
 教科：（  数学  ）科目：（  数学A  ） 　対象：（第 １ 学年  A 組～　G組）  単位数：２

 教科担当者：（BCE組：小国　みゆき　㊞　・ADFG組：谷口　裕　㊞ ）

 教科書：「新版数学Ａ」　（実教出版）　問題集：　はぎ取り式練習ドリル「数学Ａ　標準編」　（数研出版編集部）

４
月

 場合の数  ①集合の要素の個数
 集合の記号を理解し、ベン図を描けるようにし、集合を視覚的に理解できるように
する
 ②順列
 樹形図を用いて、数え上げられるようにする。また、数える種類、場合の数を大ま
 かに理解させる。
 また、約数の個数など、二次利用できるようにも指導する。
 積の法則、和の法則を問題文から理解し、使いこなせるように、問題演習を繰り返
 すことで根本から理解させる。

 教科書・ワークシー
 ト・問題集

 ①三角形の性質
 三角形と比、中点連結定理、内分・外分、内閣の二等分線と比、外角の二等分線と
 比、メネラウスの定理、チェバの定理

 平成27 (2015)年度　年間授業計画（数学Ａ）

指導内容
 【年間授業計画】

 数学Ａの具体的な指導目標
 【年間授業計画】

 使用教材・教具
予定
時数

24

５
月

 場合の数

確率

 ③組合せ
 コンビネーションの公式を使いこなせるように理解させる。また、問題文から順列
 であるのか、組み合わせであるのかを理解させさまざまな公式（円順列、重複縦
 列）を使いこなせるように指導する
 ①確率とその基本性質
 試行、事象、全事象、根元事象などの用語の確認をする
 積事象、和事象、排反事象、確率の加法定理、余事象、余事象の確率を確認する

 教科書・ワークシー
 ト・問題集

６
月

確率  ②いろいろな確率の計算
 独立な試行、独立な試行の確率、３つ以上の独立な試行の確率を確認する
 反復試行、背反事象の確率を確認する
 条件つき確率、確率の乗法定理

 教科書・ワークシー
 ト・問題集

７
月

 整数の性質  ①約数と倍数
 正の整数、負の整数、割り切れる、約数、倍数、倍数の判定法、約数の利用

 教科書・ワークシー
 ト・問題集

９
月

 整数の性質  （７月引き続き）
 素数、合成数、因数、素因数分解　公約数、最大公約数、互いに素、最大公約数の
 利用、公倍数、最小公倍数、最大公約数と最小公倍数の性質
 ②互除法と不定方程式
 除法の性質、整数の分類、倍数であることの証明、互除法の原理、ユークリッドの
 互除法、２元１次不定方程式、整数解、不定方程式の解法、ユーグリッドの互除法
 を用いた不定方程式の解法

 教科書・ワークシー
 ト・問題集

28

１０
月

 整数の性質  （９月引き続き）
 ③整数の性質の活用
 有限小数、循環小数、既約分数
 １０進法、２進法、２進法と１０進法、２進法で表された小数、２進法の計算、記
数法

 教科書・ワークシー
 ト・問題集

１１
月

 図形の性質  教科書・ワークシー
 ト・問題集

１２
月

 図形の性質  （１２月の引き続き）  教科書・ワークシー
 ト・問題集

１
月

 図形の性質  ②円の性質
 接線と弦のつくる角の定理、方べきの定理、方べきの定理の逆、外接する、内接す
 る、接点、共通接線

 教科書・ワークシー
 ト・問題集

18

２
月

 図形の性質  （1月の引き続き）
 ③作図
 作図、いろいろな作図、積・商の長さの作図、平方根の長さの作図

 教科書・ワークシー
 ト・問題集

３
月

 図形の性質  ④空間図形
 ２直線の位置関係、２直線のなす角、垂直、直行、平面の決定、２平面の位置関
 係、平行、２平面のなす角、直交、直線と平面の位置関係、直線と平面の垂直、三
 垂線の定理、多面体

