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第 97 回 全国算数・数学教育研究（北海道）大会 

中学校における「割合」の指導について 

～割合の見方・考え方を育むことを目指した、第 1 学年「おうぎ形」の学習～ 

東京都中学校数学教育研究会 研究部 教育課程委員会 

１ はじめに 

(1) 本研究の動機とねらい 

割合の概念は、小学校算数で重要な指導内容の一つである。数の見方、計算の意味、数量関係の把

握など、さまざまな指導内容との関わりが深く、さらに、他教科の学習や日常生活においても割合の

表現がしばしば使われ、身近な生活場面で広く活用されているからである。一方、割合の指導につい

ては長年にわたって様々な研究が行われているが、今なお難しい。 

一般に、算数のほとんどの内容や考え方は、中学校や高校の数学で、異なる文脈内で抽象的かつ重

層的に学習されていく。割合は、比や百分率、歩合などが文字の式で扱われ、また、比例や 1 次関数、

相似、資料の活用などにも発展していく。しかし、中学校での割合の指導を振り返ると、関数におい

て重要な“変化の割合”や、“相似比”も、どちらかというと抽象的な割合であり、日常生活や社会

とつながりをもった基本的な割合はほとんど扱われていないのが現状である。つまり割合の素地的な

指導は小学校でひととおり完結されていると見なされ、中学校では抽象的な割合の立場での指導が中

心に行われているような実態がうかがわれる。 

本研究のねらいは、中学校での、どちらかというと抽象的な割合の指導を、 

○ 算数とのつながりを前提に、できるだけ具体性のある教材を用いて、適切でスムーズな接続が

図れるものにすること 

○ 算数教育で割合の概念の理解が不十分な生徒に、中学校の数学教育で再度、基礎的な割合の意

味や求め方を学ぶ機会を適宜与えられること 

○ 割合のよさや利用価値を知ることの学習経験を積むことによって、割合についての理解の深化

や、日常生活や社会の中で割合で表現したり考えたりする必要性を実感し得ること 

などを、中学校数学のさまざまな学習場面において取り上げることの提案である。 

(2) これまでの研究 

本委員会では、中学校の割合指導として、ここで目指すべきものは、 

主たる学習内容の指導があり、その理解促進を図るために割合の見方・考え方を効果的に

活用することで、主たる学習内容の学びが深まると同時に、割合の再学習が可能となり、

割合の見方・考え方のよさを感得できる 

授業の構築であると考えた。そこで、授業の構成を練るにあたり、数学的活動を位置付ける上では、

「方法」「内容」「目的」の３つの側面があることを踏まえて、本委員会では、割合指導の場面に限定

し、その活動を「内容」面で次の４つに分類した。 

① 割合の意味を知る活動    ② 割合を求める、割合で求める活動 

③ 割合を読みとる活動     ④ 割合を利用する活動 

(都中数教育課程委員会, 2013a) 
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平成 25 年度、本委員会ではこの分類に即していくつかの教材を作成し、第 95 回 全国算数・数学

教育研究（山梨）大会にて報告した(都中数教育課程委員会, 2013b)。その中から、③ 割合を読みと

る活動, ④ 割合を利用する活動として、第 2学年 1次関数の利用について授業実践を行い、ワー

クシートの分析を行った。その結果、割合でくらべなければならない状況、割合でなければ的確に表

現できない状況を意図的に設けることによって、生徒は問題場面から割合を読みとり、割合を利用し

て問題解決を図ろうとすることが知見として得られた(都中数教育課程委員会, 2014a)。 

そして、平成 26 年度より割合を直接的に用いる学習場面として「おうぎ形の弧の長さや面積を求

めること」を取り上げ、a / 360 の割合としての意味を考えさせ、「おうぎ形の弧の長さの求め方を理

解させること」を目標とした授業の検討を行っている(都中数教育課程委員会, 2014b / 2015)。 

２ おうぎ形についての学習の実態 

(1) 小学校での扱い 

円周の長さの求め方は小５、円の面積の求め

方は小６で学習する。この際、おうぎ形という

図形の名称は教科書に現れないが、直後の演習

問題から、2 分の 1 円や 4 分の 1 円が登場し、

まわりの長さや面積を求めることが行われる。

（例えば小５下 p.86・小６上 p.8） 

つまり、円を等分することによって面積や弧

の長さ（用語は未習）を求める活動は行われて

いる。しかし、「おうぎ形」という名称や「中心

角」といった用語も含め、おうぎ形について学

習するのは、中学校に入ってからのことである。 

(2) 中学校におけるおうぎ形の計量の学習状況 

次の問題は、平成 21 年 4 月の全国学力・学習

状況調査で出題されたものである。この問題の結果は表のとおりであり、正答率は 57.5%だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、埼玉県小・中学校学習状況調査（中２対象）では、平成 20 年度から継続的におうぎ形の計

