
  

「数学Ⅰ」評価規準の作成（単元ごと） 

 
数学Ⅰの目標 

 方程式と不等式、二次関数及び図形と計量について理解させ、基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、それらを的確に活用

する機能を伸ばすとともに、数学的な見方や考え方のよさを認識できるようにする。  

 

評価の観点の趣旨 

関心・意欲・態度 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 

数学的活動を通して、方程

式と不等式、二次関数及び図

形と計量における考え方に関

心をもつとともに、数学的な

見方や考え方のよさを認識し

、それらを事象の考察に活用

しようとする。 

数学的活動を通して、方程

式と不等式、二次関数及び図

形と計量における数学的な見

方や考え方を身に付け、事象

を数学的にとらえ、論理的に

考えるとともに思考の過程を

振り返り多面的・発展的に考

える。 

方程式と不等式、二次関数

及び図形と計量において、事

象を数学的に考察し、表現し

処理する仕方や推論の方法を

身に付け、的確に問題を解決

する。 

方程式と不等式、二次関数

及び図形と計量における基本

的な概念、原理・法則、用語

・記号などを理解し、基礎的

な知識を身に付けている。 

 
学習指導要領の内容（方程式と不等式） 

【学習指導要領の内容】 

（１）方程式と不等式 

      数を実数までに拡張することの意義を理解し、式の見方を豊かにするとともに、一次不等式及び二次方程式について

の理解を深め、それらを活用できるようにする。 

ア 数と式 

 （ア）実数 

 （イ）式の展開と因数分解 

イ 一次不等式 

ウ 二次方程式 

 

 

「方程式と不等式」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 

数と式、一次不等式、二次

方程式に関心をもつとともに

、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ととも

に、式の見方を豊かにし、方

程式や不等式について数学的

に考察することができる。 

無理数の計算をしたり、数

量の関係を式に表現し、的確

に処理したりすることができ

る。 

数と式、一次不等式、二次

方程式について理解し、基礎

的な知識を身に付けている。 

 

「方程式と不等式」の評価規準の具体例 

関心・意欲・態度 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 

【数と式】 

目標：整式の基本的な性質を理解するとともに、乗法公式や因数分解の公式を活用して、目的に応じて式変形したり、見通

しをもって式を扱ったりすることができるようにする。 

 

数学的な用語を正しく理解

し活用しようとする。        

単項式や多項式について、

数学的な考察ができる。 

整 式に関する用語を理解し

、それらを正しく処理するこ

とができる。 

多項式について、正しく整

理することができ、それらを

活用できる。 

多項式の加法・減法と乗法に

ついて正しく計算しようとす

る。     

一つの文字に着目したり、

一つの文字に置き換えたりす

るなどして、色々な式の見方

乗法公式などを用いて、式

を目的に応じて変形すること

ができる。 

乗法公式の意味を理解し、そ

れらを活用できる。 



  

をすることができる。 

因数分解に関心をもち、目

的に応じて式の変形をしよう

とする。 

目的に応じて、的確に式を

変形する方法を考察すること

ができる。 

因数分解などを用いて、式

を目的に応じて変形すること

ができる。             

因数分解の意味を理解し、

それらを活用することができ

る。複雑な式が簡単な式に帰

着して因数分解できる。 
【実数】 

目標：目標：自然数、整数、無理数を実数として体系的に理解するとともに、平方根を含む数の計算に習熟し、分母の有理

化ができるようにする。 

数の体系を実数まで拡張す

る意義に気づき、数を拡張し

ていく過程に関心をもち、調

べようとする。 

数を拡張してきた過程を考察

することができる。         

   

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。 

数を実数まで拡張すること

の意義を理解している。 

 

正の数の平方根について関

心をもち、理解しようとする

。 

数の四則演算の可能性につ

いて考察することができる。 

     

