
 1 

「数学Ⅲ」評価規準の作成（内容のまとまりごと） 
数学Ⅲの目標 
 極限、微分法及び積分法についての理解を深め、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、それらを積極的に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 
 数学的活動を通して、極限、

微分法及び積分法における考

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、極限、

微分法及び積分法における数

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。 

極限、微分法及び積分法に

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

問題を解決することができ

る。 

極限、微分法及び積分法に

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（関数） 
【学習指導要領の内容】 

イ 関数とその極限 

（ア）合成関数と逆関数 

（イ）関数値の極限 

 
「関数」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 
 分数関数及び無理関数につ

いて考えようとする。  
 合成関数、逆関数の意味に

気付く。 
 分数関数や無理関数のグラ

フを書いたり、逆関数の式を

求めることができる。 

 関数概念の理解を深めるこ

とができる。  

 
「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 
【関数】 

目標：簡単な分数関数及び無理関数を扱い、関数概念の理解を一層深める。整関数、分数関数、無理関数、三角関数、指数

関数及び対数関数の関数値の極限も求めることができるようにする。 
簡単な分数関数及び無理関

数のグラフを書こうとする。 

 

 平行移動の考えを用いて、

分数関数及び無理関数のグラ

フが書けることに気付く。 

 分数関数及び無理関数等の

逆関数の式やその定義域や値

域を求めることができる。 

 逆関数の定義を理解できる

とともに、お互い（２つの関

数）のグラフの位置関係につ

いて理解している。 
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「数学Ⅲ」評価規準の作成（単元） 
数学Ⅲの目標 
 極限、微分法及び積分法についての理解を深め、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、それらを積極的に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 
 数学的活動を通して、極限、

微分法及び積分法における考

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、極限、

微分法及び積分法における数

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。 

極限、微分法及び積分法に

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

問題を解決することができ

る。 

極限、微分法及び積分法に

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（関数） 
【学習指導要領の内容】 

イ 関数とその極限 

（ア）合成関数と逆関数 

 
「関数」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 
 分数関数及び無理関数につ

いて考えようとする。  
 合成関数、逆関数の意味に

気付く。 
 分数関数や無理関数のグラ

フを書いたり、逆関数の式を

求めることができる。 

 関数概念の理解を深めるこ

とができる。  

 
「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 
【関数】 

目標：簡単な分数関数及び無理関数を扱い、関数概念の理解を一層深める。整関数、分数関数、無理関数、三角関数、指数

関数及び対数関数の関数値の極限も求めることができるようにする。 
簡単な分数関数及び無理関

数のグラフを書こうとする。 

 

 平行移動の考えを用いて、

分数関数及び無理関数のグラ

フが書けることに気付く。 

 分数関数及び無理関数等の

逆関数の式やその定義域や値

域を求めることができる。 

 逆関数の定義を理解できる

とともに、お互い（２つの関

数）のグラフの位置関係につ

いて理解している。 
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「数学Ⅲ」評価規準の作成（内容のまとまりごと） 
 
数学Ⅲの目標 
 極限、微分法及び積分法についての理解を深め、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、それらを積極的に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 
 数学的活動を通して、極限、

