
第３章 数学

第１ 教科目標，評価の観点及びその趣旨等

１ 教科目標

数学的活動を通して，数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則についての理解を深め，数

学的な表現や処理の仕方を習得し，事象を数理的に考察し表現する能力を高めるとともに，数学的活動

の楽しさや数学のよさを実感し，それらを活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる。

２ 評価の観点及びその趣旨

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

数学的な事象に関心を 事象を数学的にとらえて 事象を数量や図形など 数量や図形などに関す

もつとともに，数学的 論理的に考察し表現した で数学的に表現し処理 る基礎的な概念や原理

活動の楽しさや数学の り，その過程を振り返っ する技能を身に付けて ・法則などについて理

よさを実感し，数学を て考えを深めたりするな いる。 解し，知識を身に付け

活用して考えたり判断 ど，数学的な見方や考え ている。

したりしようとする。 方を身に付けている。

３ 内容のまとまり

数学科においては，学習指導要領の内容の「Ａ 数と式」「Ｂ 図形」「Ｃ 関数」「Ｄ 資料の活用」

を内容のまとまりとした。

第２ 内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

Ⅰ 第１学年

１ 学年目標

(1) 数を正の数と負の数まで拡張し，数の概念についての理解を深める。また，文字を用いることや方

程式の必要性と意味を理解するとともに，数量の関係や法則などを一般的にかつ簡潔に表現して処理

したり，一元一次方程式を用いたりする能力を培う。

(2) 平面図形や空間図形についての観察，操作や実験などの活動を通して，図形に対する直観的な見方

や考え方を深めるとともに，論理的に考察し表現する能力を培う。

(3) 具体的な事象を調べることを通して，比例，反比例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。

(4) 目的に応じて資料を収集して整理し，その資料の傾向を読み取る能力を培う。

２ 第１学年の評価の観点の趣旨

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

様々な事象を数量や図 数量や図形などについて 正の数と負の数の四則 正の数と負の数，文字

形などでとらえたり， の基礎的・基本的な知識 計算ができ，数量の関 を用いることの必要性

それらの性質や関係を 及び技能を活用しなが 係や法則を方程式など と意味，一元一次方程

見いだしたりするな ら，事象を見通しをもっ を用いて表現し処理し 式，平面図形について

ど，数学的に考え表現 て論理的に考察し表現し たり，基本的な図形の の性質や関係，空間に

することに関心をも たり，その過程を振り返 作図や図形の計量をし おける図形の位置関

ち，意欲的に数学を問 って考えを深めたりする たり，関数関係を的確 係，関数関係や比例・

題の解決に活用して考 など，数学的な見方や考 に表現したり，資料を 反比例，ヒストグラム

えたり判断したりしよ え方を身に付けている。 整理したりするなど， や代表値などを理解
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うとする。 技能を身に付けてい し，知識を身に付けて

る。 いる。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ 数と式」

【学習指導要領の内容】

(1) 具体的な場面を通して正の数と負の数について理解し，その四則計算ができるようにするととも

に，正の数と負の数を用いて表現し考察することができるようにする。

ア 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。

イ 小学校で学習した数の四則計算と関連付けて，正の数と負の数の四則計算の意味を理解するこ

と。

ウ 正の数と負の数の四則計算をすること。

エ 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表したり処理したりすること。

(2) 文字を用いて数量の関係や法則などを式に表現したり式の意味を読み取ったりする能力を培うと

ともに，文字を用いた式の計算ができるようにする。

ア 文字を用いることの必要性と意味を理解すること。

イ 文字を用いた式における乗法と除法の表し方を知ること。

ウ 簡単な一次式の加法と減法の計算をすること。

エ 数量の関係や法則などを文字を用いた式に表すことができることを理解し，式を用いて表した

り読み取ったりすること。

(3) 方程式について理解し，一元一次方程式を用いて考察することができるようにする。

ア 方程式の必要性と意味及び方程式の中の文字や解の意味を理解すること。

イ 等式の性質を基にして，方程式が解けることを知ること。

ウ 簡単な一元一次方程式を解くこと及びそれを具体的な場面で活用すること。

〔用語・記号〕自然数 符号 絶対値 項 係数 移項 ≦ ≧

【「Ａ 数と式」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

様々な事象を正の数と 正の数と負の数，文字や 正の数と負の数の四則 正の数と負の数の必要

負の数，文字や文字を 文字を用いた式及び方程 計算をしたり，正の数 性と意味及びその四則

用いた式及び方程式な 式などについての基礎的 と負の数や文字を用い 計算の意味，文字を用

どでとらえたり，それ ・基本的な知識及び技能 た式で表現したり，そ いることの必要性と意

らの性質や関係を見い を活用しながら，事象を の意味を読み取った 味，方程式の必要性と

だしたりするなど，数 見通しをもって論理的に り，文字を用いた式で 意味及びその解の意味

学的に考え表現するこ 考察し表現したり，その 乗法や除法を表した などを理解し，知識を

とに関心をもち，意欲 過程を振り返って考えを り，簡単な一次式の加 身に付けている。

的に数学を問題の解決 深めたりするなど，数学 法と減法の計算をした

に活用して考えたり判 的な見方や考え方を身に り，簡単な一元一次方

断したりしようとして 付けている。 程式を解いたりするな

いる。 ど，技能を身に付けて

いる。

【「Ａ 数と式」の評価規準の設定例】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

【正の数と負の数の必要性と意味】

・正の数と負の数に関 ・最高気温の前日との差 ・正の数と負の数を用 ・正の数と負の数の必
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心をもち，その必要 など正の数と負の数が いて，身の回りの様 要性と意味を理解し

