
【スタンダード計画報告様式２】

教科：（  数学 ）科目：（ 2年数学Ⅱ文系  ） 　単位数（３　）　　　対象：（第 ２学年    １組～　６組）　　

教科担当者：（１・２組：古川㊞）（３・４組：奥原㊞　鎌田㊞　大峯㊞）（５・６組：山崎㊞　鎌田㊞　大峯㊞）

指導内容 数学Ⅱの具体的な指導目標 配当時数

整式の乗法と因数分
解。

展開の公式を用いて、３乗に関わる式を展開することができるようにする。
３次の因数分解の公式を理解し、それらを用いて因数分解することができるよ
うにする。
やや複雑な式の因数分解に取り組ませる。 2

二項定理

パスカルの三角形や二項定理の対称性やそこに現れる数の並びに興味を
持って調べさせる。（a+b)の３乗の展開式を深く分析し、係数についての法則
を推測することができるようにする。 2

整式の割り算 整式の割り算の結果を等式で表して考えることができるようにする。
整式の割り算の計算方法を理解させる。

2

分数式の乗法・除法・
加法・減法

分数式を分数と同じように約分して扱うことができるようにする。
分数式の約分、乗法・除法ができるようにする。
分数式の計算の結果を、既約分数式または整式に表すことができるようにす
る。
分数式の約分、加法・減法ができるようにする。

2

恒等式 恒等式の性質を理解させる。
恒等式の係数を決定する際に、数値代入法と係数比較とを比較して、考察さ
せる。 2

パスカルの三角形や二項定理の対称性やそ
こに現れる数の並びに興味を持って調べよう
とする。（a+b)の３乗の展開式を深く分析し、係
数についての法則を推測することができる。

４
月

整式の割り算の結果を等式で表して考えるこ
とができる。
整式の割り算の計算方法を理解している。

分数式を分数と同じように約分して扱うことが
できる。
分数式の約分、乗法・除法ができる。
分数式の計算の結果を、既約分数式または
整式に表すことができる。　分数式の約分、加
法・減法ができる。

恒等式の性質を理解している。
恒等式の係数を決定する際に、数値代入法と
係数比較とを比較して、考察しようとする。

使用教科書：(改訂版　最新　数学Ⅱ　数研出版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

使用教材　 ：(数研出版　新課程書き込み式シリーズ　パラレルノート数学Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

評価の観点・方法

展開の公式を用いて、３乗に関わる式を展開
することができる。　　３次の因数分解の公式
を理解し、それらを用いて因数分解することが
できる。
やや複雑な式の因数分解に取り組もうとす
る。
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【スタンダード計画報告様式２】

指導内容 数学Ⅱの具体的な指導目標 配当時数評価の観点・方法

等式の証明 等式　A＝B　の証明を適切な方法で行うことができるようにする。
与えられた条件式の利用方法を考え、等式を証明することができるようにす
る。
比例式を　＝K　とおいて処理することができるようにする。 2

不等式の証明

不等式　A＞B　を証明するにはA-B＞０を示せばよいことを利用して、不等式
を証明することができるようにする。
実数の平方の性質を利用して、不等式を証明することができるようにする。

2

相加平均と相乗平均 相加平均と相乗平均の大小関係の有用性に興味・関心を持たせる。
相加平均と相乗平均の大小関係を利用して、不等式を証明することができる
ようにする。 2

複素数 複素数の表記を理解し、複素数　a+0i　を実数　a　と同一視できるようにする。
複素数の相当の定義を理解させる。
複素数の四則計算ができるようにする。 2

２次方程式の解と判別
式

２次方程式の解の公式を利用して、２次方程式を解くことができるようにする。
判別式を利用して、２次方程式の解を判別することができるようにする。

2

５
月

等式　A＝B　の証明を適切な方法で行うこと
ができる。
与えられた条件式の利用方法を考え、等式を
証明することができる。
比例式を　＝K　とおいて処理することができ
る。

不等式　A＞B　を証明するにはA-B＞０を示
せばよいことを利用して、不等式を証明するこ
とができる。
実数の平方の性質を利用して、不等式を証明
することができる。

