
「数学Ａ」評価規準の作成（単元） 

数学Ａの目標 

 平面図形、集合と論理及び場合の数と確率について理解させ、基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、事象を数学的に

考察し処理する能力を育てるとともに、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、平面

図形、集合と論理及び場合の

数と確率における考え方や体

系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、平面

図形、集合と論理及び場合の

数と確率における見方や考え

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。 

 平面図形、集合と論理及び

場合の数と確率において、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、よりよく問題を解

決する。 

 平面図形、集合と論理及び

場合の数と確率における基本

的な概念、原理・法則、用語・

記号などを理解し、基本的な

知識を身に付けている。 

 

学習指導要領の内容（平面図形） 

【学習指導要領の内容】 

 三角形や円などの基本的な図形の性質についての理解を深め、図形の見方を豊にするとともに、図形の性質を論理的に考

察し処理できるようにする。 

ア 三角形の性質 

・辺の長さと角の大きさの関係 

・三角形の三辺の長さの関係 

・内角・外角の二等分線と辺の比 

・三角形の五心 

イ 円の性質 

・円周角の定理 

・円に内接する四角形の性質 

・円の接線、接線と弦が作る角の性質 

・方べきの定理 

・二つの円の位置関係 

・共通接線 

 
「平面図形」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 

 平面図形の性質の美しさに

興味・関心をもつとともに、

それらの性質を活用しようと

する。 

平面図形を多面的にとらえる

ことなどにより、図形の見方

を豊かにする。平面図形に関

する基礎的な定理を用いて、

様々な平面図形の性質を証明

できることに気付かせる。 

 平面図形の性質を表現する

ことができる。さらに、それ

らの性質を考察する能力を養

う。 

平面図形に関する基礎的な定

理、性質について理解し、そ

れらの知識を身に付ける。  

 

「平面図形」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 

【三角形の性質】 

目標：中学校での学習内容を基にして、三角形の辺の長さと角の大きさとの関係、内角・外角の二等分線と辺の比、三角形

の外心・内心・重心などの性質を扱う。それらの学習内容を基に、平面図形に対する直感力・洞察力を養うとともに、

平面図形の性質を論理的に考察し的確に表現する能力を育成する。 

・三角形の辺とその対角の関

係について調べようとす

る。 

・二等辺三角形の辺とその対

角の関係を利用して、一般

の三角形の場合について考

察することができる。 

・補助線を用いることで辺と

角の関係の証明を行うこと

ができる。 

 

・ｂ＞ｃ⇔∠B＞∠C 

（「△ＡＢＣにおいて、ＡＢが

最大ならば、∠Ｃは最大であ

る」） 



・三角形の３辺の間に成り立

つ関係を調べようとする。 

・「三角形の２辺の和は、他の

１辺よりも大きい」ことを

証明するときに「三角形の

辺とその対角」の関係が使

われていることに気付くこ

とができる。 

・三角形の２辺の和を一つの

直線で表現できるように補

助線を用いることができ、

証明を完結することができ

る。 

 

・「三角形の２辺の和は、他の

１辺より大きく、２辺の差

は他の１辺より小さい」こ

とを理解している。 

 

 

・三角形の角の二等分線は、

向かい合う辺の長さをどの

ような比に分けるのかを考

察しようとする。 

 

・平行線による比の移動が、

様々な場合に応用されてい

ることに気付くことができ

る。（内角の二等分線の場合

と同様にして、外角の二等

分線の比を考察することが

できる。） 

・平行線の性質から三角形の

角の二等分線に関する比を

導き出すことができる。 

 

 

・「三角形の内角の二等分線

は、対辺を、角をはさむ２

辺の比に分ける」ことを理

解している。 

・三角形の外心・内心・重心

の性質等を考察しようとす

る。 

 

・三角形の各辺の垂直二等分

線、三角形の内角の二等分

線、三角形の３つの中線を

書いて、それらの交点につ

いて考察する。 

 

・二等辺三角形の性質を用い

て、「２辺の垂直二等分線の

交点から残りの辺に下ろし

た垂線の足は、その辺の中

点となる」「２つの内角の二

等分線の交点から３辺に下

ろした垂線の足は、その交

点と残りの頂点を結んだ線

分がその角の二等分線とな

る」「中点連結定理を用い

て、３つの中線が１点で交

わる」ことを表現すること

ができる。 

・三角形の外心・内心・重心

の求め方とそれらの点のも

つ性質を理解している。 

【円の性質】 

目標：円周角の定理とその逆、円に内接する四角形の性質及び四角形が円に内接する条件、円の接線と接点を通る弦とのな

す角の性質、方べきの定理及び二つの円の位置関係を扱い、これらを活用できるようにする。 

   また、「同じ弧に対する円周角が等しい。」ことの逆の証明などで、間接証明法についての理解を深める。 

・円の性質について探究し、

理解しようとする。 

 

