
   

「数学Ｂ」評価規準の作成（単元） 

 

数学Ｂの目標 

 数列、ベクトル、統計又は数値計算について理解させ、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、それらを活用する態度を育てる。 

 

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 

数学的活動を通じて、数列、

ベクトル、統計又は数値計算

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

を事象の考察に進んで活用し

ようとする。 

 

数学的活動を通して数列、

ベクトル、統計又は数値計算

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、発展的に考えることがで

きる。 

数列、ベクトル、統計又は

数値計算において、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。 

数列、ベクトル、統計又は

数値計算においる基本的な概

念、原理・法則、用語・記号

などを理解し、基礎的な知識

を身につけている。 

 

学習指導要領の内容（ベクトル） 

 

「ベクトル」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 

ベクトルについての基本的

な概念に関心をもつととも

に、数学的な見方や考え方を

認識し、平面図形や空間図形

の性質等の考察に活用しよう

とする。 

ベクトルにおける数学的な

見方や考え方を身に付け、平

面図形や空間図形の性質等を

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。 

ベクトルにおいて、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。 

ベクトルにおける基本的概

念、原理・法則、用語・記号

を理解し、基礎的な知識を身

に付けている。 

 

「ベクトル」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 

【平面上のベクトル】 

目標：平面上のベクトルについて、その意味、相等、加法、減法及び実数倍について理解させる。さらに、始点を定めるこ

とにより任意の点がベクトルで表現できることや位置ベクトルを活用することによって図形に関する事柄について形

式的な処理ができるなどの位置ベクトルのよさを理解させ、いろいろな平面図形の性質の考察にベクトルを活用でき

るようにする。 

量を計るとき、どのような

もので決まるかを考察しよう

とする。 

 

 

量を計るとき、大きさのみ

で決まる量と大きさと向きで

決まる量の２つがあることを

考察しようとすることができ

る。 

大きさと向きで決まる量を

有向線分で表すことができ、

その始点はどの点にとっても

良いことに気付くことができ

る。 

ベクトルの大きさの表し方

を理解し、ベクトルが等しい

こととは、どのようなことか

が理解している。 

【学習指導要領の内容】 

 ベクトルについての基本的な概念を理解し、基本的な図形の性質や関係をベクトルを用いて表現し、いろいろな事象の考

察に活用できるようにする。 

ア 平面上のベクトル 

（ア）ベクトルとその演算 

（イ）ベクトルと平面図形 

イ 空間座標とベクトル 

 空間座標、空間におけるベクトル 



   

ベクトルの加法・減法、実

数倍を図形で表すことを考察

しようとする。 

ベクトルの加法・減法、実

数倍を図で表すことができ

る。 

ベクトルの加法・減法、実

数倍を式で表すことができ、

演算をすることができる。 

ベクトルの平行について理

解している。それを図形にお

いてどのように処理し、演算

ができるか理解している。 

座標平面上でベクトルがど

のように表されるか考察でき

る。 

 

座標平面上でベクトルの内積

を用いて表現できることに気

付く。 

座標平面上でベクトルを表

すとき、その演算が数式を用

いて表現できることを理解し

ている。 

座標平面上でベクトルを表

すとき、それを図形に応用が

でき、処理することができる。 

ベクトルの内積を理解しよ

うとする。 

 

 

ベクトルの内積を図形上で

考えることができ、数式で表

すことを考察できる。 

ベクトルの内積を使って垂

直などの図形的な問題を表

現、処理することができる。 

ベクトルの内積を使ってベ

クトルの成分、垂直条件、大

きさなどの問題に応用がで

き、処理することができる。 

位置ベクトルの概念を理解

し、それらを平面図形の性質

の考察に活用しようとする。 

 

基本的な平面図形の性質を

ベクトルを用いて考察するこ

とに気付く。 

位置ベクトルを用いて平面

図形の性質や関係を表現し、

それらの問題について処理す

ることができる。 

位置ベクトルの概念を理解

し、それらを平面上の性質や

関係の考察に活用できる。 

ベクトル方程式を理解し、

直線や円をベクトル方程式に

より表そうとする。 

内積による直線のベクトル

方程式や円のベクトル方程式

の数学的な見方や考え方を考

察することができる。 

ベクトル方程式の考えを使

い、平面上の点の存在範囲を

表現ができる。 

ベクトル方程式の概念を理

解し、平面図形の性質や関係

に応用させることができる。 

 

【空間座標とベクトル】 

目標：空間図形の概念を導入し、その意味や表し方について理解させるとともに、内積や成分などの基本的性質など平面上

のベクトルの概念を空間上に拡張して理解させ、空間図形の考察にそれらを活用できるようにする。 

空間の基本的図形を理解

し、それらの性質や関係をベ

クトルの考えにより考察しよ

うとする。 

 

