。

以下，この 2 時間の授業に対する生徒の感想

のうち示唆を読み取れるものをあげておく。

（図 61）

(図 62)

（全文）(図 63)

(図 64)

(図 66)

(図 65)
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Ⅵ まとめと考察

本研究の今年度の実践を通して，空間思考の

育成を図る教材の開発と指導方法について次の

ような成果を得ることができた。

(1) 立体模型の制作過程を経験することは，立

体ができるための面の個数等の条件を，体験

を通して発見的に学ぶことができる。（Ⅴ．５，

６，８より）

(2) 模型を手にしていろいろな見方で空間図

形について調べる学習活動は，立体の形と面

の配置の把握，辺，面，頂点の数の理解とい

う，空間図形に対する解析的な思考形成に有

効である。（Ⅴ．６，７，９，１０，１１より）

(3) コンピュータによる立体の形の変化の様

子を表すシミュレーションは，具体的な模型

操作と念頭操作を補完するものとして効果的

である。（Ⅴ．１０より）

(4) (1)(2)の指導方法に用いる立体模型とし

て，折り紙による正三角形の板は，簡単に手

に入る材料で手作りができ，でき上がりに各

自の創意工夫を活かすことができる等，立体

に対する理解を深め関心を高めるのに有効

である。ビーズ球とゴム紐による立体模型は，

材料そのものは教師が準備をする必要がある

が，制作する模型に必要なビーズの個数やゴ

ム紐の長さを生徒が考えるところから学習課

題になり，立体を構成する 1 辺 1 辺を意識し

て制作することができるなど，立体の構造や

形の特徴を理解していく上で発展性のある

教材である。

空間図形の理解に関して，模

型制作によって図形への興

味・関心がおこり，さらに模型

制作への意欲がおこることは，

筆者の今までの模型制作指導

の実践からも実感してきたこ

とである。これは，今回の実践

においても，生徒の授業感想か

ら確認することができた。

しかし，生徒の空間思考の育

成にいたるには，（図 68)の点破

線矢印に示す「興味・関心の高

まり」から「構造の解析的思考」

に進むための途中経過が必要

である。生徒にとって，この途

中経過の学習手段が不十分で

あると，解析的思考に進むこと

が困難である。

今回の実践では，解析的な思

(図 67)

空間図形

模型制作

観察

・具体物

・PC シミュレーション

興味・関心の

高まり

構造の解析的

思考

(図 68) 生徒の活動の流れ
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考を助ける活動として，具体的な模型を用いた

観察とコンピュータによるシミュレーションの

効果を検証した。以上から，

(5) 生徒の興味・関心を，空間図形の学習の中

で「空間思考」へと深めていくためには，そ

の途中経過を生徒が経験できるようにするこ

とが必要である。

Ⅶ 今後の課題

今年度は，模型を用いて空間図形の構造やそ

の中に現れる数量を調べる学習の指導計画を立

て，実践を行った。今年度の成果をもとに，今

後も模型制作とその空間思考に対する効果がよ

り具体的にわかる検証の方法を考えていきたい。

また，立体にかぎらず空間を把握する解析的

な思考の概念は，数学教育の中で育成していき

たい課題のひとつである。Ⅵ (5)にあげたよう

に，身のまわりで活用されている数学に着目し，

解析的な思考を助ける，コンピュータによる効

果的な図表示（シミュレーション）の可能性を

検討し，実践を行っていきたい。
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「正三角形の板」で多面体を作る

