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「数学Ｃ」評価規準の作成（内容のまとまりごと） 
数学Ｃの目標 
 行列とその応用、式と曲線、確率分布又は統計処理について理解させ、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 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 
数学的活動を通して、行列

とその応用、式と曲線におけ

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、行列

とその応用、式と曲線におけ

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。 

行列とその応用、式と曲線

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。 

行列とその応用、式と曲線

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（行列とその応用） 
【学習指導要領の内容】 

 行列の概念とその基本的な性質について理解し、数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに、連立一次方程式を解く

ことや点の移動の考察などに活用できるようにする。 

ア 行列 

（ア）行列とその演算 

   和、差、実数倍  

（イ）行列の積と逆行列 

イ 行列の応用 

 （ア）連立一次方程式 

（イ）点の移動 

   ［用語・記号］Ａ-1 

 
「行列とその応用」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 
 行列の意味、相等及び演算

としての加法、減法及び実数

倍に関心を持つ。具体的な例

を通して行列の積を定義し、

計算しようとする。２次の正

方行列の逆行列を求めようと

する。 
 連立一次方程式が行列を用

いて簡潔に表現できることに

興味を持つ。さらに、行列を

用いた解法を扱おうとする。

点の移動について、行列の計

算と関連付けようとする。 
 
 

 行列の演算としての加法、

減法及び実数倍には、ベクト

ルにおけるそれらの演算と本

質的に差がないことに気付

く。行列の積に関しては、実

数の積と異なる事柄（性質）

があることに気付く。 
 具体的な例を通して移動の

意味を考えることができる。

合成変換・逆変換を表す行列

を見つけることができる。特

に、回転角がα，βの合成変

換は回転角がα＋βの回転に

なることに気付く。 

 行列の加法について交換法

則・結合法則が成り立つこと

を成分の計算で確認すること

ができる。行列の積の計算（特

にｎ乗）、逆行列の計算を正し

く行うことができる。 
 簡単な一次変換を表す行列

を表すことができる。 
一次変換を表す行列を用い

て、ある点の像を求めたり、

ある点に移されるもとの点を

求めたりすることができる。 

 様々な行列の演算が定義で

きることを理解し、正しく計

算ができる。特に、２次の正

方行列の逆行列を持つ条件を

理解し、それを正しく求める

ことができる。行列の積が、

それぞれの移動の合成に対応

していることなどを通して、

行列の積の意味についての理

解を深める。 
 回転移動を表す行列を理解

し、様々な問題の解法に使う

ことができる。 
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「行列とその応用」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 

【行列】 

目標：行列についての加法や乗法などの演算を定義し、成り立つ法則について調べ、行列の概念とその基本的な性質につい

て理解させるとともに事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばす。 
 行列の積、２次の正方行列

の逆行列を求めようとする。 

 行列の方程式ＡＸ＝Ｂを解

く方法に気付き、Ｘを求める

ことができる。 

 与えられた様々な行列に対

応して逆行列を求めることが

できる。また、このことを利

用して行列の累乗を求めるこ

とができる。 

 ハミルトン・ケーリーの定

理等を用いて、行列のｎ乗を

求める方法が理解できる。 

【行列の応用】 

目標：行列に関しての多元的な事柄を一つにまとめて考慮したり、連立一次方程式を解いたり、点の移動を考察したりする

際に行列を活用できるようにする。 
連立一次方程式等を行列を

用いて表わそうとする。 

 

 

連立一次方程式を行列で表

し、さらに逆行列などを用い

て解くことができることに気

付く。 

係数行列の逆行列が存在し

ない場合においても、連立一

次方程式の解を求めることが

できる。 

連立一次方程式がｘ＝０，

ｙ＝０以外の解をもつよう連

立方程式の係数を定めること

ができる。 
座標軸や原点に関する対称

移動を行列を用いて表わそう

とする。 

点と点との条件より一次変

換を表す行列が求まることに

気付く。 

ある点を回転移動した点の

座標を行列を用いて計算する

ことができる。 

合成変換、逆変換を表す行

列を理解し、問題の解法に用

いることができる。 
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「数学Ｃ」評価規準の作成（単元） 
数学Ｃの目標 
 行列とその応用、式と曲線、確率分布又は統計処理について理解させ、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 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 
数学的活動を通して、行列

