
配

数学への関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 数量図形などについての知識・理解
4

6

〔評価の資料〕 〔評価の資料〕 〔評価の資料〕 〔評価の資料〕
・定期テスト　・授業観察（活動・発言）
・プリント，ノート，問題集点検

・定期テスト
・小テスト

・定期テスト
・小テスト

・定期テスト
・小テスト

9 関数y＝ａｘ２ 15 ・２乗に比例する関数
・y＝ａｘ２のグラフ
・放物線
・変域、変化の割合、放物・線と直線
・グラフの利用、y＝ａｘ２の利用

10

円 11 ・円周角
・円周角の定理の活用

三平方の定理 14 ・三平方の定理
・三平方の定理の逆
・三角形の高さ、特別な直角三角形
・接線や弦の長さ、２点間の距離
・対角線の長さ、錐体の体積

〔評価の資料〕 〔評価の資料〕 〔評価の資料〕 〔評価の資料〕
・定期テスト・授業観察（活動・発言）
・プリント，ノート，問題集点検

・定期テスト
・小テスト

・定期テスト
・小テスト

・定期テスト
・小テスト

1

2

〔評価の資料〕 〔評価の資料〕 〔評価の資料〕 〔評価の資料〕
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 評価の観点と評価規準

評価資料・評価方法等

配当時数（合計）

学

期

１

学

期

２

学

期

３

学

期

月

5

7

11

12

3

単元名

式の計算

平方根

２次方程式

相似な図形

標本調査

いろいろな問題

7

24

学習内容

・多項式と単項式の乗除
・多項式の乗法
・乗法公式
・因数分解
・公式を利用する因数分解
・式の計算への利用

・正方形の１辺の長さ
・平方根
・無理数と有理数
・根号を含む式の乗除
・根号を含む式の加減

・２次方程式
・２次方程式の解き方
・因数分解・平方根の考えによる
・解き方
・式の変形による解き方
・ｘの係数が奇数の２次方程式
・２次方程式の解の公式
・２次方程式の利用

・相似、相似の位置
・相似比、三角形の相似条件
・相似の利用
・三角形と比
・中点連結定理、平行線と比
・相似な図形の面積と体積

・母集団と標本
・標本調査の方法

･計算問題
･総合問題

当

時 数

20

16

12

21

（式の計算）
◆式の展開や因数分解に関心をもち、それらの計算をしようと
している。
◆公式を使って，展開や因数分解に意欲的に取り組む。
（平方根）
◆平方根に関心をもち，数の概念をさらに深めていこうとする。
◆無理数の意味を知り，いままでの数とのちがいや共通点に関
心をもち，数を分類・整理しようとする。
◆根号を含む式の計算に意欲をもって取り組もうとする。
（２次方程式）
◆２次方程式やその解を求めることに関心をもつ。
◆因数分解や平方根の考えを利用したり，
ｘ２＋ｐｘ＋ｑ＝０ の形の２次方程式を平方の形になおしたりする
など，既習の内容に帰着させて，２次方程式の解き方を調べよ
うとする。
◆問題を解決するのに進んで２次方程式を利用しようとする。

（関数y＝ａｘ２）
◆身のまわりには，倍々に変化する関係
（指数関数）になる関数やグラフが階段状になる関数などがある
ことに気づき，変化のよ うすを調べようとする。
◆事象の中には，y＝ａｘ２で表せる関数関係があることに関心
をもつ。
◆関数y＝ａｘ２と一次関数との特徴のちがいを興味をもって調
べようとする。
（相似な図形）
◆三角形の相似条件などを用いて図形の性質を調べようとす
る。
◆図形の拡大・縮小や相似について関心をもち，活用しようと
する。
◆相似な図形について，相似比と面積比・体積比の関係に関
心をもち，それを調べよ うとする。
◆立体の相似に関心をもち，平面図形の相似と関連づけて考
えようとする。
（円）
◆円周角と中心角に関心をもち、それらの関係や性質を見い
だそうとしている。
（三平方の定理）
◆三平方の定理とその有用性を知り，三平方の定理のよさに
気づく。
◆図形の計量に関心をもち，意欲的に取り組もうとする。
（標本調査）
◆身のまわりで行われている調査に関心を もち，その方法や規
模などを調べてみようと する。
◆標本調査が行われるわけを考えようとする。

･計算問題、総合問題に意欲的に取り組もうとする。

・定期テスト・授業観察（活動・発言）
・プリント，ノート，問題集点検

（式の計算）
◆(a+b)(c+d)の展開から，乗法の公式を導き出すことができる。
◆素因数分解，因数分解の意味がわかる。
◆問題解決に，文字を使用することができ る。
（平方根）
◆２乗してaになる数として，数aの平方根を考えることができる。
◆数の平方根を含む式の計算を、既習の計算と関連づけて考
えることができる。
（２次方程式）
◆平方根を求める方法や因数分解を利用して，２次方程式を
解くときの考え方がわか る。
◆解の公式を導き，公式を用いることのよさに気づく。
◆解の公式の根号の中の値とその方程式の解について関連づ
けて考察することがで きる。
◆問題解決の場面で，２次方程式を用いる ことができる。