量に関する問題が出題されている。例えば、平成 22 年度は次のような問題が出題され、埼玉県全体

の正答率は 42.0%だった。 

東京書籍(2011)『新しい算数』小５下 p.86 

東京書籍(2011)『新しい算数』小６上 p.8 

ア イ ウ エ オ 他 無答 

5.7% 24.8% 7.4% 3.6% 57.5% 0.1% 0.9% 

 

次の図のような，中心角 60°のおうぎ形があります。このおうぎ形の面積は，同じ半径

の円の面積の何倍ですか。下のアからオまでの中から正しいものを１つ選びなさい。 
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正答 誤答 無解答 

12π cm2  42.0% 12cm
2、4πcm

2、20cm
2など  39.0% 19.0% 

同調査では、おうぎ形の計量に関して継続的に出題されており、結果は次の表のとおりである。 

年度 問題・図 正答率 無解答率 

H20 （出題のねらい：おうぎ形の面積を求める）  37.7 
公表されて

いない 

H21 
次の図は，半径 6cm，中心角 120°のおうぎ形です。 

円周率をπとして，このおうぎ形の面積を求めなさい。 
 42.9 16.6 

H22 
次の図は，半径 6cm，中心角 120°のおうぎ形です。 

円周率をπとして，このおうぎ形の面積を求めなさい。 
 42.0 19.0 

H23 
次の図は，半径 6cm，中心角 120°のおうぎ形です。 

円周率をπとして，このおうぎ形の面積を求めなさい。 
 47.7 15.4 

H24 
次の図は，半径 3cm，中心角 120°のおうぎ形です。このおう

ぎ形の面積を求めなさい。ただし，円周率はπとします。 
 50.1 16.8 

H25 
次の図は，半径 9cm，中心角 120°のおうぎ形です。このおう

ぎ形の弧の長さを求めなさい。ただし，円周率はπとします。 
 37.7 16.4 

平成 22 年度の同調査の考察には、「今回の問題は、前回の問題と同じ（半径６cm，中心角 120°）

で、さらに、円を意識して解答できるように基になる円が点線で表してあったが正答率は伸びなかっ

た。」「図形の面積は公式に当てはめて求める傾向があるが、おうぎ形の面積（弧の長さ）の公式は、

教科書では文字式で表されており、「求め方」の理解が不十分なことから、誤答や無解答の割合が高

いと考えられる。」「今回の問題では、円の一部としてとらえさせるために、基になる円を点線で示

したが正答率は向上しなかった。つまり、生徒は、おうぎ形を円の一部としてとらえることはできて

も、おうぎ形の面積を求めることはできなかったことが考えられる。」（ゴシック体・二重下線は原

文のまま）と述べられている。 

おうぎ形の計量は、基礎的・基本的な内容と位置付けられるものであるが、それにも関わらず、生

徒に十分に定着させることができていない。おうぎ形の中心角を見て、同じ半径の円の面積のどれだ

けの割合になっているかを求めることができていない実態があり、また、与えられたおうぎ形の面積

や弧の長さを求めることについて課題がある。この背景としては、生徒がこれまでの学習で、円周の

長さや円の面積の求め方が基礎・基本として十分に身に付いていない上に、割合や比例の考え方につ

いて理解できていないことが考えられる。 
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３ 本年度の研究 