相加平均と相乗平均の大小関係の有用性に
興味・関心を持つ。
相加平均と相乗平均の大小関係を利用して、
不等式を証明することができる。

複素数の表記を理解し、複素数　a+0i　を実数
a　と同一視できる。
複素数の相当の定義を理解している。
複素数の四則計算ができる。

２次方程式の解の公式を利用して、２次方程
式を解くことができる。
判別式を利用して、２次方程式の解を判別す
ることができる。



【スタンダード計画報告様式２】

指導内容 数学Ⅱの具体的な指導目標 配当時数評価の観点・方法

解と係数の関係 解と係数の関係を使って、２次方程式の解の和と積を求めることができるよう
にする。
解と係数の関係を使って、対称式の値を求めることができるようにする。 2

剰余の定理と因数定
理

剰余の定理を利用して、整式を１次式で割ったときの余りを求めることができ
るようにする。
整式　P(x)　が　ｘ－ｋ　で割り切れることを式で表現することができるようにす
る。

2

高次方程式の解法 因数分解や因数定理を利用して、高次方程式を解くことができるようにする。
高次方程式の２重解、３重解の意味を理解させる。

3

X３乗＝１の解 乗根の性質に興味・関心をもち、考察させる。

1

直線上の点 数直線上において、２点間の距離を求めることができるようにする。
数直線上において、線分の内分点、外分点の位置を求めることができるよう
にする。
数直線上において、線分の内分点、外分点の座標を求めることができるよう
にする。

2

解と係数の関係を使って、２次方程式の解の
和と積を求めることができる。
解と係数の関係を使って、対称式の値を求め
ることができる。

剰余の定理を利用して、整式を１次式で割っ
たときの余りを求めることができる。
整式　P(x)　が　ｘ－ｋ　で割り切れることを式
で表現することができる。

因数分解や因数定理を利用して、高次方程式
を解くことができる。
高次方程式の２重解、３重解の意味を理解し
ている。

６
月

３乗根の性質に興味・関心をもち、考察しよう
とする。

数直線上において、２点間の距離を求めるこ
とができる。
数直線上において、線分の内分点、外分点の
位置を求めることができる。　数直線上におい
て、線分の内分点、外分点の座標を求めるこ
とができる。



【スタンダード計画報告様式２】

指導内容 数学Ⅱの具体的な指導目標 配当時数評価の観点・方法

平面上の点 座標平面上において、２点間の距離を求めることができるようにする。
座標平面上において、線分の内分点、外分点の座標を求めることができるよ
うにする。
三角形の重心の座標の公式を理解させる。 2

直線の方程式 与えられた条件を満たす直線の方程式の求め方を理解させる。
Ｘ軸に垂直な直線は　ｙ＝ｍX＋ｎ　の形に表せないことを理解させる。

2

２直線の平行と垂直 ２直線の平行条件を理解していて、それを利用できるようにする。
２直線の垂直条件を理解していて、それを利用できるようにする。
点と直線の距離の公式を理解していてそれを利用できるようにする。

2

７
月

座標平面上において、２点間の距離を求める
ことができる。座標平面上において、線分の
内分点、外分点の座標を求めることができる。
三角形の重心の座標の公式を理解している。

与えられた条件を満たす直線の方程式の求
め方を理解している。
Ｘ軸に垂直な直線は　ｙ＝ｍX＋ｎ　の形に表
せないことを理解している。

２直線の平行条件を理解していて、それを利
用できる。
２直線の垂直条件を理解していて、それを利
用できる。
点と直線の距離の公式を理解していてそれを
利用できる。



【スタンダード計画報告様式２】

指導内容 数学Ⅱの具体的な指導目標 配当時数評価の観点・方法

円の方程式 円の方程式がX、Yの　２次方程式で表されることを理解させる。
X、Yの　２次方程式を変形して、その方程式が表す図形を調べることができる
ようにする。 2

円と直線 円と直線の共有点の座標を求めることができるようにする。
円の接線の公式を理解していて、それを利用できるようにする。
円外の点から円に引いた接線の方程式を求めることができるようにする。

