
１ 無理数の計算でＡ君はＢ君に「 」と主張した。あなたがＢ君になったつもりで，このことが　　

　正しいと思う場合は（　　）に○を，間違いだと思う場合は（　　）に を書き，その理由を説明しなさい。

　　（　　　　）

　　　その理由：

２ 実数 について， ＝ は間違っている。その理由を説明しなさい。

３ 次の くんの解答には間違いがある。間違っている箇所を指摘し 正しい解答をかけ。

　問題 次の方程式を解け。

　　　

　 　

　　

　　 　より　

　　 より 　　　　　よって　　 　

４ が連立不等式 を満たしているとき， のとり得る値の範囲を求めよ。

５ が実数のとき，命題「 」は偽である。その反例を１つ書け。

６ 人の集団がある。この中から 名の代表者を選出する。 人が 名ずつ記名投票したとき，当選確実となる最低

　得票数を求めよ。

７ 命題「 が成り立つならば である」が真であるならば証明し，偽であるならば反例を挙げよ。

８ 次関数 …①について，次の問いに答えよ。

（１）　①を平方完成せよ。

（２）　①と 軸との共有点の 座標を を用いて表せ。

９ つの放物線 ①， ② が接するとき， 以外に の組を

　求めよ。ただし， は整数とする。

についての方程式 を解け。ただし， は 実数の定数とする。

数学的な見方や考え方を問う評価問題　Ｎｏ．１（数学Ⅰ第１章第２節～第３章第３節）



についての不等式 を解け。ただし， は 実数の定数とする。

についての不等式 の解がすべての実数であるとき，定数 が満たす条件を求めよ。

次方程式 において，両辺を で割ることにより が解として導かれる。間違いを説明しなさい。

２次関数 が次の５つの条件を満たすとき，そのグラフの１例をかけ。

　　　① 　② 　③ 　④ 　⑤

つの関数 ①， ②のグラフが共有点をもつとき， の範囲を求めよ。ただし，　　

　 　とする。

鋭角三角形 について △ の外接円の中心を 半径を とする。 とするとき

　 　を導け。

鋭角三角形 について 頂点 から辺 に下ろした垂線の足を とする。 とすると

　き 　を導け。

鋭角三角形 について とするとき 　を導け。

△ において のとき △ の外接円の半径 を正弦定理を用いずに求めよ。

△ において，次の問いに答えよ。

（１） ， ， のとき， を求めよ。

（２） ， ， のとき， を求めよ。

（３）（１）では の値が２つ，（２）では の値が１つになる。この違いはなぜ起こるのか図形的に説明せよ。

数学的な見方や考え方を問う評価問題　Ｎｏ．２（数学Ⅰ第３章第３節～第４章第２節）



△ において， ならば であることを示せ。

データを分析するときに用いる代表値には「平均値」「最頻値」「中央値」がある。

（１）「平均値」が最も用いられる理由について，あなたの考えを述べよ。

（２）「最頻値」を用いた方が適切となるようなデータはどのようなものか。具体的に例を挙げて述べよ。

（３）「中央値」を用いた方が適切となるようなデータはどのようなものか。具体的に例を挙げて述べよ。

個のデータがある。このデータの中央値は相加平均を用いて求めることになり，第１四分位数と第３四分位数は

　相加平均を用いないで求められる。このとき， はどのような自然数か。ただし， は４以上の自然数とする。

を実数とする。「 かつ ならば かつ 」は真か偽か。

等式 が についての恒等式となるように定数 の値を定めよ。

「 ならば 」は偽であることを３通りの方法で説明せよ。

次の各条件を等号を１つだけ用いた等式で表せ。（ただし，文字はすべて実数である）

　　（１） かつ かつ

　　（２） の少なくとも１つは である。

がとり得るすべての実数値をとって変化するとき， のとり得る値の範囲を求めよ。

となるとき， の符号を述べよ。

ある人が次のように主張した。しかし、実はこの主張は間違っている。どこが間違っているのかを理由ととも　　

　に説明しなさい。

　　「２次方程式 ……①の判別式を とすると ･ ･ となるから

　　　①は異なる２つの実数解をもつ（ただし， は虚数単位とする）」

２次方程式 の判別式 ，２解を ， とする。 を を用いて表せ。

２次方程式 が虚数解をもつとき， は同符号であることを示せ。

命題「 かつ かつ 」は真か偽か。真の場合は証明し，偽の場合は反例を挙げよ。

　　　　　　

数学的な見方や考え方を問う評価問題　Ｎｏ．３（数学Ⅰ第４章第２節～第５章，数学Ⅱ第１章第２節～第２章第１節）



整式 を の１次式 で割ったときの余りは になることを示せ。

円 上の点 における接線の方程式を求めよ。

を実数とする。方程式 が円を表さないとき，点 と原点との距離の最大値　　

　を求めよ。

円 上の点 における接線を ， における接線を とする。このとき，円 と２つの接

　線 ， で囲まれた部分の面積を求めよ。

を の形（余弦で合成）にせよ。

直線 と のなす角 を次の つの方法で求めよ。

　（Ａ）三角関数を利用する

　（Ｂ）ベクトルを利用する

次の各問いに答えよ。

（１）文字はすべて実数とするとき，不等式 を証明せよ。

（２） は実数で， のとき， のとり得る値の範囲を次の つの方法で求めよ。

　（Ａ）（１）の不等式を利用する

　（Ｂ） とおく

　（Ｃ）三角関数を利用する

の小数第３位を求めよ。

の分母を有理化せよ。

を示せ。ただし， ……は使用できないとする。

Ａ君が を と変形したら先生から間違っていると言われました。あなたが先生の代わりにＡ君　　

　の間違いを理由を含めて指摘しなさい。

， のとき，対数計算で となるのはなぜかを説明せよ。

数学的な見方や考え方を問う評価問題　Ｎｏ．４（数学Ⅱ第２章第２節～第５章第２節）　



， ， のとき，以下の問いに答えよ。

（１） ， ， ， ， の値を求めよ。

（２） の最高位の数を求めよ。

対数において， （底の変換公式）はなぜ成立するのかを説明せよ。

次関数は極値をもつ場合ともたない場合があります。極値をもたない場合の例を挙げ，その下に極値をもたない

　ことを示しなさい。

　　（例） ＝

を定数とするとき， であることを証明せよ。

放物線 …①と直線 …②で囲まれた部分の面積はある放物線と 軸で囲まれた部分の面積と　　

　等しい。ただし，ある放物線と 軸との交点の 座標と①，②の交点の 座標は等しいとする。このとき，ある　　

放物線の方程式を１つ求めよ。

＊評価規準の４観点の中の「数学的な見方や考え方」の欄に対応する問題の番号を記しています。ただし上に載せてあ

　る問題の中で番号が記されていないものもあります。

数学的な見方や考え方を問う評価問題　Ｎｏ．５（数学Ⅱ第５章第２節～第６章第３節）



【第１章「数と式」の評価規準】 〈数学Ⅰ〉

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
整式，実数，方程式と不等式
に関心をもち，その有用性を
認識し，それらを問題の解決
に活用しようとする。

