
    

「数学Ⅱ」評価規準の作成（単元） 

数学Ⅱの目標 

 式と証明・高次方程式、図形と方程式、いろいろな関数及び微分・積分の考えについて理解させ、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伸ばすとともに、それらを活用する能力を伸ばす。 

 

評価の観点の趣旨 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 

 数学的活動を通して、式と

証明・高次方程式、図形と方

程式、いろいろな関数及び微

分・積分の考えにおける考え

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

よさを認識して、それらの事

象の考察に進んで活用しよう

とする。 

 数学的活動を通して、式と

証明・高次方程式、図形と方

程式、いろいろな関数及び微

分・積分の考えにおける数学

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

展的に考えることができる。 

式と証明・高次方程式、図

形と方程式、いろいろな関数

及び微分・積分の考えにおい

て、事象を数学的の考察し、

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

題を解決することができる。 

式と証明・高次方程式、図

形と方程式、いろいろな関数

及び微分・積分の考えにおけ

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（式と証明・高次方程式） 

 

「式と証明・高次方程式」の評価規準の具体例 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 

【式と証明】 

目標：整式の除法、等式や不等式を証明することの意味や方法について学ぶことにより、数学的な考え方や論理的思考力を

養い、式と証明についての理解を深める。 

多項式の除法について関心

をもつ。 

 

 多項式の除法の仕組みにつ

いて気付く。 

 多項式Ａを多項式Ｂで割っ

た商と余りが計算できる。 

（関係式：Ａ=ＢＱ＋Ｒ） 

 多項式の除法について理解

するとともに、分数式の四則

計算を行える。 

 恒等式について関心をも

つ。 

 

恒等式の性質を用いて、あ

る等式が恒等式である条件を

導くことができる。 

等式が恒等式である条件を

用いて、具体的な問題を処理

できる。 

 具体的な例を通して、恒等

式の性質を理解している。 

等式や不等式の証明に関心

をもつ。 

 

 

 様々な式の証明の原理に気

付く。 

 等式や不等式の証明を行う

ことができる。不等式の証明

においては、実数の性質等を

用いて表現する。 

 式を証明することの意味や

方法を理解している。 

 

【高次方程式】 

目標：数の範囲を実数から複素数へと拡張し、二次方程式が常に解をもつことを理解する。さらに、因数定理を活用して、

高次方程式を解けるようにする。 

２乗して負の数になる数

（虚数）を考えようとする。 

 

 

複素数の四則計算の結果

は、ａ＋ｂｉ（ａ．ｂは実数）

の形になることに気付く。 

複素数の四則計算ができ

る。 

ｉ２＝－１を用いた、複素数

の四則計算を理解している。 

【学習指導要領の内容】 

整式の除法、等式と不等式の証明、複素数と二次方程式及び高次方程式を扱う。 

ア 式と証明 

（ア）整式の除法、分数式 

（イ）等式と不等式の証明 

イ 高次方程式 

（ア）複素数と二次方程式 

（イ）高次方程式 



    

２次方程式の解を判別しよ

うとする。 

 

解を求めなくとも、判別式

Ｄで解の種類を判別できるこ

とに気付く。 

Ｄと０の大小を比べ、解の種

類を判別することができる。 

２次方程式の解法、解の判

別の方法を理解している。 

解と係数の関係を求めよう

とする。 

 

解と係数の関係があること

に気付く。 

複素数の範囲で二次式の因

数分解ができる。 

２次方程式の実数解の符号

についての条件を理解してい

る。 

除法の剰余について、積み

算以外の方法を考えようとす

る。 

Ａ＝ＢＱ＋Ｒから剰余の定

理ができ、さらに因数定理が

導かれていることに気付く。 

因数定理を用いて因数分解

ができる。 

剰余の定理・因数定理を理

解し、高次方程式の解法に活

用することができる。 

高次方程式の解を求めよと

する。 

因数定理を用いて高次方程

式が解けることに気付く。 

高次方程式を解くことがで

きる。 

高次方程式の解と係数の関

係について理解している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

「数学Ⅱ」評価規準の作成（単元） 

数学Ⅱの目標 

 式と証明・高次方程式、図形と方程式、いろいろな関数及び微分・積分の考えについて理解させ、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伸ばすとともに、それらを活用する能力を伸ばす。 