性と意味を考えた 使われている具体的な 々な事象を表すこと ている。

り，正の数と負の数 場面を見いだし，正の ができる。 ・自然数や整数，正の

を用いて，身の回り 数と負の数がどのよう ・正の数と負の数を用 数と負の数の大小関

の様々な事象を表し に用いられているのか いて反対の方向や性 係，符号，絶対値の

たりしようとしてい を考えることができ 質を表すことができ 意味を理解してい

る。 る。 る。 る。

・正の数と負の数を数

直線上に表したり，

大小関係を不等号を

用いて表したりする

ことができる。

【正の数と負の数の四則計算とその意味】

・正の数と負の数の四 ・既習の計算を基にし ・正の数と負の数の四 ・正の数と負の数の四

則計算に関心をも て，正の数と負の数の 則計算ができる。 則計算の仕方を理解

ち，その意味や計算 計算の仕方を見いだす ・加法と減法の混じっ している。

の仕方を考えたり， ことができる。 た式を，正の項や負 ・数を正の数と負の数

計算したりしようと ・数を正の数と負の数に の項の和として表す にまで拡張すること

している。 まで拡張し，加法と減 ことができる。 によって，加法と減

法を統一的にみること 法を統一的にみるこ

で，加法と減法の混じ とができることを理

った式を正の項や負の 解している。

項の和としてとらえる

ことができる。

・数の集合と四則計算の

可能性についてとらえ

直すことができる。

【正の数と負の数を用いて表したり処理したりすること】

・正の数と負の数を用 ・設定した目標値からの ・仮平均を定め，平均 ・正の数と負の数を用

いることに関心をも 増減を調べ目標の達成 を求めるなど，正の いると，変化や状況

ち，様々な事象にお 状況を把握するなど， 数と負の数を用い を分かりやすく表し

ける変化や状況を表 正の数と負の数を用い て，身の回りの様々 たり，能率的に処理

したり処理したりし て様々な事象における な事象を表したり処 したりできることを

ようとしている。 変化や状況をとらえる 理したりすることが 理解している。

ことができる。 できる。

【文字を用いることの必要性と意味】

・文字を用いることに ・数量の関係や法則など ・数量の関係や法則な ・文字を用いることの

関心をもち，その必 を，文字を用いた式で どを，文字を用いて 必要性や意味を理解

要性と意味を考えた どのように表すのか 式に表したり，式の している。

り，文字を用いて式 や，式が何を意味して 意味を読み取ったり

に表したり，式の意 いるのかを考えること することができる。

味を読み取ったりし ができる。

ようとしている。

【文字を用いた式の計算】

・文字を用いた式の計 ・一次式の加法と減法の ・文字を用いた式の乗 ・項や係数の意味を理

算に関心をもち，そ 計算の方法を，具体的 法と除法を，その表 解している。

の計算の方法を考え な数の計算や日常生活 し方に従って表すこ ・文字を用いた式にお

たり，計算したりし の場面と関連付けて考 とができる。 ける乗法と除法の表

ようとしている。 えることができる。 ・簡単な一次式の加法 し方や，一次式の加

と減法の計算ができ 法と減法における項

る。 のまとめ方を理解し
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ている。

・ab や a＋b などの表

現は，操作の方法を

表しているととも

に，操作の結果も表

していることを理解

している。

【式を用いて表したり読み取ったりすること】

・文字を用いた式を活 ・数量の関係や法則など ・数量の関係や法則な ・等号は計算の過程を

用することに関心を を等式や不等式などで どを等式や不等式で 表す記号としてだけ

もち，数量の関係や 表すために，具体的な 表すことができる。 ではなく，相等関係

法則などを表した 場面で情報の選択や演 ・等式や不等式の意味 を表す記号としても

り，その意味を読み 算決定などをし，数量 を読み取ることがで 用いられることを理

取ったり，式の値を とその関係をとらえる きる。 解している。

求めたりしようとし ことができる。 ・文字を用いた式に正

ている。 ・等式や不等式などの意 の数や負の数を代入

味を読み取るために， して，式の値を求め

等号や不等号を相等関 ることができる。

係や大小関係を表す記

号として，文字が表す

数量とその関係をとら

えることができる。

【方程式の必要性と意味及びその解の意味】

・方程式とその解に関 ・方程式を変数が満たす ・簡単な一元一次方程 ・方程式の必要性と意

心をもち，その必要 べき条件ととらえ，条 式をつくることがで 味及びその解の意味

性と意味を考えた 件が成り立つ変数の値 きる。 を理解している。

り，様々な数を代入 を求める方法を考える ・一元一次方程式に数

するなどして自分な ことができる。 を代入して，その数

りの方法で解を求め が解であるかどうか

たりしようとしてい を確かめることがで

る。 きる。

【等式の性質と一元一次方程式を解くこと】

・等式の性質と移項及 ・等式の性質を基にし ・簡単な一元一次方程 ・等式の性質と移項の

びその関係に関心を て，一元一次方程式の 式を解くことができ 意味を理解してい

もち，一元一次方程 解き方を考えることが る。 る。

式を解こうとしてい できる。 ・一元一次方程式の解

る。 ・移項してよい理由を， き方を理解してい

等式の性質を基にして る。

考えることができる。

・方程式の解法における

変形の過程と，文字を

用いた式の計算におけ

る変形の過程を振り返

り，その違いについて

考えることができる。

【一元一次方程式の活用】

・一元一次方程式を活 ・具体的な事象の中の数 ・問題の中の数量やそ ・一元一次方程式を活

用することに関心を 量の関係をとらえ，一 の関係を文字を用い 用して問題を解決す

もち，問題の解決に 元一次方程式をつくる た式で表し，それを る手順を理解してい

生かそうとしてい ことができる。 基にしてつくった一 る。

る。 ・求めた解や解決の方法 元一次方程式を解く
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が適切であるかどうか ことができる。

を振り返って考えるこ ・簡単な比例式を解く

とができる。 ことができる。

（２）「Ｂ 図形」

【学習指導要領の内容】

(1) 観察，操作や実験などの活動を通して，見通しをもって作図したり図形の関係について調べたり

して平面図形についての理解を深めるとともに，論理的に考察し表現する能力を培う。

ア 角の二等分線，線分の垂直二等分線，垂線などの基本的な作図の方法を理解し，それを具体的

な場面で活用すること。

イ 平行移動，対称移動及び回転移動について理解し，二つの図形の関係について調べること。

(2) 観察，操作や実験などの活動を通して，空間図形についての理解を深めるとともに，図形の計量

についての能力を伸ばす。

ア 空間における直線や平面の位置関係を知ること。

イ 空間図形を直線や平面図形の運動によって構成されるものととらえたり，空間図形を平面上に

表現して平面上の表現から空間図形の性質を読み取ったりすること。

ウ 扇形の弧の長さと面積並びに基本的な柱体，錐体及び球の表面積と体積を求めること。
すい

〔用語・記号〕弧 弦 回転体 ねじれの位置 π // ⊥ ∠ △

【「Ｂ 図形」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

様々な事象を平面図形 平面図形や空間図形など 基本的な作図をした 平面図形や空間図形に

や空間図形などでとら についての基礎的・基本 り，空間図形を見取図， ついての性質や関係，

えたり，それらの性質 的な知識及び技能を活用 展開図，投影図によっ 基本的な作図の方法，

や関係を見いだしたり しながら，事象を見通し て適切に表現したり， 平行移動や対称移動及

するなど，数学的に考 をもって論理的に考察し 図形の計量をしたりす び回転移動，空間にお

え表現することに関心 表現したり，その過程を るなど，技能を身に付 ける図形の位置関係，

をもち，意欲的に数学 振り返って考えを深めた けている。 図形の計量の仕方など

を問題の解決に活用し りするなど，数学的な見 を理解し，知識を身に

て考えたり判断したり 方や考え方を身に付けて 付けている。

しようとしている。 いる。

【「Ｂ 図形」の評価規準の設定例】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

【基本的な作図とその活用】

・基本的な作図に関心 ・角の二等分線などの基 ・定規やコンパスを， ・作図の意味を理解し

をもち，その方法を 本的な作図の方法を， 作図の道具として正 ている。

考えたり，問題の解 図形の対称性に着目し しく使うことができ ・角の二等分線などの

決に生かしたりしよ たり，図形を決定する る。 作図の方法を理解し

うとしている。 要素に着目したりし ・角の二等分線，線分 ている。

て，見通しをもって考 の垂直二等分線，垂 ・円の半径と接線との

えることができる。 線などの基本的な作 関係，弧や弦の意味

・作図した図形が条件に 図ができる。 を理解している。

適するものであるかど

うかを振り返って考え

ることができる。

・基本的な作図を活用
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し，30°や45°の角を

作図する方法を見いだ

すことができる。

【平行移動，対称移動及び回転移動】

・平行移動，対称移動 ・移動前と移動後の二つ ・定規やコンパスなど ・平行移動，対称移動

及び回転移動に関心 の図形の関係を調べ， を使って，図形を平 及び回転移動の意味

をもち，図形を移動 図形の性質を見いだす 行移動したり，対称 を理解している。

したり，移動の前後 ことができる。 移動したり，回転移 ・図形を移動したり，

の二つの図形の関係 ・基本的な作図の方法や 動したりすることが 移動した図形をかい

を考えたりしようと 作図した結果が正しい できる。 たりする方法を理解

している。 ことを，図形の移動の している。

見方から確かめること

ができる。

【空間における直線や平面の位置関係】

・空間における直線や ・空間における直線と直 ・空間における直線や ・空間における直線や

平面に関心をもち， 線，直線と平面，平面 平面の位置関係を記 平面の位置関係には

それらの位置関係に と平面の位置関係には 号を用いて表した どのような場合があ

ついて考えようとし どのような場合がある り，記号を用いた表 るのかを理解してい

ている。 のかを考えることがで 現から，その位置関 る。

きる。 係を読み取ったりす

・空間における直線と平 ることができる。

面，平面と平面の位置

関係について，平行や

垂直であるかどうかを

確かめることができ

る。

【平面図形の運動による空間図形の構成】

・空間図形の構成に関 ・柱体，錐体，球などの ・直線や平面図形の運 ・直線や平面図形の運

心をもち，直線や平 空間図形を，直線や平 動によって構成され 動によって，どのよ

面図形の運動によっ 面図形の運動によって ている空間図形を見 うな空間図形が構成

て，どの空間図形が 構成されているとみる 取図などで表すこと されるかを理解して

構成されるかを考え ことができる。 ができる。 いる。

ようとしている。 ・回転体の意味を理解

している。

【空間図形の平面上への表現と読み取り】

・見取図，展開図，投 ・見取図，展開図，投影 ・空間図形を見取図， ・見取図，展開図，投

影図に関心をもち， 図を用いて，空間図形 展開図，投影図を用 影図の意味を理解し

それらを用いて空間 の性質を見いだすこと いて平面上に表すこ ている。

図形を表したり，読 ができる。 とができる。 ・見取図，展開図，投

み取ったりしようと ・見取図，展開図，投 影図に表す方法を理

している。 影図がどのような空 解している。

間図形を表している

のかを読み取ること

ができる。

【図形の計量】

・扇形の弧の長さと面 ・扇形について，弧の長 ・扇形の弧の長さと面 ・扇形の弧の長さと面

積や，柱体，錐体， さがその中心角の大き 積を求めることがで 積の求め方を理解し

球の表面積と体積に さに比例することに着 きる。 ている。

関心をもち，その求 目し，おうぎ形の弧の ・柱体，錐体，球の表 ・柱体，錐体，球の表

め方を考えようとし 長さと面積の求め方を 面積と体積を求める 面積と体積の求め方
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ている。 考えることができる。 ことができる。 を理解している。