数の範囲を拡張することの
意味を理解し，整式の多様
な見方，方程式や不等式に
ついて考察することができ
る。

無理数の計算や，整式の展
開や因数分解など整式の基
礎的な計算ができる。

整式，実数，方程式と不等式
について理解し，基本的な知
識を身に付けている。

【第１章「数と式」の節別評価規準】

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
【式の計算】
・整式の加法・減法，乗法公
式や因数分解などに関心を
もち，目的に応じて式の変形
をしようとする。

・整式を1つの文字に着目し
て整理したり，別の文字に置
き換えたりするなどして，
色々な式の見方をすること
ができる。

・整式の基本的な性質を理
解し，加法・減法の計算がで
きる。

・乗法公式や因数分解の公
式などを用いて，式を目的に
応じて変形することができ
る。

・整式の加法・減法，乗法の
意味を理解している。

・乗法公式や因数分解の公
式の意味を理解している。

・複雑な式が簡単な式に変
形できることを理解してい
る。

【実数】
・数の体系を実数まで拡張す
る意義に気付き，数を拡張し
ていく過程に関心をもち，調
べようとする。

・分母に根号を含む式におい
て，分母を有理化する方法
に関心をもつ。

・式の値を求めるなど具体的
な事象の考察に乗法公式か
ら得られる関係式などを活用
しようとする。

・数を拡張してきた過程を考
察することができる。

・有理数を小数で表すことに
よって有理数の意味を考察
することができる。

・数の四則演算の可能性に
ついて考察することができ
る。

・無理数や絶対値の意味を
理解し，計算過程を考察する
ことができる。[１][２]

・整数でない有理数を小数に
することができる。

・簡単な無理数についての
四則計算ができる。

・式の値を求めることができ
る。

・数を実数まで拡張すること
の意義を理解している。

・実数が直線上の点と1対1
に対応していることを理解し
ている。

・絶対値の定義を理解してい
る。

【1次不等式】
・数量の関係を不等式で表
すことのよさをとらえようとす
る。

・具体的な事象の考察に，1
次不等式を活用しようとす
る。

・絶対値記号を含んだ方程
式や不等式の扱い方を理解
し，解いてみようとする。

・1次不等式の解について，
数直線と対比したり，いろい
ろな数値を代入したりして考
察することができる。

・不等式の性質を基にして，
1次不等式の解き方を考察
することができる。[４]

・絶対値記号を含んだ方程
式や不等式を解く方法を数
直線と対比して考察すること
ができる。[３]

・数量の関係を1次不等式で
表すことができる。

・不等式の性質を基にして，
1次不等式を解くことができ
る。

・1次不等式の解を数直線上
に表すことができる。

・連立不等式の解を数直線
上に表すことができる。

・|x-a|の絶対値記号を場合
分けしてはずして方程式や
不等式を解くことができる。

・不等式の解の意味や不等
式の性質を理解している。

・1次不等式の解を求めるた
めの基礎的な知識を身に付
けている。

・連立不等式の解の意味に
ついて理解している。

・数直線上で|x-a|は点P(x)と
点A(a)の距離を表しているこ
とを理解している。

・絶対値記号のはずし方を理
解している。



【第２章「集合と命題」の評価規準】 〈数学Ⅰ〉

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
集合と命題に関心をもち，そ
の有用性を認識し，それらを
問題の解決に活用しようとす
る。

集合を用いて命題の真偽に
ついて判断することができ
る。

集合の考えを命題の考察に
生かし，必要条件，十分条
件，逆，対偶，背理法などの
数学的な論理を活用するこ
とができる。

集合と命題について理解し，
基本的な知識を身に付けて
いる。

【第２章「集合と命題」の各評価規準】

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
【集合と命題】
・集合の関係からド・モルガ
ンの法則に気付き，問題解
決に活用しようとする。

・集合の包含関係に関心を
持ち，方程式・不等式の解の
集合について調べようとす
る。

・条件を満たすものの集合の
包含関係が，命題p⇒qの真
偽に関連していることに気付
き，命題について調べようと
する。

・条件「pかつq」，「pまたは
q」，「pでない」を満たすもの
の集合がP∩Q，P∪Q，P，
また，命題の逆・裏・対偶の
関係が条件を満たす集合の
関係に対応していることに気
付き調べようとする。

・集合の関係を図を用いて考
察することができる。

・命題p⇒qが真であること
が，条件を満たす集合の包
含関係と対応していることに
気づくことができる。

・命題の真偽の見極めや、
偽である場合の反例につい
て考察することができる。[７]

・「かつ」，「または」，「でな
い」など数学で用いられる論
理の言葉が集合の「∪」，
「∩」，「￣」との対応で考察
することができる。

・命題の逆・裏・対偶の関係
を集合の関係に対応させて
考察することができる。

・無理数の相等について，そ
の解法を考察することができ
る。[５]

・集合を図や記号を用いて表
現し，その関係を把握するこ
とができる。

・命題における色々なことが
らを集合の関係を用いて表
現することができる。

・条件の否定をいうことがで
きる。

・必要条件，十分条件，逆，
対偶など数学的な論理に必
要な言葉を適切に使うことが
できる。

・対偶を用いて命題を証明す
ることができる。

・集合の表し方や関係を表す
記号の意味を理解している。

・条件「pかつq」，「pまたは
q」，「pでない」を集合との関
連で理解し，基礎的な知識を
身に付けている。

・必要条件，十分条件，逆，
対偶など数学的な論理に必
要な言葉を理解し，そのため
の知識を身に付けている。



【第３章「2次関数」の評価規準】 〈数学Ⅰ〉

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
２次関数とそのグラフや値の
変化，2次方程式と2次不等
式に関心をもち，関数を用い
て数量の変化を表現するこ
との有用性を認識し，2次関
数を活用しようとする。

表，式，グラフを関連づけな
がら変化の様子をとらえるこ
とができ，具体的な事象で
は，変化する2変数に着目し
て変化の様子を見出すこと
ができる。

関数を用いて数量の変化を
表現し，関数の値の変化を
調べることができる。
また方程式や不等式につい
てその解を求めることができ
る。

2次関数とそのグラフ及び関
数の値の変化について理解
し，基礎的な知識を身に付け
ている。

【第３章「2次関数」の節別評価規準】

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
【2次関数とグラフ】
・具体的な事象の中にある2
つの数量の関係に関心をも
つ。