 

評価の観点の趣旨 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 

 数学的活動を通して、式と

証明・高次方程式、図形と方

程式、いろいろな関数及び微

分・積分の考えにおける考え

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

よさを認識して、それらの事

象の考察に進んで活用しよう

とする。 

 数学的活動を通して、式と

証明・高次方程式、図形と方

程式、いろいろな関数及び微

分・積分の考えにおける数学

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

展的に考えることができる。 

式と証明・高次方程式、図

形と方程式、いろいろな関数

及び微分・積分の考えにおい

て、事象を数学的の考察し、

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

題を解決することができる。 

式と証明・高次方程式、図

形と方程式、いろいろな関数

及び微分・積分の考えにおけ

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（図形と方程式） 

【学習指導要領の内容】 

 座標や式を用いて直線や円などの基本的な平面図形の性質や関係を数学的に考察し処理するとともに、その有用性を認識   

し、いろいろな図形の考察に活用できるようにする。 

ア 点と直線 

（ア）点の座標 

（イ）直線の方程式 

イ 円 

（ア）円の方程式 

（イ）円と直線 

 

「図形と方程式」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 

２点間の距離、円の方程式、

軌跡を求めようとする。 

 

 

分点の座標の作り方に気付

く。円と直線の位置関係の調

べ方に気付く。動点の条件か

ら軌跡が求められることに気

付く。 

線分の分点、直線の方程式、

円の方程式、軌跡の方程式を

求めることができる。 

分点の公式、直線の方程式、

円の方程式、軌跡の方程式、

領域における最大・最小値に

ついて理解している。 

 

「図形と方程式」の評価規準の具体例 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 

【点と直線】 

目標：２点間の距離と、内分点・外分点の座標を求めることができる。さらに、直線の方程式が表現できるようになる。 

数直線上の２点間の距離を

求めようとする。 

 

線分の内分点・外分点の座

標は、比例式にして求めるこ

とに気付く。 

線分の内分点・外分点の座

標を求めることができる。 

内分点・外分点の公式を理

解している。 

平面上の２点間の距離を求

めようとする。 

 

 

線分の内分点・外分点のｙ

座標は、ｘ座標と同様に求め

ることができることに気付

く。 

三角形の重心の座標を求め

ることができる。 

点対称・線対称な点の座標

の求め方を理解している。 

【円】 

目標：円の方程式を求め、円と直線・円と円の位置関係を調べることができる。 



    

円の性質を利用して、その

方程式を表そうとする。 

 

中心から円周までの距離が

一定から方程式ができること

に気付く。 

円の方程式の一般形と標準

形を相互に表すことができ

る。 

様々な条件を満たす円の方

程式を理解している。 

円と直線の共有点の座標を

求め、位置関係を調べようと

する。 

円と直線の位置関係の調べ

方は２通りあることに気付

く。 

円の接線の方程式を求める

ことができる。 

円と直線の交点を通る円を

求めることを理解している。 

【軌跡と領域】 

目標：軌跡の方程式が求められ、領域を用いた問題を解決できる。 

条件を満たす点を図示する

ことができる。 

 

動点Ｐを（ｘ，ｙ）とおく

ことで軌跡の方程式が求めら

れることに気付く 

軌跡を方程式で表すことが

できる。 

軌跡を求める手順、その方

程式を求めることを理解して

いる。 

不等式で表される領域を平

面上に表そうとする。 

平面上の領域が不等式で表

されることに気付く。 

領域における最大値・最小

値を求めることができる。 

領域における最大値・最小

値の求め方を理解している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

「数学Ⅱ」評価規準の作成（単元） 

 数学Ⅱの目標 

 式と証明・高次方程式、図形と方程式、いろいろな関数及び微分・積分の考えについて理解させ、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伸ばすとともに、それらを活用する能力を伸ばす。 

 