とその応用、式と曲線におけ

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、行列

とその応用、式と曲線におけ

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。 

行列とその応用、式と曲線

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。 

行列とその応用、式と曲線

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（行列とその応用） 
【学習指導要領の内容】 

 行列の概念とその基本的な性質について理解し、数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに、連立一次方程式を解く

ことや点の移動の考察などに活用できるようにする。 

ア 行列 

（ア）行列とその演算 

   和、差、実数倍  

（イ）行列の積と逆行列 

イ 行列の応用 

 （ア）連立一次方程式 

（イ）点の移動 

   ［用語・記号］Ａ-1 

 
「行列とその応用」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 
 行列の意味、相等及び演算

としての加法、減法及び実数

倍に関心を持つ。具体的な例

を通して行列の積を定義し、

計算しようとする。２次の正

方行列の逆行列を求めようと

する。 
 連立一次方程式が行列を用

いて簡潔に表現できることに

興味を持つ。さらに、行列を

用いた解法を扱おうとする。

点の移動について、行列の計

算と関連付けようとする。 
 

 行列の演算としての加法、

減法及び実数倍には、ベクト

ルにおけるそれらの演算と本

質的に差がないことに気付

く。行列の積に関しては、実

数の積と異なる事柄（性質）

があることに気付く。 
 具体的な例を通して移動の

意味を考えることができる。

合成変換・逆変換を表す行列

を見つけることができる。特

に、回転角がα，βの合成変

換は回転角がα＋βの回転に

なることに気付く。 

 行列の加法について交換法

則・結合法則が成り立つこと

を成分の計算で確認すること

ができる。行列の積の計算（特

にｎ乗）、逆行列の計算を正し

く行うことができる。 
 簡単な一次変換を表す行列

を表すことができる。 
一次変換を表す行列を用い

て、ある点の像を求めたり、

ある点に移されるもとの点を

求めたりすることができる。 

 様々な行列の演算が定義で

きることを理解し、正しく計

算ができる。特に、２次の正

方行列の逆行列を持つ条件を

理解し、それを正しく求める

ことができる。行列の積が、

それぞれの移動の合成に対応

していることなどを通して、

行列の積の意味についての理

解を深める。 
 回転移動を表す行列を理解

し、様々な問題の解法に使う

ことができる。 
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「行列とその応用」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 

【行列】 

目標：行列についての加法や乗法などの演算を定義し、成り立つ法則について調べ、行列の概念とその基本的な性質につい

て理解させるとともに事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばす。 
行列の型や成分についてどの

ようなものがあるか考える。 

行列の相等について、考え

ることができる。 
行列の和、差、実数倍の具

体的な計算ができる。 
行列についての基本的な性

質を理解し、行列についての

簡単な方程式が解ける。 
２次の行ベクトルと列ベク

トルの積から、３次の行ベク

トルと列ベクトルの積を考え

る。 

行ベクトルと列ベクトルの

積を応用して、行列の積をど

のように定義するかに気付

く。 

行列の積（特に、累乗の計

算）を求めることができる。 
ハミルトン・ケーリーの法

則等を利用して、様々な積の

計算ができる。 

２次の正方行列の逆行列を

求めようとする。 

 

逆行列を用いてＡＸ＝Ｂと

なる行列Ｘを求めることがで

きる。 

（ＡＢ）-－１などを求めること

ができる。 
逆行列を用いて、対角行列

を計算し、ｎ乗の計算ができ

ることを理解している。 
【行列の応用】 

目標：行列に関しての多元的な事柄を一つにまとめて考慮したり、連立一次方程式を解いたり、点の移動を考察したりする

際に行列を活用できるようにする。 
連立一次方程式等を行列を

用いて表わそうとする。 

 