 教科書・ワークシー
 ト・問題集

 評価の観点・方法:・定期考査の得点と平常点を１０：１の比重で評価する。　・平常点については小テストやレポートを重視し、学習態度等も反映させる。



 教科　(数学)　科目　(数学Ⅱ)　対象　(第２学年Ａ～Ｆ組)   単位数：４

 教科担当者：（A～Ｆ組：鈴木　秀志　㊞　・長谷見　和弘　㊞　･湯浅　孝　㊞ ）

 教科書：　『新版　数学Ⅱ』（実教数学）　問題集：　『アクセスノート　数学Ⅱ』（実教数学）

６
月

 ・直線の方程式
 　・2直線の平行、垂直
 2.円と直線
 　・円の方程式
 　・円と直線
 3．軌跡と領域
 　・軌跡
 　・不等式の表す領域

 ・三角形や四角形などの基本的な図形を座標を用いて表現することができる。
 　・直線の方程式を求めることができる。
 　・2直線が平行、垂直となる条件を理解できている。
 　・直線に対して対称な点を求めることができる。
 　・点と直線の距離を求めることができる。
 2．円と直線
 　・円の方程式を求めることができる。
   ・円と直線の位置関係が理解でき、共有点、接点の座標を求めることができる。
 　・円の接線の方程式を求めることができる。
 3．軌跡と領域
 　・式を用いて与えられた条件を満たす軌跡の方程式を求めることができる。

 教科書　問題集　補習
プリント

７
月

 〈期末考査〉  教科書　問題集　補習
プリント

54

12
月

 　・常用対数
 〈期末考査〉

 　・常用対数を利用して桁数などを調べることができる。  教科書　問題集　補習
プリント

38

３
月

 　・面積と定積分
 〈期末考査〉

 　・定積分を用いて直線や関数のグラフで囲まれた図形の面積を求めることができ
 る。

 教科書　問題集　補習
プリント

 2015(平成27)年度　年間授業計画（数学Ⅱ）

指導内容
 【年間授業計画】

 「数学Ⅱ」の具体的な指導目標
 【年間授業計画】

 使用教材・教具
予定
時数

４
月

 第1章　いろいろな式
 1．整式の乗法・除法と分数式
 　・整式の乗法
 　・整式の除法
 　・分数式の計算
 　・二項定理
 2．複素数と方程式
 　・複素数
 　・2次方程式
 　・2次方程式の解と係数の関係
 　・剰余の定理と因数定理
 　・高次方程式

 第1章　いろいろな式
 1．整式の乗法･除法と分数式
 　・3次の乗法公式や因数分解の公式を利用して式の展開、因数分解をすることがで
 きる。
 　・整式や分数式を目的を持って変形し、処理することができる。
 　・二項定理を用いて展開式における係数を求めることができる。
 2．高次方程式
 　・解の公式を利用して、2次方程式を虚数解も含めて解くことができる。
 　・2次方程式の解と係数の関係を利用して式の値を求めることができる。
 　・剰余の定理を用いて整式を整式で割ったときの余りを求めることができる。
 　・複2次方程式を2次方程式に帰着させて解を求めることができる。
 　・因数定理を用いて高次方程式を解くことができる

 教科書　問題集　補習
プリント

50

５
月

 3．式と証明
 　・恒等式
 　・等式の証明
 〈中間考査〉
 　・不等式の証明
 第2章　図形と方程式
 1．点と直線
 　・直線上の点の座標
 　・平面上の点の座標

 3．式と証明
 　・式を論理的に処理することができる。
 　・等式、不等式の証明を適切に記述することができる。
 　・相加平均と相乗平均を用いて不等式を証明することができる。

 第2章　図形と方程式
 1．点と直線
 　・数直線上、平面上の内分点、外分点を座標を用いて表すことができる。

 教科書　問題集　補習
プリント

９
月

 第3章　三角関数
 1.一般角の三角関数
 　･一般角
 　・弧度法
 　・一般角の三角関数
 　・三角関数の相互関係
 　・三角関数のグラフ
 　・三角関数を含む方程式･不等式

 第3章　三角関数
 1.一般角の三角関数
 　・度数を弧度に、弧度を度数に書き直すことができる。
 　・弧度法を用いて扇形の弧の長さ、面積を求めることができる。
 　・三角関数をグラフに表すことができる。
 　・単位円や三角関数のグラフを用いて三角関数を含む方程式・不等式を解くこと
 ができる。