・2次関数とそのグラフについ
て関心をもち，調べようとす
る。

・2つの数量の関係を表，
式，グラフなどを用いて考察
することができる。

・2次関数y=ax2+bx+cのグラ

フはy=ax2のグラフを平行移
動したものであることを理解
し，その移動について考察す
ることができる。

・y=ax2+bx+cを平方完成する
ことができる。

・2次関数のグラフの頂点の
座標と軸の方程式を求める
ことができる。

・関数のグラフをｘ軸，ｙ軸に
関して対称移動したグラフの
式を求めることができる。

・2次関数y=a(x-p)2+qのグラ
フの頂点や軸の方程式につ
いて基礎的な知識を身に付
けている。

・関数のグラフをｘ軸，ｙ軸に
関して対称移動することにつ
いて理解している。

・グラフが満たす条件から2
次関数の式を求める方法を
理解している。

【2次関数の値の変化】
・2次関数の値の変化の様子
についてグラフを用いて調べ
ようとする。

・具体的な事象の考察に2次
関数の最大・最小の考えを
活用しようとする。

・2次関数の値の変化につい
て，グラフを用いて考察する
ことができる。

・具体的な事象の中に2次関
数を見出し，その値の変化を
考察することができる。

・2次関数のグラフや式を用
いて，2次関数の最大値，最
小値を求めることができる。

・定義域が制限されたときの
2次関数の最大値，最小値を
求めることができる。

・2次関数の最大値，最小値
とその求め方について理解
し，基本的な知識を身に付け
ている。

【2次方程式と2次不等式】
・因数分解や2次方程式の解
の公式に関心をもち，これを
活用しようとする。

・2次方程式の解の公式に興
味をもち，実数解の個数との
関係を調べようとする。

・具体的な事象の考察に2次
方程式を活用しようとする。

・2次関数のグラフとｘ軸との
共有点について調べようとす
る。

・2次不等式の解に関心をも
ち，2次関数のグラフを使っ
て2次不等式の解を求めるこ
とができることを知り，2次不
等式を解こうとする。

・2次方程式の実数解の個数
を2次方程式の解の公式を
導き出す過程から考察し，関
連付けることができる。

・y=ax2+bx+cのグラフとｘ軸と
の共有点のｘ座標と

ax2+bx+c=0の解の関係につ
いて考察することができる。
　　　　　　　　　　　　[８][10]

・2次不等式の解と2次関数
のグラフとの関係を理解し，2
次不等式の解を2次関数の
グラフを用いて考察すること
ができる。[11][12]

・2次関数y=ax2+bx+cのグラ
フに係数a，b，cが与える影
響を考察できる。[14]

・解の公式を用いて2次方程
式を解くことができる。

・2次方程式における実数解
の個数の条件を等式・不等
式を用いて表現することがで
きる。

・y=ax2+bx+cのグラフとｘ軸と
の共有点のｘ座標は，

ax2+bx+c=0の実数解である
ことを理解し，共有点の個数

をD=b2-4acの符号を調べる
ことによって求めることがで
きる。

・2次関数のグラフがｘ軸と2
つの共有点をもつ場合，ｘ軸
と接する場合，ｘ軸と共有点
をもたない場合のそれぞれ
について，2次不等式の解を
求めることができる。

・2次方程式とその解の意味
を理解している。

・解の公式の使い方につい
ての基礎的な知識を身に付
けている。

・2次方程式ax2+bx+c=0の実
数解の個数および

y=ax2+bx+cのグラフとｘ軸と

の共有点の個数は，D=b2-
4acの符号によって分類され
ることを理解している。

・y=ax2+bx+cのグラフとｘ軸と
の共有点のｘ座標について，
その関係性を理解している。

・2次不等式の解法について
基礎的な知識を身に付けて
いる。



【第４章「図形と計量」の評価規準】 〈数学Ⅰ〉

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
線分の長さや角の大きさな
どを用いた計量に関心をも
ち，それらの有用性を認識
し，具体的な事象の考察に
活用しようとする。

三角比の考えを用いて，線
分の長さや角の大きさなどを
用いた図形の計量を行う過
程を考察することができる。

具体的な事象の数量の関係
を三角比などを用いて表現
し，図形の様々な計量を行う
ことができる。

直角三角形における三角比
の意味，三角比を鈍角まで
拡張する意義を理解し，図
形の計量の基本的な知識を
身に付けている。

【第４章「図形と計量」の節別評価規準】

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
【三角比】
・三角比に関心をもち，直角
三角形の計量に用いようと
する。

・三角比の相互関係に関心
をもち，直角三角形や三平
方の定理を用いて調べようと
する。

・直角三角形の辺の比を角
との関係と対応していること
に気づくことができる。

・三平方の定理を使って，三
角比の相互関係を導く過程
を考察することができる。

・直角三角形を用いて考えら
れる図形の計量の問題を，
三角比の記号を用いて表
し，解決することができる。

・30°，45°，60°の三角比
を直角三角形の辺の比から
求めることができる。

・正弦，余弦および正接を直
角三角形の辺の比と角との
関係として理解し，基礎的な
知識を身に付けている。

・三角比の表の意味を理解
し，使うことができる。

・鈍角の三角比を考えること
に関心をもち，鋭角の三角
比との関係について調べよ
うとする。

・座標平面上の半円を用い
て，鈍角まで拡張した三角比
について考察することができ
る。

・座標平面上の半円を用い
て，180°－θ の三角比とθ
の三角比との関係を導く過
程を考察することができる。
　　　　　　　　　　　　　　[21]

・90°までの三角比の表を
用いて，鈍角の三角形の値
を求めることができる。

・具体的な事象を三角比の
記号を用いて表し，図形の
計量を行うことができる。

・三角比の相互関係を用い，
与えられた三角比の値から
残りの三角比の値を求める
ことができる。

・鈍角まで拡張した三角比の
意義を理解している。

・三角比の相互関係につい
て理解し，基礎的な知識を
身に付けている。

【三角形への応用】
・正弦定理・余弦定理が図形
の計量の考察に有用である
ことに気付き，活用しようと
する。

・三角比を用いて三角形の
面積を求めることができるこ
とに気付き，活用しようとす
る。

・三角比を空間図形の計量
に活用しようとする。

・正弦定理・余弦定理を導く
過程を考察することができ
る。[16][17]

・三角形を解く際に様々な事
柄を考察することができる。
[20]

・三角形の面積を，三角比を
用いて表す過程を考察する
ことができる。

・三角比を空間図形の計量
の考察に用いることができ
る。

・三角形の決定条件が与え
られたとき，三角形の残りの
要素を求めることができる。

・2辺とその間の角が与えら
れている三角形および3辺が
与えられている三角形の面
積を求めることができる。

・三角比や正弦定理・余弦定
理などを用いて平面図形や
空間図形を計量することが
できる。

・正弦定理・余弦定理を三角
形の決定条件と関連づけて
理解し，基礎的な知識を身
に付けている。

・三角形の面積の公式の意
味を理解し，基礎的な知識を
身に付けている。

・平面図形や空間図形の計
量に関する知識を身に付け
ている。



【第５章「データの分析」の評価規準】 〈数学Ⅰ〉

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
様々な事象から見出される
確率や統計に関するデータ
の分析に関心を持ち，生活
や問題解決の中で活用しよ
うとする。

データを整理した表や図から
傾向を把握することができ
る。
代表値などから複数のデー
タの比較を通して，傾向を把
握することができる。

統計の基本的な考えを用い
てデータを整理・分析し，そ
の傾向を的確にとらえること
ができる。
表計算用のソフトウェアや電
卓を用いて，目的に応じた
データを収集・整理すること
ができる。