2

軌跡 点が満たす条件から得られた方程式を図形として考察することができるように
する。
軌跡の定義を理解し、与えられた条件を満たす点の軌跡を求めることができ
るようにする。

3

不等式の表す領域 不等式を満たすX、Yの組を、座標平面上の点の集合としてみることができる
ようにする。
不等式の表す領域を図示することができるようにする。 2

連立不等式と領域 連立不等式の表す領域を図示することができるようにする。
領域を利用して、１次式の最大値・最小値を求める方法を理解させる。

2

連立不等式の表す領域を図示することができ
る。
領域を利用して、１次式の最大値・最小値を求
める方法を理解している。

点が満たす条件から得られた方程式を図形と
して考察することができる。
軌跡の定義を理解し、与えられた条件を満た
す点の軌跡を求めることができる。

円と直線の共有点の座標を求めることができ
る。
円の接線の公式を理解していて、それを利用
できる。
円外の点から円に引いた接線の方程式を求
めることができる。

９
月

円の方程式がX、Yの　２次方程式で表される
ことを理解している。
X、Yの　２次方程式を変形して、その方程式
が表す図形を調べることができる。

不等式を満たすX、Yの組を、座標平面上の点
の集合としてみることができる。
不等式の表す領域を図示することができる。



【スタンダード計画報告様式２】

指導内容 数学Ⅱの具体的な指導目標 配当時数評価の観点・方法

一般角　弧度法 一般角を動径とともに考察することができるようにする。
一般角の動径を図示したり、動径の表す角をα＋３６０°×ｎ　と表すことがで
きる。弧度法の定義を理解し、度数法と弧度法の換算をすることができるよう
にする。 3

三角関数 三角形の定義を、三角関数の定義に一般化することができるようにする。
弧度法で表された角の三角関数の値を、三角関数の定義によって求めること
ができるようにする。
単位円上の点の座標を、三角関数を用いて表すことができるようにする。

2

三角関数の性質 単位円を利用して三角関数の性質を調べさせる。
三角関数の性質を、単位円上の点の座標によって考察することができるよう
にする。
三角関数の性質を用いて、一般角の三角関数の値を求めることができるよう
にする。

3

三角関数のグラフ 単位円上の点の動きから、三角関数のグラフを考えることができるようにす
る。
Y=sinθ　と　Y＝cosθのグラフが同じ形の曲線であることに興味、関心をもた
せる。
三角関数のグラフのY軸方向やθ軸方向へのK倍のグラフをかくことができる
ようにする。

2

三角関数を含む方程
式不等式

三角関数を含む方程式・不等式を解く際に単位円やグラフを図示して考察す
ることができるようにする。
三角関数を含む方程式・不等式の解き方を理解させる。

3

１
０
月

一般角を動径とともに考察することができる。
一般角の動径を図示したり、動径の表す角を
α＋３６０°×ｎ　と表すことができる。弧度法
の定義を理解し、度数法と弧度法の換算をす
ることができる。

単位円上の点の動きから、三角関数のグラフ
を考えることができる。Y=sinθ　と　Y＝cosθ
のグラフが同じ形の曲線であることに興味、関
心をもつ。三角関数のグラフのY軸方向やθ
軸方向へのK倍のグラフをかくことができる。

三角関数を含む方程式・不等式を解く際に単
位円やグラフを図示して考察することができ
る。
三角関数を含む方程式・不等式の解き方を理
解している。

単位円を利用して三角関数の性質を調べよう
とする。三角関数の性質を、単位円上の点の
座標によって考察することができる。三角関数
の性質を用いて、一般角の三角関数の値を求
めることができる。

三角形の定義を、三角関数の定義に一般化
することができる。弧度法で表された角の三
角関数の値を、三角関数の定義によって求め
ることができる。単位円上の点の座標を、三角
関数を用いて表すことができる。



【スタンダード計画報告様式２】

指導内容 数学Ⅱの具体的な指導目標 配当時数評価の観点・方法

加法定理 加法定理を利用して、種々の三角関数の値を求めることができるようにする。

3

加法定理の応用 加法定理から２倍角の公式を導かせる。
２倍角の公式を利用して、三角関数の値を求めることができるようにする。
２倍角の公式を利用して、三角関数を含むやや複雑な方程式を解くことができ
るようにする。

