家庭学習（１回目）
・まずは，自分で１回解いてみましょう。
そして，
①わかった問題･できた問題はどれか？
②正答例･解説編を読んでわかった問題はどれか？
③正答例･解説編を読んでもわからない問題はどれか？
を明らかにしましょう。
・③の問題を，先生や友達に質問するのもよいでしょう。

家庭学習（２回目以降）
・前回より，わかった問題・できた問題が増えたかチェック
してみましょう。
・できたら，正答例◎を目指して，表現力アップを目指しま
しょう。

中学校

２年

氏名

・Ｂ図形①では，単に公式や手順を暗記するのではなく，図形のどこに着目してどう考えたら
よいかという視点から，半径や高さが等しい円柱と円錐，球などの表面積や体積の求め方を
関連付けて理解したり，基本の作図の手順と性質等を関連付けたり，根拠を基に筋道立てて
考えたり証明したりする力をみる問題を主に取り上げています。

１

(正答例)

(1) ６０cm3

(2) ３０cm3

(3) ２０cm3

(解説編)

１
・設問(2)の三角柱の体積は，設問(1)の直方体の－になります。
２
１
・設問(3)の四角錐の体積は，それよりさらに小さく，設問(1)の直方体のちょうど－になります。
３

(教科書) 「新編新しい算数６」 P.77，「新編新しい数学１」 P.197 たしかめ２，問３，問４
２

(正答例)

(1) ②

(2) 四角錐

(解説編)
・設問(1)の三角錐アの体積は，(底面積 S )×(高さ h )÷３で求められる
・設問(2)のポイントは，立体イのどこを底面とみるか です。右の図の長
方形の部分を底面とみれば，四角錐であることがわかります。

底
面

→ちなみに，立体イの体積を，S と h を使って表せますか？
(教科書) 「新編新しい数学１」P.197 たしかめ２，問３，問４
３

(正答例) オ
(解説編)
・おうぎ形の面積は，中心角に比例します。したがって，中心角が６０°のおうぎ形の面積は，半径
が等しい円の面積の ６０ 倍です。
３６０
(教科書) 「新編新しい数学１」P.167 例１

４

(正答例)

(1) ウ

(2) イ

(解説編)

２
・設問(1)の球の体積は，その球がちょうど入る (底面積πr2)×(高さ２r)の円柱 の－倍です。
３
→ちなみに，円錐の体積だと，底面積が等しく，高さが等しい円柱の何倍ですか？

・設問(2)の球の表面積は，展開図の側面の長方形が (縦２r)×(横２πr)の円柱 の
側面積に等しくなります。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.200，201
５

(正答例) エ
(解説編)
・誤って「イ 頂点 A と辺 BC の中点を通る直線」のほうを選んだ人がいるかもしれません。残念
ながら，角の二等分線は，辺 BC の中点を通るとは限りません。
→ちなみに，頂点 A と辺 BC の中点を通る直線になるのは，△ABC がどのような三角形のときですか？
・角の二等分線の作図の方法が正しいことの証明は，第２学年で学習しています。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.159Ｑ，「新編新しい数学２」P.113Ｑ
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６

(正答例) (1) ◎

(正答例) (1) ○

△APC と△BPC において

△APC と△BPC において

手順１より，AP＝BP
手順２より，AC＝BC
共通なので，PC＝PC
３組の辺がそれぞれ等しいから，
△APC≡△BPC

AP＝BP，AC＝CB，PC＝CP
３辺が等しいから，
△APC≡△BPC

合同な図形の対応する角は等しいから，
∠APC＝∠BPC
また，∠APC＋∠BPC＝∠APB＝180°な
ので，∠APC＝∠BPC＝90°
したがって，PC⊥ℓ

合同な図形の対応する角は等しいから，
∠APC＝∠BPC
また，∠APC＋∠BPC＝∠APB＝180°
なので，∠APC＝∠BPC＝90°
したがって，PC⊥ℓ

(正答例) (2)
手順１

点 P を中心として適当な半径の円をかき，PQ，PR との交点を点 A，点 B とする。

手順２

点 A，点 B を中心として，等しい半径の円をかき，その交点の１つを点 C とする。

手順３

点 P と点 C を通る直線をひく。

(解説編)
・設問(1)は，三角形の合同を使った証明です。第２学年では，正答例◎まで書き切れなくてもか
まいません 。細かな表現を気にするより，まずは 正答例○を目指し，証明全体を見通して書く
ようにしましょう。
→ちなみに，PC⊥ℓを示している部分について，証明の筋道をちゃんと読み取っていますか？
・設問(2)は，図１の垂線と，図２の垂線，図３の角の二等分線のそれぞれの作図が，見た目は異
なっても，作図の手順としては共通 なので関連付けて理解しているかがポイントです。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.155 例２，「新編新しい数学２」P.113Ｑ，P.128 問４
７

(正答例)

