
魔法の三角形

1　課　毘

小学校6年生の算数の教科書（算数6年上　啓林館）に、「数字ならべ」の問題がある。これ

は、「考えるひろば」●として、単元と単元の間にいくつか設定してある問題のうちの1つで、小

学校での課題学習ともいうべき取り扱いがなされる問題である。

「／ト学校の算数に挑戟しよう。」と言いながら、小学校の教科書を見せ、これからから学習す

る課題は、小学校の教科書にある問題であることを説明する。はじめド、課蓮を0．H．Pで提示

して全体に説明するが、そのとき使用するTPは、TP作成機などで教科書をコピーする。

教科書には、解決するためのヒン

トとして、「数の和が9になるよう

にしましよう。」、「和が10や11、

12になるようにしてみましよう。」

などの詳しい記述があるから、どの

部分までコピーするかは実践する学

枚の生徒の実態による。一般には、

右に示している部分をコピーして提

示すればよいであろう。

そのあと、同じように教科書をコ

ピーした学習プリントを配布して、 （算数6年上　啓林館）

生徒に解決させる。生徒に自由に考えさせるためにも、数の和が9、10、11、12の4通りである

ことは説明しない方がよい。

2　課題の解説

課題の「魔法の三角形」は、小学校6年生の問題を解決した後、条件の一部を変えてさまざま

に発展させることができる。生徒一人一人が自分の課題を設定し、それを解決する過程で、数学

的な見方、考え方の1つである、文字を使用することの意味とそのよさを確認することができる

課題である。

（り　■小学校6年の問題の解決

三角形の1辺にならぶ3つの数の和は、9、10、11、12のときがあり、それぞれ1通りのな

らべ方があるから、全部で4通りになる。
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（2）4通りであることの証明

三角形の1辺にならぶ3つの数の和が等しくなるのは4通りであることを、文字の式で証明

し、文字を用いることの意味とそのよさを確認する。

【征明】6つの数をa～fで表し、1辺にある3つの数の和をSとすると
S＝a＋b＋c

S＝C＋d＋e

S＝e＋f＋a

3S＝a＋b＋c＋d＋e＋f＋（a＋c＋e）
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27≦3S≦36

9≦　S　≦12　　　　S＝9、10、11、12

S＝9のとき
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（3）条件の一部を変えた課題の設定

小学枚6年の問題の条件の一部を変えて問題をつくり、自分が取り組む課題を各自が設定す

る。変えられる条件として、「三角形」、「1～6の数」、「和」などがあり、これらの条件

を変えれば、さまざまな課邁を設定することができる。



条件の一部を変えて設定する課題

初 め の 問 題 図 彪 の 形． 他　 の　 条　 件 条件の一部を変え七設定 した課題

小学 6 年め間接

（1辺が3 つの三

角形で、 1 ～6 の

和か等 しい）

三　 角　 形

7 ～12の数 三角形で、 7 ～12の和が等 しい

m －m ＋5 の数 三角形で、m ～m ＋5 の和が等 しい

m ～m ＋5 n の数 三角形で、m ～m ＋5 n の和が等 しい

1 辺が 4 つ 1 辺が 4 つの三角形で、 1 －9 の和が等 しい

横が等 しい 三角形で、2 l～2 8 の横が奪 しい

四　 角　 形
1 －8 の数 1 辺が 3 つの四角形で、 1 ～8 の和が等 しい
魔方醸 四角形で、縦、横・、斜めの和が等 しい　 ■

五　 角　 形 1 ～10の数 1 辺が 3 つの五角形で、 1 、10の和が等 しい

（4）・■　6つの数を変えた課題

6つの数は1から6までの数だけではなく、いろいろな数にして考えることができる。具体

的な数をあてはめて考えればよいし、試行錯誤しながら考えていけば解決できるから、数学を

あまり得意としていない生徒でも取り組める課題になる。－3から2までの6つの数などのよ

うに、正の数だけでなく、負の数を含めて考えることもできる。

たとえば、7～12の数にすると

（D　　　　　⑦　　　　⑧　　　　　⑲
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⑧⑲（9　　⑨⑧⑪　　⑲（D⑫　　⑬⑦⑲
の4通りになる。