 評価の観点の趣旨 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 

 数学的活動を通して、式と

証明・高次方程式、図形と方

程式、いろいろな関数及び微

分・積分の考えにおける考え

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

よさを認識して、それらの事

象の考察に進んで活用しよう

とする。 

 数学的活動を通して、式と

証明・高次方程式、図形と方

程式、いろいろな関数及び微

分・積分の考えにおける数学

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

展的に考えることができる。 

式と証明・高次方程式、図

形と方程式、いろいろな関数

及び微分・積分の考えにおい

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

題を解決することができる。 

式と証明・高次方程式、図

形と方程式、いろいろな関数

及び微分・積分の考えにおけ

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（いろいろな関数） 

 

「いろいろな関数」の評価規準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学習指導要領の内容】 

 三角関数、指数関数及び対数関数について理解し、関数についての理解を深め、それらを具体的な事象の考察に活用でき

るようにする。 

ア 三角関数 

（ア）角の拡張 

（イ）三角関数とその基本的な性質 

（ウ）三角関数の加法定理 

イ 指数関数と対数関数 

（ア）指数の拡張 

（イ）指数関数 

（ウ）対数関数 

［用語・記号］弧度法、累乗根、logａｘ 

角の概念を一般の角まで拡

張して三角関数の概念を探求

しようとする。 

指数を正の整数から有理数

まで拡張しようとする。新し

い数（「対数」）に興味を持っ

て取り組むことができる。 

 

三角関数とその基本的な性

質や相互関係を考察できる。 

指数表示と対数表示を理解

できる。指数関数と対数関数

の性質について考察できる。 

加法定理から導かれる様々

な公式（２倍角の公式、半角

の公式）を処理することがで

きる。 

拡張された指数の意味や指

数法則を処理できるととも

に、対数計算を行うことがで

きる。 

三角関数の重要な性質の一

つとしての加法定理を理解で

きる。 

指数関数と対数関数の特徴

を理解するとともに、具体的

な事象の考察に活用すること

ができる。 



    

「いろいろな関数（三角関数、指数関数・対数関数）」の評価規準の具体例 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 

【三角関数】 

目標：角の概念を一般角にまで拡張して三角関数の概念をとらえ、周期性を中心に三角関数の特徴について理解する。 

回転運動をもとにして、正

の角，負の角を利用して、角

の意味を広げようとする。 

・動径ＯＰの表す角を一般角

で表すことを考察する。 

（θ＝α＋360°×ｎ）  

弧度法を用いて、角の大き

さを表すことができる。 

弧度法を用いて、扇形の弧

の長さと面積を求めることが

理解できる。 

一般角の三角関数の値を半

径ｒの円を用いて求めようと

する。 

 

三角関数の値が単位円を用

いて表せることに気付く。 

三角関数の相互の関係を理

解し、活用できる。 

三角関数の相互関係と三角

関数を含む式の変形や式の値

を求めることを理解してい

る。 

角θ＋２ｎπの動径と角θ

の動径との関係を調べようと

する。 

 

単位円と動径を利用して、

θ＋２ｎπ、－θ、θ＋πな

どの三角関数の値をθの三角

関数で表せることに気付く。 

θ＋１／２π、π－θ等の

三角関数の値についても単位

円を用いてθの三角関数で表

すことができる。 

任意の角θに対する三角関

数の値を、０から１／２πま

での角に対する三角関数の値

で表すことを理解している。 

（三角関数表を活用できる。） 

単位円を利用して、 

ｙ＝sinθ、ｙ＝cosθ、 

ｙ＝tanθのグラフを書こう

とする。 

三角関数のグラフの対称性

と周期性に気付く。 

いろいろな三角関数のグラ

フを対称性、周期性を利用し

て書くことができる。 

三角関数のグラフの特徴に

ついて理解している。 

 

三角関数を含む方程式を単

位円を利用して解こうとす

る。 

方程式の解法をもとに、三

角関数を含む不等式を単位円

やグラフを利用して解くこと

ができる。 

三角関数の最大値，最小値

をグラフを利用して求めるこ

とができる。 

三角関数のグラフの性質を

利用してさまざまな問題を解

くことができる。 

【加法定理】 

目標：正弦，余弦，正接の加法定理を理解し、それらを利用して２倍角の公式、半角の公式を有用に活用できるようにする。

また、asinθ＋bcosθの形を一つの関数に変形できることを理解し、活用できる。 

２つの角の和，差の三角関

数を、それぞれの角の三角関

数で表そうとする。 

 