・実験などを基にして，

柱体，錐体，球の表面

積と体積の求め方を考

えることができる。

（３）「Ｃ 関数」

【学習指導要領の内容】

(1) 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こと。

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。

〔用語・記号〕関数 変数 変域

【「Ｃ 関数」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

様々な事象を比例，反 比例，反比例などについ 比例，反比例などの関 関数関係の意味，比例

比例などでとらえた ての基礎的・基本的な知 数関係を，表，式，グ や反比例の意味，比例

り，表，式，グラフな 識及び技能を活用しなが ラフなどを用いて的確 や反比例の関係を表す

どで表したりするな ら，事象を見通しをもっ に表現したり，数学的 表，式，グラフの特徴

ど，数学的に考え表現 て論理的に考察し表現し に処理したりするな などを理解し，知識を

することに関心をも たり，その過程を振り返 ど，技能を身に付けて 身に付けている。

ち，意欲的に数学を問 って考えを深めたりする いる。

題の解決に活用して考 など，数学的な見方や考

えたり判断したりしよ え方を身に付けている。

うとしている。

【「Ｃ 関数」の評価規準の設定例】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

【関数関係の意味】

・関数関係に関心をも ・具体的な事象の中にあ ・関数関係を，表やグ ・関数関係の意味を理

ち，その関係を表や る二つの数量の関係を ラフなどで表すこと 解している。

グラフなどで表した 表した表やグラフなど ができる。 ・変数と変域の意味を

り，変化や対応の様 を基にして，変化や対 理解している。

子をとらえたりしよ 応の様子をとらえるこ

うとしている。 とができる。

【比例，反比例の関係】

・比例，反比例の関係 ・具体的な事象の中にあ ・比例，反比例の関係 ・比例，反比例の意味

に関心をもち，具体 る二つの数量の関係 を式で表すことがで を理解している。

的な事象の中から比 を，変化や対応の様子 きる。

例，反比例の関係と に着目して調べ，比例， ・比例，反比例の関係

してとらえられる二 反比例の関係としてと を表す式に数を代入

つの数量を見いだし らえられる二つの数量 し，対応する値を求
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たり，その関係を式 を見いだすことができ めることができる。

で表したりしようと る。

している。

【比例，反比例の特徴】

・比例，反比例の特徴 ・比例，反比例の関係を ・比例，反比例の関係 ・比例，反比例の特徴

に関心をもち，表， 表，式，グラフなどを を表，式，グラフな を理解している。

式，グラフなどを用 用いて調べ，その特徴 どで表すことができ ・座標の意味を理解し

いて考えようとして を見いだすことができ る。 ている。

いる。 る。 ・平面上の点を座標を

用いて表したり，座

標を基にして平面上

に点をとったりする

ことができる。

【比例，反比例を用いて事象をとらえ説明すること】

・比例，反比例を用い ・具体的な事象から取り ・比例，反比例の関係 ・具体的な事象の中に

て具体的な事象をと 出した二つの数量の関 を表，式，グラフを は，比例，反比例と

らえ説明することに 係が比例，反比例であ 用いて表現したり， みなすことで変化や

関心をもち，問題の るかどうかを判断し， 処理したりすること 対応の様子について

解決に生かそうとし その変化や対応の特徴 ができる。 調べたり，予測した

ている。 をとらえ，自分なりに りできるものがある

説明することができ ことを理解してい

る。 る。

・具体的な事象から取り

出した二つの数量の関

係を，理想化したり単

純化したりして比例，

反比例とみなし，変化

や対応の様子を調べた

り，予測したりするこ

とができる。

・比例，反比例を用いて

調べたり，予測したり

した結果が適切である

かどうかを振り返って

考えることができる。

（４）「Ｄ 資料の活用」

【学習指導要領の内容】

(1) 目的に応じて資料を収集し，コンピュータを用いたりするなどして表やグラフに整理し，代表値

や資料の散らばりに着目してその資料の傾向を読み取ることができるようにする。

ア ヒストグラムや代表値の必要性と意味を理解すること。

イ ヒストグラムや代表値を用いて資料の傾向をとらえ説明すること。

〔用語・記号〕 平均値 中央値 最頻値 相対度数 範囲 階級

【「Ｄ 資料の活用」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

様々な事象についての ヒストグラムや代表値な 資料を表やグラフに整 ヒストグラムや代表値

資料を収集して整理し どについての基礎的・基 理したり，代表値を求 の必要性と意味，相対

たり，ヒストグラムや 本的な知識及び技能を活 めたりするなど，技能 度数の必要性と意味，
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代表値などを用いてそ 用しながら，事象を見通 を身に付けている。 誤差や近似値の意味な

の傾向を読み取ったり しをもって論理的に考察 どを理解し，知識を身

するなど，数学的に考 し表現したり，その過程 に付けている。

え表現することに関心 を振り返って考えを深め

をもち，意欲的に数学 たりするなど，数学的な

を問題の解決に活用し 見方や考え方を身に付け

て考えたり判断したり ている。

しようとしている。

【「Ｄ 資料の活用」の評価規準の設定例】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

【ヒストグラムや代表値の必要性と意味】

・ヒストグラムや代表 ・ヒストグラムなどを基 ・資料をヒストグラム ・ヒストグラムや代表

値，相対度数などに にして，資料の傾向を などを用いて整理す 値，相対度数の必要

関心をもち，その必 読み取ることができ ることができる。 性と意味を理解して

要性と意味を考えた る。 ・資料の代表値を求め いる。

り，資料を収集して ・代表値を基にして，資 ることができる。 ・階級と範囲の意味を

整理したり，その傾 料の傾向を読み取るこ ・資料を相対度数を用 理解している。

向を読み取ったりし とができる。 いて整理することが

ようとしている。 ・相対度数を基にして， できる。

資料の傾向を読み取る

ことができる。

【資料の傾向をとらえ説明すること】

・ヒストグラムや代表 ・問題を解決するため ・問題を解決するため ・ヒストグラムや代表

値，相対度数などを に，ヒストグラムや代 に，ヒストグラムや 値，相対度数などを

用いて資料の傾向を 表値，相対度数などを 代表値，相対度数な 用いて，問題を解決

とらえ説明すること 用いて，資料の傾向を どを用いて資料を整 する手順を理解して

に関心をもち，問題 とらえ説明することが 理することができ いる。

の解決に生かそうと できる。 る。 ・近似値と誤差の意味

している。 や有効数字の意味を

理解している。

・数を a×10n の形に

表すことを理解して

いる。

※ 生徒がコンピュータを利用する場面で評価を行う場合，評価するのは評価規準の実現状況であり，

コンピュータの操作や情報通信ネットワークにおける検索についての技能や知識等ではないことに

注意する必要がある。

Ⅱ 第２学年

１ 学年目標

(1) 文字を用いた式について，目的に応じて計算したり変形したりする能力を養うとともに，連立二元

一次方程式について理解し用いる能力を培う。

(2) 基本的な平面図形の性質について，観察，操作や実験などの活動を通して理解を深めるとともに，

図形の性質の考察における数学的な推論の必要性と意味及びその方法を理解し，論理的に考察し表現

する能力を養う。

(3) 具体的な事象を調べることを通して，一次関数について理解するとともに，関数関係を見いだし表

現し考察する能力を養う。

(4) 不確定な事象を調べることを通して，確率について理解し用いる能力を培う。
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２ 第２学年の評価の観点の趣旨

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

様々な事象を数量や図 数量や図形などについて 文字を用いた四則計算 文字式のはたらき，連

形などでとらえたり， の基礎的・基本的な知識 ができ，数量の関係や 立二元一次方程式，平

それらの性質や関係を 及び技能を活用しなが 法則を方程式などを用 面図形の性質，図形の

見いだしたりするな ら，事象を数学的な推論 いて表現し処理した 証明の必要性と意味及

ど，数学的に考え表現 の方法を用いて論理的に り，図形の性質につい びその方法，一次関数

することに関心をも 考察し表現したり，その て簡潔に表現したり， の特徴，確率の必要性

ち，意欲的に数学を問 過程を振り返って考えを 関数関係を的確に表現 と意味などを理解し，

題の解決に活用して考 深めたりするなど，数学 したり，確率を求めた 知識を身に付けてい

えたり判断したりしよ 的な見方や考え方を身に りするなど，技能を身 る。

うとする。 付けている。 に付けている。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ 数と式」

【学習指導要領の内容】

(1) 具体的な事象の中に数量の関係を見いだし，それを文字を用いて式に表現したり式の意味を読み

取ったりする能力を養うとともに，文字を用いた式の四則計算ができるようにする。

ア 簡単な整式の加法，減法及び単項式の乗法，除法の計算をすること。

イ 文字を用いた式で数量及び数量の関係をとらえ説明できることを理解すること。

ウ 目的に応じて，簡単な式を変形すること。

(2) 連立二元一次方程式について理解し，それを用いて考察することができるようにする。

ア 二元一次方程式とその解の意味を理解すること。

イ 連立二元一次方程式の必要性と意味及びその解の意味を理解すること。

ウ 簡単な連立二元一次方程式を解くこと及びそれを具体的な場面で活用すること。

〔用語・記号〕 同類項

【「Ａ 数と式」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

様々な事象を文字を用 文字を用いた式や連立二 文字を用いた式で表現 文字を用いた式で数量

いた式や連立二元一次 元一次方程式などについ したり，その意味を読 及び数量の関係をとら

方程式などでとらえた ての基礎的・基本的な知 み取ったり，簡単な整 え説明できること，連

り，それらの性質や関 識及び技能を活用しなが 式の加法や減法の計算 立二元一次方程式の必

係を見いだしたりする ら，事象を数学的な推論 をしたり，単項式の乗 要性と意味及びその解

など，数学的に考え表 の方法を用いて論理的に 法や除法の計算をした の意味などを理解し，

現することに関心をも 考察し表現したり，その り，簡単な式の変形を 知識を身に付けてい

ち，意欲的に数学を問 過程を振り返って考えを したり，簡単な連立二 る。

題の解決に活用して考 深めたりするなど，数学 元一次方程式を解いた

えたり判断したりしよ 的な見方や考え方を身に りするなど，技能を身

うとしている。 付けている。 に付けている。
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【「Ａ 数と式」の評価規準の設定例】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