四分位偏差，分散，標準偏
差，散布図と相関係数など
の統計の用語の意味やその
扱いを理解している。

【第５章「データの分析」の節別評価規準】

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
【データの整理と分析】
・観察や調査・実験を通して
得られた，自然・環境・経済
などの様々なデータから散ら
ばり具合を整理して全体の
傾向をつかもうとする。

・整理した表，図，値などの
意味を理解し，そのデータの
特性や法則性を的確にとら
え，全体の傾向を考察するこ
とができる。[22]

・箱ひげ図を作成する際、
データの状況を的確に考察
することができる。[23]

・データを表や図に整理する
ことができる。

・箱ひげ図を用いてデータの
散らばりを表すことができ
る。

・代表値としての平均値，中
央値，最頻値を理解してい
る。

・四分位数，四分位範囲，四
分位偏差，分散，および標準
偏差などの用語の意味を理
解している。

【データの相関】
・目的に応じてデータを収集
し，散布図に表したり相関係
数を求め，その特性や法則
性を調べようとする。

・散布図と相関係数から2つ
の変量の間の相関関係を考
察することができる。

・散布図より全体の傾向から
外れたデータがある場合に
は，相関係数がその値に大
きく影響されていることに気
付くことができる。

・散布図から相関関係を読
み取ることができる。

・散布図および相関係数の
意味を理解している。

・相関係数の求め方を理解し
ている。

・相関関係と因果関係の違
いを理解している。



【第１章「式と証明」の評価規準】 〈数学Ⅱ〉

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
整式，分数式の乗法・除
法の計算や等式，不等式
の証明に関心をもち，そ
れらを事象の考察に活用
しようとする。

整式，分数式の乗法・除
法の計算や等式・不等式
の証明を通して，式に対し
て思考を柔軟にし，数学
的にも豊かな考察をする
ことができる。

整式，分数式の乗法・除
法，等式・不等式の証明
を処理することができる。

整式，分数式の乗法・除
法，等式・不等式の証明な
どの概念，原理，用語を理
解し，基礎的な知識を身に
付けている。

【第１章「式と証明」の節別評価規準】

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
【式と計算】
・整式，分数式の乗法・除
法について学習し，四則
演算に興味を示し，活用し
ようとする。

・整式の除法の結果を等
式に直して考えることがで
きる。

・整式の除法を数の除法
と関連づけて考えることが
できる。

・分数式を分数と同じよう
に計算する過程を考察す
ることができる。

・どの文字についての恒
等式であるかを考えること
ができる。[２５]

・乗法公式や因数分解の
公式を利用して展開や因
数分解をすることができ
る。

・二項定理を等式や不等
式の証明に活用できる。

・分数式を見通しをもって
計算し，結果を既約分数
式で表すことができる。

・分数式の恒等式を分母
を払うことにより整式の恒
等式として処理することが
できる。

・整式の除法や分数式の
意味を理解し，約分や四則
計算を身に付けている。

・二項定理の意味を理解
し，展開式やその項の係数
の求め方を理解している。

・恒等式と方程式の違いを
理解している。

【等式・不等式の証明】
・等式や不等式が成り立
つことを証明することによ
り式のもつ意味や性質に
関心をもつ。

・整式の除法の結果を等
式に直して考えることがで
きる。

・不等式の性質および意
味を考察することができ
る。[２６]

・最大値・最小値を求める
手段として不等式を利用
できることを関連付けて考
えることができる。[４０]

・負の２数に対して，相加
平均と相乗平均の関係が
適用可能かどうかを考え
ることができる。[２８]

・等式，不等式の証明を
状況に応じて適切に扱う
ことができる。

・相加平均と相乗平均の
関係を適切に用いて不等
式を証明することができ
る。

・等式，不等式の証明方法
について理解している。

・相加平均と相乗平均の関
係を使う意義を理解してい
る。



【第２章「複素数と方程式」の評価規準】 〈数学Ⅱ〉

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
数の範囲を複素数まで拡
張し，２次方程式や高次
方程式を解くことに関心を
もち，問題解決に活かそう
とする。

数の範囲を複素数まで拡
張することによって，２次
方程式には必ず解が存在
することや高次方程式の
解き方を考えることができ
る。

２次方程式，高次方程式
に関する諸問題を処理す
ることができる。

２次方程式，高次方程式
などの基本的な事項や原
理，用語，記号等を理解
し，基礎的な知識を身に
付けている。

【第２章「複素数と方程式」の節別評価規準】

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
【複素数と2次方程式の
解】
・数の範囲を複素数まで
拡張することで，２次方程
式が必ず解をもつように
なることに興味をもち，数
学的な考察を深めようと
する。

・複素数の範囲まで拡張
して数を考察することがで
き，四則計算についても
考えることができる。

・数の範囲を複素数まで
拡張すると実数までのとき
とどのような違いが起こる
のか考えることができる。
                           [２９]

・２次方程式の解について
の考察を解の公式ではな
く解と係数の関係を用い
て行うことができる。[３１]

・判別式が使える条件，お
よびそれがもつ意味を考
察し，関連付けることがで
きる。[３０][３２]

・解の公式により２次方程
式の共役な複素数解を求
めることができる。

・対称式の値を２次方程
式の解と係数の関係を用
いて求めることができる。

・２次方程式の解の種類
の判別について，基礎的
な知識を身に付けてい
る。

・２次方程式の解と係数の
関係について基礎的な知
識を身に付けている。

【高次方程式】
・高次方程式の問題解法
に興味をもち，様々な問
題を意欲的に解こうとす
る。

・除法の原理による等式
から整式を１次式で割った
ときの剰余の定理を導く
過程を考察することができ
る。[３４]

・因数定理を利用して高
次方程式を１次方程式や
２次方程式に帰着させて
解くことを考えることがで
きる。

・整式を整式で割ったとき
の余りを剰余の定理を用
いて求めることができる。

・高次方程式の１つの有
理数解の見つけ方を理解
し，高次方程式の解を求
めることができる。

・高次方程式の解の求め
方について，基礎的な知
識を身に付けている。

・高次方程式の解（２重解
や３重解など）の意味を理
解している。



【第３章「図形と方程式」の評価規準】 〈数学Ⅱ〉

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
直線や円などの基本的な平
面図形の性質や関係を調べ
るときに，座標や式を用いるこ
との有用性を認識するととも
に事象の考察に活用しようと
する。

平面図形の性質や関係を座
標や式を用いて数学的に考察
できる。直線と円の位置関係
や軌跡などを座標や式を用い
て考慮することができる。

座標や式を用いて平面図形を
表現することができる。平面
図形に関する公式を用いて，
点，直線，円に関する問題を
解決することができる。

座標や式を用いることにより
平面図形に関する様々な性
質を調べる方法を理解してい
る。また，軌跡の方程式の求
め方も理解している。

【第３章「図形と方程式」の節別評価規準】

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
【点と直線】
・図形に関する問題を座標平
面を利用して解こうとするとと
もにそのよさを調べようとす
る。