 

空間図形の性質や関係を平

面図形におけるベクトルの考

え方により、考察することが

できる。 

空間図形の性質や関係をベ

クトルの考え方や表現の仕方

により、問題解決を図ること

ができる。 

内積や成分などの平面上の

ベクトルの考えを空間に拡張

して空間ベクトルを理解し、

空間図形の考察にそれらを活

用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

「数学Ｂ」評価規準の作成（単元） 

 

数学Ｂの目標 

 数列、ベクトル、統計又は数値計算について理解させ、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、それらを活用する態度を育てる。 

 

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 

数学的活動を通じて、数列、

ベクトル、統計又は数値計算

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

を事象の考察に進んで活用し

ようとする。 

数学的活動を通して数列、

ベクトル、統計又は数値計算

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、発展的に考えることがで

きる。 

数列、ベクトル、統計又は

数値計算において、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。 

数列、ベクトル、統計又は

数値計算においる基本的な概

念、原理・法則、用語・記号

などを理解し、基礎的な知識

を身につけている。 

 

学習指導要領の内容（数列） 

【学習指導要領の内容】 

 簡単な数列とその和及びの漸化式と数学的帰納法について理解し、それらを用いて事象を数学的に考察し処理できるよう

にする。 

ア 数列とその和 

（ア）等差数列と等比数列 

（イ）いろいろな数列 

イ 漸化式と数学的帰納法 

（ア）漸化式と数列 

（イ）数学的帰納法 

 

「数列」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 

 数を順に一列に並べたもの

という素朴な形で数列を捉え

るとともに、それらの間にあ

る規則性について考察しよう

とする。 

 

 数列の各項から規則性を見

つけ、第ｎ項を求めることに

気付く。 

 等差数列や等比数列の一般

項と第ｎ項を求めることがで

きる。また、Σの記号に習熟

することで、いろいろな数列

を表現し処理する方法を見つ

けることができる。 

 数列における基本的な概

念、原理、法則、用語、記号

などを理解している。 

 

「数列」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 

【数列とその和】 

目標：数列｛ａｎ｝についてｎとａｎとの対応関係に着目し、数列の一般項の意味を理解させる。また、初項から第ｎ項まで

の和を求めることができるようにし、数列を身近な問題の解決などに活用できるようにする。 

数列の一般項から具体的に

数列を書き並べたり、逆に一

般項を求めようとする。 

 数列の一般項の求め方に気

付く。 

 数列の記号を使いこなすこ

とができる。 

 数列の一般項をｎの式で表

すことができる。 

 等差数列の他の項を書き並

べようとする。  

 階差数列を利用して、その

数列の一般項と初項から第ｎ

項までの和を求めることがで

きることに気付く。 

 具体的な問題でａｎ、Ｓｎを

ｎの式で表すことができる。 

具体的な例を通して、自然

数の和の求め方が理解でき

る。 

等比数列の他の項を書き並  階差数列を利用して、その  具体的な問題でａｎ、Ｓｎを  等比数列の知識を用いて、



   

べようとする。 数列の一般項と初項から第ｎ

項までの和を求めることがで

きることに気付く。 

ｎの式で表すことができる。 身近な例（預貯金の元利合計）

を考察し、解決できる。 

平方数の和について関心を

もって接することができる。 

 

 階差数列から元の数列の一

般項を導く原理を理解してい

る。 

 記号Σについて、形式的に

流れることなく、具体的な数

列と結び付けて計算処理でき

るようにする。 

 階差数列、部分和の数列な

ど様々な数列の問題を理解し

ている。 

【漸化式と数学的帰納法】 

目標：漸化式で定められる数列の一般項を求めることができる。さらに、自然数に関する命題の証明を数学的帰納法を用い

て行うことができる。 

漸化式を利用して、数列の

項を順次求めることに興味を

もって取り組むことができ

る。 

漸化式から一般項を求める

ときは、既知の漸化式に帰着

できることに気付く。 

等差数列、等比数列、隣接

２項間の漸化式などから、数

列の一般項や和を求めること

ができる。 

与えられた漸化式から一般

項を求める方法を理解してい

る。 

 

 自然数に関する命題に興味

をもって取り組むことができ

る。 

２段階の操作によって、す

べての場合が尽くされる数学

的帰納法の威力に気付く。 

数学的帰納法による証明は

形式的であるが、その本質的

な部分を表現、処理すること

ができる。 

数学的帰納法を用いた不等

式や等式の証明等を理解して

いる。 

 

 

 

 

 