【整式の加法・減法，単項式の乗法・除法】

・整式の加法・減法及 ・整式の加法・減法や単 ・簡単な整式の加法・ ・単項式や多項式，同

び単項式の乗法・除 項式の乗法・除法の計 減法の計算ができ 類項の意味を理解し

法に関心をもち，そ 算の方法を，具体的な る。 ている。

れらの計算をしよう 数の計算や第１学年で ・単項式の乗法・除法

としている。 学習した文字を用いた の計算ができる。

式の計算と関連付けて

考えることができる。

【文字を用いた式でとらえ説明すること及び目的に応じた式の変形】

・文字を用いて表現し ・文字を用いて表現した ・数量及び数量の関係 ・数量及び数量の関係

たり，目的に応じて り，目的に応じて式を を，文字を用いた式 を帰納や類推によっ

式を変形したり，そ 変形したり，その意味 で表すことができ てとらえ，それを文

の意味を読み取った を読み取ったりして， る。 字を用いた式を使っ

り，計算したりする 命題が成り立つことな ・具体的な場面で，数 て一般的に説明する

ことに関心をもち， どを説明することがで 量を表す式や関係を ことの必要性と意味

命題が成り立つこと きる。 表す式を，目的に応 を理解している。

などを説明しようと じて変形することが

している。 できる。

・文字を用いた式の意

味を読み取ることが

できる。

【連立二元一次方程式の必要性と意味及びその解の意味】

・二元一次方程式とそ ・連立二元一次方程式を ・連立二元一次方程式 ・二元一次方程式とそ

の解及び連立二元一 変数が満たすべき条件 をつくることができ の解の意味を理解し

次方程式とその解に ととらえ，二つの条件 る。 ている。

関心をもち，その必 が成り立つ変数の値の ・二つの二元一次方程 ・連立二元一次方程式

要性と意味を考えた 組を求める方法を考え 式に数を代入して， の必要性と意味及び

り，様々な数を代入 ることができる。 連立二元一次方程式 その解の意味を理解

するなどして自分な の解であるかどうか している。

りの方法で解を求め を確かめることがで

たりしようとしてい きる。

る。

【連立二元―次方程式を解くこと】

・加減法や代入法と， ・加減法や代入法で連立 ・加減法や代入法を用 ・加減法や代入法によ

その基になっている 二元一次方程式を解く いて，連立二元一次 る連立二元一次方程

考え方に関心をも 過程を振り返り，その 方程式を解くことが 式の解き方を理解し

ち，連立二元一次方 共通点や相違点につい できる。 ている。

程式を解こうとして て考えることができ

いる。 る。

【連立二元一次方程式の活用】

・連立二元一次方程式 ・具体的な事象の中の数 ・問題の中の数量やそ ・連立二元一次方程式

を活用することに関 量の関係をとらえ，連 の関係を文字を用い を活用して問題を解

心をもち，問題の解 立二元一次方程式をつ た式で表し，それを 決する手順を理解し

決に生かそうとして くることができる。 基にしてつくった連 ている。

いる。 ・求めた解や解決の方法 立二元一次方程式を

が適切であるかどうか 解くことができる。
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を振り返って考えるこ