 

 

 

 

 

 

・中学校での既習事項の円周

角の定理（「１つの弧に対す

る円周角は一定であり、そ

の弧に対する中心角の半分

である。」）から、円周角と

の定理に気付く。 

 

 

・「等しい円周角に対する中心

角は等しい」ことを用い、

「等しい円周角に対する弧

の長さが等しくなる」こと

と、「等しい長さの弧に対す

る中心角が等しい」ことを

用い、「長さの等しい弧に対

する円周角は等しい」こと

を表現する。 

・円周角の定理を理解してい

る。 

 

 

 

 

・四角形が円に内接するとき

に成り立つ性質について探

究し、理解しようとする。 

・定理の証明に円周角の定理

が使われていることに気付

く。 

 

 

 

・円に内接する四角形の内対

角をｘ、ｙとする。この二

つの角の中心角がそれぞれ

２ｘ、２ｙであることから、

ｘ＋ｙ＝１８０°を導く。 

・四角形が円に内接するとき、

「向かい合う内角の和が１

８０°である。」「四角形の

外角は、それと隣り合う内

角の対角に等しい。」ことを

理解している。 



・円の接線、及び接線と弦が

つくる角の性質を調べよう

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・円に内接する四角形がある。

１つの頂点が円周上を移動

して他の点に近づけていく

とき、直線は他の点上にお

ける接線に近づくことを利

用して、接線と弦が作る角

が等しくなることを予想す

る。また、この予想が正し

いことを示す。（補助線とし

て直径を使うことに気付

く。） 

・△ＡＢＣの外接円の中心を

Ｏ、点Ｃにおける接線をＣ

Ｔとするとき、∠ＡＣＴの

大きさが直角、鋭角、鈍角

のいずれの場合も∠ＡＣＴ

＝∠ＡＢＣであることを示

すことができる。 

・円の接線と接点を通る弦の

つくる角は、この角内にあ

る弧に対する円周角に等し

いこと（「接弦定理」）を理

解している。 

 

・１点を通る２つの直線が円

と交わってできる線分の長

さの関係について調べよう

とする。 

 

・点Ｐが円の内部、外部いず

れの場合の証明において

も、２つの三角形が相似で

あることから導くことがで

きることに気付く。 

・円の外部の点Ｐから円に交

わる２直線を引き、円との

交点をＡ、Ｂ及びＣ、Ｄと

するとき、△ＰＡＣ∽△Ｐ

ＢＤより、対応する辺の比

が等しいことから方べきの

定理を証明することができ

る。 

・点Ｐを通る２直線が、与え

られた円と点Ａ、Ｂ及びＣ、

Ｄで交わるとき、ＰＡ・Ｐ

Ｂ＝ＰＣ・ＰＤが成り立つ

ことを理解している。 

・２つの円の位置関係につい

て調べようとする。 

 

 

・２つの円の半径と中心間の

距離の関係から、２つの円

の位置関係は５つの場合に

分類できることに気付く。 

・特に、２つの円が２点を共

有するとき、２つの円の半径

と中心間の距離の関係は、三

角形の３辺の長さについての

関係と同様であることを確認

できる。 

・２つの円の半径をｒ１、ｒ２、

中心間の距離をｄとする。

（ｒ１＞ｒ２） 

①共有点がない（離れてい

る）⇔ｄ＞ｒ１＋ｒ２ 

②１点を共有する（外接す

る）⇔ｄ＝ｒ１＋ｒ２ 

③２点を共有する⇔ 

ｒ１－ｒ２＜ｄ＜ｒ１＋ｒ２ 

④１点を共有する⇔ 

ｄ＝ｒ１－ｒ２ 

⑤共有点がない（内側にあ

る）⇔ｄ＜ｒ１－ｒ２ 

であることを理解してい

る。 

・２つの円の位置関係により、

共通接線が何本引くことが

できるか、その長さはどの

ようにして求めるか考察し

ようとする。 

・２つの円の両方に接する直

線には、共通外接線・内接

線があることに気付く。共

通接線の長さは、接線と円

の中心と接点を結ぶ線分が

垂直であることを利用して

求めることができることに

気付く。 

・共通接線の長さは、２つの

円の半径と中心間の距離を

もとに、三平方の定理を活

用するなどして求めること

ができる。 

・①のとき、４本 

②のとき、３本 

③のとき、２本 

④のとき、１本 

⑤のとき、０本 

を理解している。共通接線

の長さを求める方法を理解

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「数学Ａ」評価規準の作成（単元） 

数学Ａの目標 

 平面図形、集合と論理及び場合の数と確率について理解させ、基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、事象を数学的に