・点と直線の距離公式に興味
を示し，図形問題の解決に適
切に用いようとする。

・三角形，四角形の性質を座
標平面上で考察することがで
きる。

・座標平面における図形が方
程式によって表現できることを
理解している。

・点と直線の距離公式を導く
過程を考察することができる。

・直線束の考え方を用いて，２
直線の交点を通る直線の方
程式を求める過程を考察する
ことができる。

・数直線上および平面上での
内分点、，外分点を座標を用
いて表現することができる。

・三角形や四角形などの図形
を頂点の座標を用いて表現す
ることができる。

・直線に関して対称など図形
的状況を式で表現することが
できる。

・平面図形の性質や関係を調
べる方法を理解している。

・２点間の距離，線分の内分
点，外分点の座標，三角形の
重心の座標の公式を理解して
いる。

・２直線の平行・垂直条件を理
解している。

・点と直線の距離公式を理解
している。

【円】
・座標平面上で円の性質や円
と直線の関係を方程式を用い
ようとする。

・円の定義から円の方程式を
導く過程を考察することができ
る。　[３６]

・円と直線の位置関係を２次
方程式の実数解の個数や中
心と直線との距離と半径の関
係から考察することができる。

・円の接線の公式，および，中
心が原点ではない場合の円
の接線も求める過程を考察す
ることができる。[３５]

・２円の位置関係を中心間の
距離と半径の関係から考察で
きる。

・与えられた条件を満たす円
の方程式を求めることができ
る。

・接点が与えられている場合
と，そうでない場合の接線の
方程式を求めることができる。

・状況に応じた円の方程式の
求め方を理解している。

・状況に応じた円の接線の方
程式の求め方を理解してい
る。

【軌跡と領域】
・条件を満たす点が動く図形
に興味をもち，方程式で表現
しようとする。

・領域が不等式で表されること
に興味をもち，不等式を利用
して問題に対処しようとする。

・条件を式で表し，その条件を
満たす方程式を求めることに
より，点の軌跡がどのような図
形になるかを考察することが
できる。

・領域における２変数式の最
大，最小を考察する方法を考
察することができる。[４０]

・円と円に接する２本の接線と
で囲まれた部分の面積を求め
る過程を考察することができ
る。[３７]

・条件を式で表し，その条件を
満たす軌跡の方程式を求める
ことができる。

・不等式や連立不等式が領域
を表すことを理解し，図示する
ことができる。

・領域における２変数式の最
大値，最小値を求めることが
できる。

・座標平面における軌跡とは
何かを理解している。

・条件を満たす点の軌跡を求
める方法を理解している。

・領域における２変数式の最
大値，最小値の求め方を理解
している。



【第４章「三角関数」の評価規準】 〈数学Ⅱ〉

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
弧度法を導入する必要性
に興味をもつとともに，角
の概念を一般角まで拡張
して三角関数を活用しよう
とする。

三角比の概念を三角関数
に拡張し，単位円やグラフ
を図示することにより考察
することができる。

三角関数のグラフや単位
円を利用して，三角関数
の性質を理解したり，三角
方程式，不等式などの問
題を解くことができる。

弧度法で表された角の三
角関数の値を定義によっ
て求めることができる。ま
た，三角関数の性質とグ
ラフの特徴を相互に理解
している。

【第４章「三角関数」の節別評価規準】

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
【三角関数】
・角の概念を一般角まで
拡張することや弧度法に
興味をもち，活用しようと
する。

・周期関数に興味をもち，
その性質を調べようとす
る。

・三角関数の性質や相互
関係に興味をもち，活用し
ようとする。

・角の概念を拡張した一
般角について，動径ととも
に考察することができる。

・角を拡張し，単位円を用
いることにより，三角関数
のグラフを考察することが
できる。

・三角方程式，不等式の
問題を単位円を用いるこ
とで適切に考察できる。

・扇形の弧の長さや面積
を弧度法を用いて求める
ことができる。

・様々な三角関数をグラフ
に表すことができる。

・三角方程式，不等式の
問題を適切に解くことがで
きる。

・角度について，度数法と
弧度法の対応を理解して
いる。

・動径の表す角を一般角
での表し方を理解してい
る。

・三角関数の相互関係を
理解し，その式を用いた
式変形の仕方を理解して
いる。

・三角方程式，不等式を
解くとともに，単位円やグ
ラフを利用して解決できる
ことを理解している。

【加法定理】
・三角関数の加法定理に
ついて興味をもち，有名角
以外の角についても三角
関数の値を調べようとす
る。

・２直線のなす角について
関心をもち，正接の加法
定理を利用してなす角を
求めようとする。

・三角関数の合成に興味
をもち，それを活用しよう
とする。

・加法定理を用いて，２倍
角の公式，半角の公式，
合成などを導く過程を考
察することができる。

・２直線のなす角をｘ軸の
正の向きとのなす角を導く
過程から考えることができ
る。　[３９]

・様々な三角関数の最大
値，最小値を求めるのに，
状況に応じて適切に考察
することができる。

・三角関数の合成を加法
定理と関連づけて導く過
程を考察することができ
る。[３８][４０]

・加法定理を利用して，
種々の三角関数の値を求
めることができる。

・２倍角の公式を利用して
やや複雑な三角方程式を
解くことができる。

・三角関数の合成を利用
して，三角関数の最大値，
最小値を求めることがで
きる。

・加法定理を理解するとと
もに，それから導かれる２
倍角の公式，半角の公
式，合成についても理解し
ている。



【第５章「指数関数と対数関数」の評価規準】 〈数学Ⅱ〉

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
数の累乗について，指数
を拡張して指数関数を考
えようとする。また，その
逆関数としての対数関数
についても考えようとす
る。

数の累乗について，指数
を拡張して指数関数を，そ
の逆関数として対数関数
を論理立てて考えることが
できる。

指数関数や対数関数のグ
ラフをかき，それらの性質
を利用することで，問題に
対処することができる。

指数関数や対数関数のグ
ラフの特徴や性質を理解
し，さらにそれらが事象の
考察にどのように活用さ
れているかも理解してい
る。

【第５章「指数関数と対数関数」の節別評価規準】

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
【指数関数】
・指数の拡張について，指
数法則の成立が関わって
いることに興味を示し，具
体的な事象に活用しようと
する。

・累乗根の性質に興味を
示し，それらを証明しよう
とする。

・指数法則が成立するよう
に指数の範囲を自然数か
ら実数まで拡張している
有用性を考えることができ
る。

・累乗根の定義や性質お
よび意味を考察すること
ができる。[４１][４２]

・指数関数のグラフの増
減で指数方程式，不等式
を考察することができる。

・指数法則を用いて累乗
根を含む計算をすること
ができる。

・平行移動することも含め
て，指数関数のグラフをか
くことができる。

・指数方程式，不等式を
置き換えを利用して解くこ
とができる。

・指数の範囲を自然数か
ら実数まで拡張する意義
を理解している。

・累乗根の定義や計算に
おける性質を理解してい
る。

・指数関数のグラフの概
形や特徴を理解している。

【対数関数】
・対数の性質が指数法則
と関係していることに興味
を示し，具体的な事象に
活用しようとする。

・天文学的数を一般の数
に変換するのに常用対数
が有効であることに興味
を示し，問題解決の手段
として活用しようとする。

・指数関数の逆関数として
対数関数を捉え，その性
質を考察することができ
る。

・指数法則から対数の性
質を導く過程を考察するこ
とができる。[４５]