とができる。

（２）「Ｂ 図形」

【学習指導要領の内容】

(1) 観察，操作や実験などの活動を通して，基本的な平面図形の性質を見いだし，平行線の性質を基

にしてそれらを確かめることができるようにする。

ア 平行線や角の性質を理解し，それに基づいて図形の性質を確かめ説明すること。

イ 平行線の性質や三角形の角についての性質を基にして，多角形の角についての性質が見いだせ

ることを知ること。

(2) 図形の合同について理解し図形についての見方を深めるとともに，図形の性質を三角形の合同条

件などを基にして確かめ，論理的に考察し表現する能力を養う。

ア 平面図形の合同の意味及び三角形の合同条件について理解すること。

イ 証明の必要性と意味及びその方法について理解すること。

ウ 三角形の合同条件などを基にして三角形や平行四辺形の基本的な性質を論理的に確かめたり，

図形の性質の証明を読んで新たな性質を見いだしたりすること。

〔用語・記号〕対頂角 内角 外角 定義 証明 逆 ≡

【「Ｂ 図形」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

様々な事象を平行線の 平行線の性質，三角形の 平行線の性質，三角形 平行線の性質，三角形

性質，三角形の角につ 角についての性質，三角 の角についての性質， の角についての性質，

いての性質，三角形の 形の合同条件などについ 三角形の合同条件など 三角形の合同条件，図

合同条件などでとらえ ての基礎的・基本的な知 を，数学の用語や記号 形の証明の必要性と意

たり，平面図形の基本 識及び技能を活用しなが を用いて簡潔に表現す 味及びその方法などを

的な性質や関係を見い ら，事象を数学的な推論 るなど，技能を身に付 理解し，知識を身に付

だしたりするなど，数 の方法を用いて論理的に けている。 けている。

学的に考え表現するこ 考察し表現したり，その

とに関心をもち，意欲 過程を振り返って考えを

的に数学を問題の解決 深めたりするなど，数学

に活用して考えたり判 的な見方や考え方を身に

断したりしようとして 付けている。

いる。

【「Ｂ 図形」の評価規準の設定例】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

【平行線や角の性質】

・平行線や角の性質に ・対頂角や平行線の性質 ・対頂角や平行線の性 ・対頂角，同位角，錯

関心をもち，その性 を見いだし，根拠を明 質を用いて，角の大 角の意味を理解して

質を帰納的に確かめ らかにして自分の言葉 きさを求めたり，直 いる。

て演繹的に導いた で筋道を立てて説明す 線の位置関係などを ・平行線の性質を理解

り，それを用いて角 ることができる。 表したりすることが している。

の大きさを求めた ・「三角形の内角の和は できる。 ・「三角形の内角の和

り，直線の位置関係 180°である」ことな は180°である」こ

を表したりしようと どを，平行線の性質を となどを，帰納的な

している。 用いて説明することが 方法で示すことと，

できる。 演繹的な方法で示す
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ことの違いを理解し

ている。

【多角形の角についての性質】

・多角形の角について ・多角形の内角の和や外 ・多角形の内角の和や ・多角形の内角と外角

の性質に関心をも 角の和などを予想し， 外角の和などを求め 及び内角の和と外角

ち，既習のことに帰 それが正しいことを既 ることができる。 の和の意味を理解し

着させるなどして， 習のことに帰着させて ている。

多角形の内角の和や 考えることができる。 ・多角形の内角の和と

外角の和などを考え 外角の和の求め方を

ようとしている。 理解している。

【合同の意味と三角形の合同条件】

・合同な図形の性質や ・三角形の決定条件を基 ・二つの三角形が合同 ・図形の合同と三角形

三角形の合同条件に にして，二つの三角形 であることや，辺や の合同条件の意味を

関心をもち，それら が合同になるための条 角の関係などを記号 理解している。

を見いだしたり，三 件を見いだすことがで を用いて表したり，

角形の合同条件を用 きる。 その意味を読み取っ

いて図形の性質など ・三角形の合同条件を用 たりすることができ

を考えたりしようと いて，二つの三角形が る。

している。 合同であるかどうかを ・合同な三角形の対応

考えることができる。 する辺の長さや角の

・三角形の合同条件を用 大きさを求めること

いて，角を移す作図， ができる。

角を二等分する作図な

どが正しいかどうかを

考えることができる。

【証明の必要性と意味及び方法】

・図形の性質などを証 ・図形の性質などを証明 ・命題の仮定や結論な ・定義や命題の仮定と

明することに関心を するために，構想や方 どを記号を用いて表 結論，逆の意味を理

もち，その必要性と 針を立てることができ したり，その意味を 解している。

意味を考えたり，証 る。 読み取ったりするこ ・証明の必要性と意味

明の方法について考 ・構想や方針を基にし とができる。 を理解している。

えたりしようとして て，仮定など根拠とな ・証明のための構想や

いる。 る事柄を明らかにし， 方針の必要性と意味

筋道立てて結論を導く を理解している。

にはどうすればよいか ・反例の意味を理解し

を考えることができ ている。

る。

・命題が正しくないこと

を証明するために，反

例をあげることができ

る。

【三角形や平行四辺形の性質及び証明を読んで新たな性質を見いだすこと】

・三角形や平行四辺形 ・二等辺三角形の性質を ・二等辺三角形の性質 ・二等辺三角形の性質

の性質などに関心を 調べ，証明することが や平行四辺形の性 を理解している。

もち，それらについ できる。 質，平行四辺形にな ・直角三角形の合同条

て調べ，証明しよう ・平行四辺形の性質や平 るための条件などを 件とその必要性を理

としている。 行四辺形になるための 記号を用いて表した 解している。

・図形の性質の証明を 条件を調べ，証明する り，その意味を読み ・平行四辺形の性質や

読むことに関心をも ことができる。 取ったりすることが 平行四辺形になるた

ち，新たな性質を見 ・図形の性質の証明を読 できる。 めの条件を理解して

いだそうとしてい み，新たな性質を見い ・三角形や平行四辺形 いる。
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る。 だすことができる。 の性質の証明から， ・長方形，ひし形，正

辺や角の関係などを 方形，平行四辺形の

読み取ることができ 関係などを理解して

る。 いる。

・証明を読んで見いだ

した図形の性質を，

記号を用いて表すこ

とができる。

（３）「Ｃ 関数」

【学習指導要領の内容】

(1) 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，一次

関数について理解するとともに，関数関係を見いだし表現し考察する能力を養う。

ア 事象の中には一次関数としてとらえられるものがあることを知ること。

イ 一次関数について，表，式，グラフを相互に関連付けて理解すること。

ウ 二元一次方程式を関数を表す式とみること。

エ 一次関数を用いて具体的な事象をとらえ説明すること。

〔用語・記号〕変化の割合 傾き

【「Ｃ 関数」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

様々な事象を一次関数 一次関数についての基礎 一次関数の関係を，表， 事象の中には一次関数

としてとらえたり，表， 的・基本的な知識及び技 式，グラフを用いて的 としてとらえられるも

式，グラフなどで表し 能を活用しながら，事象 確に表現したり，数学 のがあることや一次関

たりするなど，数学的 を数学的な推論の方法を 的に処理したり，二元 数の表，式，グラフの

に考え表現することに 用いて論理的に考察し表 一次方程式を関数関係 関連などを理解し，知

関心をもち，意欲的に 現したり，その過程を振 を表す式とみてグラフ 識を身に付けている。

数学を問題の解決に活 り返って考えを深めたり に表したりするなど，

用して考えたり判断し するなど，数学的な見方 技能を身に付けてい

たりしようとしてい や考え方を身に付けてい る。

る。 る。

【「Ｃ 関数」の評価規準の設定例】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

【一次関数の関係】

・一次関数に関心をも ・具体的な事象の中にあ ・一次関数の関係を式 ・一次関数の意味を理

ち，具体的な事象の る二つの数量の関係 で表すことができ 解している。

中から一次関数とし を，変化や対応の様子 る。

てとらえられる二つ に着目して調べ，一次 ・一次関数の関係を表

の数量を見いだした 関数としてとらえられ す式に数を代入し，

り，その関係を式で る二つの数量を見いだ 対応する値を求める

表したりしようとし すことができる。 ことができる。

ている。

【一次関数の特徴】

・一次関数の特徴に関 ・一次関数の特徴を，表， ・一次関数の関係を ・一次関数の特徴を理

心をもち，表，式， 式，グラフを相互に関 表，式，グラフで表 解している。
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グラフを用いて考え 連付けるなどして見い すことができる。 ・変化の割合やグラフ

ようとしている。 だすことができる。 ・一次関数の変化の割 の傾きの意味を理解

合を求めることがで している。

きる。

【二元一次方程式と一次関数】

・二元一次方程式と一 ・二元一次方程式を関数 ・二元一次方程式の解 ・b≠０のとき，二元

次関数の関係に関心 関係を表す式とみるこ を座標とみて，座標 一次方程式 ax＋by
をもち，二元一次方 とで，二元一次方程式 平面上に表すことが ＋c＝０は， x と y
程式の解と一次関数 の解と一次関数のグラ できる。 の間の関数関係を表

のグラフの関係につ フの関係を見いだすこ ・座標平面上の２直線 す式とみることがで

いて考えようとして とができる。 の交点の座標を連立 きることを理解して

いる。 二元一次方程式を解 いる。

いて求めたり，連立 ・連立二元一次方程式

二元一次方程式の解 の解は座標平面上の

を２直線の交点の座 ２直線の交点の座標

標から求めたりする であることを理解し

ことができる。 ている。

【一次関数を用いて事象をとらえ説明すること】

・一次関数を用いて具 ・具体的な事象から取り ・一次関数の関係を ・具体的な事象の中に

体的な事象をとらえ 出した二つの数量の関 表，式，グラフを用 は，一次関数とみな

説明することに関心 係が一次関数であるか いて表現したり，処 すことで変化や対応

をもち，問題の解決 どうかを判断し，その 理したりすることが の様子について調べ

に生かそうとしてい 変化や対応の特徴をと できる。 たり，予測したりで

る。 らえ，説明することが きるものがあること

できる。 を理解している。

・具体的な事象の中から

取り出した二つの数量

の関係を，理想化した

り単純化したりして一

次関数とみなし，変化

や対応の様子を調べた

り，予測したりするこ

とができる。

・一次関数を用いて調べ

たり，予測したりした

結果が適切であるかど

うか振り返って考える

ことができる。

（４）「Ｄ 資料の活用」

【学習指導要領の内容】

(1) 不確定な事象についての観察や実験などの活動を通して，確率について理解し，それを用いて考

察し表現することができるようにする。

ア 確率の必要性と意味を理解し，簡単な場合について確率を求めること。

イ 確率を用いて不確定な事象をとらえ説明すること。

【「Ｄ 資料の活用」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

不確定な事象につい 確率などについての基礎 起こり得る場合を順序 不確定な事象の起こる
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て，その起こる程度を 的・基本的な知識及び技 よく整理して，簡単な 程度を数を用いて表す

調べたり，確率を用い 能を活用しながら，事象 場合について確率を求 ことができること，確

て不確定な事象をとら を数学的な推論の方法を めるなど，技能を身に 率の必要性と意味など

え説明したりするな 用いて論理的に考察し表 付けている。 を理解し，知識を身に

ど，数学的に考え表現 現したり，その過程を振 付けている。

することに関心をも り返って考えを深めたり

ち，意欲的に数学を問 するなど，数学的な見方

題の解決に活用して考 や考え方を身に付けてい

えたり判断したりしよ る。

うとしている。

【「Ｄ 資料の活用」の評価規準の設定例】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

【確率の必要性と意味及び確率を求めること】

・確率に関心をもち， ・多数回の試行を行うな ・多数回の試行の結果 ・確率の必要性と意味

その必要性と意味を どして，不確定な事象 から，相対度数を計 を理解している。

考えたり，不確定な の起こりやすさの傾向 算し確率を求めるこ

事象の起こりやすさ を読み取ることができ とができる。

について調べたり， る。 ・樹形図や二次元の表

確率を求めたりしよ ・同様に確からしいこと などを利用して，起

うとしている。 を基にして，確率の求 こり得るすべての場

め方を考えることがで 合を求め，同様に確

きる。 からしいことを基に

・多数回の試行から求め して，簡単な場合に

た確率と，同様に確か ついて確率を求める

らしいことを基にして ことができる。

求めた確率を比較し，

その関係を考えること

ができる。

【確率を用いて不確定な事象をとらえ説明すること】

・確率を用いて不確定 ・問題を解決するため ・問題を解決するため ・確率を用いて問題を

な事象をとらえ説明 に，確率を用いて，不 に，起こり得るすべ 解決する手順を理解

することに関心をも 確定な事象の起こりや ての場合を求めた している。

ち，問題の解決に生 すさの傾向をとらえ説 り，確率を求めたり

かそうとしている。 明することができる。 することができる。

Ⅲ 第３学年

１ 学年目標

(1) 数の平方根について理解し，数の概念についての理解を深める。また，目的に応じて計算したり式

を変形したりする能力を伸ばすとともに，二次方程式について理解し用いる能力を培う。

(2) 図形の相似，円周角と中心角の関係や三平方の定理について，観察，操作や実験などの活動を通し

て理解し，それらを図形の性質の考察や計量に用いる能力を伸ばすとともに，図形について見通しを

もって論理的に考察し表現する能力を伸ばす。

(3) 具体的な事象を調べることを通して，関数 y＝ax２ について理解するとともに，関数関係を見いだ

し表現し考察する能力を伸ばす。

(4) 母集団から標本を取り出し，その傾向を調べることで，母集団の傾向を読み取る能力を培う。
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２ 第３学年の評価の観点の趣旨