 教科書　問題集　補習
プリント

10
月

 2．三角関数の加法定理
 　・三角関数の加法定理
 　・2倍角、半角の公式
 　・三角関数の合成
 〈中間考査〉

 2．三角関数の加法定理
 　・加法定理を利用していろいろな角度についても調べることができる。
 　・加法定理を利用して2倍角の公式、半角の公式を導くことができる。
 　・2倍角の公式を利用した三角方程式を解くことができる。
 　・三角関数の合成について理解しこれを利用して関数の最大値や最小値を求める
 ことができる。

 教科書　問題集　補習
プリント

11
月

 第4章　指数関数と対数関数
 1．指数と指数関数
 　・０や負の整数の指数
 　・指数の拡張
 　・指数関数
 2．対数と対数関数
 　・対数
 　・対数関数
 　・常用対数

 第4章　指数関数と対数関数
 1．指数と指数関数
 　・累乗根の性質を用いて計算することができる。
 　・指数を正の整数から有理数まで拡張する意義を理解できる。
 　・指数法則を用いて計算することができる。
 　・指数関数をグラフに表すことができる。
 　・指数関数を含む方程式、不等式を解くことができる。
 2．対数と対数関数
 　・指数の逆としての対数をとらえ、その性質を理解できている。
 　・指数法則から積、商、累乗の対数を導くことができる。
 　・底の変換公式を導く過程を理解できる。
 　・対数関数をグラフに表すことができる。

 教科書　問題集　補習
プリント

１
月

 第5章　微分と積分
 1．微分係数と導関数
 　・平均変化率と微分係数
 　・導関数
 　・接線の方程式

 1．微分係数と導関数
 　・導関数の定義に従って関数を微分することができる。
 　・関数の和、差、および定数倍の導関数を求めることができる。
 　・接線の方程式を求めることができる。

 教科書　問題集　補習
プリント

２
月

 2．導関数の応用
 　・関数の値の増加・減少
 　・方程式・不等式への応用
 3．積分
 　・不定積分
 　・定積分
 　・面積と定積分

 2．導関数の応用
 　・関数の増減を調べることで極大値、極小値を求めることができる。
 　・3次以下の整関数のグラフをかくことができる。
 　・関数の値の増減やグラフを利用して、方程式の実数解の個数を調べたり、不等
 式を証明したりできる。
 3．積分
 　・関数の和、差及び定数倍の不定積分を求めることができる。
 　・定積分の計算ができる。
 　・定積分を用いて直線や関数のグラフで囲まれた図形の面積を求めることができ
 る。

 教科書　問題集　補習
プリント

 評価の観点・方法：定期考査の得点と平常点を10：１の比重で評価する。平常点については各考査ごとの問題集及びノート、プリントの提出、小テスト、学習
 態度等を反映させる。



 教科：（ 数学     ）科目：（ 数学Ⅰ      ） 　対象：（第３ 学年A 組～　F組選択者）　　　  単位数：２

 教科担当者：（ABCDEF組：鈴木秀志、小国みゆき　㊞ ） 

 平成２7年度　数学Ⅰ　年間授業計画

指導内容
 【年間授業計画】

 「数学Ⅰ」の具体的な指導目標
 【年間授業計画】

 使用教材・教具
予定
時数

４
月

 １章　数と式
 　１節　式の展開と
 　　　　　　因数分解
 ・整式
 ・整式の加法・減法
 ・整式の乗法

 １章　数と式
 　１節
 　式の展開と因数分解
 ・整式に関する用語を理解する
 ・整式の計算を適切に行うことができる

 教科書　問題集ニューサ
ポート

24

５
月

 １章　数と式
 　１節
 　式の展開と因数分解
 ・乗法公式の利用
 ・因数分解
 　２節　実数
 ・実数
 ・平方根
 ・根号を含む式の計算

 １章　数と式
 　１節
 　式の展開と因数分解
 ・公式を利用し、スムーズに展開ができる
 ・基本の因数分解だけでなく、置き換えなどの工夫を使った因数分解ができる
 　２節　実数
 ・根号を含む式の計算を、仕組みを正しく理解して行うことができる