「正三角形の板」」を作ります。3 つの辺が全部 2 重になっていて，板の面積と全く同じ広さのポケッ

トのある三角形の板です。この三角形を「つなぎ手」でつないでいくと多面体の模型ができあがります。

【作り方】

① 二等分の折り目をつける。

② 「い」を基点に「あ」が二等分線の上にくるように

折る。

③ 「あ」「い」に沿って残りの部分を折り曲げる。

④ はじめに折った下側の部分を開く。

⑤ 「あ」を基点に「a」が「b」に重なるように折る。 ① ②

⑥ いちばん初めにつけた二等分線上の「c」と「d」が

合わさるように折る。

⑦ 左側を正三角形に折る。「う」の小さな角
かど

も折って

おく。

⑧ 「い」の角
かど

を，正三角形の半分のポケットに入れる。

はじめに折り目をつけておくと入れやすい。

⑨ 「正三角形の板」完成。

次は「つぎ手」を作ります。

1 正三角形の板を作った紙の 4 分の 1 の紙を用意する。

2 中央に折り目をつけて，これを軸に四方から角を折

ればでき上がり。

「つぎ手」を使って正三角形の板をつなぎ合わせる

とき，「つぎ手」の二等分線が，板のポケットのふち（正

三角形の辺）になるように入れるよう注意しましょう。

さて，正三角形をどのようにつないでいくと，どん

な形の多面体ができるでしょうか？

多面体の形を決めたら，のりを「つぎ手」の中央に

ほんの少し使って組み立てると，途中でくずれる心配

がありません。また，折り紙の色にも気を遣ってみま

しょう。1 色でもいいですが，形によっては 4 色や 2

色で作るとスッキリした感じになります。

考案は，折り紙研究家・笠原邦彦さん（東京・多摩市）。

説明文は，1980 年 8 月 17 日読売新聞・日曜版を参考。
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小球を用いた立体模型１

１ 12 球の模型（正 6 面体・立方体）

① ゴム紐にビーズが 4 個通ったら輪にして正方形の面を作

る。ビーズは正多角形の辺の中点にあると考える。

② 2 つ目の正方形は，「1」の位置にあるビーズから数える。

1，2，3，4 と片側に連続して 4 個ビーズを通し，最後の 4

個目のビーズに左右からゴム紐を通して，輪を作る。

③ 1 つの頂点に正方形の面が 3 枚集まっている。立体の頂点

は，3 個のビーズでかこまれた 3 角形の形の中心。

④ 3 個のビーズでかこまれた 3 角形の形ができたら，ゴム紐

を通す。

⑤ 輪にするときに 4 個ずつビーズが通っているよ

うにして，面を作っていく。

⑥ 正方形の面を 6 つ作り（ビーズ 12球），最後に

ビーズに 2回ずつゴム紐を通して完成。ゴム紐は，

まだしばらないでおいておく。

＊ 制作途中のビーズの並び方で，気づくことはありませんか？

＊ でき上がった形をいろいろな方向から見てみましょう。

12 球の小球模型

１ ２
３
４

１

２
３

４

１

２
３

４
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小球を用いた立体模型２

２ 30 球の模型（正 12 面体）

① ゴム紐にビーズを 5 個通したら，輪にして正 5 角形を作る。

② 2 つ目の正方形は，「1」の位

置にあるビーズから数える。1，

2，3，4，5 と片側に連続して 5

個ビーズを通し，最後の 5 個目

のビーズに左右からゴム紐を通

して，輪を作る。

③ 3 個のビーズでかこまれた 3 角

形の形ができたら，ゴム紐を通す。

④ 輪にするときに 5 個ずつビー

ズが通っているようにして，正 5

角形の面を作っていく。

⑤ 5 角形の輪を作るたびに，ゴム

紐の両端を引っ張ってゴム紐のたる

みをなくすようにする。（たるみがあ

ると，模型が崩れてきれいな形にな

らない。）

⑥ 正 5 角形の面を 12作り（ビーズ 30球），最後にビー

ズに 2 回ずつゴム紐を通して完成。ゴム紐は，まだし

ばらないでおいておく。

＊ ちょうど半分できたときのビーズの並び方で，

気づくことはありませんか？

＊ でき上がった形をいろいろな方向から見てみ

ましょう。

〔30球の実物模型の作り方の考案は，愛知県立春日井東高校 堀部和経先生〕

30 球の小球模型（和算の問題）
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