(1) 改訂指導案（第 2 案）の作成 

本委員会では、第 96 回 全国算数・数学教育研究（鳥取）大会にて指導案(都中数教育課程委員会, 

2014b)を発表した後、授業実践に向けて、指導案の改良に取り組んだ。以下は、第 52 回 東京都中学

校数学教育研究会にて発表した改訂指導案（第 2 案）(都中数教育課程委員会, 2015)である。 

（なお、授業実践後、さらに改訂（第 3 案）を加えた。該当箇所は太枠・網掛けで示している。） 

①単元     第１学年 「平面図形」（教科書によっては「空間図形」で扱うものもある） 

②単元の目標  いろいろな平面図形について、観察、操作、実験などの活動を通して、図形に対す

る直観的な見方や考え方を深め、基礎的な知識・技能を習得する。また、それらを具

体的な場面で活用することを通して、論理的に考察し表現する能力を培う。 

そのために、 

・ 円やおうぎ形についての用語や記号（半径, 弧 AB, AB
⌒

, 中心角, 弦など）の意

味や表し方を理解する。 

・ おうぎ形の弧の長さや面積が中心角の大きさに比例することを理解し、これを

利用して、おうぎ形の弧の長さや面積を求めることができるようになる。 

※目標は、円とおうぎ形に関連するもののみを抜粋 

③本時のねらい 

・ おうぎ形の弧の長さは、その中心角の大きさで決まることを知り、同じ半径の円周の長さの

何倍にあたるかを調べ、割合の考えからその求め方を理解させる。 

・ おうぎ形の弧の長さを、ことばの式による公式としてまとめさせる。また、ただ公式を覚え

るのではなく、おうぎ形と円とを対比させ、割合の考えを基に、いつでも弧の長さや中心角

の大きさを求められるようにする。 

④a / 360 の割合としての意味 

「割合」は「ある量をもとにして、くらべる量がもとにする量の何倍にあたるかを表した数」で

あるので、a / 360 の割合としての意味は、次のようにとらえられる。 

1) おうぎ形の弧の長さは、同じ半径の円周の長さをもとにして、a / 360 倍の長さになる。 

2) おうぎ形の面積は、同じ半径の円の面積をもとにして、a / 360 倍の面積になる。 

しかし、ここでの a / 360 という数は、直接的には周角（360°）に対するおうぎ形の中心角の割合

を表した数であり、1) , 2) が示すような長さや面積を直接比較した割合とは意味が異なる。したが

って、割合を用いて弧の長さや面積を比較するにあたって、角度の割合を用いる必要がある。すな

わち、ある同種の量を、割合を用いて比較するために、他の割合に転換して解決するのである。こ

のことを十分に考えさせ、理解できる指導を行うことがここでの割合の指導の重点となる。 

この指導においては、「半径の等しいおうぎ形では、弧の長さ、面積は中心角の大きさに比例す

る」の理解が前提となる。おうぎ形の弧の長さ、面積を求める上で、どのようにして中心角との関

係に目を向けさせるかが授業での課題と発問を検討する上でのポイントとなる。 

⑤準備する教具 

画用紙で作った半径 45cm の円 2 枚、同じ紙で作った三角帽子の実物（導入で使用） 

長さ 15πcm (≒47.1cm) のひも、はさみ 
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⑥本時の展開 

主な発問と予想される生徒の反応 「割合」の指導内容 留意点 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実物を示し、 

Ｔ これが三角帽子（円錐）の実物です。これはどのよ

うにして作られたでしょうか。 

 ・ おうぎ形を丸めれば円錐の形になります。 

問題１ 半径 45cmの円の中に、弧の

長さ15πcmのおうぎ形はどう

すればかけるでしょうか？ 

 

 

ア およそ 47cm なのだから、ひもでその長さをとって

弧の両端を決めればいい。 

Ｔ 弧の長さ15πcmを正確に取る方法はありませんか？ 

イ 15πcm はπを 3.14 として計算すると 47.1cm です

が、曲線の長さなので、これを正確に測って取る

ことは難しいです。 

Ｔ 長さを測ってとることは難しいですね。他に方法は

ないでしょうか？ 

ウ 円周の長さは 90πcm なので、そこから 15πcm の

長さの弧をつくればいいよね。 

Ｔ 全体 90πcm に対して、部分 15πcm を考えるという

ことですね。 

エ 90π÷６＝15πなので、弧の長さは円周の長さの

1/6 倍になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【割合は同種の量を比

較した数であることか

ら、円周の長さと弧の

長さをくらべる必要性

のある発問で導入す

る。】 

 

 

 

 