 教科書　問題集ニューサ
ポート

６
月

 １章　数と式
 　３節　１次不等式
 ・不等式とその性質
 ・１次不等式
 ・連立不等式
 ・絶対値を含む方程式・不等式

 １章　数と式
 　３節　１次不等式
 ・不等式の性質を理解して１次不等式を解くことができる
 ・数直線を利用して連立不等式を解くことができる
 ・絶対値について理解し、絶対方程式、絶対不等式を解くことができる

 教科書　問題集ニューサ
ポート

７
月

 １章　数と式
 　４節　集合と論理
 ・集合
 ・命題
 ・否定、逆・裏・対偶
 ・証明法

 １章　数と式
 　４節　集合と論理
 ・集合の概念を理解し、応用問題を解くことができる
 ・命題について理解し、その真偽について判別できる

 教科書　問題集ニューサ
ポート

９
月

 ２章　２次関数
 　１節　２次関数と
 　　　　　そのグラフ
 ・関数
 ・２次関数の
 　　　グラフの移動
・
 　　　　　　　の変形
・
 　　　　　　のグラフ
 　２節　２次関数の
 　　　　　最大・最小
 ・２次関数の
 　　　　　最大・最小
 ・２次関数の決定

 ２章　２次関数
 　１節　２次関数とそのグラフ
 ・関数の概念について理解する
 ・２次関数のグラフが放物線であることを把握し、その位置が頂点で特徴付けられることを
 理解する
 　　　　　　　　を平方完成し、頂点の座標を求めることができる。また、そのグラフを描
くことができる
 ・２次関数のグラフの概形を描き、その最大値・最小値を求めることができる
 ・与えられた条件から２次関数を決定することができる

 教科書　問題集ニューサ
ポート

28

１０
月

 ２章　２次関数
 　３節　２次方程式・２次不等式
 ・２次方程式の解法
 ・２次方程式の実数解
 　　　　　　の個数
 ・２次関数のグラフと
 　　　ｘ軸の共有点
 ・２次不等式
 ・連立不等式

 ２章　２次関数
 　３節　２次方程式・２次不等式
 ・因数分解、解の公式など適切な方法を用いて２次方程式を解くことができる
 ・判別式を用いて２次方程式の実数解の個数を求めることができる
 ・判別式を用いて２次関数のグラフとｘ軸の共有点の個数を求めることができる。また、グ
 ラフの概形を描くことができる
 ・２次関数のグラフの概形をかくことにより２次不等式を解くことができる。
 ・数直線を利用して連立不等式を解くことができる

 教科書　問題集ニューサ
ポート

１１
月

 ３章　図形と計量
 　１節　三角比
 ・三角比
 ・三角比の利用
 ・鋭角の三角比の
 　　　　相互関係
 ・鈍角の三角比

 ３章　図形と計量
 　１節　三角比
 ・三角比の定義を理解し、直角三角形から三角比の値を求めることができる
 ・三角比を利用して、直角三角形の辺の長さを求めることができる
 ・鋭角の三角比の相互関係をりかい
 ・鈍角の三角比