・対数関数のグラフの増
減で対数方程式，不等式
を考察することができる。

・底の変換公式を導く過程
を考察することができる。
　　　　　　　　　　　[４７]

・常用対数において対数
の定義から１０の累乗の
値を考察できる。
　　　　　　　　[４３][４６]

・指数と対数を相互に書き
換えることができ，問題に
対処することができる。

・平行移動することも含め
て，対数関数のグラフをか
くことができる。

・常用対数を利用すること
により，桁数問題に対処
することができる。

・対数の定義や計算にお
ける性質を理解している。

・対数関数のグラフの概
形や特徴を理解している。

・常用対数の意義を理解
している。



【第６章「微分法と積分法」の評価規準】 〈数学Ⅱ〉

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
関数の値の変化や変化の
割合に興味をもち調べよ
うとする。更に，微分係数
や導関数の必要性に関心
をもつ。また，不定積分を
微分の逆演算として興味
をもち，面積を求めるのに
定積分を用いようとする。

微分係数や導関数の図形
的な意味を理解し，具体
的な事象を解決する過程
を考察することができる。
また，定積分の意味を理
解し，面積を求める過程を
考察することができる。

微分や積分の問題に対
し，記号を用いて式で表
現し，計算を行うことによ
り解決することができる。

微分係数，導関数，不定
積分，定積分の意味を理
解している。また，面積は
定積分の計算で求められ
ることを知っている。

【第６章「微分法と積分法」の節別評価規準】

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
【微分係数と導関数】
・平均変化率の考え方か
ら微分係数に発展し，更
に拡張して導関数の考え
方に至る過程に興味をも
ち，関連づけようとする。

・微分係数や導関数の意
味をグラフと関連づけて考
察することができる。

・関数の微分を導関数の
定義にしたがって求めるこ
とができる。

・曲線の接線の方程式を
求めることができる。

・平均変化率，微分係数，
導関数の定義を理解して
いる。

・曲線上の点における接
線，曲線外の点から曲線
に引いた接線の方程式の
求め方を理解している。

【関数の値の変化】
・関数の増減を調べるの
に導関数が利用できるこ
とに興味をもち，増減表を
書いて問題を解決しようと
する。

・方程式，不等式を関数
的な視点で捉えることに
興味を示し，微分を利用し
ようとする。

・接線の傾きの変化を利
用して関数の増減との関
係を考察することができ
る。

・曲線外の点から曲線に
引いた接線の本数を求め
る過程を考察することが
できる。

・極値をもつ必要条件を考
えることができる。[４８]

・方程式の実数解の個数
を求めたり，不等式を証
明するのに関数のグラフ
を利用して解決する過程
を考察することができる。

・関数の増減や極値を求
めるのに，増減表を書くこ
とができる。

・関数の最大・最小に関す
る文章問題では変数のと
り方や定義域に注意する
ことができる。

・方程式の実数解の個数
に関する問題を，関数の
グラフと直線の共有点の
個数の問題と捉えて解決
することができる。

・導関数を利用して関数
の増減を調べることがで
きることを知っている。

・極値の意味を理解し，そ
の求め方を知っている。

・最大値，最小値の意味
および極大値，極小値と
の違いについて理解して
いる。

【積分法】
・不定積分が微分の逆演
算であることに興味をも
ち，計算しようとする。

・定積分が面積と関係す
ることに興味をもち，定積
分を用いて面積を求めよ
うとする。

・放物線や直線で囲まれ
た部分の面積を定積分を
用いて求める際，式を線
分の長さの総和と考える
ことができる。[５０]

・積分と微分が逆演算で
あることを理解し，それを
発展的に捉え考察するこ
とができる。[４９]

・放物線や直線で囲まれ
た部分の面積を，グラフの
上下関係や積分範囲に注
意して定積分を用いること
により求めることができ
る。

・不定積分，定積分の定
義や性質を理解し，それ
らを利用する計算方法を
理解している。

・定積分と面積の関係に
ついて理解し，面積の求
め方を知っている。



☆数学の問題では式の持つ意味を図で考えたりすることがよくあります。このことは今後、数学の様々な問題を解いて

　いく過程で非常に大切になってきます。そういう訳で、本時は展開式の意味を図で考えていこう！

① ②

③ ④

　　例えば、展開式　 ………（＊）

　は右図のように長方形 を４つの部分に分けて、

　左辺は長方形 の面積を表し、右辺の は①の長方形の面積、

　 は②の面積、 は③の面積、 は④の面積を表しています。

　したがって、（＊）の展開式が成立していることがわかります。

　　このように展開式の意味を図で考えることができるのです。

　上のことを参考にして、次の展開式の意味を図を用いて考えてみよう。

（１） 　　　　　　（２）

（３） 　　　　　　　　　　 （４）

（５）

　上の５問ができた人は、下の２問にチャレンジしてください！

　今度はどんな図を考えればよいでしょうか？

（６） 　　　　　　　（７）

《指導上考えておくべきこと》

①効果的な発問

　「（１）～（５）は面積で考えることができました。（６）、（７）はどうでしょうか？」

②予想される解答（考え方）

　（６）、（７）に関して立体の図を上手く分けて考えることができない。（空間の図は描くのが難しい）

③「思考力 判断力 表現力」を育成する部分

　式の持つ意味を図で考えることで、単なる式展開の理解に留まらず、頭の中で図を用いて考えるようになり、その部

　分が「思考力 判断力 表現力」を育成する。

④指導上の注意点

　図は大きく描くように言う。また、指導者が説明しすぎないよう注意する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【数学Ⅰ　第１章　数と式】