考察し処理する能力を育てるとともに、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、平面

図形、集合と論理及び場合の

数と確率における考え方や体

系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、平面

図形、集合と論理及び場合の

数と確率における見方や考え

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。 

 平面図形、集合と論理及び

場合の数と確率において、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、よりよく問題を解

決する。 

 平面図形、集合と論理及び

場合の数と確率における基本

的な概念、原理・法則、用語・

記号などを理解し、基本的な

知識を身に付けている。 

 

学習指導要領の内容（集合と論理） 

【学習指導要領の内容】 

 図表示などを用いて集合についての基本的な事項を理解し、統合的に見ることの有用性を認識し、論理的な思考力を伸ば

すとともに、それらを命題などの考察に生かすことができるようにする。 

ア 集合の要素の個数 

・集合とその表し方 

・有限集合の要素の個数 

イ 命題と証明 

・命題と条件 

・逆・裏・対偶、必要条件・十分条件 

・命題と証明（背理法） 

 
「集合と論理」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 

集合とその表し方、有限集

合の個数の求め方について調

べようとする。 

集合の考え方を利用して、

論理的にものごとを考えると

きの基礎となる命題と条件に

ついて考察しようとする。 

図や表さらに、具体的な例

を用いて、有限集合の個数に

関する関係を考察することが

できる。 

命題の真偽と集合の包含関

係を関連付けることができ

る。 

集合において使われる記号

を使って表現・処理すること

ができる。 

有限集合の個数に関する内

容を理解する。また、集合の

包含関係についての考えをも

とにして、命題の真偽の判定

を行ったり、命題の証明を行

うことができる。 

 

「集合と論理」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 

【集合の要素の個数】 

目標：図や表などを用いて、集合の包含関係や要素の個数など集合に関する基本的な事項を理解するとともに、具体的な事

象について考察する。 

・集合とその表し方について

関心を持とうとする。 

 

・集合に関する言葉、（和集合、        

補集合など）や記号（∩、

∪、∈、⊂、⊃）を導入す

ることで概念の明確化、抽

象化、一般化を図ることが

できる。 

・集合において使われる 

Ａ∪Ｂ、Ａ⊂Ｂ、a∈Ａなど

の記号を使い、ベン図を活

用することができる。 

・集合を表す方法（外延的記

法、内延的記法）を理解して

いる。 



・有限集合の要素の個数につ

いて調べようとする。 

・有限集合の要素の個数に関

して成り立つ関係式を集合

の図を用いて考察すること

ができる。 

・和集合や補集合の要素の個

数を求めることができる。 

・関係式ｎ(Ａ∪Ｂ)＝ｎ(Ａ)

＋ｎ(Ｂ)－ｎ(Ａ∩Ｂ)、ｎ(Ａ)

＝ｎ(Ｕ)－ｎ(Ａ)を理解して

いる。 

【命題と証明】 

目標：集合の包含関係と関連付けて命題の真偽を判定し、必要条件、十分条件、対偶、背理法を学習することを通して論理

的な思考力を一層伸ばす。 

・集合の考えを利用して命題

と条件について調べようと

する。 

 

・命題の真偽と集合の包含関

係を関連付けて考察するこ

とができる。また、ある条

件を否定するときの考え方

に気付く。 

・集合を図で表し、命題の真

偽の判定ができる。ド・モ

ルガンの法則を記述でき、

必要条件、十分条件等を求

めることができる。（条件と

その真理集合を対応させ、

必要条件、十分条件、必要

十分条件を求めることがで

きる。） 

・命題「ｐ⇒ｑが真」である

ことと「Ｐ⊂Ｑ」が同じで

あること、ド・モルガンの

法則、命題「ｐ⇒ｑが真」

であるとき、ｐが必要条件、

ｑが十分条件であることを

理解している。 

・命題「ｐ⇒ｑ」に対して、

仮定と結論を入れ替えたり

してできた命題はどのよう

な命題となるか考えようと

する。 

 