微分法及び積分法における考

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、極限、

微分法及び積分法における数

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。 

極限、微分法及び積分法に

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

問題を解決することができ

る。 

極限、微分法及び積分法に

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（極限） 
【学習指導要領の内容】 

ア 数列の極限 

（ア）数列｛ｒｎ｝の極限 

（イ）無限等比級数の和 

イ 関数とその極限 

（ア）合成関数と逆関数 

（イ）関数値の極限 

 
「極限」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 
 無限数列の極限、無限等比

級数の和について関心を持

つ。 

 無限数列の収束・発散の概

念を用いて無限等比級数が和

を持つかどうか気付く。 

 無限数列の極限、無限級数

の和（収束・発散について）

を求めることができる。 

 無限数列の極限、循環小数

と無限等比級数の関係を理解

している。 
 
「極限」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 
【数列の極限】 

目標：数列｛ｒｎ｝の極限がｒの値によって変ることを具体的な例を用いて認識・理解させ、簡単な数列の極限を求めること

ができるようにする。無限等比級数が収束する場合と発散する場合のそれぞれについて、公比が満たすべき条件を求

めることができるようにする。また、無限等比級数が収束する場合について、その和の公式を導き、それを用いて具

体的な問題の解決に活用できるようにする。 
無限数列の極限（収束、発

散）、無限等比級数の収束

（和）・発散に関心を持つ。 

無限等比数列｛ｒｎ｝の極

限と無限等比級数の収束・発

散について調べ、前者の内容

が後者にどのように使われて

いるか関連に気付く。 

 無限数列（ｒｎを含む数列

の極限）、無限級数の和（収

束・発散について）を求める

ことができる。 

 収束する無限数列の極限値

についての基本公式を理解し

ている。また、和を持つ無限

級数について理解している。 

【関数の極限】 

目標：整関数、分数関数、無理関数、三角関数、指数関数及び対数関数の関数値の極限も求めることができるようにする。 
数学Ⅱで履修した関数の極

限の考え方をさらに発展させ

ようとする。 

 関数の極限値の意味を認識

する。「はさみうちの原理」を

用いて、三角関数の極限が導

けることに気付く。 

 関数の和・差・積・商の極

限の公式を用いることで、

様々な関数の極限を求めるこ

とができる。 

 関数の極限を考えるだけで

なく、その逆（の極限値が存

在するため）の条件を求める

ことができる。 
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「数学Ⅲ」評価規準の作成（単元） 
数学Ⅲの目標 
 極限、微分法及び積分法についての理解を深め、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、それらを積極的に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 
 数学的活動を通して、極限、

微分法及び積分法における考

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、極限、

微分法及び積分法における数

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。 

極限、微分法及び積分法に

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

問題を解決することができ

る。 

極限、微分法及び積分法に

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（極限） 
【学習指導要領の内容】 

ア 数列の極限 

（ア）数列｛ｒｎ｝の極限 

（イ）無限等比級数の和 

イ 関数とその極限 

（ア）合成関数と逆関数 

（イ）関数値の極限 

 
「極限」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 
 無限数列の極限、無限等比

級数の和について関心を持

つ。 

 無限数列の収束・発散の概

念を用いて無限等比級数が和

を持つかどうかを調べている

ことに気付く。 

 無限数列の極限、無限級数

の和（収束・発散について）

を求めることができる。 

 無限数列の極限、循環小数

と無限等比級数の関係を理解

している。 

 
「極限」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 
【数列の極限】 

目標：数列｛ｒｎ｝の極限がｒの値によって変ることを具体的な例を用いて認識・理解させ、簡単な数列の極限を求めること

ができるようにする。無限等比級数が収束する場合と発散する場合のそれぞれについて、公比が満たすべき条件を求

めることができるようにする。また、無限等比級数が収束する場合について、その和の公式を導き、それを用いて具

体的な問題の解決に活用できるようにする。 
無限数列の極限（収束、発

散）、無限等比級数の収束

（和）・発散に関心を持つ。 

無限等比数列｛ｒｎ｝の極

限と無限等比級数の収束・発

散について調べ、前者の内容

が後者にどのように使われて

いるか関連に気付く。 

 無限数列（ｒｎを含む数列

の極限）、無限級数の和（収

束・発散について）を求める

ことができる。 

 収束する無限数列の極限値

についての基本公式を理解し

ている。また、和を持つ無限

級数について理解している。 

【関数の極限】 

目標：整関数、分数関数、無理関数、三角関数、指数関数及び対数関数の関数値の極限も求めることができるようにする。 
数学Ⅱで履修した関数の極

限の考え方をさらに発展させ

ようとする。 

 関数の極限値の意味を認識

する。「はさみうちの原理」を

用いて、三角関数の極限が導

けることに気付く。 

 関数の和・差・積・商の極

限の公式を用いることで、

様々な関数の極限を求めるこ

とができる。 

 関数の極限を考えるだけで

なく、その逆（の極限値が存

在するため）の条件を求める

ことができる。 
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「数学Ⅲ」評価規準の作成（内容のまとまりごと） 
 
数学Ⅲの目標 
 極限、微分法及び積分法についての理解を深め、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、それらを積極的に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 
 数学的活動を通して、極限、