2

三角関数の合成 三角関数の合成を理解させる。
三角関数の合成を利用して、関数の最大値・最小値を求めることができるよう
にする。
Y=asinθ＋bcosθのグラフを書くことができるようにする。

3

指数法則 累乗根の定義を理解し、累乗根の計算ができるようにする。
指数法則が成り立つように指数の範囲を有理数まで拡張していることを理解
させる。
累乗根を含む計算では、分数の指数を利用して計算をすることができるように
する。

2

指数関数とそのグラフ 指数関数のグラフの概形を、点をプロットしてかこうとする意味を理解させる。
指数関数のグラフの概形、特徴を理解させる。
指数関数の増減によって、大小関係や方程式・不等式を考察することができ
るようにする。 3

１
１
月

加法定理を利用して、種々の三角関数の値を
求めることができる。

加法定理から２倍角の公式を導こうとする。２
倍角の公式を利用して、三角関数の値を求め
ることができる。。２倍角の公式を利用して、
三角関数を含むやや複雑な方程式を解くこと
ができる。

指数関数のグラフの概形を、点をプロットして
かこうとする意味がある。　指数関数のグラフ
の概形、特徴を理解している。指数関数の増
減によって、大小関係や方程式・不等式を考
察することができる。

三角関数の合成を理解している。
三角関数の合成を利用して、関数の最大値・
最小値を求めることができる。
Y=asinθ＋bcosθのグラフを書くことができ
る。
累乗根の定義を理解し、累乗根の計算ができ
る。
指数法則が成り立つように指数の範囲を有理
数まで拡張していることを理解している。　累
乗根を含む計算では、分数の指数を利用して
計算をすることができる。



【スタンダード計画報告様式２】

指導内容 数学Ⅱの具体的な指導目標 配当時数評価の観点・方法

対数 指数と対数を相互に書き換えることができるようにする。
対数の定義を理解し、対数の値を求めることができるようにする。

2

対数の性質 指数法則と対数の定義から、対数の性質を考察することができるようにする。
底の変換公式を利用して、logのつかない数に変換できるようにする。

2

対数関数とそのグラフ 対数関数のグラフの概形を、点をプロットしてかこうとする意味を理解させる。
対数と指数の関係から、両者のグラフが互いに直線ｙ＝Xに関して対称である
という見方ができるようにする。

2

常用対数 常用対数の定義を理解し、それに基づいて種々の値を求めることができるよ
うにする。
桁数や少数首位の問題を一般的に考察させる。
常用対数を利用して、桁数や少数首位の問題を解くことができるようにする。

2

１
２
月

指数と対数を相互に書き換えることができる。
対数の定義を理解し、対数の値を求めること
ができる。

指数法則と対数の定義から、対数の性質を考
察することができる。
底の変換公式を利用して、logのつかない数に
変換できる。

対数関数のグラフの概形を、点をプロットして
かこうとする意味がある。
対数と指数の関係から、両者のグラフが互い
に直線ｙ＝Xに関して対称であるという見方が
できる。

常用対数の定義を理解し、それに基づいて
種々の値を求めることができる。桁数や少数
首位の問題を一般的に考察しようとする。常
用対数を利用して、桁数や少数首位の問題を
解くことができる。



【スタンダード計画報告様式２】

指導内容 数学Ⅱの具体的な指導目標 配当時数評価の観点・方法

平均変化率と微分係
数

平均変化率の定義を理解し、それらを求めることができるようにする。
平均変化率のｈは負でもよいことを理解させる。
極限値を計算して微分係数を求めるとき、分母のｈは０でないことを理解させ
る。 2

導関数 導関数を表す種々の記号を理解していて、それらを適切に使うことができるよ
うにする。
定義に基づいて導関数を求める方法を理解させる。 2

微分法の公式 導関数の性質を利用して、種々の導関数の計算ができるようにする。
導関数を利用して微分係数が求められることを理解させる。
変数がX以外の関数について、導関数を求めることができるようにする。

