
最短の経路

～考えやすい図形に変換しよう～

＜教材感＞

一見難しそうに感じる問題でも、見方や考え方を変えることによって簡単に解決できるこ

とがある。本教材は、最短の経路を求める問題について、「２点間の最短の経路は２点を結

ぶ線分である」ことや「点と直線との距離は、点から直線へ下ろした垂線の長さである」と

いう知識を用いて解決するものである。しかし、この２つの考え方を利用するためには様々

な工夫が必要となる。その工夫を通して数学的な見方や考え方を養うことができ、推論の仕

方、補助線の引き方の学習につながる教材である。また、その知識を活用することにより、

図形のもっている性質の美しさを味わうこともできる。

＜指導観＞

・考える時間を多く取るようにする。

・グループの様子を見てヒントを与えるようにする。

・発見したという達成感を得られるようにする。

・自分の言葉で考えを相手に伝える機会を設けるようにする。

＜指導計画＞

主な学習内容 主な学習活動・評価の観点 評価方法

１

時

間

目

○２点間の最短の経路は２点

を結ぶ線分であることを用

いて、幾つかの最短の経路を

求める。

○課題に積極的に取り組もうと

する。 （関心・意欲・態度）

○グループ内でお互いに自分の

言葉で説明することができる。

（数学的な見方や考え方）

机間指導

行動観察

２

時

間

目

○考えやすい図形に変換した

り、図形の性質を用いて、最

短の経路を求める。

○図形の性質を用いて、角や辺の

関係をつかむことができる。

（数学的な見方や考え方）

○グループ内や全体の前で考え

方を説明することができる。

（数学的な見方や考え方）

机間指導

行動観察

発表



＜学習指導案１＞ 
指導対象学年 １年 場所 教室

科目名・単元名 数学Ａ 平面図形 使用教材 プリント

本時の位置 課題学習２時間中の１時間目

単元の目標
図形の性質についての理解を深め、図形の見方を豊かにするととも

に、図形の性質を論理的に考察し、処理できるようにする。

学習目標
２点間の最短の経路は２点を結ぶ線分であることを用いて、幾つか

の最短の経路を求め、その考え方を説明することができる。

評価規準

・課題に積極的に取り組もうとする。 （関心・意欲・態度）

・グループ内でお互いに自分の言葉で説明することができる。

（数学的な見方や考え方）

本 時 の 展 開

過

程

学 習 項 目

（指導のねらい）

学 習 活 動

（□：指示・説明 ○：発問・活動）

指導上の留意点・観点別評価

（⇒：評価方法）

導

入

課題学習の最終

目標と既習事項

を確認する。

□最終的に解決する課題を伝える。

□平面上の２点間の最短の経路は、

それらを結ぶ線分であることを確

認する。

・生徒に答えさせる。

展

開

本時の目標を理

解する。

□最短の経路を求める幾つかの問題

に挑戦することを伝える。

＜課題１＞ 

□個人で作図し、グループの代表者

のプリントにそれぞれの距離をコ

ンパスで写し、比較検討するよう

に指示する。

・あらかじめ５人程度のグル

ープを作っておく。

・コンパスでの測り方を押

さえておく。

関心・意欲・態

度の場面

・課題を解決す

るためにグル

ープで協力し

考える。

○個人で作図した後、グループ内で

比較協議する。

○代表者が発表する。

・課題に積極的に取り組も

うとする。

（関心・意欲・態度）

⇒机間指導、行動観察

・必要に応じて補足説明す

る。 

∠Ａ＝６０°の鋭角三角形ＡＢＣの辺ＢＣ上に点Ｐ、辺ＡＢ上に

点Ｑ、辺ＡＣ上に点Ｒをとる。このときＰＱ＋ＱＲ＋ＲＰの長さ

を最短にするためには、Ｐ、Ｑ、Ｒをどこにとればよいだろうか。

２点Ａ、Ｂは直線 m に関して同じ側にある。ｍ上に点Ｐをとると

きＡＰ＋ＰＢの長さが最短になるようにしたい。Ｐの位置をどこ

にとればよいだろうか。



数学的な見方や

考え方の場面

・自分の考え

を分かりや

すく説明す

る。 

＜課題２＞ 

○個人で作図し考えた後、グループ

で比較協議する。

○グループで協議した考えをプリン

トにまとめ、グループ内でお互い

に説明し合う。 