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

様々な事象を数量や図 数量や図形などについて 平方根を含む式の計算 数の平方根の必要性と

形などでとらえたり， の基礎的・基本的な知識 ができ，数量の関係や 意味，式の変形の意味

それらの性質や関係を 及び技能を活用しなが 法則を方程式などを用 とはたらき，二次方程

見いだしたりするな ら，事象に潜む関係や法 いて表現し処理した 式，図形の相似の意味

ど，数学的に考え表現 則を見いだしたり，数学 り，図形の性質につい や円周角と中心角の関

することに関心をも 的な推論の方法を用いて て簡潔に表現したり， 係の意味，三平方の定

ち，意欲的に数学を問 論理的に考察し表現した 関数関係を的確に表現 理の意味，関数 y＝ax2

題の解決に活用して考 り，その過程を振り返っ したり，標本を抽出し の特徴，標本調査の必

えたり判断したりしよ て考えを深めたりするな たりするなど，技能を 要性と意味などを理解

うとする。 ど，数学的な見方や考え 身に付けている。 し，知識を身に付けて

方を身に付けている。 いる。

３ 学習指導要領の内容，内容のまとまりごとの評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例

（１）「Ａ 数と式」

【学習指導要領の内容】

(1) 正の数の平方根について理解し，それを用いて表現し考察することができるようにする。

ア 数の平方根の必要性と意味を理解すること。

イ 数の平方根を含む簡単な式の計算をすること。

ウ 具体的な場面で数の平方根を用いて表したり処理したりすること。

(2) 文字を用いた簡単な多項式について，式の展開や因数分解ができるようにするとともに，目的に

応じて式を変形したりその意味を読み取ったりする能力を伸ばす。

ア 単項式と多項式の乗法及び多項式を単項式で割る除法の計算をすること。

イ 簡単な一次式の乗法の計算及び次の公式を用いる簡単な式の展開や因数分解をすること。

(a＋b)２＝ a２＋２ab＋b２

(a－b)２＝ a２－２ab＋b２

(a＋b)(a－b)＝ a２－b２

(x＋a)(x＋b)＝ x２＋(a＋b)x＋ab
ウ 文字を用いた式で数量及び数量の関係をとらえ説明すること。

(3) 二次方程式について理解し，それを用いて考察することができるようにする。

ア 二次方程式の必要性と意味及びその解の意味を理解すること。

イ 因数分解したり平方の形に変形したりして二次方程式を解くこと。

ウ 解の公式を知り，それを用いて二次方程式を解くこと。

エ 二次方程式を具体的な場面で活用すること。

〔用語・記号〕根号 有理数 無理数 √ 因数

【「Ａ 数と式」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

様々な事象を数の平方 数の平方根，簡単な多項 数の平方根を含む簡単 数の平方根の必要性と

根，簡単な多項式，二 式，二次方程式などにつ な式の計算をしたり， 意味，式の展開の公式，

次方程式などでとらえ いての基礎的・基本的な 数の平方根で表現した 二次方程式の必要性と

たり，それらの性質や 知識及び技能を活用しな り処理したり，目的に 意味及びその解の意味

関係を見いだしたりす がら，事象に潜む関係や 応じて式を変形したり などを理解し，知識を

るなど，数学的に考え 法則を見いだしたり，数 その意味を読み取った 身に付けている。

表現することに関心を 学的な推論の方法を用い り，文字を用いた簡単

もち，意欲的に数学を て論理的に考察し表現し な多項式について，式
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問題の解決に活用して たり，その過程を振り返 の展開や因数分解をし

考えたり判断したりし って考えを深めたりする たり，二次方程式を解

ようとしている。 など，数学的な見方や考 いたりするなど，技能

え方を身に付けている。 を身に付けている。

【「Ａ 数と式」の評価規準の設定例】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

【正の数の平方根の必要性と意味】

・数の平方根に関心を ・１辺の長さが１ｍであ ・数の平方根を用い ・数の平方根の必要性

もち，その必要性と る正方形の対角線の長 て，身の回りの様々 と意味を理解してい

意味を考えたり，数 さなどが，どのような な事象を表すことが る。

の平方根を用いて， 数で表されるのかを考 できる。 ・有理数と無理数の意

身の回りの様々な事 えることができる。 ・数の平方根を数直線 味を理解している。

象を表したり，その ・逐次近似的に求めるな 上に表したり，大小

近似値を求めたりし ど，平方根の近似値を 関係を不等号を用い

ようとしている。 求める方法を考えるこ て表したりすること

とができる。 ができる。

【数の平方根を含む式の計算】

・数の平方根を含む式 ・数の平方根を含む式の ・数の平方根を含む式 ・平方根を含む式の四

の四則計算に関心を 計算を，既習の計算と の四則計算ができ 則計算の仕方を理解

もち，その意味や計 関連付けて考えること る。 している。

算の仕方を考えた ができる。 ・

り，計算したりしよ ・ などは，これ以上簡

うとしている。 や （a ＞ 単には表せない数で

０，b ＞０）が成り立 あり，それぞれ一つ

つことを確かめること の無理数を表してい

ができる。 ることを理解してい

・ る。

が成り立たないことを

示すために，反例をあ

げることができる。

【平方根を用いて表したり処理したりすること】

・平方根を用いること ・正の数の平方根を用い ・正の数の平方根を用 ・正の数の平方根を用

に関心をもち，具体 て表したり処理したり いて表したり処理し いると，具体的な場

的な場面で数量を表 した結果を基にして， たりすることができ 面で数を用いて表し

したり処理したりし 具体的な場面で数量や る。 たり処理したりする

ようとしている。 その関係について考え 範囲が広がることを

ることができる。 理解している。

【単項式と多項式の乗法・除法及び式の展開と因数分解】

・単項式と多項式の乗 ・単項式と多項式の乗法 ・単項式と多項式の乗 ・展開と因数分解及び

法及び多項式を単項 ・除法の計算の方法 法及び多項式を単項 因数の意味を理解し

式で割る除法に関心 を，具体的な数の計算 式で割る除法の計算 ている。

をもち，それらの計 や既習の文字を用いた ができる。

算をしようとしてい 式の計算と関連付けて ・簡単な一次式の乗法

る。 考えることができる。 の計算及び乗法公式

a

b
＝

a
b

a × b ＝ a× b

a ＋ b ＝ a＋b

2＋１や 2＋ 3
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・一次式の乗法，式の ・式の展開や因数分解の や因数分解の公式を