2

接線 微分係数の図形的な意味と、直線の方程式の公式から、接線の方程式の公
式を考えることができるようにする。
接線の方程式の公式を利用して、接線の方程式を求めることができるように
する。

2

関数の極大・極小 導関数を表す種々の記号を理解していて、それらを適切に使うことができるよ
うにする。
定義に基づいて導関数を求める方法を理解させる。
利用して、関数の極値を求めたり、グラフかくことができるようにする。 2

平均変化率の定義を理解し、それらを求める
ことができる。平均変化率のｈは負でもよいこ
とを理解している。
極限値を計算して微分係数を求めるとき、分
母のｈは０でないことを理解している。

導関数を表す種々の記号を理解していて、そ
れらを適切に使うことができる。
定義に基づいて導関数を求める方法を理解し
ている。

導関数の性質を利用して、種々の導関数の計
算ができる。
導関数を利用して微分係数が求められること
を理解している。変数がX以外の関数につい
て、導関数を求めることができる。

微分係数の図形的な意味と、直線の方程式
の公式から、接線の方程式の公式を考えるこ
とができる。
接線の方程式の公式を利用して、接線の方程
式を求めることができる。

導関数を表す種々の記号を理解していて、そ
れらを適切に使うことができる。
定義に基づいて導関数を求める方法を理解し
ている。利用して、関数の極値を求めたり、グ
ラフかくことができる。

１
月



【スタンダード計画報告様式２】

指導内容 数学Ⅱの具体的な指導目標 配当時数評価の観点・方法

関数の最大・最小 導関数を利用して、関数の最大値・最小値を求めることができるようにする。
導関数を利用して、最大値・最小値の応用問題を解くことができるようにする。

3

方程式・不等式への応
用

方程式の実数解の個数を、関数のグラフとｘ軸の共有点の個数に読み替えて
考察できるようにする。
導関数を利用して、方程式の実数解の個数の問題、不等式の照明の問題を
解くことができるようにする。 2

不定積分 積分法が微分法の逆演算であることから、不定積分を求めることを理解させ
る。
微分法の逆演算としての不定積分を考えることができるようにする。 2

不定積分の計算 不定積分の計算では、積分定数を書き漏らさずに示すことができるようにす
る。
不定積分の定義や性質を理解し、それを利用する不定積分の計算方法を理
解させる。

2

定積分 定積分の定義を理解し、それを利用する定積分の計算方法を理解させる。

2

２
月

導関数を利用して、関数の最大値・最小値を
求めることができる。
導関数を利用して、最大値・最小値の応用問
題を解くことができる。

方程式の実数解の個数を、関数のグラフとｘ
軸の共有点の個数に読み替えて考察できる。
導関数を利用して、方程式の実数解の個数の
問題、不等式の照明の問題を解くことができ
る。

積分法が微分法の逆演算であることから、不
定積分を求めようとする。
微分法の逆演算としての不定積分を考えるこ
とができる。

不定積分の計算では、積分定数を書き漏らさ
ずに示すことができる。不定積分の定義や性
質を理解し、それを利用する不定積分の計算
方法を理解している。

定積分の定義を理解し、それを利用する定積
分の計算方法を理解している。



【スタンダード計画報告様式２】

指導内容 数学Ⅱの具体的な指導目標 配当時数評価の観点・方法

定積分の性質 定積分の公式や性質を理解し、それを利用する定積分の計算方法を理解さ
せる。
上端がｘである定積分を、ｘの関数とみることができるようにする。 2

面積 面積を求める際には、グラフの上下関係、積分の範囲などを図を書いて考察
させる。
直線や曲線で囲まれた部分の面積を、定積分で表して求めることができるよ
うにする。

2

定積分の公式や性質を理解し、それを利用す
る定積分の計算方法を理解している。
上端がｘである定積分を、ｘの関数とみること
ができる。

面積を求める際には、グラフの上下関係、積
分の範囲などを図を書いて考察している。
直線や曲線で囲まれた部分の面積を、定積分
で表して求めることができる。

３
月