 

 

 

部分：全体 

＝15π：90π 

＝１：６ 

の比であることから、 

弧の長さ 

＝円周の長さ×1/6 

の関係を押さえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正確に測り、切り取

ることは困難であ

ることを実感させ、

別の考え方を促す

ように展開する。 

⇒割合の考えのよ

さの感得につなげ

る。 

 

≪課題場面≫ 

  Ａさんはパーティでかぶるために、画用紙からおうぎ形を切り取って 

右の写真のような三角帽子を作ることにしました。 

 

 

 

 

 

  サイズを検討したところ、おうぎ形の半径を 45cm、弧の長さは 15πcm(およそ 47cm)にする

ことに決めましたが、画用紙に半径 45cm の円をかいた後、そこから弧の長さ 15πcm のおうぎ

形のつくり方がわかりません。あなたならどうしますか？ 

15πcm 

http://www.unagi.tv/u_pics/2967.jpg
http://www.unagi.tv/u_pics/2967.jpg
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Ｔ 円周の長さの 1/6 倍を取ればいいのですね。どうす

ればかけますか？ 

オ 以前やったように、半径の長さで円周を区切って

いけばかけます。 

カ 中心角 60°のおうぎ形をかきます。 

Ｔ<Key となる問い返し！> 

  どうして中心角が 60°になるのですか？ 

キ 中心角が 60°であれば、おうぎ形が 6 個分集まると

360°になるからです。 

ク 弧の長さは円周の長さの１/６倍だから、中心角は

360°の１/６倍で 60°になります。 

ケ 半径の等しいおうぎ形では、弧の長さは中心角の

大きさに比例しているからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ では実際に、画用紙で作ったこの円を、中心角が 60°

になるように切って、実物と比べてみましょう。 

（教師が分度器で中心角 60°を測りとり、はさみで画用紙

からおうぎ形を切り取る。実物の三角帽子を展開し、

切り取ったおうぎ形と比較させる。） 

1/6 が割合であること

を確認する。 

【長さを比較したとき

の割合＝角の大きさを

比較したときの割合と

なることを、比例を根

拠にして説明させる。】 

⇒比例の考えから、く

らべる量の転換が可

能であることを理解

させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もとにする量が円

周の長さであるこ

とを強調する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《授業実践後に改訂》 

Ｔ<Keyとなる問い返し！> 

  どうして中心角が 60°になるのですか？ 

キ 中心角が 60°であれば、おうぎ形が 6 個分集まる

と 360°になるからです。 

ク 弧の長さは円周の長さの１/６倍だから、中心角

は 360°の１/６倍で 60°になります。 

Ｔ どうして「360°」なのですか？ 

ケ 弧の長さは円周の長さをもとにして 1/6 倍だか

ら、中心角では中心のまわりの角である 360°が

もとになる角だからです。 

Ｔ もとになる量を変えてくらべたということだね。

でも、どうしてもとになる量を変えられるの？ 

コ 半径の等しいおうぎ形では、弧の長さは中心角

の大きさに比例しているからです。 

Ｔ そうだね！弧の長さと中心角は比例しているか

ら、もとになる量を変えても比べられるよね。 

 

 

「もとにする量」を

十分に意識化するこ

とで、割合の意味の

理解を深めるととも

に、弧の長さと中心

角の比例関係がくら

べる量の転換の根拠

となることを気付か

せる活動とする。 

 

実測できない量

(弧の長さ)を、実

測できる量(中心

角)を利用して求

めるといった関

数のよさを感得

させたい。 
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Ｔ 1/6 倍というのは、弧の長さと円周の「長さをくらべ

たときの割合」です。 

しかし、おうぎ形ではそれは同時に、中心角と 360°

の「角度をくらべたときの割合」ともいえますね。

このことは今日のポイントとなります。 

 

 

 

 

 

 

問題２ Ａさんはお父さんもパーティに参加するため、

大きめの三角帽子をつくってあげることにしまし

た。半径は 45cmのままで、弧の長さ 18πcmのお

うぎ形をつくります。 

中心角は何度にとれば 

いいでしょう？ 

 

 

コ 同じように考えて、弧の長さは円周の長さの 1/5

倍だから、中心角も 360°の 1/5 倍で、中心角 72°

のおうぎ形をかきます。 

 

