
数 学 科 学 習 指 導 案 

日時 令和２年１１月１０日(火)第５校時 

対象 第７学年ＣＤ組Ｙコース ３０名

会場 ８年Ｄ組教室 

 

１ 単元名  ４章 比例・反比例（東京書籍「新しい数学Ⅰ」） 

 

２ 単元（題材）の指導目標 

具体的な事象の中から二つの数量を取り出し、それらの変化や対応を調べることを通して、比例、反比例の関係について

の理解を深めるとともに、関数関係を見いだし表現し考察する能力を培う。  

ア 関数関係の意味を理解する。  

イ 比例、反比例の意味を理解すること。  

ウ 座標の意味を理解すること。  

エ 比例、反比例を表、式、グラフなどで表し、それらの特徴を理解すること。  

オ 比例、反比例を用いて具体的な事象をとらえ説明すること。 

 

３ 単元（題材）の評価規準 

具体的な事象の中にある二つの数量の変化や対応を調べることを通して、比例、反比例の関係を見いだし、表現し、考察 

することができるようにする。 

・比例、反比例の意味を理解し，事象の中にある比例、反比例の関係を見いだすことができるようにする。 

・表、式、グラフを用いて、比例、反比例を表したり、その特徴を調べたりすることができるようにする。 

・具体的な事象の考察に、比例、反比例の見方や考え方を活用することができるようにする。 

      観点 ア 関心・意欲・態度 イ 見方・考え方 ウ 技 能 エ 知識・理解 

単元の 

評価規準 

様々な事象を比例、反比例な
どで捉えたり、表、式、グラ
フなどで表したりするなど，
数学的に考え表現すること
に関心をもち、意欲的に数学
を問題の解決に活用して考
えたり判断したりしようと
している。 

比例、反比例などについ
ての基礎的・基本的な知
識及び技能を活用しなが
ら，事象を見通しをもっ
て論理的に考察し表現し
たり、その過程を振り返
って考えを深めたりする
など、数学的な見方や考
え方を身に付けている。 

比例、反比例などの関数
関係を、表、式、グラフ
などを用いて的確に表
現したり、数学的に処理
したりするなど，技能を
身に付けている。 

関数関係の意味、比例や
反比例の意味、比例や反
比例の関係を表す表、
式、グラフの特徴などを
理解し、知識を身に付け
ている。 

学習活動に即 

した具体的な 

評価規準 

・比例、反比例を用いて具体
的な事象をとらえて説明す
ることに関心をもち、問題の
解決に生かそうとしている。 

・具体的な事象から取り
出した二つの数量の関係
が、比例、反比例である
かどうかを判断し、その
変化や対応の特徴を自分
の言葉で説明することが
できる。 

・比例、反比例の関係を、
表、式、グラフを用い
て表したり，処理したり
することができる。 

・具体的な事象の中に
は、比例、反比例とみ
なすことで変化や対応
の様子について調べた
り予測したりできるも
のがあること理解して
いる。 

 

 

４ 単元（題材）の指導計画と評価計画（ １７時間扱い ） 

 学習活動・学習内容 学習活動に即した具体的な評価規準 (評価方法) 

第１時 ・行列の待ち時間を、比例の考えを使って予想する。 
 

ア.課題について関心をもち、身のまわりで同様の場面を見付
けたり、課題を解決したりしようとしている。(授業観察、ノ
ート、プリント) 

第２時 

 

・変数や関数の意味を理解し、あることがらが関数か
どうかを判断する。 

・関数の関係を式や矢印とことばで表す。 

エ.変数や関数の意味を理解している。(授業観察、プリント，
テスト) 
ウ.関数の関係を表や式、矢印とことばなどで表すことができ
る。(授業観察、プリント、テスト) 

第３時 ・比例や比例定数の意味を理解する。 
・比例することがらの変化の特徴を調べる。 
・比例する二つの数量の関係を式で表す。 

エ.比例や比例定数の意味を理解することができる。(授業観
察、プリント、テスト) 
ウ.比例の関係を、表や式に表すことができる。(授業観察、プ
リント、テスト)  
イ.比例の特徴を、表や式を用いて見いだすことができる。(授
業観察、プリント、テスト) 