数学が得意な生徒には、等差の数列であれば成り立つことの証明を考えさせてもよい。

【証明】6つの数をa～fで表し、1辺にある3つの数の和をSとすると

S＝a＋b＋c

S＝C＋d＋e

S＝e＋f＋a

G）
（9（D

G）（参G）
3S＝＝a＋b＋c＋d＋e＋f＋（a＋c＋e）

6つの数の差は等しいから、一番小さい数をm、差を・nとすると

a＋b＋c＋d＋e＋f＝m＋（m＋n）十（m＋2n）＋（m＋3n）＋（m＋4n）＋（m＋5n）

＝6m＋15n

3S＝6m＋15n＋a＋c＋e

3m＋3m≦a＋c＋e≦3m＋12nより

9m＋18n≦3S≦9m＋27n

3m＋6n≦　S　≦3m＋9n

これよりSは、3m＋6n、3m＋7n、3m＋8n、3m＋9n

S＝3m＋6nのとき

a＋c＋e＝（9m＋18n）－（6m＋15n）

＝3m＋3n

a、C、eはm、m＋n、m＋2n

S＝3m＋7nのとき

a＋c＋e＝（9m＋21n）－（6m＋15n）

＝3m十6n

⊂二重つ

盛



a、C、eは、m、m＋n、m＋5nとm、m＋2n、m＋4nとm＋n、m＋2n、m＋3n
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a、C、eは、m＋3n、m＋4n、m＋5n

以上のことより、4通りになる。
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（5）三角形の1辺にならべる数を4つに変えた課題

三角形の1辺にならべる数を4つにすれば、かなり難しい課題になる0　　0

1から9までの数を和が等しくなるようにならべるのであるが、全部で18　　00

通りあるので、これらを全部見つけるのは難しい。しかし、何通りかは試　0　0

行錯誤で見？けられるので、どのような生徒でも取り組める課題である。0000

数学が得意な生徒は、1辺の数が3つのときと同じように考えて、全部で18通りあることを

証明するだろう。

辺の和（S）は、17、19、20、21、23になるが、そのうちの1つを示しておく。

S＝17　　　　S＝19　　　　　S＝20　　　　　　S＝21　　　　　S＝23
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②④⑧③④②⑥⑦　⑤②④⑨　⑥⑤①⑨　⑧②④⑨

（6）和が等しいを「穣が等しい」に変えた課毘

「和が等しくなるようにならべる」を「積が等しくなるようにならべる」に変えると、高校

で学習する対数の考えが出てくる。6つの数を、21、22、23、24、25、26として考えれ

ばよい。21から28までの数で考えるよう教師が助言をすれば、指数法則は2年生で学習して

いるから、そう難しい課題ではないだろう。「指数の和が等しい」とき、横が等しくなること

に気づけば、最初に取り組んだ小学6年の問題と同じになる。

全部の生徒に指導する必要はないが、この課題に取り組んだ生徒には、対数の考えについて

少し話してみてもよいだろう。自分が取り組んだことは、高校の学習内容で、数学としで意味

のあることだったという喜びは、数学に対する関心を一層高めると思われる。



指数が小学6年の問題と同じになり、次の4通りになる。

積が29　　　　　　積が写10　　　　積が211　　　　　積が2㍑
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（7）三角形を由角形に変えた課題
＼

図形の形を、三角形から四角形に変えることもできる。1から8までの数をならべて、4つ

の辺にならぶ数の和を等しくするのである。　　　　　　　　　　　000

四角形にすると、非常に多くの場合が出てくる0全部の場合を考えるのは　0　0

大変だから、三角形のときと同じように考えて、いくつかの場合を見つける　000

ことができればよいであろう。いくつか示すと
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（8）三角形を四角形にし、魔方陣にした課題