簡単な無理数についての四

則演算ができる。           

分数の有理化について理解を

深め、処理することができる

。 

【一次不等式と二次方程式】 

目標：一次不等式及び二次方程式についての理解を深め、それらを活用できるようにする。 

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。                        

一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。 

数量の関係を一次不等式で

表すことができる。 

不等式の中に含まれている

文字の意味を理解している。 

不等式の性質を理解しいてい

る。 

具体的な事象の考察に一次

不等式を活用しようとする。 

不等式の性質を等号の性質

と対比してとらえることがで

きる。 

不等式の性質を基にして、

一次不等式を解くことができ

る。 

一次不等式とその解の意味

を理解し解を求めるための基

礎的な知識を身に付けている

。 

一定の手続きで二次方程式

の解をもとめることのよさを

とらえようとする。 

平方根の考え方を基に、二

次方程式の解の公式を導き出

す過程を考察することができ

る。 

因数分解を利用して二次方

程式を解くことができる。 

平方の形に変形して二次方

程式を解くことができる。 

二次方程式とその解の意味

を理解し、解の求め方につい

ての基礎的な知識を身に付け

ている。 

具体的な事象の考察に二次

方程式を活用しようとする。 

具体的な事象の考察で二次

方程式の考え方ができる。 

解の公式を用いて実数解を

もつ二次方程式を解くことが

できる。 

具体的な事象の考察で二次

方程式を活用するとき、二次

方程式の解を吟味しなければ

ならないことを理解している

。 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

「数学Ⅰ」評価規準の作成（単元ごと） 

 
数学Ⅰの目標 

 方程式と不等式、二次関数及び図形と計量について理解させ、基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、それらを的確に活用

する機能を伸ばすとともに、数学的な見方や考え方のよさを認識できるようにする。  

 

評価の観点の趣旨 

関心・意欲・態度 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 

数学的活動を通して、方程

式と不等式、二次関数及び図

形と計量における考え方に関

心をもつとともに、数学的な

見方や考え方のよさを認識し

、それらを事象の考察に活用

しようとする。 

数学的活動を通して、方程

式と不等式、二次関数及び図

形と計量における数学的な見

方や考え方を身に付け、事象

を数学的にとらえ、論理的に

考えるとともに思考の過程を

振り返り多面的・発展的に考

える。 

方程式と不等式、二次関数

及び図形と計量において、事

象を数学的に考察し、表現し

処理する仕方や推論の方法を

身に付け、的確に問題を解決

する。 

方程式と不等式、二次関数

及び図形と計量における基本

的な概念、原理・法則、用語

・記号などを理解し、基礎的

な知識を身に付けている。 

 
学習指導要領の内容（二次関数） 

【学習指導要領の内容】 

 二次関数について理解し、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するとともに、それを具体的な事象の

考察や二次不等式を解くことなどの活用できるようにする。 

ア 二次関数とそのグラフ 

イ 二次関数の値の変化 

（ア）二次関数の最大・最小 

（イ）二次不等式 

 

「二次関数」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 

二次関数とそのグラフや値

の変化に関心をもつととも

に、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、二次関数を活用しよう

とする。 

関数的な見方や考え方を身

に付け、具体的な事象につい

て、関数を用いて考察するこ

とができる。 

関数を用いて数量の変化を

表現し、そのグラフを用いて、

関数の値の変化を調べること

ができる。 

二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。 

 

「二次関数のグラフ」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 

具体的な事象の考察を通し

て二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。 

 

関数的な見方や考え方を身

に付け、具体的な事象につい

て、グラフを用いて考察する

ことができる。 

二次関数のグラフの特徴を

理解し、具体的な事象を表す

関数をグラフに表すことがで

きる。 

二次関数とそのグラフにつ

いて理解し、基礎的な知識を

身に付けている。 

 

「二次関数の値の変化」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 

具体的な事象の考察を通し

て二次関数の値の変化に関心

をもち、調べようとする。 

 

二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。 

関数の値の変化を考察し、

最大値や最小値を求めること

ができる。 

二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。 



  

「二次関数」の評価規準の具体例 

関心・意欲・態度 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 

【二次関数とそのグラフ】 

目標：身近な事象と関連付けて関数の理解を深めるとともに、二次関数 y=ax2のグラフをもとに、平行移動することによっ

て、二次関数y=ax2+bx+cのグラフをかくことができるようにする｡   

具体的な事象の中にある２

つの数量間の関係に関心をも

つ。 

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。 

 

いろいろな事象を表す関数

をグラフに表すことができ

る。 

いろいろな事象を表す関

数や二次関数について理解

し、基礎的な知識を身に付け

ている。 

二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。 

 

y=ax
2 のグラフの平行移動

によって、 y=a(x-p)2+q のグ

ラフの特徴を考察することが

できる｡ 

y=a(x-p)2+q のグラフをかく

ことができる｡ 

 

 

y=a(x-p)2+q のグラフの特

徴を理解している｡ 

 

y=ax2+bx+c のグラフにつ

いて関心をもち、式変形をし

てグラフのかき方を考察しよ

うとする。 

y=ax
2
+bx+cのグラフの特徴

を y=a(x-p)2+q の形に変形す

ることにより考察することが

できる｡ 

y=ax
2
+bx+cのグラフを 

y=a(x-p)2+q の形に変形する

ことによってかくことができ

る｡ 

y=ax
2
+bx+cのグラフの特徴

を理解している｡ 

 

