
２次関数の係数の図形的な意味

～係数とグラフとのつながりは？～

＜教材観＞

２次関数 cbxaxy ++= 2 のグラフと a 、b 、 cの符号との関係を問う問題は、多くの教材で

取り上げられている。aは放物線の凸の向き、cは y 軸との交点からそれぞれの符号を調べる

ことができ、b については、軸
a
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−= とaの符号からその符号を求めることができる。この

場合、b の符号は軸とa の符号を考えた後でしか調べることができないので、a やcの符号を

調べるよりも手間が掛かる。そこで今回は、b が 0=x における放物線の接線の傾きを表して

いるという図形的意味を発見させて、b の符号を調べさせたい。

また、これと同様に、数学Ⅱで学習する３次関数の係数の図形的意味を考えさせることがで

きるので、この教材は発展性のある教材だといえる。

＜指導観＞

今回の授業では次の点にポイントを置いた。

① ２次関数の学習において生徒がつぶやいた「 xの係数の符号の判別って、他の係数や定

数項と比べると面倒だなあ。」という言葉が今回の課題を設定した理由である。この言葉に

対応することで、日頃の疑問が大切であることを生徒が認識できるようにした。

② 視覚的に「直感」で分かることも大切にすることで、数学の苦手な生徒でも意欲的に学

習できるようにした。その一方で数学を得意とする生徒には、推定した事柄が正しいこと

を論理的に説明できることを求め、個に応じた学習ができるように配慮した。

③ グループ学習を通じてお互いが教え合い、説明し合い、最後は分かったことをプリント

にまとめさせることで、生徒個々の言語能力が高まるようにした。

＜指導計画＞

主な学習内容 主な学習活動・評価の観点 評価方法

１

時

間

目

○２次関数において、そ

れぞれの係数の符号

を判別する。

○２次関数において、x
の係数の値は図形的

にどのような意味を

もつのかを予測する。

○グループで協力しながら、係数の

もつ図形的意味を予測することが

できる。 （関心・意欲・態度）

○個人やグループで予測した事柄

を、相手に分かるように伝えるこ

とができる。 （表現・処理）

机間指導

発表

発表

２

時

間

目

○前回の授業で予測し

た事柄について、なぜ

そうなるのかを考え

る。 

○個人やグループで調べ、考えた事

柄を、相手に分かるように伝える

ことができる。 （表現・処理）

○２次関数における x の係数の図形

的な意味を理解することができ

る。 （知識・理解）

机間指導

発表

レポート提出



＜学習指導案１＞ 
指導対象学年 １年 場所 教室

科目名・単元名 数学Ⅰ ２次関数 使用教材 プリント

本時の位置 課題学習２時間中の１時間目

単元の目標

２次関数の基本的な知識の習得と技能の習熟を図り、それらを的確に活

用する能力を伸ばすとともに、数学的な見方や考え方のよさを認識でき

るようにする。

学習目標
２次関数 cbxaxy ++= 2 の様々なグラフから、係数b の図形的な意味

を予測し、その気付きを的確に相手に伝えることができるようにする。

評価規準

・グループで協力し、２次関数の係数がもつ図形的意味を見付けようと

する。 （関心・意欲・態度）

・見付けた事柄を相手に分かるように伝えることができる。

（表現・処理）

本時の展開

過

程

学習項目
（指導のねらい）

学習活動
（□：指示・説明、○：発問・活動）

指導上の留意点・観点別評価
（⇒：評価方法）

導

入

既習事項の復習を

する。

本時の目標を理解

する。

□与えられた２次関数のグラフ

から係数の符号を求める。

○ x の係数の符号を簡単に判別

する方法はないだろうか。

・ xの係数の符号については、軸

の方程式から得られることを

確認する。

・ xの係数の符号を判別すること

は、他の係数（定数項）の符号

を判別することより手間が掛

かることを認識させる。

展

開

□課題の提示をする。