 教科書　問題集ニューサ
ポート

１２
月

 ３章　図形と計量
 　２節　図形の計量
 ・正弦定理
 ・余弦定理
 ・三角形の面積
 ・正弦定理と余弦定理の利用

 ３章　図形と計量
 　２節　図形の計量
 ・正弦定理
 ・余弦定理
 ・三角形の面積
 ・正弦定理と余弦定理の利用

 教科書　問題集ニューサ
ポート

１
月

 ４章　データの分析
 　１節　データの分析
 ・代表値
 ・四分位範囲
 ・標準偏差
 ・散布図
 ・相関係数

 ４章　データの分析
 　１節　データの分析
 ・代表値
 ・四分位範囲
 ・標準偏差
 ・散布図
 ・相関係数

 教科書　問題集ニューサ
ポート

18

 評価の観点・方法：①定期考査の得点と平常点を４：１の比重で評価する。  ② 平常点については小テストやレポートを重視し、学習態度等も反映させる。

cbxaxy 2

cbxaxy 2

cbxaxy 2



 単位数：３

 １．目標

 教科書：　「新編数学Ⅰ」（実教出版）　問題集：　「数学Ⅰはぎ取り式」　（第一学習社）

指導内容
 【年間授業計画】

 数学Ⅰの具体的な指導目標
 【年間授業計画】

 使用教材・教具 予定時数

７
月

 ２次関数とそのグラフ  ２次関数の基本形、一般の２次
 関数のグラフの軸と頂点

 教科書・プリント・問題集

１１
月

 ２次不等式  ①２次不等式
 ２次不等式、１次関数のグラフと
 １次不等式、２次関数のグラフを
 用いた２次不等式の解

 教科書・プリント・問題集

12
月 三角比

 ①サイン、コサイン、タンジェント、
 三角比の表

 教科書・プリント・問題集

 平成27 (2015)年度　年間授業計画（数学Ⅰ）

 教科担当者：（A～F組：三浦一康　㊞　・谷口　裕　㊞　・小国　みゆき　㊞　 ）

 ・授業での説明や教師への質問などで不十分な箇所を補う。
 ・理解を深めるための問題演習を教科書だけにとどまらず、問題集を活用して発展的内容まで意欲的に取り組める
 ２．学習の到達目標
 ・教科書の練習問題をすべて理解する。
 ・問題集の発展問題を解答集を利用して自学自習できる
 ３．学習内容と学習上の留意点

４月
 式の計算  ①整式

 単項式、次数、係数、多項式、
 教科書・プリント・問題集 27

５
月

実数  ①実数
 数直線、原点、座標、絶対値、絶

 教科書・プリント・問題集

 1次不等式  ①不等式の性質
 不等式、左辺、右辺、両辺、不等式

 教科書・プリント・問題集

６月
 ２次関数とそのグラフ  ①関数

 ｙはｘの関数であること、関数の
 教科書・プリント・問題集

９月
 ２次関数とそのグラフ  "②２次関数の最大・最小

 ２次関数の最大値・最小値
 教科書・プリント・問題集 48

 １０月
 グラフと方程式・不等式  ①２次方程式

 １次関数と１次方程式、因数分解
 教科書・プリント・問題集

１月
 図形と計量  鋭角の三角比

 ②直角三角形の辺と角
 教科書・プリント・問題集 30

２月
 三角比の拡張、平面図形の計量  ①三角比と座標

 三角比の座標による定義、鈍角の
 教科書・プリント・問題集

３月
 集合と論証、データの分析  集合、必要条件と十分条件、命

 題、代表値、散布度、相関係数
 教科書・プリント・問題集

 ４．学習者への注意
 ・授業では理解できなかった箇所を重点的に学習し、必要に応じて質問する。
 ・学習した内容はその日のうちに復習として問題集等を活用し理解を深める。
 ５．評価の観点・方法
 ・定期考査の得点と平常点を１０：１の比重で評価する。　・平常点については小テストやレポートを重視し、学習態度等



 教科　(数学)　科目　(数学Ⅱ)　対象　(第２学年Ａ～Ｆ組 選択者)   単位数：３

 教科担当者：（ABCD組：鈴木　秀志　㊞　・CDEF組：長谷見　和弘　㊞　･ABEF組　三浦　一康　㊞ ）

 教科書：　『新版　数学B』（実教数学）　問題集：　『アクセスノート　数学B』（実教数学）

６
月

 第1章　数列
 　2．いろいろな数列
 　　・数列の和と一般項
 　3．数学的帰納法
 　　・数列の帰納的定義
 　　・数学的帰納法

 第1章　数列
 2.いろいろな数列
 　・数列の和と一般項との関係を理解させる。
 3．数学的帰納法
 　・漸化式の考え方を理解させる。
 　・漸化式で表された数列の一般項を求めることができる。
   ・数学的帰納法の考え方を証明例を通して理解させる。
   ・数学的帰納法用いて推測が正しいことを証明することができる。