展開と因数分解に関 仕方を，式を一つの文 用いる簡単な式の展

心をもち，それらの 字に置き換えたり，交 開や因数分解ができ

計算をしようとして 換，結合や分配法則な る。

いる。 どを用いたりして，既

習の計算に帰着させて

考えることができる。

【文字を用いた式でとらえ説明すること】

・文字を用いた式で数 ・数や図形の性質などが ・数量及び数量の関係 ・数量及び数量の関係

量及び数量の関係を 成り立つことを，数量 を，文字を用いた式 を帰納や類推によっ

とらえ説明すること 及び数量の関係をとら で表すことができ てとらえ，それを文

に関心をもち，問題 え，方針を明らかにし る。 字を用いた式を使っ

の解決に生かそうと て，文字を用いた式で ・乗法公式や因数分解 て一般的に説明する

している。 説明することができ の公式を活用し，目 ことの必要性と意味

る。 的に応じて式を変形 を理解している。

・説明に用いた式の変形 することができる。

を振り返り，数や図形 ・文字を用いた式の意

についての新たな性質 味を読み取ることが

などを読み取ることが できる。

できる。

【自然数と素因数分解】

・素因数分解に関心を ・素因数分解するとき， ・１より大きい自然数 ・素因数分解や素数，

もち，素因数分解し 分解の順序を変えて を素因数分解でき 因数の意味を理解し

たり，素数を見つけ も，整理すると結果は る。 ている。

たりしようとしてい 同じ素数の積になるこ

る。 とを具体的・経験的に

確かめることができ

る。

【二次方程式の必要性と意味及びその解の意味】

・二次方程式とその解 ・二次方程式を変数が満 ・二次方程式をつくる ・二次方程式の必要性

に関心をもち，その たすべき条件ととら ことができる。 と意味及びその解の

必要性と意味を考え え，条件が成り立つ変 ・二次方程式に数を代 意味を理解してい

たり，様々な数を代 数の値を求める方法を 入して，その数が解 る。

入するなどして自分 考えることができる。 であるかどうかを確

なりの方法で解を求 かめることができ

めたりしようとして る。

いる。

【因数分解したり平方の形に変形したりして解くこと】

・二次方程式を解くこ ・因数分解や平方の形に ・因数分解したり平方 ・因数分解や平方の形

とに関心をもち，因 変形することを基にし の形に変形したりし に変形することを基

数分解したり平方の て，二次方程式の解き て二次方程式を解く にした二次方程式の

形に変形したりして 方を考えることができ ことができる。 解き方を理解してい

二次方程式を解こう る。 る。

としている。

【解の公式を知り，二次方程式を解くこと】

・二次方程式の解の公 ・係数が数で表されてい ・解の公式を用いて二 ・二次方程式の解の公

式に関心をもち，そ る具体的な二次方程式 次方程式を解くこと 式について理解して

の導き方を考えた を平方の形に変形する ができる。 いる。

り，それを用いて二 過程と比較しながら， ・解の公式を用いた二

次方程式を解いたり 二次方程式 ax２＋bx＋ 次方程式の解き方を
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しようとしている。 c＝０の解の公式の導 理解している。

き方を考えることがで

きる。

【二次方程式の活用】

・二次方程式を活用す ・具体的な事象の中の数 ・問題の中の数量やそ ・二次方程式を活用し

ることに関心をも 量の関係をとらえ，二 の関係を文字を用い て問題を解決する手

ち，問題の解決に生 次方程式をつくること た式で表し，それを 順を理解している。

かそうとしている。 ができる。 基にしてつくった二

・求めた解や解決の方法 次方程式を解くこと

が適切であるかどうか ができる。

を振り返って考えるこ

とができる。

（２）「Ｂ 図形」

【学習指導要領の内容】

(1) 図形の性質を三角形の相似条件などを基にして確かめ，論理的に考察し表現する能力を伸ばし，

相似な図形の性質を用いて考察することができるようにする。

ア 平面図形の相似の意味及び三角形の相似条件について理解すること。

イ 三角形の相似条件などを基にして図形の基本的な性質を論理的に確かめること。

ウ 平行線と線分の比についての性質を見いだし，それらを確かめること。

エ 基本的な立体の相似の意味と，相似な図形の相似比と面積比及び体積比の関係について理解す

ること。

オ 相似な図形の性質を具体的な場面で活用すること。

(2) 観察，操作や実験などの活動を通して，円周角と中心角の関係を見いだして理解し，それを用い

て考察することができるようにする。

ア 円周角と中心角の関係の意味を理解し，それが証明できることを知ること。

イ 円周角と中心角の関係を具体的な場面で活用すること。

(3) 観察，操作や実験などの活動を通して，三平方の定理を見いだして理解し，それを用いて考察す

ることができるようにする。

ア 三平方の定理の意味を理解し，それが証明できることを知ること。

イ 三平方の定理を具体的な場面で活用すること。

〔用語・記号〕 ∽

【「Ｂ 図形」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

様々な事象を相似な図 相似な図形の性質，円周 相似な図形の性質，三 相似の意味，三角形の
形の性質，円周角と中 角と中心角の関係，三平 角形の相似条件など 相似条件，平行線と線
心角に関係，三平方の 方の定理などについての を，数学の用語や記号 分の比についての性
定理などでとらえた 基礎的・基本的な知識及 を用いて簡潔に表現し 質，相似比と面積比及
り，平面図形の基本的 び技能を活用しながら， たり，円周角や中心角 び体積比の関係，円周
な性質や関係を見いだ 事象に潜む関係や法則を の大きさを求めたり， 角と中心角の関係の意
したりするなど，数学 見いだしたり，数学的な 直角三角形の辺の長さ 味，三平方の定理の意
的に考え表現すること 推論の方法を用いて論理 を求めたりするなど， 味などを理解し，知識
に関心をもち，意欲的 的に考察し表現したり， 技能を身に付けてい を身に付けている。
に数学を問題の解決に その過程を振り返って考 る。
活用して考えたり，判 えを深めたりするなど，
断したりしようとして 数学的な見方や考え方を
いる。 身に付けている。
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【「Ｂ 図形」の評価規準の設定例】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

【相似の意味】

・相似な図形の性質に ・相似な図形の性質を見 ・相似な二つの図形の ・図形の相似の意味を

関心をもち，それに いだすことができる。 辺や角の関係を記号 理解している。

ついて考えようとし を用いて表したり，

ている。 その意味を読み取っ

たりすることができ

る。

・１点を中心として図

形を拡大または縮小

し，相似な図形をか

くことができる。

【三角形の相似条件】

・三角形の相似条件に ・三角形の合同条件を基 ・二つの三角形が相似 ・三角形の相似条件の

関心をもち，それに にして，二つの三角形 であることや，辺や 意味を理解してい

ついて考えたり，そ が相似になるための条 角の関係などを記号 る。

れを用いて証明した 件を見いだすことがで を用いて表したり，

りしようとしてい きる。 その意味を読み取っ

る。 ・三角形の相似条件を用 たりすることができ

いて，二つの三角形が る。

相似であるかどうかを ・相似な三角形の対応

考えることができる。 する辺の長さや角の

・見いだした図形の性質 大きさを求めること

などを，三角形の相似 ができる。

条件を用いて証明する

ことができる。

【平行線と線分の比についての性質】

・平行線と線分の比に ・平行線と線分の比につ ・平行線と線分の比に ・平行線と線分の比に

ついての性質に関心 いての性質を，平行線 ついての性質を記号 ついての性質や中点

をもち，平行線の性 の性質や三角形の相似 を用いて表したり， 連結定理を理解して

質や三角形の相似条 条件を用いて証明する その意味を読み取っ いる。

件を用いて証明しよ ことができる。 たりすることができ

うとしている。 る。

・平行線と線分の比に

ついての性質を用い

て，線分の長さなど

を求めることができ

る。

【相似比と面積比及び体積比の関係】

・相似な図形の相似比 ・相似な図形の相似比と ・ある図形の面積や体 ・相似な図形の相似比

と面積比及び体積比 面積比及び体積比を調 積が分かっていると と面積比及び体積比

に関心をもち，それ べ，文字式を用いるな き，その図形と相似 や，それらの関係に

らの関係について考 どしてそれらの関係に な図形の面積や体積 ついて理解してい

えようとしている。 ついて考えることがで を相似比を基にして る。

きる。 求めることができ

る。
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【相似な図形の性質の活用】

・相似な図形の性質を ・与えられた図形の中に ・図形の辺の比の関係 ・日常生活で相似な図

用いて具体的な事象 相似な図形を見いだし を求めたり，直接測 形の性質を利用して

をとらえることに関 たり，日常生活の場面 定できない高さや距 いる場面を理解して

心をもち，問題の解 で対象を理想化や単純 離などを縮図をかい いる。

決に生かそうとして 化することで相似な図 て求めたりすること

いる。 形とみなしたりして， ができる。

相似な図形の性質を用

いることで図形の性質

などを考えることがで

きる。

・相似な図形の性質を用

いて考えた結果が適切

であるかどうかを振り

返って確かめることが

できる。

【円周角と中心角の関係の意味とその証明】

・円周角と中心角に関 ・円周角と中心角の関係 ・円周角と中心角の関 ・円周角の意味，円周

心をもち，それらの や，同じ弧に対する円 係や，同じ弧に対す 角と中心角の関係及

関係や性質を見いだ 周角の性質を見いだす る円周角の性質など び同じ弧に対する円

したり，その証明に ことができる。 を記号を用いて表し 周角の性質の意味を

どのような図形の性 ・円周角と中心角の関係 たり，その意味を読 理解している。

質が用いられている の証明を読み，どのよ み取ったりすること ・円周角と中心角の関

のかを考えたりしよ うな図形の性質が用い ができる。 係が証明できること

うとしている。 られているのかを考え ・円周角と中心角の関 を理解している。

ることができる。 係を用いて，角の大 ・円周角の定理の逆の

きさを求めることが 意味を理解してい

できる。 る。

【円周角と中心角の関係の活用】

・円周角と中心角の関 ・与えられた図形の中に ・円の外側にある１点 ・円の外側にある１点

係を用いて具体的な 円を見いだしたり，日 から円に接線をひく から円に接線をひく

事象をとらえること 常生活の場面で対象を 作図や，長方形を使 作図の方法や，長方

に関心をもち，問題 理想化や単純化するこ って円の中心を求め 形を使って円の中心

の解決に生かそうと とで円とみなしたりし ることなどができ を求める方法などの

している。 て，円周角と中心角の る。 手順を理解してい

関係を用いることで図 る。

形の性質などを考える

ことができる。

・円周角と中心角の関係

を用いて考えた結果が

適切であるかどうかを

振り返って確かめるこ

とができる。

【三平方の定理の意味とその証明】

・直角三角形の３辺の ・直角三角形の３辺の長 ・三平方の定理を記号 ・三平方の定理の意味

長さに関心をもち， さの間に成り立つ関係 を用いて表したり， を理解している。

それらの間に成り立 に着目し，三平方の定 その意味を読み取っ ・三平方の定理が証明

つ関係を見いだした 理を見いだすことがで たりすることができ できることを理解し

り，その証明にどの きる。 る。 ている。

ような図形の性質や ・三平方の定理の証明を ・三平方の定理を用い ・三平方の定理の逆の

面積の関係が用いら 読み，どのような図形 て，直角三角形の辺 意味を理解してい

れているのかを考え の性質や面積の関係が の長さなどを求める る。
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たりしようとしてい 用いられているのかを ことができる。