微分法及び積分法における考

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、極限、

微分法及び積分法における数

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。 

極限、微分法及び積分法に

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

問題を解決することができ

る。 

極限、微分法及び積分法に

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（微分法） 
【学習指導要領の内容】 

ア 導関数 

（ア）関数の和・差・積・商の導関数 

（イ）合成関数の導関数 

（ウ）三角関数、指数関数及び対数関数の導関数 

イ 導関数の応用 

 接線、関数の増減、速度、加速度 

[用語・記号]自然対数、ｅ、第２次導関数、変曲点 

 
「微分法」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 
 微分係数の図形的な意味を

調べようとする。 
 

 微分係数から導関数に至る

考え方に留意できる。 
 合成関数の微分法の公式を

利用して、複雑な形をした関

数の微分ができる。 

 整関数だけでなく、分数関

数、無理関数、三角関数、指

数関数及び対数関数の微分法

を理解している。 
 
「微分法」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 
【導関数】 

目標：いろいろな関数の微分法を理解する。 

 数学Ⅱでの微分係数と導関

数の定義を再確認し、さらに

発展的に考えようとする。 

 関数の和・差・積・商の導

関数の性質と合成関数の微分

法の公式に気付く。 
 自然対数の底ｅを定義す

る。 

 数学Ⅲで履修する導関数の

性質等を用いて、様々な関数

の導関数を求めることができ

る。 

 分数関数、無理関数、三角

関数、指数関数及び対数関数

の微分法を理解している。さ

らに、合成関数、逆関数の微

分法を活用できる。 
【導関数の応用】 

目標：導関数を利用して、関数の増減やグラフの凹凸などを考察し、微分法の有用性を認識するとともに、具体的な事象の

考察に活用できるようにする。 
 接線・法線の方程式、近似

式に興味を持つ。 

 

 導関数を用いて、関数の増

減を判定できることに気付

く。 

 平面上の点Ｐの速度・加速

度を求めることができる。 
 曲線の概形を描くことがで

きる。いろいろな関数の近似

値を求める方法を理解してい

る。 
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「数学Ⅲ」評価規準の作成（単元） 
 
数学Ⅲの目標 
 極限、微分法及び積分法についての理解を深め、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、それらを積極的に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 
 数学的活動を通して、極限、

微分法及び積分法における考

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、極限、

微分法及び積分法における数

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。 

極限、微分法及び積分法に

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

問題を解決することができ

る。 

極限、微分法及び積分法に

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（微分法） 
【学習指導要領の内容】 

ア 導関数 

（ア）関数の和・差・積・商の導関数 

（イ）合成関数の導関数 

（ウ）三角関数、指数関数及び対数関数の導関数 

 
「微分法」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 
 微分係数の図形的な意味を

調べようとする。 
 

 微分係数から導関数に至る

考え方に留意できる。 
 合成関数の微分法の公式を

利用して、複雑な形をした関

数の微分ができる。 

 整関数だけでなく、分数関

数、無理関数、三角関数、指

数関数及び対数関数の微分法

を理解している。 
 
「微分法」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 
【導関数】 

目標：いろいろな関数の微分法を理解する。 

 数学Ⅱでの微分係数と導関

数の定義を再確認し、さらに

発展的に考えようとする。 

 関数の和・差・積・商の導

関数の性質と合成関数の微分

法の公式に気付く。 
 自然対数の底ｅを定義す

る。 

 数学Ⅲで履修する導関数の

性質等を用いて、様々な関数

の導関数を求めることができ

る。 

 分数関数、無理関数、三角

関数、指数関数及び対数関数

の微分法を理解している。さ

らに、合成関数、逆関数の微

分法を活用できる。 
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数学Ⅲ」評価規準の作成（内容のまとまりごと） 
 
数学Ⅲの目標 
 極限、微分法及び積分法についての理解を深め、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、それらを積極的に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 
 数学的活動を通して、極限、

微分法及び積分法における考

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、極限、

微分法及び積分法における数

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。 

極限、微分法及び積分法に

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

問題を解決することができ

る。 

極限、微分法及び積分法に

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（微分法の応用） 
【学習指導要領の内容】 

イ 導関数の応用 

 接線、関数の増減、速度、加速度 

[用語・記号]自然対数、ｅ、第２次導関数、変曲点 

 
「微分法の応用」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 
 接線、法線の方程式を求め

ようとする。 

 様々な関数の近似式を作ろ

うとする。 

 平均値の定理の図形的な意

味や、それを用いて関数の増

減を考えるなど多面的に考察

できる。 
 時刻、速度、加速度の関係

に気付く。 

 関数の増減を調べ、極値、

凹凸等から、正しくグラフを

書くことができる。  
 平面上を運動する点Ｐの速

度及び加速度を求めることが

できる。 

 関数の増減についての性質

を方程式や不等式の問題の解

決に活用することができる。 
 近似式を利用して、関数の

近似値を求めることができ

る。 
 
「微分法の応用」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 
【導関数の応用】 

目標：関数の導関数の公式を基にして、接線の方程式、関数の増減、極大・極小、凹凸、速度及び加速度を理解する。 
 曲線上の点における接線や

法線の方程式及び曲線外の点

から引いた接線の方程式を求

めようとする。 

 導関数の符号を基にして関

数の増減が判定できることに

気付く。 
  

 関数のグラフの対称性や凹

凸及び漸近線等にも留意して

グラフを書くことができる。 
  

 関数のグラフを利用して、

方程式の実数解の問題や不等

式の証明ができる。 
  

【速度・加速度】 

目標：直線（平面）上の点の運動における速度及び加速度の導関数との関連を理解する。接線と関連付けて、一次の近似式

を理解する。 
 一次の近似式と接線の方程

式との類似点に興味をもつ。 

 