Ｔ 見方を変えてみましょう。中心角の大きさが分かっ

ていれば、おうぎ形の弧の長さを求めることができ

るでしょうか。 

問題３ 半径が 5cm の円の中に、中心角が 144°のおう

ぎ形がかかれています。 

 このおうぎ形の弧の 

長さは円周の長さの 

何倍になるでしょうか？ 

また、その長さを 

求めてみましょう。 

サ 中心角が 144°だから、360°と角度をくらべたとき

の割合は、144÷360＝2/5 倍になります。これは同

時に、弧の長さと円周の長さをくらべたときの割

合になっているので、円周の長さ 10πcm から、弧

の長さは、10π×2/5＝4πcm になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分かっている量と求め

る量を変えることで、 

角の大きさを比較した

ときの割合 

⇒長さを比較したとき

の割合 

となる、割合の転換の

理解を深める。 

 

 

 

 

 

 

 

ここはポイントで

あるので、図をかき

ながら、1/2 倍や 1/4

倍についてもふれ、

理解を深める。 

 

円周と周角は橙色、

弧と中心角は赤色

で色分けし、2 つの

数量の割合が等し

いことを強調する。 

 

類題を提示し、理解

の程度を確認する。 

 

図を与える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜弧の長さは円周の長さの何倍【割合】＞ 

＝(弧の長さ)÷(円周の長さ)【(弧の長さ)／(円周の長さ)】 

        ↓ 

＝(中心角)÷３６０【(中心角)／３６０】 

と見直せることを理解させる。 

18πcm 

5cm 

144° 
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Ｔ ここで、これまでの学習を整理しておきます。 

おうぎ形の弧は、円周の一部分なので、 

(おうぎ形の弧の長さ)＝(円周の長さの□倍) 

になります。 

□の数は、360°をもとにする量とみたときの、中心

角の大きさの割合となるので、 

□＝(中心角)/360 

と表せます。 

つまり、 

(おうぎ形の弧の長さ)＝(円周の長さ)×(中心角)/360 

と表せます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割合の考えを基にし

て、弧の長さが求まる

ことを理解させる。 

算数で学習した 

【(割合)＝ 

(くらべる量)÷(もとにする量)】 

 

算数で学習した 

【(くらべる量)＝ 

 (もとにする量)×(割合)】 

の関係を想起させて、

理解を深める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もとにする量、くら

べる量を確かめる。 

おうぎ形の弧の長

さは、中心角の大き

さで決まることの

理解を深める。 

⇒「一般化」を図る 

 

なお、次時では、次のような課題に取り組ませ、本時の学習を類推させながら、おうぎ形の面積の

求め方の学習につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問題】次の２つのおうぎ形ア・イでは、どちらの面積が大きいですか。 

144° 

ア イ 

5cm 6cm 

《授業実践後に改訂》 

問題３ 半径が 4cmの円の中に、

中心角が 135°のおうぎ形がかか

れています。 

 このおうぎ形の弧の長さを求

めましょう。 

サ 中心角が 135°だから、360°と角度をくらべたと

きの割合は、135°÷360＝3/8 倍になります。こ

れは同時に、弧の長さと円周の長さをくらべた

ときの割合になっているので、円周の長さ 8πcm

から、弧の長さは、8π×3/8＝3πcmになります。 

 

問題３では、中心角

は、本時ですでに扱

っている 60や 72の

倍数でない大きさ

とした。 

また、見方を変える

点でつまずいた生

徒が多かったとい

う反省点から、必要

に応じて、弧の長さ

が円周の長さの何

倍になっているか

を考えさせる補助

発問をするように

した。 

 

4cm 

135° 
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この指導案の作成を通して、(弧の長さ)＝(円周の長さ)×(中心角の大きさ) /360 の学習の中には、

次のような割合の考えの理解が求められる。 

○ 円を全体、おうぎ形はその一部としてみることの理解 

○ (くらべる量)＝(もとにする量)×(割合) であることの理解（割合の第 2 用法） 

○ 割合は同種の量をくらべた値であるので、ここでの割合は、 
弧の長さ

円周の長さ
 であることの理解 

○ おうぎ形の中心角の大きさと弧の長さは比例することから、 
弧の長さ

円周の長さ
＝

中心角の大きさ

360
  

であることの理解 

これらの割合の考えを十分に意識させる指導を行うことで、割合の必要性やよさを実感し、割合の理

解を深めることができる。 

 