（関数y＝ａｘ２）
◆関数やグラフが階段状になる関数について，変化のようすを
考察することができる。
◆倍々に変化する関係（指数関数）になる 関数ついて，変化
のようすを１次関数や同じ ような関数と比較し，考察することが
できる。
◆いろいろな事象を関数y＝ａｘ２としてとらえ，変化や対応のよう
すを考察することがで きる。
◆変化の割合について，１次関数とのちがいをグラフと関連させ
て考察することができ る。
（相似な図形）
◆合同と相似について，類似性や相違点，性質を調べようとす
る。
◆三角形の相似条件や平行線と線分の比に関する性質など
にもとづいて，図形の性 質を考察することができる。
◆相似比と面積比・体積比の関係について，図形のしきつめな
どを利用して考察する ことができる。
◆立体の相似について，平面図形の相似と関連づけて考察す
ることができる。
（円）
◆円周角と中心角の関係を用いることで、 図形の性質などを
考えることができる。
（三平方の定理）
◆三平方の定理を帰納的に導くことができ る。
◆三平方の定理を用いて，問題を簡潔に解
決したり発展させたりできる。
（標本調査）
◆標本調査では，標本を無作為に抽出しなければならないこと
や，標本調査が行われるわけを，具体例を通して考えることがで
きる。

・総合問題に取り組み、考えることができる。

・定期テスト
・小テスト

（式の計算）
◆乗法公式を用いて式の展開や因数分解ができる。
◆式の展開や因数分解を利用して，数や図形の性質を 調べ
ることができる。
（平方根）
◆平方根の近似値を，電卓を使って求めることができる。
◆いままでに学んだ数を，分類して整理することができる。
◆根号を含んだ式の四則計算や変形ができる。
（２次方程式）
◆因数分解や平方根の考え，解の公式を利用して２次方程
式を解くことができ，その手順を説明することができる。
◆２次方程式を使って問題を解決することができる。

（関数y＝ａｘ２）
◆関数y＝ａｘ２を表やグラフ に表すことができる。
◆関数y＝ａｘ２について，変 化の割合を求めることができる。
◆倍々に変化する関係（指数関数）になる関数やグラフが階
段状になる関数について，対応する値を求めることができる。
（相似な図形）
◆三角形の相似条件などを使って，図形の性質を証明するこ
とができる。
◆平行線と線分の比に関する性質を，図形の考察や問題解
決に活用する。
◆相似比と面積比・体積比の関係を利用し て，相似な図形
の面積や体積を求めることができる。
（円）
◆円周角と中心角の関係を用いて、角の大きさを求めることが
できる。
（三平方の定理）
◆三平方の定理の証明を読みとったり 表したりすることができ
る。
◆三平方の定理を用いて，線分の長さ、面積、体積を求めるこ
とができる。
（標本調査）
◆標本調査では，標本を無作為に抽出しな ければならないこ
とや，標本調査が行わるわけを，具体例に即して説明すること
がで きる。

･計算問題など工夫して解くことができる。

・定期テスト
・小テスト

（式の計算）
◆式の展開，因数分解などに関する用語・ 記号について説明
することができる。
◆乗法公式を理解している。
（平方根）
◆平方根に関する用語・記号について説明することができる。
◆平方根には，整数でも分数でもないもの
があり，それらが近似値で表せることが理解できる。
◆無理数，有理数の意味を理解している。
（２次方程式）
◆２次方程式とその解の意味，二次方程式を解くことの意味を
理解する。
◆ｘ２＋ｐｘ＋ｑ＝０の形の２次方程式を平方の形になおす方法
を理解し，平方根の考えを利用して解くことができることを理解
してい る。
◆２次方程式を使って問題を解決する手順を理解している。

（関数y＝ａｘ２）
◆身のまわりに，倍々に変化する関係(指数関数)になる関数
やグラフが階段状になる関数があることを知る。
◆関数y＝ａｘ２に関する用語について説明することができる。
◆関数y＝ａｘ２やそのグラフの特徴 について説明することができ
る。
（相似な図形）
◆図形の相似に関する用語・記号について説明することができ
る。
◆平行線と線分の比に関する性質について説明することができ
る。
◆立体の相似の意味理解している。
◆相似比と面積比・体積比の関係を理解している。
（円）
◆円周角と中心角の関係を理解している。
（三平方の定理）
◆三平方の定理や用語・記号について説明することができる
◆図形の計量に関する定理や公式を発表できる。
（標本調査）
◆全数調査，標本調査の意味を理解している。
◆母集団，標本の意味を理解している。
◆無作為に抽出することの意味を理解している。

･中学校での既習事項の意味を理解している。

・定期テスト
・小テスト