図形の形を四角形に変え、まん中にも数を入れて魔方陣にすることもできる。1から9まで

の数をならべて、縦、横、斜めにならぶ数の和を等しくするのである。

3×．3の魔方陣はよく知られているように、1通りしかない。数学の●　（む⑦（む

得意な生徒には、数のならびを見っけさせるだけでなく、1通りしかな　　⑨（む①

いことの証明に取り組ませるとよいだろう。また、3×3の魔方陣だけ　　④③⑧

でなく、いろいろな形の魔方陣が考えられていることを知らせてもよい。

少し動機づけをすれば、興味をもった生徒は自分でいろいろな参考書などを調べるものと思わ

れる。

（9）三角形を五角形に変えた課毘

数冨芸芸霊芝這三≡芸‡三言㌘警三≡蓋≡芸警三宝三完三豊：ご三言冨④⑨①⑲③
うにするのである。

五角形になると、全部の場合を考えるのは大変だから、三角形のとき
⑧　　　⑥

と同じように考えて、いくつかの場合を見つけることがで連ればよいで　②⑦⑤

；あろう。



3　数学的な見方、考え方

この「魔法の三角形」の一番よいところは、生徒一人一人が、自分の学力に合わせて学習でき

ることである。数学があまり得意でない生徒は、条件を変えても具体的な敦で考えることができ

るし、数学が得意な生徒は、数のならびを見つけるだけでなく、文字の式を用いゼ証明に取り組

むことができる。

「魔法の三角形」に取り組むことによって、いろいろな数学的な見方、考え方を身につけるこ

とができるが、次の3点に整理できよう。

（1）特殊な場合で性質を見らけ、解決への見通しをつける。

（2）条件に合わせて場合分けをし、すべての場合を調べる。

（3）見つけた性質は文字を用いて証明し、一般化する。

4　学習計画（全4時間）

4時間（3時間でもよい）で学習させる。1時間目は、一斉学習に近い形態で取り組ませ、学

習の方法を指導する。あとの3時間は個別学習とし、各自が設定した課題に取り組ませる。

（1）小学校6年の問題を解決し、問題解決の方法や学習の方法を知る。‥…・…・……‥1時間

（2）条件の一部を変えて諌題を設定し、自分が設定した課連に取り組む。……………3時間

5　生徒の学習活動

実際の授業は、コンピュータを利用してCAIの形態で実施した。生徒の学習活動は、普通教

室の個別学習でも同じようにな畠と思われるので、生徒の学習プリントで紹介する。

（り　8つの数を変えた生徒

プリントに指示されている数ヒ自分が決めた数で調べることによって、6つの数が等差の数

列であればよいことに気づいている。この課題であれば、数学が得意でない生徒でも取り組め

よう。



（3）和が等しいを「穣が等しい」に変えた生徒

「積が等しい一指数の和が等しい」と気づき、指数の和が9、10、11、12になることを導き

出したところで中断している。証明とすればこのあとも必要なのであるが、ここまで解決でき

ればよいと思われる。
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8　実践の反省

授業は、13年生の3学期に実施した。義務教育を終えようとしている時期だからこそこ・「魔法

の三角形」の学習を通して、数学的な処理をすることのよさを確認させようとしたのぞある。

「魔法の三角形」は、条件の一部を変えることによって、いろいろな段階の課題になる。7種

類の学習プリントを準備して、生徒たちが設定する課題に対応したが、必ずしも十分だら溜とは

いえない。生徒の興味・関心、あるいは学力に応じて課題を設定させ、その課題に取ヴ組ませる

とき、学習プリントの役割は大きい。課題解決の方法がある程度示されており、学習の記録と拉

て残せる学習プリントが必要になる。今回の実践によって、学習プリントの重要性を再確認する

ことができた。




