
四角形の中にできる四角形

1　課　題

啓林館の2年生の教科書に、右

のような問題がある。例邁2は、

中点連結定理を使って四角形を調

べる問題で、3、4は例題2の轟

展と考えてよい。

この間題をもう少し系統だて、

発展性をもたせるために、下のよ

うな課題にする。

‘①はもとめ問題と変わらないが、

②は内側の四角形PQRSが長方

形、ひし形、正方形の特殊な四角

形になるには、もとの（外側の）

四角形A王∋CDにどんな条件が必

要かを、自分で図をかいて考える

課題である。（D、（参とも、生徒が

自分で図をかいて考えることにね

らいがあるから、課題の提示にお

いては図を与えないこととする。

実施時期は、2年生の図形の学

習がすべて終った直後がよいと恩

われる。

田内角形ABCDの4辺AB、BC、CD、DAの中
点を、それぞれ、P、Q、R、Sとすると、四角形

PQRSは、どんな四角形になるか。

口上の例題2で、四角形PQRSが平行四辺形になるこ
とを証明せよ。

色例題2の四角形ABCD
がひし形の場合は、四角形

PQRSはどんな四角形に
なるか。

旧例題2の四角形PQRS
がひし形になるとき、はじ

めの四角形ABCDの対角・

線AC、BDについて、どんなことがいえるか。

（数学2年　啓林館）

四角形ABCDの各辺AB、BC、CD、DAの中

点をそれぞれP、Q、R、Sとするとき、

①　四角形PQRSはどんな四角形になりますか。

（参　四角形PQRSが長方形ヤひし形や正方形になる

のはノもとの四角形がどんな四角形のときですか。

2　課題の解説

中点連結定理を利用して解決する課邁であるが、四角形の性質についての確認もできる課題で

ある。



（り　四角形PORSについて（課題①）

自分で四角形A】〕CDをいくつかかき、四角形PQRSをつくることにより、平行四辺形に

なることが予想できる。四角形ABCDの形によっては、四角形PQR・Sが長方形やひし形、

正方形になる場合もある。それらは、平行四辺形の特殊な場合ということでまとめることがで

きる。

平行四辺形であることの証明は、対角線AC（またはBD）を引き、中点連結定理を利用し

て、四角形が平行四辺形になる条件を導き出す。

（2）四角形ABCDについて（課題②）

①の課題で、四角形PQRSが長方形やひし形、正方形など特殊な四角形になる場合が出て

くる。しかし、多くの生徒は、

・四角形PQRSが長方形になるのは、四角形ABCDがひし形のとき

・四角形PQRSがひし形になるのは、四角形ABCDが長方形のとき

・四角形PQRSが正方形になるのは、四角形A由CDが正方形のとき

と考えている。
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そこで、そうではないことに気づかせるために、反例と