(2) 授業実践を通して得た成果と課題 

2 月に、本委員会では改訂指導案（第 2 案）での授業実践に取り組んだ。 

（対象：東京都内公立中学校第１学年 少人数習熟度別編成の発展コース） 

前時までの学習や本時の導入で、おうぎ形の中心角は、面積や弧の長さと比例していることを確認

している。「弧の長さ 15πcm を正確に取る方法」について、生徒からは、半径 45cm の円から弧の長

さ 15πcm のおうぎ形をかくために弧の長さを実測しようとする発想がほとんど現れず、角度に注目

して、中心角が 60°になるようにすればよいという考えにすぐに至った。また、「どうして中心角が

60°になるのですか？」という<Key となる問い返し>に対しては、生徒は、円周 90πcm に対してお

うぎ形の弧の長さが 15πcm であることから、15π÷90π＝1/6 で、長さの関係が 1/6 倍であることか

らおうぎ形の中心角も全体 360°の 1/6 で 60°であると説明していた。この後、実際に生徒の目の前

で、大きな円から中心角 60°のおうぎ形を切り取ったものと、導入で提示した三角帽子を開いてでき

たおうぎ形を重ねて、2 つのおうぎ形が一致することを視覚的に確認した。 

本時のポイントを確認する場面では、「弧の長さと円周の『長さをくらべたときの割合』が中心角

と 360°の『角度をくらべたときの割合』に一致する」理由を生徒に説明させた。生徒は、中心角が

弧の長さと比例の関係にあるので、くらべる量の転換が可能であることを説明することができた。こ

の後、弧の長さを 18πcm に変えた問題２では、ほとんどの生徒が割合の考えを用いて、中心角を 72°

にすればよいことを答えることができた。 

ところが、見方を変えた問題３で、机間指導を行って調べたところ、正答できた生徒は半数以下で

あった。ここまでの学習でつまずいている様子が見られなかったので、この結果は予想外であった。

見方を変える場面では、それまでの発想を逆向きに見直すための補助発問が必要であると感じた。 

また、問題２で扱った中心角が 72°(1/5 倍)、問題３では 144°であったため、問題２と問題３を関

連付けて、中心角が 2 倍になっていることを使って、立式することなく答えを求めようとしている 

（1/5 倍×2＝2/5 倍、10π×2/5＝4π）生徒もいた。問題３では、「360°に対する中心角の割合」と

いう意識をしっかりともたせて解決させたいため、角度の設定に配慮が必要であると感じた。 

最後に、おうぎ形の弧の長さの求め方をことばの式でまとめ、本時の学習を終えた。ことばの式で

まとめたのは、おうぎ形の弧の長さは、円周の長さをもとにして、(中心角) / 360 という割合を利用

して求められることを意識させたかったからである。 

次時で「おうぎ形の面積の求め方」の学習に取り組んだ際に、生徒から「割合で考えればよい」と
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いう発言が挙がった。本時の学習を生かし、弧の長さの求め方から類推しておうぎ形の面積の求め方