 

連立一次方程式を行列で表

し、さらに逆行列などを用い

て解くことができることに気

付く。 

係数行列の逆行列が存在し

ない場合においても、連立一

次方程式の解を求めることが

できる。 

連立一次方程式がｘ＝０，

ｙ＝０以外の解をもつよう連

立方程式の係数を定めること

ができる。 
座標軸や原点に関する対称

移動を行列を用いて表わそう

とする。 

点と点との条件より一次変

換を表す行列が求まることに

気付く。 

ある点を回転移動した点の

座標を行列を用いて計算する

ことができる。 

合成変換、逆変換を表す行

列を理解し、問題の解法に用

いることができる。 
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「数学Ｃ」評価規準の作成（内容のまとまりごと） 
数学Ｃの目標 
 行列とその応用、式と曲線、確率分布又は統計処理について理解させ、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 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 
数学的活動を通して、行列

とその応用、式と曲線におけ

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、行列

とその応用、式と曲線におけ

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。 

行列とその応用、式と曲線

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。 

行列とその応用、式と曲線

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（式と曲線） 
【学習指導要領の内容】 

 二次曲線の基本的な性質及び曲線がいろいろな式で表現できることを理解し、具体的な事象の考察に活用できるようにす

る。 

ア 二次曲線 

（ア）放物線 

（イ）楕円と双曲線 

イ 媒介変数表示と極座標 

 （ア）曲線の媒介変数表示 

（イ）極座標と極方程式 

   ［用語・記号］焦点、準線 

 
「式と曲線」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 
 二次曲線を定義し、その性

質を調べようとする。 
 色々な曲線の媒介変数表

示、極座標に興味を持つ。 

 二次曲線を幾何学的に定義

して、軌跡の考えを用いて方

程式を導くことに気付く。 
 媒介変数が何を表している

かに気付き、さらに、極座標

と直交座標の関係に気付く。 

軌跡の方程式を求めるため

に計算しやすいように適当に

座標をとって計算することが

できる。 
曲線の媒介変数表示に関す

る問題を処理することができ

る。 

 二次曲線の用語、様々な性

質を理解している。 
 二次曲線に関する問題を極

座標を用いて統一的に扱うこ

とができる。 
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「式と曲線」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 

【二次曲線】 

目標：二次曲線の基本的な性質の理解と併せて解析幾何学的な考察方法についての理解を深め、さらに、軌跡などの具体的

な事象の考察に活用できるようにする。 
 放物線、楕円、双曲線を幾

何学的に定義したり、それら

の曲線の性質を考えようとす

る。 

 

ある条件を満たす点の軌跡

が、放物線、楕円、双曲線と

なる場合が多く見られること

に気付く。 

 放物線、楕円、双曲線の標

準形の式を導くとともに、式

の形から焦点や準線の方程式

を求めることができ、それら

の概形が描ける。 

放物線、楕円、双曲線に関

する用語やそれらの接線の方

程式及び焦点の性質等を理解

している。 

【媒介変数表示と極座標】 

目標：曲線の新たな表現方法としての媒介変数表示と極座標による表示を扱い、それぞれの式表示のよさを理解する。 
 媒介変数表示で表される図

形に興味を持つ（媒介変数に

具体的に値を代入して、軌跡

を考察しようとする）。 

 極座標について関心を持

つ。 

媒介変数表示された点が、

ある曲線上にあることを示す

方法に気付くとともに、二次

曲線を媒介変数表示したとき

のその変数の意味に気付く。 
極座標・極方程式の問題で

は、図示しながら考えると良

いこと気付く。 

二次曲線を媒介変数表示す

ることができる。 
直交座標を極座標に表した

り、極座標を直交座標に表す

ことができる。円や直線及び

二次曲線の極方程式を導くこ

とができる。 

三角関数の公式等を用いて

媒介変数を消去する方法を理

解している。 
二次曲線を極方程式を用い

て表すことで、それらの性質

を統一的に記述できることを

理解している。 
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数学Ｃ」評価規準の作成（単元） 
数学Ｃの目標 
 行列とその応用、式と曲線、確率分布又は統計処理について理解させ、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 見方や考え方 表現・処理 知識・理解 
数学的活動を通して、行列