して右の図を示す。

その後、それではどんな条件が必要なのかを考えさせる。

その方法として、．先に内側の四角形PQRSをかき、それ

から外側の四角形ABCDをかいていくことにする。

（ア）四角形PQRSは長方形

（イ）四角形PQRSはひし形

（ウ）四角形PQRSは正方形

の場合をそれぞれ考える。

B麿ゝ。
四角形PQRSは長方形

四角形ABCDは
ひし形ではない。

たとえば、（ア）の場合、まず、長方形PQRSをかく。（実際は学習プリントに印刷しておく。）

この外側に四角形ABCDを、P、Q、R、Sがそれぞれの辺の中点になるようにかいていく。

図を正確にかかせるために、定規、コンパスを使用させた方がよい。

このような図をいくつかかきも四角形PQRSが長方形になるとき、四角形ABCDに共通

する性質を考える。①の征野において対角線を引いたことから、それぞれの図に対角線を引い

てみれば、共通する性質（AC⊥BD）が見えてくる。ここでは、ひし形はAC⊥BDである

四角形の1つであり、特殊なもの（対角線がそれぞれの中点で交わる）であることを押さえて

おく。



また、「四角形ABCDで、AC⊥BDならば内側の四角形PQRSは長方形である」こと

は、中点連結定理を利用して長方形の定義（1つの角が900　の平行四辺形）に結び付けること

によって証明することができる。

この課題には、図をかくという操作活動があるから、図をかき、対角線を引けばAC⊥BD

という条件は見つけられるものと思われる。また、その証明は、口頭でよいから確認をしてお

きたい。

（イ）、（ウ）についても同様に取り組める。ただし、「ひし形」については、その条件はAC＝

BDであるが、対角線の長さが等しいことは因からだけではわかりlこくい面がある。したがっ

て、「長方形」のときと同様に、対角線に目を向けさせる必要がある。また、四角形ABCD

が長方姫になるのは、AC＝BDである四角形の特殊な場合であることを押さえておく。

「正方形」については、（ア）と（イ）を解決できれば、正方形の定義（長方形でありかし形でもあ

る四角形）から類推できるものと思われる。「正方形」になるときの外側め四角酸の条件は、

AC⊥BD、AC＝BDであるが、四角形ABCDが正方形になるのはAC⊥BD、AC＝BD

である四角形の特殊な場合であることを押さえておく。



最後に、平行四辺形、長方形、ひし形、正方形の包摂関係をこの学習内容によって確認する

と、下の図のようになる。．

8　数学的な見方、考え方

図をかくという操作活動があり、操作を通して予想を立てることができるのがこの課題のよい

ところである。数学的な見方、考え方としては、次のような力を身につけることができると考え

られる。

（1）いくつかの特殊な例を考えることにより、一般的なものを導く。

（2）特殊なものを考えるとき、一般的に成り立つ性質から論理的に推論していく。

（3）四角形の包摂関係を考えることにより、集合の考えを用いて図形を整理する。

4　学習計画（全2時間）

（り　学習内容の概略

（か　四角形の各辺の中点を結んでできる四角形は、平行四辺形であることが

わかり、その証明を考える。・・………・・ ‥・……一・……・1時間

②　四角形の各辺の中点を結んでできる四角形が、長方形やひし形や正方形

になるとき、もとの四角形がもつ条件がわかり、四角形の性質を整理する。………1時間

（2）学習内容と学習活動

＜第1時＞・……・・四角形PQRSの性質

学　　　 習　　　 括　 ’■由 教　　 師　　 の　　 手　　 だ　　 て

① ．学習醸額を知る。 ① 学習課題を捷示する。

れぞれP 、内角頼A B C D の各辺A B 、B C 、C ‡）、D Åの中点を

Q 、R一、S とするとき、四角形P Q R S はどんな四角形になりますか。

いくつかの四角形をかいて考える。 ・プリントを利用する。

：芸筈買甲形　　 A　 S　 D ・作図は、定規を使うがコンパスは使わず、お

よその形がわかるものであればよいことを青

：霊宝霊　　　 p　　　 点 う。

・2 ～3 個はかくように青う。

・長方形、ひし形、正方形が出た壕合はその図
を発表させる。 （次時の課窺の伏線になる。）B ・・ Q I C



（参　平行四辺形になることがわかる。

③　なぜ、平行四辺形になるのかを考える。
・中点連結定理が使えることがわかる。
・対角線を引けばよいことがわかる。
・証明をプリントにまとめる。

Q）本時の学習内容をまとめ、次時の予定を知る。

¢）長方形、ひし形、正方形は平行四辺形に含まれ
ることを確認する。

（卦　ヒントを与えながら考えさせる。
・中点であることに着目すること
・対角線を引くこと
・四角形が平行四辺形になる条件を復習する

喧）次時は、本時の内容をもう少し発展させること
を知らせる。

＜第2時＞………四角形ABCDの性質

学　　　　習　　　　活　　　　動 教　　師　　の　　手　　だ　　て

①　前時の学習内容を復習し、本時の垂習課題を知る。 （D　四角形AI∋CDがどんな四角形でも、中にでき
る四角形は必ず平行四辺形になったことを確認し、
本時の課題を捷示する♪（OHP）

四角形ABCDの各辺AB、BC、CD、DAの中点をそれぞれP、Q、R、Sとする。このとき、
四角形PQRSが長方形やひし形や正方形になるのは、もとの四角形ABCDがどんな四角形のときですか。