第４時 ・具体的な二つの量の関係を式で表す。 
・比例を利用し、具体的な問題を解決する。 

イ.二つの数量の関係を比例と見なして、利用することのよさ
を見出すことができる。(授業観察、プリント、テスト) 
ウ.具体的な事象に関する問題を比例の考え方を利用して問題
解決できる。(授業観察、プリント、テスト) 

第５時 ・変域の意味を理解し、変域を不等号を用いて表す。 
・ｘの変域や比例定数が負になる比例について、変化
のようすを調べる。 

ウ.事象の変域を求め、不等号を用いて表すことができる。(授
業観察、プリント、テスト) 
イ.変数や比例定数が負の数になる場合について特徴を調べ、
正の場合と同じ関係であるととらえることができる。(授業観
察、プリント、テスト) 

第６時 ・負の数も範囲に入れた点の位置の決め方と、座標に
関する用語の意味を理解する。 
・平面上の点の表し方を理解する。 
・平面上の点の座標を求める。 
・座標の与えられた点を平面上にとる。 

エ.座標や座標に関する用語の意味を理解することができる。 
(授業観察、プリント、テスト) 
ウ.平面上の点の座標を求めたり、二つの数の組を平面上の点
で表したりすることができる。(授業観察、プリント、テスト)  

第７時 ・ｙ＝ａｘのグラフがどんなグラフになるか，多くの
点をとって調べ、グラフをかく 

ウ.比例のグラフをかくことができる。(授業観察、プリント、
テスト) 

第８時 ・ｙ＝ａｘの値の変化を調べる。 
・ｙ＝ａｘのグラフの特徴を調べる。 

エ.比例のグラフの特徴を理解することができる。(授業観察、
プリント、テスト) 
イ.比例の特徴を、グラフを用いて見いだすことができる。(授
業観察、プリント、テスト) 

第9時 ・１組のｘ、ｙの値から比例の式を求める。 
・比例を表すグラフから、比例の式を求める。 

ウ.１組のｘ、ｙの値や、グラフから比例の式を求めることが
できる。(授業観察、プリント、テスト) 

第10時 ・長方形の２辺と面積の関係や変化の特徴を調べる。 
・道のり、速さ、時間の関係や変化の特徴を調べる。 
・反比例や比例定数の意味を理解する。 

イ.具体的な事象の中にある二つの数量関係を表した表につい
て、変化や対応の様子に着目して、関数関係を見いだすこと
ができる。(授業観察、プリント、テスト) 
 

第11時 ・反比例する二つの量の関係を式で表す。 
・ｘの変域や比例定数が負になる反比例について，値
の変化のようすを調べる。 

ウ.反比例の関係を、表や式で表すことができる。(授業観察、
プリント、テスト) 
イ.変数や比例定数が負の数になる場合について特徴を調べ、
正の場合と同じ関係であるととらえることができる。(授業観
察、プリント、テスト) 

第12時 ・ｙ＝ａ/ｘのグラフがどんなグラフになるか、多く
の点をとって調べる。 
・ｙ＝ａ/ｘのグラフをかき、特徴を調べる。 

エ.反比例の特徴を理解することができる。(授業観察、プリン
ト、テスト) 
ウ.反比例のグラフをかくことができる。(授業観察、プリント、
テスト) 
イ.反比例の特徴を、グラフを用いて見いだすことができる。
(授業観察、プリント、テスト) 

第13時 ・１組のｘ、ｙの値から反比例の式を求める。 
・反比例を表すグラフから、反比例の式を求める。 

ウ.１組のｘ、ｙの値から反比例の式を求めることができる。
(授業観察、プリント、テスト) 
ウ.グラフから反比例の式を求めることができる。(授業観察、
プリント、テスト)  

第14時 ・図形の面積や周について、比例、反比例の関係を調
べる。 
 

イ.Ａ×Ｂ＝Ｃで表される関係について、その中の二つの数量
の関係が比例，反比例であるかどうかを判断し、それを説明
することができる。(授業観察、プリント，テスト) 