を考えることができた。また、見方を変えて、半径と面積が与えられたおうぎ形の中心角を求める課

題でも、本時の学習を活用しようとする姿勢が見られた。このことが本時の成果である。生徒に割合

の考え方をきちんと定着させることが、おうぎ形の弧の長さや面積の求め方を身に付けさせることに

つながるといえる。 

一方、本時では円周と弧の長さの比較から周角と中心角の大きさの比較につなげる思考を逆に見直

し、角度の比較から長さの比較につなげたが、この際に戸惑う生徒が見られた点が課題である。また、

本時の対象が少人数習熟度別の発展コースの生徒であることから、低位の生徒に対する指導の場合に

は、さらに細かな補助発問が必要になると考えられる。本時の展開をさらに分析して、指導案をさら

に改訂し、より良い指導方法を開発していく。 

４ まとめと今後の課題 

今年度の研究は、昨年度に検討した指導案の実践が主である。今回の授業のねらいはあくまでも「お

うぎ形の弧の長さの求め方を理解する」ことである。一般的にはこの内容での学習のまとめは、弧の

長さの公式を導き、その公式の適用を習得することである。しかし、前述したようにおうぎ形の計量

に関しての調査問題の正答率は低く、満足できる定着に至っていないのが現状である。 

おうぎ形の弧の長さや面積の公式はなぜこれほどまでに定着できないのであろうか？算数の学習

である円周の長さや面積の求め方がそもそも理解、定着できていないのか。公式が文字式で表されて

いることでその意味の理解に困難さをもたらしているのか。公式のそれぞれの文字に適切な数を代入

する方法を理解していないのか、その技能が不十分なのか。つまずきの原因の追求には、さまざまな

推測が浮上する。 

ここでの教科書の記述を見ると、７社とも「割合」という用語を使っていない。「割合」を「倍の

考え」におきかえて解説している。小学校算数の教科書でも、できるだけ簡単に表現するために、「～

は～の何倍」という表現で統一し、「～の～に対する割合」という表現をやめているものもある。 

しかし、表現はともかく、今回の授業は「割合」の考えを利用しての問題解決の場であり、さらに

発達段階も考慮して、むしろ積極的に「割合」の考え、「割合」という用語を扱うことを基本に据え

た。そこにこそ、この学習内容の定着の弱さを打破するための、学びの本質があると考えたからであ

る。多くの生徒が「割合」に対して苦手意識を感じている。その“アレルギー”を「割合」の考えの

よさや利用価値の感得できる学習を通して少しでも軽減させたいというねらいもある。とにかく、授

業実践の細心の留意点は性急な公式化に陥らない指導、割合の考えを十分に引き出す指導を心がける

ことであった。 

おうぎ形の弧の長さを求めることは、円周の長さの一部を求めることである。その一部の長さが円

周の長さとの比較を通して、どの程度であるかを考えることからこの学習が始まる。つまり、おうぎ

形の弧の長さや面積を求める学習では、円との対比を十分に考えさせることが何よりも重要である。

今回の研究は、このことをあらためて知らしめてくれるものであった。弧の長さは円周の長さの何倍

であるかという視点をもつことで、既習の割合の考えに結びつくのである。さらに、ここでの知り得

るべき割合とは、単に「長さ」を比べるといった直接的な割合だけでは解決できないことに気付かせ、

そこから、それと比の等しい「角度」を比べるといった関数的な見方がもたらしてくれる割合である。

まさに既習の考えをつなげて、問題解決に迫るところである。数学の有用性を実感できる場面ともい
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える。曲線図形で実測できない弧の長さを、割合の考えを利用して求められることは生徒にとっては

驚きだろう。だからこそ、そこで用いる割合の考えを意識的に深く印象付ける指導がここでは必要で

ある。 

割合の考えの理解を深めるために、比との関連も図りたい。一般に２つの数量 A と B の割合を表

すには次の２つの方法がある。 

① ある数量 B をもとにして、それを比べる数量 A が B の何倍にあたるかを 1 つの数で表す。(A/B) 

② ２つの数量 A と B を、同じ基準となる大きさをもとにして、それぞれいくつ分とみられるか

を２つの数の組で表す。(A：B) 

この２つの間には密接な関係がある。例えば、「A：B＝3：5」という関係は、B をもとにして A の

量を表すと、3÷5＝3/5 で 3/5 倍と表せる。これはまさに比の値そのものである。つまり、割合と比は、

比の値で一致しているといえる。 

比の値や比例式を既に学習していることもあり、今回の授業において別の展開として、おうぎ形の

弧の長さと円周の長さとの割合を表す「a/360」を「a：360」のように比で表すことも考えられる。お

うぎ形の弧の長さを求める学習のまとめとして、 

(弧の長さ)：(円周の長さ)＝(中心角)：360 

のように、比例式をもってその関係を導く流れをつくりだすということである。 

本委員会では上記のことも含め、次の２点をこれからの課題にし、引き続き授業を通して、実証的

な研究を進めていくものとする。 

① 中学校数学の学習における、割合の概念的な理解や比較の場面に利用される割合の考えについ

て、その習得の実態を調査する。 

② 割合の意味を知る活動、割合を求める・割合で求める活動、割合を読み取る活動、割合を利用

する活動を重視する授業を構想し実践する。 
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