☆集合の共通部分と和集合に関する問題は，ベン図を用いて集合の要素及びその個数を求めることが出来ます。

　本時は つの集合における和集合の要素の個数を「発展」的に考えてみよう！

①

② ③

④

⑤

⑥
⑦

　全体集合 を 以下の自然数とする。集合 を の倍数の集合，

集合 を の倍数の集合，集合 を の倍数の集合とするとき，和集合

の要素の個数 を求めてみよう。

　 ， ， を求めてみよう。

　 ， ， ， を求めてみよう。

　ベン図の④，⑤，⑥はどのような数の集合であるか，　　に適する値を記入しよう。

　　④は の倍数，かつ， の倍数でない数の集合

　　⑤は の倍数，かつ， の倍数でない数の集合

　　⑥は の倍数，かつ， の倍数でない数の集合

　ベン図の①～⑦に該当する要素の個数を求めてみよう。

　 の値を次の方法で求めてみよう。

　ｱ　①～⑦の和

　ｲ　 ＋ ＋ ＋

《指導上考えておくべきこと》

①効果的な発問

　 　「集合 は①，④，⑥，⑦の集まり」であるが他の集合は何の集まりだろうか？

②予想される解答（考え方）

　 　ベン図を見ながら求めるので間違いは少ないと予想される。

③「思考力 判断力 表現力」を育成する部分

　「集合 は①，④，⑥，⑦」等で表し， ｲで①～⑦のどこが重なっているか考えさせる。

④指導上の注意点

　 ｲ　右辺が①～⑦の和になることを確かめさせる。

【数学Ⅰ　第２章　集合と命題】　



☆今までの学習において、２次関数の最大値と最小値を求めることができるようになりました。実際の生活の中でも２

　次関数を活用して考えることができる場面があります。ここでは、身の回りにある事柄について、２次関数を上手く

　活用してみよう！！

[問]あるパン屋さんではクロワッサンを販売している。

　そのクロワッサンは 個につき 材料費が 円かかっており 店主さんはなるべく利益を多く出したいと考えてい

　る。クロワッサンの販売の状況は 個の値段が 円のとき 日に 個売れているが 個の値段を 円上げ

　るごとに 日の売り上げ個数は 個ずつ減っていくという。

　　 日の利益を最大にするためには クロワッサン 個の値段をいくらにすればよいだろうか。店主さんに教えてあ

　げよう。

　予想をしてみよう！！

　２次関数の考え方を使って答えを求めてみよう！！

《指導上考えておくべきこと》

①効果的な発問

　「 個の値段を 円値上げしたときの 日の利益はいくらになるだろうか？」

　「 個の値段を 円値上げしたときの 日の利益を 円としたとき を の式で表すとどうなるだろうか？」

②予想される考え方

　 を の式で表すことができない。

③「思考力 判断力 表現力」を育成する部分

　身の回りの事象を考えることで、式を変形して最大値を求めるだけのような作業にならず、立式から考える部分。

④指導上の注意点

　グループで考えさせたい。また、２次関数で答えを導き出したあとに、元の事象に戻しても矛盾は生じないか確認さ

　せる。

【数学Ⅰ　第３章　２次関数】



☆三角形の辺の長さや角度の大きさを求める問題は，三角形の性質を知っていることで効率的に求めることが出来ま

　す。本時は具体的な問題を解く際に，指定された条件順番で解くことを通して，「効率」を考えてみよう！

　右図の△ において、 であるとき、

　以下の問いを考えてみよう。

　 辺 の長さの大小関係を不等式で表してみよう。

　 つの角 の大きさの大小関係を不等式で表してみよう。（予想も可）

　 つの角 の大きさを次の各手順で求めてみよう。

　ｱ　最初に を求め，続けて を求める。（ の順番は問わない）

　ｲ　最初に を求め，続けて を求める。（ の順番は問わない）

　ｳ　最初に を求め，続けて を求める。（ の順番は問わない）

　 より， の値を求めてみよう。また， の値も求めてみよう。

《指導上考えておくべきこと》

①効果的な発問

　 　 の長さの大小関係はどのようにして確かめたらよいでしょうか？

　 　ｱ ｲ ｳの中で 角の大きさを求める際に，どれが効率的な手順ですか？その理由も考えてみよう。

②予想される解答（考え方）

　 　 の値をそれぞれ調べ代入する。分からない。それぞれ 乗した値で比較する（出ることを期待！）。

　 　ｲかｳのどちらか。ｱの の値からは角度がすぐに分からないから。

③「思考力 判断力 表現力」を育成する部分

　 の結果から， の 辺 の長さと の つの角 の大きさが対応している性質を理解させる。

　一方，「どの角度」から求めていくかについては， つの角が「 ， ， 」「 ， ， 」以外にどのような

　組合せがあるか考えさせる。例えば，「最小角が のとき，残りの つの角は？」「最大角が （ ）のとき，

　残りの つの角は？」を考えさせ， 番目の長さの辺に対応する角を求めることが効率的であることに気付かせる。

④指導上の注意点

　 　 の値を代入する際は，必ず（　　）を用いて代入することに注意させる。

　 　 の値を求める際は，有理化や根号の計算に注意させる。

【数学Ⅰ　第４章　図形と計量】　



☆データにおける平均値などは身近で使われていますが、標準偏差が自分たちの身近でどのように利用されているか

　知る意味で、模試の結果などでよく見る偏差値の意味と求め方について考えてみよう。

［標準偏差と偏差値］

　ある 人の 点満点の試験の得点は であった。

平均値

得点 偏差値

標準偏差
標準偏差

平均値

得点 偏差値

偏差
偏差

標準偏差
標準偏差

偏差
偏差

　この得点の平均値を 標準偏差を とするとき の値を求めよ。平均値を 標準偏差を に変換することを

　考えよう。

あるデータ について 全体の平均値を 標準偏差を 偏差値を とすると ＝

科目 数学 英語

得点

平均点

標準偏差

偏差値

［課題］

　ある 点満点の試験において さんの得点は数学が 点 英語が 点であった。

　 さんは 数学と英語どちらが得意であるといえるか。

　 得点から考えてみよう。 偏差値を求めて考えてみよう。

《指導上考えておくべきこと》

①効果的な発問

　「偏差値」の正体を知ろう！

②予想される解答（考え方）

　平均点との差が英語の方が大きいので、英語が得意

③「思考力 判断力 表現力」を育成する部分

　標準偏差の意味を理解し、偏差値などの身近なことに活用されていることを知る。偏差値の意味について理解する　

　中で思考力 判断力 表現力を育成したい。

④指導上の注意点

　偏差値はあくまで指標。偏差値が高いからといって得意とは限らない。説明しすぎない。

【数学Ⅰ　第５章データの分析】　



☆大学入試問題には最大値、最小値を求めるとき、相加平均相乗平均の関係を用いることがよくあります。

　ここではその公式について考えていくことにします。

（文字はすべて負でないとする。）

（Ⅰ） （等号成立 ＝ ）

（Ⅱ） （等号成立 ＝ ＝ ）

（Ⅲ）
･･･

･･･ （等号成立 ･ ･ ･ ）

（Ⅱ）の＜証明＞

＝

　 　が成り立つ 。等号成立 。 ここで 　と置きかえると、

となる。（等号成立 ＝ ＝ ）＜証明終＞

１　次の不等式を証明せよ。

　　　　①　 　　　　　　　　　　　②　

　　　　③　 　　　　④　

２　次の式の最小値を求めよ。

　　　　①　 　　　　　　　　　②　

３　 の時、次の値を求めよ。

　　　　①　 　の最大値　　②　 の最小値　③　 の最小値

＜指導上考えておくべきこと＞

①効果的な発問

　　おなじみの問題もありますが、いろんな問題も挑戦してみよう。

②　予想される解答

　　誤答例　２　①　 ＞０，　 ＞０，

　　　　　　　　　　 ･ 　　　最小値８（答）

③「思考力判断力表現力」を育成する部分

　　公式の特性や有効性を学ぶことにより、慣れ親しんだ公式を意外な場面で用いることの有用性、効果性などを見極

　　める能力、洞察力、思考力を育成する。更に（Ⅲ）のように一般化された抽象的な概念にも触れる。具体的なもの

　　から一般化へ、その逆の思考も柔軟に対応できる力を育てたい。

④　指導上の注意点

　　数学Ⅱで学んだ基本問題をしっかりと理解し、安易にかつ機械的に公式を用いる危険性についても触れる。

【数学Ⅱ　第１章　式と証明】　



☆数学Ⅱでは，虚数が登場します。１の３乗根には，虚数が２つ含まれます。虚数にはいろいろと面白い性質がありま

　す。この虚数を使った問題は，「 の問題」として入試でもしばしば出題されます。このことについて学習します。

（数Ⅱ教科書 より抜粋）「１の３乗根の不思議」

　１の３乗根は， を満たす の値です。１の３乗根のうち，虚数であるものの１つを とするとき， の２乗も

１の３乗根となります。

　このことは，次のようにして確かめられます。

　　　 　なので　 ＝ □□ ＝ ＝ 　

　また， を因数分解すると　［　 　］ですから， は， 　の解で，　

　　［　 　］が成り立ちます。

　 ， を利用して，次の値を求めてみましよう。

　　　