・命題の逆・裏・対偶の定義

を示し、その意味を考察す

ることができる。 

・ある命題とその逆の真偽は

必ずしも一致しないが、命

題とその対偶の真偽は一致

する。 

・ある命題が真であるとき、

その対偶は真であり、対偶

が真であれば、もとの命題

も真であることを理解して

いる。（対偶を用いた証明を

理解している。） 

 

・ある命題が真であることを

直接証明しにくい場合はど

のようにしたら良いかを考

えようとする。 

・命題の証明において間接証

明法（対偶法、背理法）も

使えることを具体的な例を

用いて考察することができ

る。 

・具体的な例を用いて、間接

証明法の原理を扱う。（一般

的な証明の原理についても

確認する。） 

・背理法を用いて証明を行う

場合は、どのような矛盾が

出るかを示すことができ

る。そのことにより、命題

が正しいことを理解してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「数学Ａ」評価規準の作成（単元） 

数学Ａの目標 

 平面図形、集合と論理及び場合の数と確率について理解させ、基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り、事象を数学的に

考察し処理する能力を育てるとともに、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、平面

図形、集合と論理及び場合の

数と確率における考え方や体

系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、平面

図形、集合と論理及び場合の

数と確率における見方や考え

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。 

 平面図形、集合と論理及び

場合の数と確率において、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、よりよく問題を解

決する。 

 平面図形、集合と論理及び

場合の数と確率における基本

的な概念、原理・法則、用語・

記号などを理解し、基本的な

知識を身に付けている。 

 

 

学習指導要領の内容（場合の数と確率） 

【学習指導要領の内容】 

 具体的な事象の考察などを通して、順列・組合せや確率について理解し、不確定な事象を数量的にとらえることの有用性

を認識するとともに、事象を数学的に考察し処理できるようにする。 

ア 順列・組合せ 

・ものの個数の数え方 

・並べ方の総数 

・円順列、重複順列 

・組合せ 

・二項定理 

イ 確率とその基本的な法則 

・事象の起こる確からしさを数量的に捉える 

・同様に確からしい 

・事象の確率の計算 

ウ 独立な試行と確率 

・独立な試行の確率 

・反復試行の確率 

・期待値 

 
「場合の数と確率」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 

ある事柄の起こる場合の数

や起こる程度の度合いを求め

るようとする。 

身近な事象において、期待さ

れる賞金の金額を求めようと

する。 

樹形図を書くなど、場合の

数の求め方を考察することが

できる。また、和の法則や積

の法則を使うと場合の数を求

めることができる。 

「同様に確からしい」とき、

事象が起こる確率を考察する

ことができる。 

確率の考え方を用いて、期

待値を求めることに気付く。 

いくつかのものを順序を考

えに入れて並べたり、順序を

考えに入れないで取り出した

りした場合の数が記号を用い

て表現・処理できる。 

順列・組合せの総数を求め

る方法を理解している。 

確率の加法定理、余事象の

確率など確率の基本性質を理

解している。さらに、独立な

試行の確率、反復試行の確率

を求める方法を理解してい

る。 

身近な生活にある具体的な例

から、期待値の意味や求め方

を理解している。 

 

 

 

 



「場合の数と確率」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 

【順列・組合せ】 

目標：具体的な場面の考察を通して順列（組合せ）の意味と順列（組合せ）の総数の求め方を理解する。順列・組合せの総

数を求めるとき、記号を用いることの有用性を理解する。組合せの活用例の１つとして、二項定理を取り上げ、理解

を深める。 

・ものの個数を数えるとき、

重複のないように、また、

数え落としがないようにす

るにはどのようにすること

が大切かを考察しようとす

る。 

・場合の数をもれなく、重複

することなく数えるのに樹

形図を用いる方法があるこ

とに気付く。 

・場合の数を求めるとき、和

の法則や積の法則を有効に

活用することができる。 

・具体的な例を通して「和の

法則」「積の法則」を理解し

ている。 

・いくつかのものの中なら、

その一部またはすべてを取

り出して並べるとき、その

並べ方の総数を考えようと

する。 

・和の法則や積の法則を利用

して、いくつかのものの並

べ方の総数を求めることに

気付く。 

・順列の総数を表す記号ｎＰｒ

を用いて、場合の数を求め

ることができる。 

 

・具体的な例を通して、場合

の数の求め方を理解してい

る。 

・順列を利用して、いろいろ

な場合の数を求めようとす

る。 

 