○代表者が発表する。

＜課題３＞ 

○作図し、説明を考えプリントにま

とめる。

・グループ内でお互いに自

分の言葉で説明すること

ができる。

（数学的な見方や考え方）

⇒机間指導、行動観察

・必要に応じて補足説明す

る。 

・個人で考えさせる。

・時間内にできなければ宿

題とする。

ま

と

め

本時のまとめ

をする。

□最短の経路と同じ長さの線分を見

付けることができれば解けること

を伝える。

□＜課題３＞について、次の時間の

導入で説明し合う機会を設けるの

で、家でもう一度確認してくるよ

うに伝える。

＜学習指導案２＞

指導対象学年 １年 場所 教室

科目名・単元名 数学Ａ 平面図形 使用教材 プリント

本時の位置 課題学習２時間中の２時間目

単元の目標
図形の性質についての理解を深め、図形の見方を豊かにするととも

に、図形の性質を論理的に考察し、処理できるようにする。

学習目標
考えやすい図形に変換したり、図形の性質を用いて最短の経路を求

め、その考え方を説明することができる。

∠ＸＯＹの内部に定点Ａがある。半直線ＯＸ、ＯＹ上にそれぞれ点

Ｐ、Ｑをとるとき、ＡＰ＋ＰＱ＋ＱＡの長さが最短になるようにし

たい。Ｐ、Ｑの位置をどこにとればよいだろうか。

鋭角三角形ＡＢＣの辺ＢＣ上に定点Ｐがある。辺ＡＢ上に点Ｑ、辺

ＡＣ上に点Ｒをとるとき、ＰＱ＋ＱＲ＋ＲＰの長さが最短になるよ

うにしたい。Ｑ、Ｒの位置をどこにとればよいだろうか。



評価規準

・図形の性質を用いて、角や辺の関係をつかむことができる。

（数学的な見方や考え方）

・グループ内や全体の前で考え方を説明することができる。

（数学的な見方や考え方）

本 時 の 展 開

過

程

学 習 項 目

（指導のねらい）

学 習 活 動

（□：指示・説明 ○：発問・活動）

指導上の留意点・観点別評価

（⇒：評価方法）

導

入

前回の復習を

する。

○グループで＜課題３＞について説

明し合う。 
・１時間目と同じグループ

を作っておく。

・根拠を説明するように指

示する。

本時の目標を

理解する。

＜課題４＞ 

□＜課題３＞で作図したものを、コ

ンパスで測り、グループ内で比較

し予想させる。

○各生徒が作成したＰ ’Ｐ”の長さを

比較して、最短の経路について予

想を立て全体の前で代表者が発表

する。

□証明の準備のために、同じ大きさ

の辺と角をできるだけ多く見付け

ようと指示する。

○グループで話し合いながら課題に取

り組む。

○数グループが発表する。

□Ｐ’Ｐ”とＡＰの関係を考え、Ｐの位

置を求めるように指示する。

○グループで話し合いながら課題に取

り組む。

○数グループが発表する。

・全グループが予想を立て

終わるまで全体の発表を

待つようにする。

・証明が難しいので、段階

を踏むようにする。

・グループの様子を見てヒ

ントを適宜与える。

・図形の性質を用いて、角

や辺の関係をつかむこと

ができる。

（数学的な見方や考え方）

⇒机間指導、行動観察

・必要に応じて補足説明す

る。 

展

開

数学的な見方や

考え方の場面

・考えやすい図

形に変換し

たり、図形の

性質を用い

て最短の経

路を求める。

∠Ａ＝６０°の鋭角三角形ＡＢＣの辺ＢＣ上に点Ｐ、辺ＡＢ上に点

Ｑ、辺ＡＣ上に点Ｒをとる。このときＰＱ＋ＱＲ＋ＲＰの長さが

最短になるためには、Ｐ、Ｑ、Ｒをどこにとればよいだろうか。



数学的な見方や

考え方の場面

・考えをまとめ

発表する。

□最終課題の解法をグループ内でお互

いに説明し合うように指示する。

○グループ内でお互いに説明し合

う。 
○全体の前で代表者が発表する。

・グループ内や全体の前で

考え方を説明することが

できる。

（数学的な見方や考え方）

⇒机間指導、行動観察、

発表

ま

と

め

本時のまとめ

をする。

□分かりやすい図形に変換して考え

ることの有用性を伝える。

□頂点とＰ、Ｑ、Ｒを結んだ線分は１

点で交わる。この点については後で

学習することを伝える。

○アンケートを記入する。

・＜課題＞についてプリント

に証明をまとめさせ提出

させるとよい。