 

余弦定理の加法定理を導

く。三角関数の性質を用いて

正弦の加法定理を、正弦・余

弦の関係を用いて、正接の加

法定理を導き出せることに気

付く。 

正弦・余弦・正接の加法定

理を利用して様々な値を求め

ることができる。 

正弦・余弦・正接の加法定

理を理解できる。 

角の大きさが２倍、１/２倍

となったとき、三角関数で表

そうとする。 

正弦・余弦・正接の加法定

理から、２倍角の公式、半角

の公式が導き出せることに気

付く。 

２倍角の公式、半角の公式

を有効に活用することができ

る。 

加法定理を利用して、三角

関数を含む方程式や不等式を

解くことができる。 

asinθ＋bcosθの形の式を

sinθだけの関数に変形しよ

うとする。 

正弦の加法定理を用いて、 

asinθ＋bcosθの形の式を

sinθだけの関数に変形でき

ることに気付く。 

三角関数の合成ができる。 

 

三角関数の合成を利用して

様々な問題を解決できる。 

【指数関数・対数関数】 

目標：指数を正の整数から有理数まで拡張し、拡張された指数について考察する。また、指数の関係を対数の関係に言い換

えることを通じて、対数の値の求め方や対数計算についての理解を深める。指数関数と対数関数の性質を理解し、そ

れらを具体的な事象の考察に利用できるようにする。 



    

累乗の指数が自然数以外の

数のとき、どのような指数の

値になるか考察しようとす

る。 

累乗の指数が実数のとき、

指数法則が成り立つようにす

るにはどのようにしたら良い

か探求できる。 

「有理数の指数＝累乗根」で

あることを実際の計算に適用

できる。 

 累乗の指数が実数であると

きもその値が定義できる。そ

のことを利用して、指数関数

のグラフが書くことができる

ことを理解している。 

 指数関数のグラフを意欲的

に書こうとする。 

指数関数の特徴（定点の通

過、漸近線）に気付く。 

 指数方程式・不等式を解く

ことができる。 

 指数関数は底の大きさによ

って、大小関係が変わること

に気付き、実際の問題に活用

できる。 

 指数の関係を対数の関係に

言い換えることに関心を持

つ。 

指数法則から対数の性質が

導かれることに気付く。 

対数関数のグラフを書くこ

とができる。 

指数関数のグラフと対数関

数のグラフの位置関係につい

て理解できる。また、対数方

程式・不等式を解くことがで

きる。 

 非常に大きな数の桁数につ

いて関心を持つ。 

 自然現象や、経済問題など

を常用対数を用いて考察でき

ることに気付く。 

与えられた指数不等式を対

数の関係に直して表現し、解

くことができる。 

常用対数を理解し、様々な

問題に活用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

「数学Ⅱ」評価規準の作成（単元） 

数学Ⅱの目標 

 式と証明・高次方程式、図形と方程式、いろいろな関数及び微分・積分の考えについて理解させ、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伸ばすとともに、それらを活用する能力を伸ばす。 

 

評価の観点の趣旨 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 

数学的活動を通して、式と

証明・高次方程式、いろいろ

な関数および微分・積分の考

え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を

理解し、それらを事象の考察

に進んで活用しようとする。 

数学的活動を通して、式と

証明・高次方程式、いろいろ

な関数および微分・積分の考

え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・発展的に考えるこ

とができる。 

式と証明・高次方程式、い

ろいろな関数および微分・積

分の考えにおいて、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

ことができる。 

式と証明・高次方程式、い

ろいろな関数および微分・積

分の考え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（微分・積分の考え） 

【学習指導要領の内容】 

 具体的な事象の考察を通して微分・積分の考えを理解し、それを用いて関数の値の変化を調べることや面積を求めること

ができるようにする。 

ア 微分の考え 

（ア）微分係数と導関数 

（イ）導関数の応用 

   接線、関数値の増減 

イ 積分の考え 

 （ア）不定積分と定積分 

 （イ）面積 

   ［用語・記号］極限値、lim 

 

「微分・積分の考え」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 

具体的な事象の考察を通し

て、微分・積分の考えに関心

をもつ。 

 

