
知識構成型ジグソー法を用いた協調学習 授業案

学校名： 竹田市立竹田南部中学校 授業者： 多田 智哉

教材作成者：後藤哲治・多田智哉・沖田知子

授業日時 ７月１８日（水） 教科・科目 数学

学年・年次 ３年１組 児童生徒数 21人

実施内容
因数分解できない

２次方程の解法

本時／この内容を

扱う全時数
4／13

教科書及び

教科書会社
日本文教出版

授業のねらい（本時の授業を通じて児童生徒に何を身につけてほしいか,この後どんな学習につなげるた

めに行うか）

因数分解で解くことのできない 2次方程式の解法については，既習の平方根の考え方を利用し,未習
の完全平方式の考え方を使って考えることができる。

メインの課題（授業の柱となる,ジグソー活動で取り組む課題）

因数分解できない２次方程式はどうしたら解けるだろうか。

生徒の既有知識・学習の予想（対象とする児童生徒が,授業前の段階で上記の課題に対してどの程度の答え

を出すことができそうか。また,どの点で困難がありそうか。）

因数分解を利用して解こうとするが，因数分解できない問題に対しては思考が停止すると思われる。

ここで平方根の考えと完全平方式を利用するが，乗法公式２・３を十分に理解できていない生徒には困

難が予想される。

期待する解答の要素（本時の最後に児童生徒が上記の問題に答えるときに,話せるようになってほしいスト

ーリー,答えに含まれていてほしい要素。本時の学習内容の理解を評価するための基準）

因数分解できない問題は，①完全平方式を作り，②平方根の考え方を利用すれば 解くことができる。

各エキスパート＜対象の児童生徒が授業の最後に期待する解答の要素を満たした解答を出すために,各エ

キスパートで押さえたいポイント,そのために扱う内容・活動を書いて下さい＞

＜資料Ａ＞ 「平方根」

・平方数でなくても，根号を使えば解くことができる。

＜資料Ｂ＞ 「おきかえ」

・多項式を１つの文字（Ｍなど）に表わした式を考えることができる。

＜資料Ｃ＞ 「完全平方式」

・完全平方式をつくることができる。

ジグソーでわかったことを踏まえて次に取り組む課題・学習内容

２次方程式　　 を解きなさい。



本時の学習と前後のつながり

本時の学習活動のデザイン

時間 取り扱う内容・学習活動 到達して欲しい目安

これまで ・平方根の意味

・乗法公式２・３

・因数分解による２次方程式の解き方

・aの平方根は±√a である。
・乗法公式２・３を理解している。

・２次方程式の解は一般に２つある。

本時 ・平方根の考え方による２次方程式の

解き方

・完全平方式を作ることで，２次方程式を解く

ことができる。

次時 ・２次方程式の解の公式 ・完全平方式の一般化から解の公式を導き，

公式を利用して解くことができる。

この後 ・いろいろな２次方程式

・生活の場面への利用

・因数分解，解の公式などを判断しながら解く

ことができる。

上記の一連の学習で目指すゴール

・２次方程式の解の意味を理解している。

・２次方程式を解くことができる。

・具体的な場面で２次方程式を作り，課題を解決することができる。

時間 子どもの活動 内容と留意点など

3 １．復習問題を解く ２次方程式 x2+4x-12=0 を個人で解く。

5
２．問題を個人で解く ２次方程式 x2+8x=—3 を提示し,個人で解く。

３．課題を知る 「因数分解ができない 2次方程式は，どうしたら解けるだろうか。」

2 ４．プリントを選ぶ ３つの資料から，エキスパート活動の内容を選ぶ。

5 ５．エキスパート活動
意見を交わしながらジグソーで説明できるようにする。

※各グループを回りながら適宜アドバイスをする。

15 ６．ジグソー活動
各エキスパート活動の考え方を利用して，因数分解できない２次

方程式の解き方を考えさせる。

15 ７．クロストーク活動 ２次方程式 x2+8x=—3 の解き方を発表させる。

5 ８.振り返りとまとめ

○２次方程式 x2+8x=—3 を個人で解く。

○因数分解できない 2次方程式は,完全平方式を作り,平方根の考え方
を使用すれば解くことができる。

○時間があれば,チャレンジ問題 x2+14x=—44 を解く。

グループの人数や組み方

事前にジグソー班を作っておく（トランプ） 3人×6班 4人×1班



♦－○

平方根の乗法の計算は　 　のように計算ができる。

しかし、 ＝ 　とはなりません。

電卓を用いて、およその値で計算して、確かめてみましょう。

まさみさんの班では， の解き方について話し合いがおこなわれています

　空白をうめましょう。

しょうた：　 　ってどうやって解けばいいの？

まさみ　：　これも左辺は２次式なんだから，左辺を　　　　　

　　　　　　すればできるでしょ。

けんた　：　ということは　 だね。　　　　　　

みか　　：　つまり答えは　 でいいはずよ。

しょうた：　なんだ。僕は　 から， 　を移項して

　　　　　　　　　　　　　　 　としてしまったから解けな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かったんだね。

みか　　：　ちょっと待って！　それって

　　　　　　『 を２乗したら になる』ってことでしょ。

まさみ　：　だったら『平方根の考え』を使えば， と

　　　　　　なるわね。

けんた　：　その答えは，さっきみかちゃんが言った答えと，書き方は

　　　　　　違うけど，意味はまったく同じだね。

『平方根の考え』を利用して問題を解こう。

　次の２次方程式を，『平方根の考え』 を利用して解きましょう。

　　① ② ③

３年（ ）組（ ）番 名前（ ）



♥－○
　多項式を１つの文字 など に表して，式の展開や因数分解の計算をしま

した。この方法を『おきかえ』と呼びます。

　『おきかえ』 による計算方法の復習をしましょう。

①　 　　　　 の展開は， とおくと

　 　　　　　 　となる。　乗法公式１　を使って　

　 　　　　 　となるので，ここで をもとにもどすと

　 　　　 となり，乗法公式２や分配法則を使って

　 　となります。

②　 　 　

　 　　　　　　　

　　　　　 　

　 　　　 　

　 　　　　　　 　

『おきかえ』による計算を復習し、『おきかえ』を使って式を作ろう。

　次の２次方程式で，『おきかえ』を使ったらどんな式ができるでしょうか。

　　（おきかえた式のみ書きましょう）

　　① ②

３年（ ）組（ ）番 名前（ ）

x＋3をMとおく
因数分解する

Mをx＋3に戻す
同類項をまとめる



のように　　 の形に変形することができる式を

『完全平方式』　と言います。　　　

♠－○

x2＋6x ＝2

両辺に 9 を加えると

x2＋6x＋ 9 ＝2＋ 9

（x＋ 3 ）2 ＝ 11

上の等式で,左辺に『完全平方式』を作るためには,等式の両辺に 9を加えればよいです。

次の２次方程式で『完全平方式』を作るために, をうめましょう。

（両辺にどんな数を加えればよいだろう？）

① x2＋14x ＝-10

両辺に を加えると

x2＋14x＋ ＝-10＋

（ x＋ ）2 ＝

② x2 - 10x ＝3

両辺に を加えると

x2 - 10x＋ ＝3 ＋

（ x － ）2 ＝

（ ）2の形（完全平方式）に変形しよう。

３年（ ）組（ ）番 名前（ ）



2次方程式 学習プリント

３年（ ）組（ ）番 名前（ ）

復習 x2 + 4 x － 12 ＝ 0

課題

問題

振り返り 今日の授業で理解したことや疑問に思ったこと,感想を書きましょう。

＜授業最初の考え＞

＜授業最後の考え＞