【問題】方程式 の虚数解の つを とするとき，次の値を求めよ。　　

　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　 　　

《指導上考えておくべきこと》

①発展的な発問

　「 （ は 以上の自然数）はどうでしょうか？ の条件により場合分けが必要です。」

②予想される解答（考え方）

　　 　から　 を使い直接因数分解する

③「思考力 判断力 表現力」を育成する部分

　　因数分解や指数法則でうまく式変形し，その値が簡単になるようにすすめる。

④指導上の注意点

　　 を難しい特殊な数ととらえずに，不思議な面白い数として興味関心をを引きつけながら誘導する。

【数学Ⅱ　第２章　複素数と方程式】



☆数学の公式は問題を解くのに便利ですが、その成り立ちを理解することはとても重要です。まずは公式について

　考えてみましょう。また、この問題を解くのに公式があったら便利だなと思うことがあると思います。新しい公式を

　自分で考えてみることに挑戦しましょう。

【課題１】

　 点 と直線 の距離 の公式を書いてみよう。

　 公式を利用して点 と直線 の距離 を求めよう。

　●公式について あなたの思うことを書いてください。（１回目）

【課題２】

　点 と直線 の距離 を公式を用いずに求めてみよう。

　●公式について あなたの思うことを書いてください。（２回目）

【課題３】

　点 と直線 の距離 の公式を証明してみよう。

【課題４】

　直線 ： に関して 点 と対称な点 の座標を２つの解法でそれぞれ求めてみよう。

　対称点 の座標を とおく。

　（解法１）　①傾き　　　　　　 ②直線 上の点

　（解法２）　①直線 の方程式　②直線 と直線 の交点

【課題５】※課題１～４をもとに対称点を求める公式をつくってみよう。

　直線 ： に関して 点 と対称な点 の座標を求めてみよう。点 とする。

　　　

《指導上考えておくべきこと》

①効果的な発問

　「点と直線の距離 の公式を証明するときに、鍵となった式を利用してみよう。」

②予想される解答（考え方）

　媒介変数表示された式をどう扱うかがわからない。

　 ･ ･ を導ける。

③「思考力 判断力 表現力」を育成する部分

　　公式の有用性（メリット）や公式の使い方に終始する弊害（デメリット）について考えさせる教材として、

　　点と直線の距離の公式を取り扱う。公式の導き方が難しいが、思考力を深めるには最適の教材である。

　　その知識を応用させて、直線に関して対称な点を求める式を一般化することでさらに思考力を深めさせたい。

④指導上の注意点

　点と直線の距離の公式を導く方法において２つの重要なポイントを抑える。説明しすぎない。

【数学Ⅱ　第３章図形と方程式】　



☆公式や定理の成り立ちを知ることは、数学を学ぶ上でとても重要なことです。本時では、教科書にある三角関数の合

　成公式を加法定理を用いて導き、それを応用して別の公式を作ってみよう。

［問］　

　 　三角関数の合成公式をかけ。（図との対応も含めて）

　 　正弦の加法定理を用いて の公式を導け。

　 　 と，余弦の加法定理を用いて，余弦の合成公式を作ってみよう。

　 　 の公式を のように図と対応させてみよう。

【準備】

　①　

　②　

《指導上考えておくべきこと》

①効果的な発問

　加法定理に当てはめるとどうなるか。

②予想される考え方

　加法定理をどう当てはめればよいかがわからない。

③「思考力 判断力 表現力」を育成する部分

　加法定理から公式を導かせることで，定理公式の連動性や図形的な意味を考えさせる。

④指導上の注意点

　グループで考えさせる。適宜ヒントを与えるが、教えすぎないようにする。

【数学Ⅱ　第４章　三角関数】



☆数学は、難問と言われる問題でも基礎基本の知識をいくつか組み合わせることで解けます。難問に対してすぐにあき

　らめずに粘って考える姿勢を身につけましょう。本時は次の問題にチャレンジしましょう！

［問］ についての２つの方程式 ･ を満たす の組がちょうど つあるような

　　　定数 の値の範囲を求めよ。

　※まずは解いてみよう。解けない場合は、基本の知識①～③を考えて組み合わせてみよう。

　　基本の知識も厳しいときは、友人や先生に聞いて理解して再度挑戦してみよう。

《基本の知識①》

　　 次方程式 が異なる つの実数解をもち それがともに より大きいとき 定数 の値の範囲を　

　 考えてみよう。

《基本の知識②》

　　連立方程式 を考えてみよう。

《基本の知識③》

　　方程式 ･ を考えてみよう。

《指導上考えておくべきこと》

①効果的な発問

　「基本の知識を組み合わせることで、自分が解いたことがある問題に近づけてみよう｣

②予想される解答（考え方）

　　 を とおくことで の 次方程式の解の問題にできるが、 という範囲が導けない。

③「思考力 判断力 表現力」を育成する部分

　　基本の知識を組み合わせることで、解いたことがある問題にいかに近づけることができるか

　　という問題解決の手法の１つを学ぶことで「思考力 判断力 表現力」を育成する。

④指導上の注意点

　 という範囲には気をつけさせる。説明しすぎないよう注意する。

【数学Ⅱ　第５章　指数関数と 対数関数】



☆数学Ⅰで「 次関数」を学習しました。 次関数は，微分し 次関数である を考えることでグラフの概形を考え

　ることができました。ここでは， 次関数のグラフを考察してみましょう。

　【練習】次の３次方程式を解け。

　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　 　

　問題　関数 ①について

　 　導関数 を求めよ。

　 　①のグラフをかけ。

　【練習】次の関数のグラフをかけ。

　　 　 　　　　　　　　　　　　　 　

《指導上考えておくべきこと》

　①効果的な発問

　「導関数 の符号が変わるのはどのようなときか」

　②予想される解答（考え方）

　　増減表中の の符号の間違い。

　③「思考力 判断力 表現力」を育成する部分

　　 次関数は慣れてくると増減表なしでも概形がわかるが， の符号を考えることが の増減を判断することになる。

　　 次関数を考えさせることにより，この部分を答案に表現する必要性を考えさせたい。

　④指導上の注意点

　　 次方程式を解き，ていねいな増減表を書かせる。

【数学Ⅱ　第６章　微分法と積分法】　
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