具体的な事象の考察を通し

て、微分・積分の考えを理解

できる。 

微分・積分の考えを理解し、

関数の値の変化を調べるな

ど、事象を数学的に考察し処

理する能力を伸ばす。 

微分・積分の考えを理解し、

そのよさを認識できるように

する。 

 

「微分の考え」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 

瞬間の速さなどの具体的な

事象の考察を通して、微分の

考えに関心をもつ。 

具体的な事象についてグラ

フなどを用いて考察し、微分

の考えを理解することができ

る。 

微分の考えを理解し、具体

的な事象を数学的に考察し、

表現し処理することができ

る。 

微分の考えにおける基本的

な概念を理解し、基礎的な知

識を身に付けている。 

 

 

「積分の考え」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 

面積などの具体的な事象の

考察を通して積分の考えに関

心をもつ。 

具体的な事象についてグラ

フなどを用いて考察し、積分

の考えを理解することができ

る。 

積分の考えを理解し、具体

的な事象を数学的に考察し、

表現し処理することができ

る。 

積分の考えにおける基本的

な概念を理解し，基礎的な知

識を理解している。 

 



    

「微分・積分の考え」の評価規準の具体例 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 

【微分の考え】 

目標：微分の考えを理解し、関数の値の変化を調べ、３次関数のグラフをかき、その特徴について考察できるようにする。 

関数の極限や極限値に関心

をもち、調べようとする。 

 

 

関数ｆ(ｘ)において、ｘの

各値ａに対して、微分係数を

対応させると、１つの新しい

関数が得られることが理解で

きる。 

定義に従って関数ｆ(ｘ)の

導関数を求めることができ

る。 

導関数の性質を理解し、関

数ｆ(ｘ)を微分することがで

きる。 

曲線上の点における接線に

関心をもち、調べようとする。 

曲線上の点における接線の

方程式を微分係数を用いて求

めようとする。 

 

曲線上の点における接線の

方程式を求めることができ

る。 

・ 曲線の接線の方程式の求め

方を理解し、曲線上にない点

から曲線に引いた接線の方程

式を求めることに応用でき

る。 

関数ｆ(ｘ)の値の変化に関

心をもち、調べようとする。 

 

関数ｆ(ｘ)の増減を接線の

傾きを用いて考察することが

できる。 

 

３次関数の増減を調べ、極

値を求め、グラフをかくこと

ができる。また、変数のとる

範囲に注意して、最大値・最

小値を求めることができる。 

・ ３次関数が極値をもつ条件

を理解し、グラフをかくため

の基礎的な知識を身に付けて

いる。また、３次関数の最大

値・最小値の意味を理解し、

基礎的な知識を身に付けてい

る。 

３次方程式の解に関心をも

ち、調べようとする。 

 

 

３次方程式ｆ(ｘ)＝０の解

をｙ＝ｆ(ｘ)のグラフを用い

て考察することができる。 

３次方程式の実数解の個数

を調べることができる。 

方程式ｆ(ｘ)＝０の実数解

の個数は関数ｙ＝ｆ(ｘ)のグ

ラフとｘ軸の共有点の個数に

等しいことを理解している。 

【積分の考え】 

目標：積分の考えを理解し、直線や曲線で囲まれた部分の面積を求めるなど、積分の考えが図形の計量に活用できることを

理解する。 

関数ｆ(ｘ)に対して、微分

するとｆ(ｘ)になる関数を求

めようとする。 

 

微分の逆算としての不定積

分を導き出すことができる。 

関数の和・差および定数倍

の不定積分を求めることがで

きる。また、関数の定積分を

求めることができる。 

不定積分や定積分の意味を

理解し、基礎的な知識を身に

付けている。 

曲線や直線で囲まれた図形

の面積に関心をもち、調べよ

うとする。 

２つの曲線で囲まれた図形

の面積の求め方を２つのグラ

フの位置関係から考察するこ

とができる。 

曲線や直線で囲まれた図形

の面積を求めることができ

る。 

曲線や直線で囲まれた部分

の面積の求め方を理解し、基

礎的な知識を身に付けてい

る。 

 

 

 