る。 考えることができる。 ・三平方の定理の逆を

用いて，ある三角形

が直角三角形である

かどうかを見分ける

ことができる。

【三平方の定理の活用】

・三平方の定理を用い ・与えられた図形の中に ・座標平面における２ ・平面図形や空間図形

て具体的な事象をと 直角三角形を見いだし 点間の距離や長方形 の計量をしたり，直

らえることに関心を たり，日常生活の場面 の対角線の長さ，円 角をつくったりする

もち，問題の解決に で対象を理想化や単純 錐の高さなどを求め など，三平方の定理

生かそうとしてい 化することで直角三角 ることができる。 やその逆が用いられ

る。 形とみなしたりして， ・建物の高さや，地図 る場面を理解してい

三平方の定理を用いる 上に表された標高差 る。

ことで図形の性質など のある２地点間の距

を考えることができ 離などを求めること

る。 ができる。

・三平方の定理を用いて

考えた結果が適切であ

るかどうかを振り返っ

て確かめることができ

る。

（３）「Ｃ 関数」

【学習指導要領の内容】

(1) 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，関数

y＝ax２について理解するとともに，関数関係を見いだし表現し考察する能力を伸ばす。

ア 事象の中には関数y＝ax２としてとらえられるものがあることを知ること。

イ 関数y＝ax２について，表，式，グラフを相互に関連付けて理解すること。

ウ 関数y＝ax２を用いて具体的な事象をとらえ説明すること。

エ いろいろな事象の中に，関数関係があることを理解すること。

【「Ｃ 関数」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

様々な事象を関数 y＝ 関数 y＝ax２などについ 関数 y＝ax２の関係な 事象の中には関数 y＝
ax２などとしてとらえ ての基礎的・基本的な知 どを，表，式，グラフ ax２などとしてとらえ

たり，表，式，グラフ 識及び技能を活用しなが を用いて的確に表現し られるものがあること

などで表したりするな ら，事象に潜む関係や法 たり，数学的に処理し や関数 y＝ax２の表，

ど，数学的に考え表現 則を見いだしたり，数学 たりするなど，技能を 式，グラフの関連など

することに関心をも 的な推論の方法を用いて 身に付けている。 を理解し，知識を身に

ち，意欲的に数学を問 論理的に考察し表現した 付けている。

題の解決に活用して考 り，その過程を振り返っ

えたり判断したりしよ て考えを深めたりするな

うとしている。 ど，数学的な見方や考え

方を身に付けている。
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【「Ｃ 関数」の評価規準の設定例】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

【関数 y＝ax２の関係】

・関数 y＝ax２に関心 ・具体的な事象の中にあ ・関数 y＝ax２の関係 ・関数 y＝ax２の意味

をもち，具体的な事 る二つの数量の関係 を式で表すことがで を理解している。

象の中から関数 y＝ を，変化や対応の様子 きる。 ・２乗に比例すること

ax２としてとらえら に着目して調べ，関数 ・関数 y＝ax２の関係 の意味を理解してい

れる二つの数量を見 y＝ax２としてとらえら を表す式に数を代入 る。

いだしたり，その関 れる二つの数量を見い し，対応する値を求

係を式で表したりし だすことができる。 めることができる。

ようとしている。

【関数 y＝ax２の特徴】

・関数 y＝ax２の特徴 ・関数 y＝ax２の特徴を， ・関数 y＝ax２の関係 ・関数 y＝ax２の特徴

に関心をもち，表， 表，式，グラフを相互 を表，式，グラフで を理解している。

式，グラフを用いて に関連付けるなどして 表すことができる。

考えようとしてい 見いだすことができ ・関数 y＝ax２の変化

る。 る。 の割合を求めること

ができる。

【関数 y＝ax２を用いて事象をとらえ説明すること】

・関数 y＝ax２を用い ・具体的な事象から取り ・関数 y＝ax２の関係 ・具体的な事象の中に

て具体的な事象をと 出した二つの数量の関 を表，式，グラフを は，関数 y＝ax２と

らえ説明することに 係が関数 y＝ax２であ 用いて表現したり， みなすことで変化や

関心をもち，問題の るかどうかを判断し， 処理したりすること 対応の様子について

解決に生かそうとし その変化や対応の特徴 ができる。 調べたり，予測した

ている。 をとらえ，説明するこ りできるものがある

とができる。 ことを理解してい

・具体的な事象の中から る。

取り出した二つの数量

の関係を，理想化した

り単純化したりして関

数 y＝ax２とみなし，

変化や対応の様子を調

べたり，予測したりす

ることができる。

・関数 y＝ax２を用いて

調べたり，予測したり

した結果が適切である

かどうかを振り返って

考えることができる。

【いろいろな事象と関数】

・いろいろな事象と関 ・具体的な事象の中から ・具体的な事象の中か ・具体的な事象の中か

数に関心をもち，表 見いだした関数関係を ら見いだした関数関 ら見いだした関数関

やグラフなどで表し 既習の関数関係と比較 係を，表やグラフな 係には，既習の比

たり，その特徴を考 し，その特徴を考える どで表すことができ 例，反比例，一次

えたりしようとして ことができる。 る。 関数，関数 y＝ax２

いる。 とは異なるものがあ

ることを理解してい

る。
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（４）「Ｄ 資料の活用」

【学習指導要領の内容】

(1) コンピュータを用いたりするなどして，母集団から標本を取り出し，標本の傾向を調べることで，

母集団の傾向が読み取れることを理解できるようにする。

ア 標本調査の必要性と意味を理解すること。

イ 簡単な場合について標本調査を行い，母集団の傾向をとらえ説明すること。

〔用語・記号〕全数調査

【「Ｄ 資料の活用」の評価規準に盛り込むべき事項】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

様々な事象について， 標本調査などについての 母集団から標本を取り 標本調査の必要性と意

母集団から標本を抽出 基礎的・基本的な知識及 出し，表やグラフに整 味などを理解し，知識

し，その傾向を調べる び技能を活用しながら， 理するなど，技能を身 を身に付けている。

ことで，母集団の傾向 事象に潜む関係や法則を に付けている。

を推定しようとするな 見いだしたり，数学的な

ど，数学的に考え表現 推論の方法を用いて論理

することに関心をも 的に考察し表現したり，

ち，意欲的に数学を問 その過程を振り返って考

題の解決に活用して考 えを深めたりするなど，

えたり判断したりしよ 数学的な見方や考え方を

うとしている。 身に付けている。

【「Ｄ 資料の活用」の評価規準の設定例】

数学への 数量や図形など
数学的な見方や考え方 数学的な技能

関心・意欲・態度 についての知識・理解

【標本調査の必要性と意味】

・標本調査に関心をも ・母集団から偏りなく標 ・無作為に標本を抽出 ・標本調査や全数調査

ち，その必要性と意 本を抽出する方法につ し，整理することが の必要性と意味を理

味を考えたり，母集 いて考えることができ できる。 解している。

団から偏りなく標本 る。

を抽出したり，母集 ・整理した標本を基にし

団の傾向を推定した て，母集団の傾向を推

りしようとしてい 定することができる。

る。

【簡単な場合について標本調査を行い，母集団の傾向をとらえ説明すること】

・標本調査を行い，母 ・問題を解決するため ・問題を解決するため ・標本調査を行い，問

集団の傾向をとらえ に，標本調査を行い， に，無作為に標本を 題を解決する手順を

説明することに関心 母集団の傾向をとらえ 抽出し，整理するこ 理解している。

をもち，問題の解決 説明することができ とができる。

に生かそうとしてい る。

る。

※ 生徒がコンピュータを利用する場面で評価を行う場合，評価するのは評価規準の実現状況であり，

コンピュータの操作や情報通信ネットワークにおける検索についての技能や知識等ではないことに

注意する必要がある。
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