数直線上を運動する点Ｐの

時刻ｔにおける速度ｖを求め

る方法に気付く。 

平面上を運動する点Ｐの速

度及び加速度を求めることが

できる。   

 三角関数等の近似値求める

ことができる。 

 

 

 



 8 

「数学Ⅲ」評価規準の作成（単元） 
 
数学Ⅲの目標 
 極限、微分法及び積分法についての理解を深め、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、それらを積極的に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 
 数学的活動を通して、極限、

微分法及び積分法における考

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、極限、

微分法及び積分法における数

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。 

極限、微分法及び積分法に

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

問題を解決することができ

る。 

極限、微分法及び積分法に

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（微分法の応用） 
【学習指導要領の内容】 

イ 導関数の応用 

 接線、関数の増減、速度、加速度 

[用語・記号]自然対数、ｅ、第２次導関数、変曲点 

 
「微分法の応用」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 
 接線、法線の方程式を求め

ようとする。 

 様々な関数の近似式を作ろ

うとする。 

 平均値の定理の図形的な意

味や、それを用いて関数の増

減を考えるなど多面的に考察

できる。 
 時刻、速度、加速度の関係

に気付く。 

 関数の増減を調べ、極値、

凹凸等から、正しくグラフを

書くことができる。  
 平面上を運動する点Ｐの速

度及び加速度を求めることが

できる。 

 関数の増減についての性質

を方程式や不等式の問題の解

決に活用することができる。 
 近似式を利用して、関数の

近似値を求めることができ

る。 
 
「微分法の応用」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 
【導関数の応用】 

目標：関数の導関数の公式を基にして、接線の方程式、関数の増減、極大・極小、凹凸、速度及び加速度を理解する。 
 曲線上の点における接線や

法線の方程式及び曲線外の点

から引いた接線の方程式を求

めようとする。 

 導関数の符号を基にして関

数の増減が判定できることに

気付く。 
  

 関数のグラフの対称性や凹

凸及び漸近線等にも留意して

グラフを書くことができる。 
  

 関数のグラフを利用して、

方程式の実数解の問題や不等

式の証明ができる。 
  

【速度・加速度用】 

目標：直線（平面）上の点の運動における速度及び加速度の導関数との関連を理解する。接線と関連付けて、一次の近似式

を理解する。 
 一次の近似式と接線の方程

式との類似点に興味をもつ。 

 

数直線上を運動する点Ｐの

時刻ｔにおける速度ｖを求め

る方法に気付く。 

平面上を運動する点Ｐの速

度及び加速度を求めることが

できる。   

 三角関数等の近似値求める

ことができる。 

 
 
 
 



 9 

「数学Ⅲ」評価規準の作成（内容のまとまりごと） 
 
数学Ⅲの目標 
 極限、微分法及び積分法についての理解を深め、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、それらを積極的に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 
 数学的活動を通して、極限、