２つの合同な放物線の位置

関係について、平行移動の考

えをもとに、積極的に考察し

ようとする｡ 

 

 

y=ax
2
+bx+c のグラフと

y=ax
2
+b'x+c'のグラフとの位

置関係を頂点の座標をもとに

考えることができる｡ 

 

 

y=ax
2
+bx+c のグラフをｘ軸

方向にp、ｙ軸方向にqだけ平

行移動したグラフの方程式を

求めることができる｡ 

 

 

y=ax
2
+bx+cのグラフをｘ軸

方向に p、ｙ軸方向に qだけ

平行移動したグラフの方程式

は y-q=a(x-p)2+b(x-p)+cと表

すことができることを理解し

ている｡ 

対称な放物線の方程式を、

頂点座標をもとにして積極的

に調べようとする｡ 

y=ax
2
+bx+cのグラフの対称

移動について、頂点座標をも

とに考えることができる｡ 

y=ax
2
+bx+c のグラフをｘ

軸、ｙ軸、原点に関して対称

移動したグラフの方程式を求

めることができる。 

図形の直線および点に関す

る対称移動について理解して

いる｡ 

 

与えられた条件を満たす放

物線をグラフとする二次関数

を意欲的に求めようとする。 

 

３点を通る放物線をグラフ

とする二次関数をy=ax2+bx+c

とおいて、考えることができ

る。 

３点を通る放物線をグラフ

とする二次関数を連立方程式

を解いて、求めることができ

る｡ 

連立三元一次方程式の解法

について理解している｡ 

 

【二次関数の値の変化】 

目標：二次関数のグラフを通して、関数の値の変化を考察し、関数の最大値・最小値を求めることができるようにするとと

もに、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できるようにし、それらを具体的な事象の考察に活用

できるようにする｡       

二次関数の値の変化に関心

をもち、具体的な事象の考察

に二次関数の最大・最小を活

用しようとする。 

二次関数の値の変化の様子

について、グラフを用いて考

察することができる。 

 

二次関数のグラフや式を用

いて、二次関数の最大値・最

小値を求めることできる。 

 

二次関数の最大値・最小値

の意味を理解している。 

 

二次関数のグラフと x軸と

の位置関係について調べよう

とする｡ 

二次関数のグラフとｘ軸と

の共有点の個数を二次方程式

ax
2
+bx+c=0の解の個数と関連

付けて考えることができる。 

二次関数のグラフと x軸と

の共有点の個数をb2-4acの符

号を調べることによって求め

ることができる｡ 

二次関数のグラフとｘ軸と

の共有点のｘ座標は、二次方

程式の実数解であることを理

解している｡ 

二次不等式の解に関心をも

ち、二次関数のグラフを活用

して二次不等式の解を求めよ

うとする。 

 

二次不等式の解と二次関数

のグラフとの関係を知り、二

次不等式の解を二次関数のグ

ラフを用いて考察すること 

ができる｡ 

二次関数のグラフを活用し

て二次不等式の解を求めるこ

とができる。 

 

二次不等式の解の意味を二

次関数のグラフとの関係から

理解している。 

 

 

 

 

 



  

「数学Ⅰ」評価規準の作成（単元ごと） 

 
数学Ⅰの目標 

 方程式と不等式、二次関数及び図形と計量について理解させ、基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、それらを的確に 

活用する機能を伸ばすとともに、数学的な見方や考え方のよさを認識できるようにする。 

 

評価の観点の趣旨 

関心・意欲・態度 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 

数学的活動を通して、方程

式と不等式、二次関数及び図

形と計量における考え方に関

心をもつとともに、数学的な

見方や考え方のよさを認識

し、それらを事象の考察に活

用しようとする。 

 

 数学的活動を通して、方程

式と不等式、二次関数及び図

形と計量における数学的な見

方や考え方を身に付け、事象

を数学的に捉え、論理的に考

えるとともに思考の過程を振

り返り多面的・発展的に考え

る。 

 方程式と不等式、二次関数

及び図形と計量において、事

象を数学的に考察し、表現し

処理する仕方や推論の方法を

身に付け、的確に問題を解決

する。 

 方程式と不等式、二次関数

及び図形と計量における基本

的な概念、原理・法則、用語・

記号などを理解し、基礎的な

知識を身に付けている。 

 
学習指導要領の内容 
【学習指導要領の内容】 

ア 三角比 

 (ア) 正弦，余弦，正接 

 (イ) 三角比の相互関係 

イ 三角比と図形 

 (ア) 正弦定理と余弦定理 

 (イ) 図形の計量 

 