国をかいて考える。
（ア）もとの四角形がひし形のとき

中には長方形ができる。
（イ）もとの四角形が長方形のとき

中にはひし形ができる。
（勇　もとの四角形が正方形のとき

中にも正方形ができる。

・（ア）、（イ）、（ウ）とも図をかいて確認させる。

‘；診（イ’匡ヨ（ウ’田
（む　中にできる四角形が長方形になるのは、もとの四角形がひし

形のとき以外にもあることがわかる。
・プリントの図の四角形ABCDの場合、中
に長方形ができることを作図によって確認
する。

②　プリントを利用して、確認させる。

③　長方形PQRSの外側に四角形ABCDを作図し、四角形
ABCDのもつ共通の性質を考える。．

定規・コンパスを
使って作図する。
外側にいろいろな
形の四角形をかく。
対角線を引く。
対角線が垂直に交
わることに気づく。
OHPで発表する。

・コン′くスを使わなくてもよいができる

だけ正確にかくように言う。

（参　内例の四角形PQRSが長方形になっていると
き、外側に四角形をかいていく方法を説明する。

・対角線が垂直に交わる四角形であることがわかる。
・その証明がわかる。

（む　中にできる四角形がひし形になるのは、外側の四角形がどん
な四角形の場合か図をかいて考える。
・対角線の長さが等しいこと
に気づく。

・OHPで発表する。
・対角線の長さが等しい四角
形であることがわかる。

・その証明がわかる。
（9　中にできる四角形が正方形になるのは、外側の四角形がどん

な四角形の場合か考える。
・対角線の長さが等しく、垂
直に交わる四角形であるこ
とがわかる。

・その証明がわかる。

噂

⑥平行四辺形、長方形、ひし形、正方形の関係を確認する。

（む2時間の学習内容をまとめる。

できるだけたくきん形のちがった四角

形ABCDをかくように音う。

共通の性質が見つけにくいようであれ

ば対角線を引くように言う。
わかった生徒にはその証明を考えさせ

る。

・ひし形はそのうちの1つであることを押さえる。
・証明を口頭で確認する。

（む　長方形のときと同様に、ひし形の外側に四角形
をかかせる。
・対角線に着目させる。
・わかった生徒にはその証明を考えさせる。

・長方形はそのうちの1つであることを押さえる。

・証明を口頭で確認する。
⑤　長方形の場合の条件とひし形の場合の条件から

考えさせる。
・OHPで例を示し、確認する。
・正方形はそのうちの1つであることを押さえる。
・証明を口頭で確認する。

⑥　平行四辺形、長方形、ひし形、正方形の包摂関
係をまとめさせる。

（む　中点連結定理を利用して解決する課題であるが、
課題を発展させていったことを確畝する。



5　生徒の学習活動

（り　第2時での生徒の活動（学習プリント）

亘角形A8CDの各辺A丑、丑C、CD、DAの中
点をモれぞれP、Q、R、Sとナる．このと蕾、四角
形PQRSが長方形やひし形や正方形になるのはもと
の四角形ABCDがどんな四角形のときでナか．

ーア、臼角形PQRSが長方形になるとさいろいろな四角形
ABCDをかいて考えよう．

四角形A虫C工）がどんな
四角形のと書ですか

（証明）

クロ三

月刊鍾Iく‘書きl！表わ＝

イ、四角形PQRSがひし形になるとせいろいろな四角形
ABCDをかいて考えよう．

臼角形ABCDがどんな
四角形のと書でナか

（旺明i
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（2）生徒の学習活動とその考察

・課題⑧を提示して、「どんな四角形のときですか。」と問うと、生徒は「ひし形」や「長方

形」など、図形の形（名称）で答えようとした。ここでは、「もとの四角形に、どんな条

件が必要ですか。」と、問いかけた方がよいように思われる。

・最初の発間「四角形PQRSが長方形やひし形や正方形になるのは、もとの四角形がどん

な四角形のときですか。」だけで、先に内側の四角形PQRSを長方形やひし形にして考

えていた生蝕も数名いた。へこのような生徒に、その生徒の考えを発表させて、他の生徒に

参考にさせる仁とも大切な三とだちう。

・尭親‘うンパスを使った纏た削こ、意外と時間がかかった。図が正確にかけないため、AC

⊥虫D、A、C＝BDを甲の串から見っけることのできない生徒もいた。作図のし方を理解

していない生徒については、個別指導できちんと押さえる必要がある。。

6　実践の反省

この課題学習は、2年生で学習した四角形それぞれについて、定義や性質を確実に理解してい

ることが要求されるので、生徒には難しく感じられたようであったムただ、図をかくことはほと

んどの生徒ができ、直観から予想していた。

正確な図がかけないため、共通の性質としてまとめることができない生徒がいたのは、大きな

反省点である。この点を解消する1つの方法としては、コンピューターを利用し、コンピューター

の画面に図をかかせ、それを見て考えていく方旗がある。今後は、コンピューターを利用してこ

の課題学習に取り組む方法を研究していく必要があろう。
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