・１列に並べる以外にも、円

形に並べたり、繰り返しと

ることを許したりする並べ

方があることに気付く。 

・１列に並ぶ順列と円形に並

ぶ順列との関連から、円順

列の総数を導き出すことが

できる。 

・円順列・重複順列・同じも

のを含む順列の総数を求め

る方法を理解している。 

・並べる順序は問題にしない

で、取り出す要素の組の作

り方について考えようとす

る。 

・組合せと順列の関係をもと

にすると、組合せの総数を

求めることに気付く。 

・組合せの総数を表す記号 

ｎＣｒを用いて、場合の数を

求めることができる。 

・組合せの考え方を利用して、

いろいろな場合の数を求め

る方法を理解している。 

・(ａ＋ｂ)ｎの展開式を考えよ

うとする。 

 

・(ａ＋ｂ)ｎの展開式の係数に

規則性があることに気付

く。 

・(ａ＋ｂ)ｎの展開式の係数の

規則性をもとに二項定理を

導き、さらに係数を二項係

数として表すことができ

る。 

・二項定理を用いて式を展開

したり、特定の項の係数を

求める方法を理解してい

る。 

【確率とその基本的な法則】 

目標：試行や事象の考えを明確にして、確率の基本的な法則や余事象などについての理解を深める。その際、具体例を通し

て、集合の考えを適切に活用し、ある事象が起こる蓋然性・確からしさを数量的にとらえるように努める。 

・ある事柄の起こりやすさの

程度を数値で表そうとす

る。 

 

・起こりうる場合の数を計算

することで確率を求めるこ

とができることに気付くこ

とができる。 

 

・全事象、根元事象を集合を

用いて表すことができる。 

 

 

・全事象Ｕ、事象Ａの根元事

象の個数をそれぞれｎ(Ｕ)

ｎ(Ａ)とする。それらの個

数を正しく求めることを理

解している。 

・具体例を通じて、「同様に確

からしい」とはどんなこと

を指しているかを考察しよ

うとする。 

 

 

 

 

・ある試行において、各根元

事象が同様に確からしいと

きについて、１つの事象が

起こる確率を考察する。 

 

 

 

 

 

・ある試行において、起こり

得るすべての結果がＮ個あ

り、各結果からなる根元事

象は同様に確からしいとす

るとき、事象Ａがａ個の根

元事象からなるとき、事象

Ａの確率を定義することが

できることに気付くことが

できる。 

・事象Ａの起こる確率は、次

の式で与えられることを理

解している。 

Ｐ(Ａ)＝ 

 

 

 

 

 

・いろいろな事象の確率につ

いて、基本的な性質を調べ

ようとする。 

 

・積事象、和事象、排反事象、

余事象の確率について考察

する。 

・具体例を通じて、積事象、

和事象、排反事象、余事象

の確率を求めることができ

る。 

・確率の加法定理、余事象の

確率について理解してい

る。 

 



【独立な試行と確率】 

目標：独立な試行について、具体例を通じてその意味を理解する。実生活における様々な体験に基づいて具体的で簡単な例

を用いて期待値を理解し、数学的な見方や考え方のよさについて認識を深める。 

・２つ(以上)の試行における

事象の確率について調べよ

うとする。 

 

 

 

 

・２つ(以上)の試行の結果が

互いに影響しない場合の確

率を考察する。 

 

 

 

・２つの独立な試行Ｓ、Ｔに

おいて、Ｓでは事象Ａが起

こり、Ｔでは事象Ｂが起こ

るという事象Ｃの起こる確

率を求めることができる。 

 

 

・２つの独立な試行Ｓ、Ｔに

おいて、Ｓでは事象Ａが起

こり、Ｔでは事象Ｂが起こ

るという事象Ｃの起こる確

率は、次の式で与えられる

ことを理解している。 

Ｐ(Ｃ)＝Ｐ(Ａ)・Ｐ(Ｂ) 

・同じ条件のもとで１つの試

行を繰り返すときの確率に

ついて調べようとする。 

 

 

 

・反復試行の確率を考察する。 

 

 

 

 

 

 

・反復試行の確率を求めると

き、ある事象が起こる場合

の数が必要となる。 

 

 

 

・１回の試行において事象Ａ

が起こる確率をｐとする。

この試行をｎ回繰り返すと

き、事象Ａがｒ回だけ起こ

る確率を理解している。 

ｎＣｒｐ
ｒ(１－ｐ)ｎ－ｒ 

 

・くじを引くときに期待され

る賞金の金額について調べ

ようとする。 

・確率の考え方を利用して、

期待値を求める方法に気付

く。 

・くじ１本あたりに期待され

る賞金の金額は、各賞金の

金額とそれが当たる確率の

積の和で求めることができ

ることに気付く。 

・変量Ｘの期待値Ｅの求め方

を理解している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