微分法及び積分法における考

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、極限、

微分法及び積分法における数

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。 

極限、微分法及び積分法に

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

問題を解決することができ

る。 

極限、微分法及び積分法に

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（積分法） 
【学習指導要領の内容】 

ア 不定積分と定積分 

（ア）積分とその基本的な性質 

（イ）簡単な置換積分法・部分積分法 

（ウ）いろいろな関数の積分 

イ 積分の応用 

 面積、体積 

 
「積分法」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 
 扱う関数の範囲を広げて数

学Ⅱで履修した「積分の考え」

を発展させようとする。 

 不定積分の公式は、微分の

公式から導けることに留意で

きる。 

 簡単な置換積分法・部分積

分法に習熟し、図形の求積な

どに活用できる。 

 積分の基本的な性質や簡単

な置換積分法・部分積分法な

どを理解している。 
 
「積分法」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 
【不定積分と定積分】 

目標：微分法に関する諸知識を再確認するとともに、不定積分について発展的に考察し、理解を深める。また、微分法に関

する諸知識を再確認するとともに、不定積分について発展的に考察し、理解を深める。 
 ｘα、三角関数、指数関数

の不定積分について考えよう

とする。 
 無理関数、三角関数、指数

関数および対数関数の定積分

を求めようとする。 

 基本的な関数の不定積分の

公式が微分の公式から導ける

ことに気付く。 
 三角関数の定積分の計算で

は、数学Ⅱで履修した三角関

数のさまざまな公式を使う必

要があることに気付く。 

 関数の特徴に着目して不定

積分や定積分の計算ができ

る。 
 置換積分法では、積分区間

が変わることに特に注意して

計算を行うことができる。 

 様々な関数について、置換

積分法・部分積分法を活用し

て、不定積分を正しく求める

ことができる。 
 定積分で表わさた関数、定

積分と和の極限についても理

解している。 
【積分の応用】 

目標：面積、体積の計算を通して、いろいろな関数の定積分を計算し、定積分の図形上の意味も理解する。 
 数学Ⅱで履修した内容を基

にして、数学Ⅲにおける面積、

体積、曲線の長さを発展的に

求めようとする。 

 

 図形の面積、体積と定積分

の関係について気付く。 
 曲線の概形を描くことでよ

り正確に（曲線で囲まれた部

分の）面積を求めることがで

きる。  

 曲線で囲まれた部分の面

積、回転体の体積、曲線の長

さの求め方を理解している。 
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「数学Ⅲ」評価規準の作成（単元） 
 
数学Ⅲの目標 
 極限、微分法及び積分法についての理解を深め、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、それらを積極的に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 
 数学的活動を通して、極限、

微分法及び積分法における考

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、極限、

微分法及び積分法における数

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。 

極限、微分法及び積分法に

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

問題を解決することができ

る。 

極限、微分法及び積分法に

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（積分法） 
【学習指導要領の内容】 

ア 不定積分と定積分 

（ア）積分とその基本的な性質 

（イ）簡単な置換積分法・部分積分法 

（ウ）いろいろな関数の積分 

イ 積分の応用 

 面積、体積 

 
「積分法」の評価規準 

関心・意欲・態度 見方・考え方 表現・処理 知識・理解 
 扱う関数の範囲を広げて数

学Ⅱで履修した「積分の考え」

を発展させようとする。 
 微分の逆演算として積分の

計算を扱うことに関心を示

す。 
 図形の面積、体積及び曲線

の長さを求めようとする。 

 不定積分の公式は、微分の

公式から導けることに留意で

きる。 
 偶関数・奇関数の定積分の

公式を活用して定積分の値を

計算することに留意する。 
 球の体積を回転体として捉

え、定積分を用いて表せるこ

とに気付く。 

 簡単な置換積分法・部分積

分法に習熟し、図形の求積な

どに活用できる。 

 置換積分法・部分積分法を

用いて定積分の値を求めるこ

とができる 

 置換積分法・部分積分法を

用いて図形の面積を求めるこ

とができる。 

 積分の基本的な性質や簡単

な置換積分法・部分積分法な

どを理解している。 

 数学Ⅱで履修した内容をさ

らに発展させた定積分の計算

方法を理解している。 
 図形の面積、体積及び曲線

の長さを求めることができ

る。 
 
「積分法」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 
【不定積分】 

目標：微分法に関する諸知識を再確認するとともに、不定積分について発展的に考察し、理解を深める。 
 ｘα、三角関数、指数関数

の不定積分について考えよう

とする。 

 基本的な関数の不定積分の

公式が微分の公式から導ける

ことに気付く。 

 関数の特徴に着目して不定

積分や定積分の計算ができ

る。 

 置換積分法・部分積分法を

活用して、不定積分を正しく

求めることができる。 
【定積分】 

目標：微分法に関する諸知識を再確認するとともに、不定積分について発展的に考察し、理解を深める。 
 無理関数、三角関数、指数

関数及び対数関数の定積分を

求めようとする。 

 三角関数の定積分の計算で

は、三角関数の公式を使う必

要があることに気付く。 

 置換積分法では、積分区間

が変わることに特に注意して

計算を行うことができる。 

 定積分で表わされた関数、

定積分と和の極限についても

理解している。 
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【積分の応用】 

目標：面積、体積の計算を通して、いろいろな関数の定積分を計算し、定積分の図形上の意味も理解する。 
 数学Ⅱで履修した内容を基

にして、数学Ⅲにおける面積、

体積、曲線の長さを発展的に

求めようとする。 

 図形の面積、体積と定積分

の関係について気付く。 
 曲線の概形を描くことでよ

り正確に（曲線で囲まれた部

分の）面積を求めることがで

きる。  

 曲線で囲まれた部分の面

積、回転体の体積、曲線の長

さの求め方を理解している。 

 
 
 
 
 
 