 教科書　問題集　補習
プリント

７
月

 第1章　数列
  3.数学的帰納法
 　  ・数学的帰納法
 〈期末考査〉

 第1章　数列
 　3．数学的帰納法
 　　・数学的帰納法用いて推測が正しいことを証明することができる。

 教科書　問題集　補習
プリント
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12
月

 〈期末考査〉
 第3章　空間のベクトル
 　1．空間のベクトル
 　　・空間のベクトル

 第3章　空間のベクトル
 　1．空間のベクトル
 　　・空間ベクトルの内積と成分を理解させる。

 教科書　問題集　補習
プリント
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３
月

 第4章　確率分布と統計的な推測
 　1.確率分布
 　　・確率変数の分散と標準偏差
 〈学年末考査〉

 第4章　確率分布と統計的な推測
 　1．確率分布
 　　・確率変数の分散と標準偏差の意味を理解。

 教科書　問題集　補習
プリント

 2015(平成27)年度　年間授業計画（数学B）

指導内容
 【年間授業計画】

 「数学B」の具体的な指導目標
 【年間授業計画】

 使用教材・教具
予定
時数

４
月

 第1章　数列
 　1．数列とその和
 　　・数列
 　　・等差数列
 　　・等比数列

 第1章　数列
 1．数列とその和
 　・数列と項の概念を理解させる。
 　・等差数列の概念と一般項の考え方を理解し、一般項を求めることができる。。
 　・等差数列の和の求め方の考え方を理解し、和を求めることができる。
 　・等比数列の概念と一般項の考え方を理解し、一般項を求めることができる。
 　・等比数列の和の求め方の考え方を理解し、和を求めることができる。

 教科書　問題集　補習
プリント

35

５
月

 第1章　数列
 　2．いろいろな数列
 　　・いろいろな数列の和
 〈中間考査〉
 　　・階差数列

 第1章　数列
 2．いろいろな数列
 　・和の記号シグマの意味を理解し、用いることができる。
 　・階差数列の考え方の理解させる。
 　・階差数列を用いて一般項を求めることができる。

 教科書　問題集　補習
プリント

９
月

 第2章　平面上のベクトル
 　1．平面上のベクトル
 　　・ベクトルとその意味
 　　・ベクトルの演算
 　　・ベクトルの成分

 第2章　平面上のベクトル
 　1．平面上のベクトル
 　　・ベクトルの考え方の理解させる。
 　　・ベクトルの和・差・実数倍を図示・計算することができる。
 　　・ベクトルの成分表示の理解させる。

 教科書　問題集　補習
プリント

10
月

 第2章　平面上のベクトル
 　1．平面上のベクトル
 　　・ベクトルの内積
 　　〈中間考査〉
 　2．ベクトルの応用
 　　・位置ベクトル

 第2章　平面上のベクトル
 　1.平面上のベクトル
 　　・内積を理解し、計算することができる。
 　　〈中間考査〉
 　2．位置ベクトルの考え方を理解させる。

 教科書　問題集　補習
プリント

11
月

 第2章　平面上のベクトル
 　2．ベクトルの応用
 　　・位置ベクトル
 　　・いろいろな応用
 　　・ベクトル方程式
 第3章　空間のベクトル
 　1．空間のベクトル
 　　・空間の座標
 　　・空間のベクトル

 第2章　平面上のベクトル
 　2．ベクトルの応用
 　　・位置ベクトルと図形の考え方の理解させる。
 　　・位置ベクトルを用いて図形の問題を解くことができる。
 　　・直線や円をベクトルを用いた方程式で表すことができる。
 第3章　空間のベクトル
 　1．空間のベクトル
 　　・空間の点の位置を表すことができる。
 　　・空間ベクトルの演算・成分を理解させる。

 教科書　問題集　補習
プリント

１
月

 第3章　空間のベクトル
 　1．空間のベクトル
 　　・位置ベクトル
 　　・空間のベクトルと図形

 第3章　空間のベクトル
 　1．空間のベクトル
 　　・位置ベクトルの考え方を理解させる。
 　　・位置ベクトルと図形との考え方の理解。

 教科書　問題集　補習
プリント

２
月

 第3章　空間のベクトル
 　1．空間のベクトル
 　　・座標空間における図形

 第4章　確率分布と統計的な推測
 　1．確率分布
 　　・確率変数と確率分布
 　　・確率変数の平均

 第3章　空間のベクトル
 　1．空間のベクトル
 　　・座標空間における内分・外分を求められる。
 　　・球面の方程式の考え方を理解させる。
 第4章　確率分布と統計的な推測
 　1．確率分布
 　　・確率変数と確率分布の考え方の理解させる。
 　　・確率変数の平均の計算ができる。