とその応用、式と曲線におけ

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、行列

とその応用、式と曲線におけ

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。 

行列とその応用、式と曲線

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。 

行列とその応用、式と曲線

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（式と曲線） 
【学習指導要領の内容】 

 二次曲線の基本的な性質及び曲線がいろいろな式で表現できることを理解し、具体的な事象の考察に活用できるようにす

る。 

ア 二次曲線 

（ア）放物線 

（イ）楕円と双曲線 

イ 媒介変数表示と極座標 

 （ア）曲線の媒介変数表示 

（イ）極座標と極方程式 

   ［用語・記号］焦点、準線 

 
「式と曲線」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 
 二次曲線を定義し、その性

質を調べようとする。 
 色々な曲線の媒介変数表

示、極座標に興味を持つ。 

 二次曲線を幾何学的に定義

して、軌跡の考えを用いて方

程式を導くことに気付く。 
 媒介変数が何を表している

かに気付き、さらに、極座標

と直交座標の関係に気付く。 

軌跡の方程式を求めるため

に計算しやすいように適当に

座標をとって計算することが

できる。 
曲線の媒介変数表示に関す

る問題を処理することができ

る。 

 二次曲線の用語、様々な性

質を理解している。 
 二次曲線に関する問題を極

座標を用いて統一的に扱うこ

とができる。 
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「式と曲線」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 

【二次曲線】 

目標：二次曲線の基本的な性質の理解と併せて解析幾何学的な考察方法についての理解を深め、さらに、軌跡などの具体的

な事象の考察に活用できるようにする。 
 放物線を幾何学的に定義

し、図示したり、その性質を

考えようとする。 

軌跡に関するさまざまな問

題が放物線の定義（定点から

の距離と定直線までの距離が

等しい点の軌跡）に帰着でき

る場合に気付く。 

 放物線の方程式からその焦

点、準線の方程式を明らかに

するとともにその逆について

も行うことができる。 

放物線に関する用語や接線

及び焦点の性質を理解してい

る。 

 楕円・双曲線を幾何学的に

定義する。また、それらを図

示したり、その性質を考えよ

うとする。 

軌跡に関するさまざまな問

題が楕円・双曲線の定義（２

定点からの距離の和・差が一

定の点の軌跡）に帰着できる

場合に気付く。 

 楕円・双曲線の方程式から

その焦点、準線の方程式等を

明らかにするとともにその逆

についても行うことができ

る。 

楕円・双曲線に関する用語

や接線及び焦点の性質を理解

している。 

【媒介変数表示と極座標】 

目標：曲線の新たな表現方法としての媒介変数表示と極座標による表示を扱い、それぞれの式表示のよさを理解する。 
 媒介変数表示で表される図

形に興味を持つ（媒介変数に

具体的に値を代入して、軌跡

を考察しようとする）。 

 極座標について関心を持

つ。 

媒介変数表示された点が、

ある曲線上にあることを示す

方法に気付くとともに、二次

曲線を媒介変数表示したとき

のその変数の意味に気付く。 
極座標・極方程式の問題で

は、図示しながら考えると良

いこと気付く。 

二次曲線を媒介変数表示す

ることができる。 
直交座標を極座標に表した

り、極座標を直交座標に表す

ことができる。円や直線及び

二次曲線の極方程式を導くこ

とができる。 

三角関数の公式等を用いて

媒介変数を消去する方法を理

解している。 
二次曲線を極方程式を用い

て表すことで、それらの性質

を統一的に記述できることを

理解している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