(解説編)
・円の中心は，円周上のどの点からも等しい距離にあります（円の半径は等しい）。
「２点Ａ，Ｂか
ら距離が等しい点は，線分ＡＢの垂直二等分線上にある 」ので，２つの弦を適当にとり，その垂
直二等分線をそれぞれ作図すれば，その交点が円の中心になります。
(教科書)「新編新しい数学１」P.158，P.162 例２
８

(正答例) a＝－１，b＝－２ （a，b がともに負の数であればよい）
(解説編)
・a＝－１，b＝－２のとき，「積 ab」は(－１)×(－２)＝２で正の数ですが，
「a，b はともに正
の数である」となりません。
(教科書) 「新編新しい数学２」P.131
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・Ｂ図形②では，三角形の合同を使った証明について，証明を振り返って発展的に考えたり，
誤りを修正したり，証明の方針に基づいて証明を書いたりする力をみる問題を取り上げてい
ます。正答例○で示したように，∠の記号を付け忘れたり合同条件を抜かしたりする程度

は，証明全体の筋道が分かればＯＫですから，まずは自分なりに書いてみましょう。
９

(正答例) (1) ◎

(正答例) (1) ○
BAE＝CAD

∠BAE＝∠CAD

(正答例) (2) ◎
(正答例) (2) ○
△ABE と△ACD において
△ABE と△ACD において
仮定より，AB＝CA，AE＝DA
仮定より，AB＝AC，AE＝AD
対頂角なので，∠BAE＝CAD
対頂角は等しいので，
△ABE≡△ACD
∠BAE＝∠CAD
よって，BE＝CD
２組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから，
△ABE≡△ACD
合同な図形の対応する辺は等しいから，
BE＝CD
(解説編)
・設問(1)は，与えられた証明を読んだときに，その筋道を読み取れるかがポイントです。
・設問(2)は，三角形の合同を使った証明です。ポイントは，問題１の一部の条件を変えただけな
ので，証明も一部を変えるだけ で，まったく別な証明をかくのではないということです。問題２
では，問題１の証明の「共通な角だから」を，
「対頂角は等しいから」と見直すだけで完成です。
・第２学年では，正答例◎まで書き切れなくてもかまいません 。細かな表現を気にするより，まず
は 正答例○を目指し，証明全体を見通して書く ようにしましょう。
・以前の教科書では，合同条件を「２辺とその間の角がそれぞれ等しい」としていました。現在の
教科書は「２組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」としています。
(教科書) 「新編新しい数学２」P.196 図形の性質を調べよう
10

(正答例) ○

(正答例) ◎
△PAM と△PBM において

△PAM と△PBM において

仮定から，AM＝BM
…①
∠PMA＝∠PMB …②
また，
PM＝PM（PM は共通）…③
①，②，③より
２組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから，
△PAM≡△PBM

仮定から，AM＝BM
…①
PMA＝∠PMB …②
また，
PM＝PM（PM は共通）…③
①，②，③より
△PAM≡△PBM
したがって，PA＝PB

したがって，PA＝PB
(解説編)
・示すべき結論「PA＝PB」を，証明で使っているところがまちがいなので，「∠PMA＝∠PMB」
に書き直します。そうすると，三角形の合同条件も書き直す必要が出てきます。
・全国学力・学習状況調査の分析から，与えられた証明の筋道を読み取って誤りを修正できる生徒
は，証明を書くこともおおよそできる といえます。問題練習等では，証明を書く問題ばかりでは
なく，正答例などの証明を読んで，その筋道を読み取る活動を大事にしましょう。
(教科書) 「新編新しい数学２」P.152 活用の問題
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11

(正答例) ◎

(正答例) ○

△ABP と△CDQ において
△ABP と△CDQ において
仮定から，BP＝DQ
…①
仮定から，BP＝QD
…①
平行線の対辺は等しいから，
平行四辺形だから，AB＝CD …②
AB＝CD
…②
∠ABP＝CDQ …③
平行線の錯角は等しいから，
①，②，③より，
∠ABP＝∠CDQ …③
△ABP≡CDQ
①，②，③より，
したがって，AP＝CQ
２組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから，
△ABP≡△CDQ
合同な図形の対応する辺は等しいから，
AP＝CQ
(解説編)
・△ABP と△CDQ において，
「AB＝CD」と「BP＝DQ」は分かっていますが，「AP＝CQ」は結
論なので，合同条件「３組の辺がそれぞれ等しい」は根拠にできません 。
・「２組の辺が等しい」が分かっているので，あとは「その間の角が等しい（∠ABP＝∠CDQ）」
がいえればよく，このことは，平行四辺形 ABCD が AB//CD なので，
「平行線の錯角は等しい」
から「∠ABP＝∠CDQ」がいえます 。
したがって，合同条件「２組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」から，
「△ABP≡△CDQ」が
示せるとわかります。
→ちなみに，証明の方針としては，「AP＝CQ」を証明するために，四角形 APCQ が平行四辺形である
ことを示すなど，他にも考えられますが，証明できますか？
(教科書) 「新編新しい数学２」P.115 たしかめ２，P.144 例２
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