〈課題１〉

・あらかじめ４人程度のグループ

を作っておく。

・必要に応じて、全体の場で意見

を求め、その後グループ討議に

入る。 
関心・意欲・態度

の場面

・グループで協力

し、課題を解決

しようとするこ

とができる。

○復習の問題から、xの係数の図

形的な意味を予測し、それが正

しいかを他の２次関数で調べ

る。

□机間指導をしながら、グループ

ごとにヒントを与える。

○グループ学習で見付けた事柄

をプリントにまとめる。

・グループで協力しながら予測し、

その結果の真偽を確認しようと

する。

（関心・意欲・態度）

⇒机間指導

２次関数のグラフから、 xの係数の符号を簡単に判別するには、

グラフのどこに注目するとよいだろうか。



表現・処理の場面

・予測したことを

発表する。

○グループで見付けた法則を代

表者が発表する。

□２次関数のグラフから、xの係

数の符号を簡単に判別するに

は、放物線と y 軸との交わり方

に注目するとよいと説明する。

・自分の予測した事柄を、全員に

分かるように伝えることができ

る。 （表現・処理）

⇒発表

ま

と

め

本時のまとめと、

次回の予告をす

る。 

□日頃の学習の疑問から、課題を

発見し、それを解決していこう

とする姿勢の大切さを話す。

□次回では、本時で発見した事柄

を数学的に考察することを伝

える。

・今後の学習意欲が高まる。

（関心・意欲・態度）

⇒自己評価・アンケート

＜学習指導案２＞ 
指導対象学年 １年 場所 教室

科目名・単元名 数学Ⅰ ２次関数 使用教材 プリント

本時の位置 課題学習２時間中の２時間目

単元の目標

２次関数の基本的な知識の習得と技能の習熟を図り、それらを的確に活用

する能力を伸ばすとともに、数学的な見方や考え方のよさを認識できるよ

うにする。

学習目標

２次関数 cbxaxy ++= 2 の様々なグラフから、係数b の図形的な意味を、

既習事項と関連付けて数学的に考察し、まとめ、その考えを的確に相手に

伝えることができるようにする。

評価規準

・グループで協力し、２次関数の係数がもつ図形的意味を数学的に考察し、

表現することができる。 （表現・処理）

・２次関数における x の係数の図形的な意味を理解することができる。

（知識・理解）

本時の展開

過

程

学習項目
（指導のねらい）

学習活動
（□：指示・説明、○：発問・活動）

指導上の留意点・観点別評価
（⇒：評価方法）

導

入

前回の復習をす

る。 
□２次関数のグラフから、 x の

係数の符号を簡単に判別する

方法として、放物線と y 軸と

の交わり方に注目したことを

確認する。

・予測したことを検証すること

に、数学的なよさがあることを

伝える。



○前回に予測した事柄を数学的

に証明することはできないだ

ろうか。

展

開

□課題の提示をする。

〈課題２〉

・前時と同じ４人程度のグループ

を作っておく。

表現・処理の場面

・予測した事柄を

グループで検証

し、発表する。

○グループで検証をする。

○グループで検証した結果（証

明）を代表者が発表する。

・必要に応じて、最初に生徒個々

で考えさせてもよい。

・グループで協力しながら、既習

事項と関連付けて、検証結果を

まとめることができる。

（表現・処理）

⇒机間指導

・自分の考えた事柄を、全員に分

かるように伝えることができ

る。 （表現・処理）

⇒発表

知識・理解の場面

・２つの課題から

得られた事柄を

レポートとして

まとめる。

□今回の課題が、接線の傾きと関

連性があることを説明する。

○課題学習のまとめをする。

・２次関数における xの係数の図

形的な意味を、その理由も含め

て理解することができる。

（知識・理解）

⇒レポート提出

ま

と

め

本時のまとめをす

る。 
□既習事項との関連性を見付け、

数学的に考察し、その考えを相

手に伝えることの大切さを話

す。

<課題１>で見付けた判別法が正しいことを証明してみよう。


