
　平行線と角

１

　　　  　　  　

解説
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解説

同位角…同じ方向を向いた角

錯角…Ｚのような形にはさまれた角

３

　  　　  　　  　　  

解説

  

  

    

  

　

　三角形と角
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解説

    

　

　　　

  

　

　　　

  

　

３

　  　　  

解説
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４

　  ③④　　  ②　　  ①⑤

解説

  鋭角…より大きくより小さい

  直角…

  鈍角…より大きくより小さい

５

　  ②④　　  ①⑤　　  ③⑥

解説

  鋭角三角形…つの角がすべて鋭角

  直角三角形…つの角が直角

  鈍角三角形…つの角が鈍角

　多角形と角

１

　  　　  　　  七角形

解説

    

    

　

    

　　　　

　　　　　　

２

　  　　  　　  正六角形

解説
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解説

    

　  

  

　  

４

　  　　  

解説

  つの角の和は四角形の外角の和と等しくなる。

  つの角の和は三角形の内角の和と等しくなる。

　三角形と合同

１

　  四角形四角形　　  　　  

解説

合同な図形において、対応する辺の長さや角の大きさは等しい。

２

　△△　②

解説

合同な三角形の見つけ方

①辺の長さが同じ三角形を見つける

②角の大きさを調べる

３

　  △△　辺とその間の角がそれぞれ等しい。

　　　  △△　辺とその両端の角がそれぞれ等しい。

解説

  、、

  、、
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　図形と証明

１

　  仮定　△△、結論　

　　　  仮定　四角形、結論　内角の和は

解説

　（仮定）　ならば、　（結論）　である。

  四角形ならば、内角の和はである。

２

Ｃ

Ｃ

Ｄ
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　　　　　　　　　辺　　

Ａ
解説
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