 教科書　問題集　補習
プリント

 評価の観点・方法：定期考査の得点と平常点を10：１の比重で評価する。平常点については各考査ごとの問題集または課題の提出、小テスト、学習態度等
 を反映させる。





 教科：（  数学     ）科目：（  数学Ⅲ     ） 　対象：（第３ 学年 A  組～Ｆ　組　　選択者）　  単位数：４

 教科担当者：（A～F組　湯浅　孝　㊞　）

 使用教科書：『 新編　数学Ⅲ』　（啓林館）

 平成２７年度　数学Ⅲ　年間授業計画

指導内容
 【年間授業計画】

 「数学Ⅲ」の具体的な指導目標
 【年間授業計画】

 使用教材・教具
予定
時数

４
月

 第３章数列の極限
 第1節無限数列
 １．無限数列と極限
 ２．無限等比数列
 第2節無限級数
 １．無限級数
 ２．無限等比級数

 第３章数列の極限
 第1節無限数列
 １．無限数列と極限：数列の収束、発散を理解し、極限を求めることができる。
 ２．無限等比数列：無限等比数列の収束条件が理解できている。
 第2節無限級数
 １．無限級数：無限級数の収束、発散を理解し、極限値を求めることができる。
 ２．無限等比級数：無限等比級数の応用問題を解くことができる。

教科書
 ニューアクションβ
Study-Upノート
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５
月

 第４章関数の極限
 第1節
 １．分数関数と無理関数
 ２．無理関数
 ３．合成関数
 ４．逆関数
 第2節関数の極限と連続性
 １．関数の極限
 ２．指数関数・対数関数の極限
 ３．三角関数の極限
 ４．関数の連続性

 第４章関数の極限
 第1節分数関数と無理関数
 １．分数関数　２．無理関数
 　分数関数や無理関数の定義や性質を理解し、グラフを利用して方程式・不等式を解くこ
 と　　ができる。
 ３．合成関数　４．逆関数
 　合成関数・逆関数の考え方、性質を理解することができている。
 第2節関数の極限と連続性
 １．関数の極限 : 関数の極限を理解し、極限値を求めることができる。
 ２．指数関数・対数関数の極限　３．三角関数の極限
 　指数関数・対数関数・三角関数の極限を理解し、極限値を求めることができる。
 ４．関数の連続性 : 関数の連続について、極限を用いて考察することができる。

教科書
 ニューアクションβ
Study-Upノート

６
月

 第５章微分法
 第１節微分と導関数
 １．微分可能と連続
 ２．微分と導関数
 ３．合成関数の微分法
 第２節いろいろな関数の導関数
 １．三角関数の導関数
 ２．対数関数・指数関数の導関数
 ３．高次導関数

 第５章微分法
 第１節微分と導関数
 １．微分可能と連続 :微分可能と連続性の関連が理解できている。
 ２．微分と導関数: いろいろな関数の導関数を求めることができる。
 ３．合成関数の微分法 : 合成関数の微分法を理解できている。
 第２節いろいろな関数の導関数
 １．三角関数の導関数　２．対数関数・指数関数の導関数
 　三角関数・対数関数・指数関数の導関数を求めることができる。
 ３．高次導関数 : 高次導関数を求めることができる。

教科書
 ニューアクションβ
Study-Upノート

７
月

 第３節導関数の応用
 １．接線の方程式
 ２．平均値の定理
 ３．関数の増減

 第３節導関数の応用
 １．接線の方程式: 導関数を利用して接線の方程式を求めることができる。
 ２．平均値の定理: 平均値の定理を用いて応用問題を解くことができる。
 ３．関数の増減:　導関数を用いて関数のグラフの増減を調べることができる。