「図形と計量」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 

角の大きさなどを用いた計

量に関心をもつとともに、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。 

角の大きさなどを用いた計

量を行うための数学的な見方

や考え方を身に付け，具体的

な事象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

張する意義及び図形の計量の

基本的・基礎的な知識を身に

付けている。 

 

「図形と計量」の評価規準の具体例 

関心・意欲・態度 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 

【ア 三角比】 

目標：三角比の意味を理解し、具体的な事象の考察に活用できるとともに、三角比の相互関係について理解する。 

   鈍角の三角比まで拡張することの意義を理解し、具体的な事象の考察を活用できるとともに、三角比の相互関係に 

   ついて理解する。 

三角比に関心をもち、積極

的に活用し、三角比の相互関

係に関心をもつようにする。 

直角三角形の相似から辺の

比を角との関係で捉え、三平

方の定理を用いて三角比の相

互関係を導く過程を考察する

ことができる。 

正弦・余弦及び正接の値を

定義し、記号を用いて表現す

るとともに、三角比の相互関

係を用いて、他の三角比の値

を求めることができる。また、

任意の角度の三角比を４５°

以下の三角比で表すことがで

きる。 

三角比を直角三角形の辺と

比との関係として捉え、三角

比の相互関係の利用法と、 

(９０°－θ)等の三角比で表

す方法を理解している。 



  

鈍角の三角比に関心をもち

座標平面上の半円を用いて

０°から１８０°まで広げ

て考えようとする。 

三角比の拡張を座標平面上

の半円を用いて考え、   

(１８０°－θ)の三角比をθ

の三角比で表わせることに気

付き考察することができる。 

鈍角の三角比を鋭角の三角

比で表し、その値を求めたり、

三角比の相互関係を用いて、

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。 

半径１の半円上の点の座標

を用いて、０°から１８０°

まで拡張した三角比の定義

と、三角比の相互関係を理解

している。さらに、直線ｙ＝

ｍｘとｘ軸の正の向きとのな

す角をθとするとき、 ｍ＝

ｔａｎθ であることを理解し

ている。 

【イ 三角比と図形】 

目標：正弦定理や余弦定理を理解し、平面図形や空間図形の計量に活用できる。 

   三角比や正弦定理、余弦定理などが図形の計量に有用であることを認識し、活用できるとともに、相似な図形や立 

   体の性質及び球の面積と体積について理解する。 

正弦定理・余弦定理が図形

の計量に有用であることに気

付き、活用しようとする。 

円周角の定理を用いた正弦

定理、三平方の定理を利用し

た余弦定理を導く過程を論理

的に考察することができる。 

正弦定理・余弦定理を用い

て三角形のいくつかの辺の長

さや角の大きさを求めること

ができる。 

正弦定理・余弦定理につい

て理解している。 

正弦定理や余弦定理など図

形の計量に有用であることに

気付き、積極的に活用しよう

とする。 

三角形や具体的な事象での

辺の長さや角の大きさから、

正弦定理や余弦定理等を活用

して、残りの辺の長さや角の

大きさを求める方法を考える

ことができる。 

三角比の関係から三角形の

形状を求めることができる。 

正弦定理・余弦定理を様々

な問題に活用できることを理

解している。 

三角比を用いて三角形の面

積を求めることのよさに気付

き、様々な図形の面積を求め

ることに活用しようとする。 

三角形の面積を三角比を用

いて表すことを考えることが

できる。 

２辺とその間の角が与えら

れている三角形や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。 

・三角形の面積の公式を、様々

な図形（空間図形）の面積を

求めることに活用することが

できる。 

球の体積や表面積に関心を

もち、相似な図形の相似比と

面積比や体積比の関係に気付

き、図形の計量に活用しよう

とする。 

球の表面積や体積を求める

ことや、相似な図形の面積比

や体積比を平面図形の相似の

定義と対比させながら考察す

ることができる。 

様々な図形の体積や表面積

を求めたり、相似な三角形の

面積比から相似な立体の体積

の比や表面積の比を求めるこ

とができる。 

球の体積や表面積を求める

ことや、相似な平面図形の面

積の比と相似な立体の表面

積、体積の比について理解し

ている。 

 
 