第15時 ・具体的な問題を、比例や反比例の見かたや考え方を
利用して解決する。 
 

ウ.具体的な事象に関する問題を、比例や反比例の見かた，考
え方を活用して、解決することができる。(授業観察、プリン
ト、テスト) 
イ.二つの数量の関係を比例、反比例とみなして、変化のよう
すを調べたり、予測したりし、それを説明することができる。
(授業観察、プリント、テスト) 

第16時 ・比例のグラフを読みとって、具体的な問題を解決す
る。 
 

ウ.グラフから、具体的数量を読みとり、問題を解決すること
ができる。(授業観察、プリント、テスト) 

第17時 章の問題Ａ  

 

５ 指導に当たって 
①２クラス３展開による習熟度別少人数授業で行っている。各習熟度に応じた課題を設けている。 
・Xコース（基本）⇒基礎計算を解ける力を身に付ける。 
・Yコース（標準）⇒基礎計算と簡単な応用問題を解ける力を身に付ける。 
・Zコース（発展）⇒複雑な計算や数学を用いて、身の回りの課題を解決する力を身に付ける。 
②Y、Zコースでは学び合いを積極的に取り入れ、課題が終わった生徒から、スモールティーチャーとして指導にあたる。 

６ 本 時（全１７時間中の４時間目） 
（１） 本時のねらい 



・具体的な２つの量の関係を式で表す。 
・比例の考え方を利用して、問題解決ができることを理解する。 

 

（２） 本時の展開 

時 間 学 習 活 動 指導上の留意点・配慮事項 評価規準(評価方法) 

導入 

(７分) 

小さな袋を生徒に見せて、袋の中にある１００円
玉の合計金額を見た目で予測させる。(１５枚) 

実際に数えて，正解を発表する。 

・実物を提示して，生徒に興味をもたせる。 

・単純な問題で問題把握を行う。 

 

 

 

 

 

 

展開 

(３５分) 

 

 

大きな袋を見せて，本日の問題を伝える。 

「大きな袋の中に，１００円玉があります。合計
金額はいくらでしょうか？」 

めあてを書く。 

中身を数えずに金額を求める方法を考えよう 

 

○問１ 枚数を数えずに，金額を出す方法を考えよ
う。 

①個人で考える(５分) 

②周りの生徒で情報交換し，共有を図る。(８分) 

③全体で発表する。(教員が板書する) 

生徒の考えから重さに注目し，重さと枚数に注目
する。 

 

○問２ １５枚の重さは７２ｇである。 

①枚数をｘ，全体の重さをｙとして表を完成しな
さい。 

ｘ １ ２ … １５ … 

ｙ    ７２  

②ｙをｘの式で表しなさい。 

ｙ＝4 . 8ｘ 

 

○問３ 72ｇの重さは1500円である。 

①全体の重さをｘ，金額をｙとして表を完成しな
さい。 

②ｙをｘの式で表しなさい。 

 

 

○問２枚数と重さの関係  ○問３重さと金額の関係
にはどのような関係があるか。→比例 

 

○問４①実際に重さを図ると３６００ｇでした。い
くらですか。 

②３０万ためるには何ｇになればいいです
か。 

 

  

 

・見た目で予測できないことを伝え，求め方
を多く考えさせる。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表から式を読み取ることを意識させる。 

 

 

ア.具体的な事象に関
して，比例の考え方を
利用して問題解決しよ

うとしているか。 

(授業観察，プリント)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ.２つの数量の関係
を比例と見なして，利
用することのよさを見

出すことができるか。
(授業観察，プリント) 

ウ.具体的な事象に関

する問題を比例の考え
方を利用して問題解決
できるか。(授業観察，

プリント)  

まとめ 

(８分) 

身近な問題が比例関係になっていることを理解
し比例を利用して問題解決ができたことを家訓
する。 

振り返りシートの記入を行う。 

  

 

 

[推論] 

袋の中身を数えずに求める方法を，コイン 

のそれぞれの特徴（長さ，重さ，高さ）を 

考え，比例関係に結び付ける。 