教科書
 ニューアクションβ
Study-Upノート

９
月

 第４節
 １．グラフの凹凸
 ２．第2次導関数と極大・極小
 ３．速度と加速度
 第６章積分法
 第１節不定積分
 １．不定積分
 ２．置換積分法と部分積分法

 第４節
 １．グラフの凹凸:　関数のグラフの凹凸についてに理解できている。
 ２．第2次導関数と極大・極小: 2次導関数を用いて極大・極小を調べることができる。
 ３．速度と加速度: 平面上の点の運動と微分、速度・加速度の関係が理解できている。
 第６章積分法
 第１節不定積分
 １．不定積分　:　いろいろな関数の不定積分を求めることができる。
 ２．置換積分法と部分積分法　:　合成関数の微分法と置換積分法、積の微分法と部分積分
 法の関係を理解し、いろいろな関数の不定積分を求めることができる。

教科書
 ニューアクションβ
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１０

月

 第２節定積分
 １．定積分
 ２．定積分と微分
 ３．区分求積法と定積分
 第３節面積
 １．面積
 第４節体積
 １．体積
 ２．回転体の体積
 第５節曲線の長さ
 １．曲線の長さ

 第２節定積分
 １．定積分:　定積分を計算することができる。
 ２．定積分と微分: 定積分と微分の関係が理解できている。
 ３．区分求積法と定積分: 定積分や区分求積法の意味をできている。
 第３節面積
 １．面積： 様々な関数で囲まれた平面上の図形の面積を求めることができる。
 第４節体積
 １．体積： 定積分を利用しての立体の体積の求め方を理解できている。
 ２．回転体の体積: 回転体の体積を定積分を用いて求めることができる。
 第５節曲線の長さ
 １．曲線の長さ: 関数で表されるグラフの曲線の長さの求め方を理解できている。

教科書
 ニューアクションβ
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１１
月

 第１章平面上の曲線
 第１節２次曲線
 １．放物線
 ２．楕円
 ３．双曲線
 ４．２次曲線と直線の共有点
 ５．２次曲線の平行移動
 第２節媒介変数と極座標
 １．曲線の媒介変数表示
 ２．極座標と極方程式
 ３．いろいろな曲線

 第１章平面上の曲線
 第１節２次曲線
 １．放物線　２．楕円　３．双曲線
 　放物線・楕円・双曲線などの2次曲線の方程式より、焦点や軸を調べることができる。
 ４．２次曲線と直線の共有点：2次曲線と直線の位置関係を理解し、共有点の座標を求める
 ことができる。
 ５．２次曲線の平行移動：2次曲線を平行移動した場合の方程式を求めることができる。
 第２節媒介変数と極座標
 １．曲線の媒介変数表示　２．極座標と極方程式
 　媒介変数や極座標・極方程式の考え方が理解できている。
 ３．いろいろな曲線：媒介変数・極座標を用いて様々な曲線を表すことができる。

教科書
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１２
月

 第２章複素数平面
 第１節複素数平面
 １．複素数平面
 ２．複素数の極形式
 ３．ド・モアブルの定理

 第２章複素数平面
 第１節複素数平面
 １．複素数平面：複素数と複素数平面の表示を関連づけて考えることができる。
 ２．複素数の極形式：複素数を極形式で表し、図形的な考察をすることができる。
 ３．ド・モアブルの定理：ド・モアブルの定理を理解できている。

教科書
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１
月

 第２節平面図形と複素数
 １．平面図形と複素数

 第２節平面図形と複素数
 １．平面図形と複素数：平面図形を複素数を利用して考察することができる。

教科書
 ニューアクションβ
Study-Upノート
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 ４．学習者への注意

 　①予習として教科書の理解できない箇所をチェックしておく。
   ② 授業では理解できなかった箇所を重点的に学習し、必要に応じて質問する。
   ③ 学習した内容はその日のうちに復習して問題集等を活用し理解を深める。

 ５．評価の観点・方法：　①定期考査の得点と平常点を１０：１の比重で評価する。  ② 平常点については小テストや提出物を重視し、学習態度等も反映させる。



指導内容
 【年間授業計画】

 「数学Ⅲ」の具体的な指導目標
 【年間授業計画】

 使用教材・教具
予定
時数


