
年間授業計画

教科 ： （ 数学 ）　　科目 ： （ 数学Ⅰ ）　　対象 ： （　第 １ 学年　）

教科担当者 ： （ A組 ： 原　剛史 / 神谷　嘉洋 ㊞　　BＣＤＥＦＧ組 ： 原　剛史 / 戸代谷　篤則 / 原野　雄介 ㊞　 ）

使用教科書 ： 「 新版数学Ⅰ　新訂版 」 （ 実教出版 ）

 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

単位数 ： ３

５月

６月

７月

1次不等式
２次関数とそのグラフ

①不等式の性質
不等式、左辺、右辺、両辺、不等式の性質
②１次不等式
不等式の解、不等式を解く、移項、１次不等式、１次不等式の解法
③１次不等式の応用
一次不等式の応用、連立一次不等式
①関数
ｙはｘの関数であること、関数の定義域、値域①２次関数
２次関数、平行移動、放物線、軸、頂点、下に凸、上に凸、平方完成

教科書・プリント・問題集

37

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

４月

11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、因数分解による解法、２次方程式の解の公式、実数解、重解、判別式、判別式の
符号と２次関数の実数解の個数
②２次関数のグラフとｘ軸の共有点
２次関数のグラフとｘ軸の共有点のｘ座標、接する、接点、共有点の個数、２次関数のグラフとｘ軸の位
置関係

教科書・プリント・問題集

２次関数とそのグラフ

９月

10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
制限された定義域での最大・最小、最大、最小の応用
③２次関数の決定
頂点に関する条件が与えられたとき
グラフ上の３点が与えられたとき

教科書・プリント・問題集

集合、必要条件と十分条件、命題、代表値、散布度、相関係数３月

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課題提出を重視し、学習態度等も反映させる。

式の計算

①整式
単項式、次数、係数、多項式、項、整式、同類項、整式を整理すること、定数項、特定の文字に着目する
こと、降べきの順
②整式の加法・減法・乗法
整式の和・差、累乗、指数、指数法則、単項式の積、分配法則、置き換えによる展開の工夫、展開

教科書・プリント・問題集

式の計算
実数

③因数分解
因数分解、因数、共通因数をくくり出すこと、２次式の因数分解、たすきがけの因数分解、置き換えによ
る因数分解の工夫、１つの文字について整理すること
①実数
数直線、原点、座標、絶対値、絶対値の性質
②根号を含む式の計算
平方根、積と商の平方根、根号の中を簡単にすること、根号を含む式の計算、分母の有理化、式の値

教科書・プリント・問題集

12月

１月

２月

教科書・プリント・問題集

20

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

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

48

図形と計量

鋭角の三角比
②直角三角形の辺と角
③三角比の相互関係
１つの三角比の値から他の三角比の値を求める

教科書・プリント・問題集

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、鈍角の三角比、単位円
②三角比の性質
１つの三角比の値から他の三角比の値を求める。
①正弦定理、余弦定理
外接円、正弦定理、正弦定理の応用、余弦定理
②三角形の面積
三角形の面積の公式、３つの辺の長さから面積を求める。
③空間図形の計量　空間図形への応用

教科書・プリント・問題集

集合と論証、データの分析



年間授業計画

教科 ： （ 数学 ）　　科目 ： （ 数学Ａ ）　　対象 ： （　第 １ 学年　）

教科担当者 ： （ A組 ： 原　剛史 / 鈴木　秀志 ㊞　　BＣ組 ： 戸代谷　篤則 / 原　剛史 / 原野　雄介 ㊞　　DＥＦＧ組 ： 原野　雄介 / 戸代谷　篤則 / 鈴木　秀志 ㊞　 ）

使用教科書 ： 「 新版数学Ａ　新訂版 」 （ 実教出版 ）

 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

単位数 ： ２

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・プリント・問題集

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・プリント・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・プリント・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・プリント・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・プリント・問題集

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・プリント・問題集

12月 図形の性質

（１２月の引き続き）
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

教科書・プリント・問題集

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・プリント・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。

24

28

18

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・プリント・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・プリント・問題集

11月 図形の性質
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

教科書・プリント・問題集



年間授業計画

教科 ： （ 数学 ）　　科目 ： （ 数学Ⅱ ）　　対象 ： （　第 ２ 学年　）

教科担当者 ： （ A組 ： 湯浅孝 / 鈴木秀志 ㊞　　BＣＦＧ組 ： 湯浅孝 / 神谷嘉洋 / 鈴木聖矢 ㊞　　DＥ組 ： 湯浅孝 / 神谷嘉洋 / 鈴木秀志 ㊞　 ）

使用教科書 ： 「 新版数学Ⅱ　新訂版 」 （ 実教出版 ）

 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

単位数 ： ３

５月

　・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
3．式と証明
　・恒等式
　・等式の証明
〈中間考査〉
　・不等式の証明

　・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
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。
　

教科書・プリント・問題集

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

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。

教科書・プリント・問題集

６月

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
　・直線の方程式
　・2直線の平行、垂直

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。
　・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。

教科書・プリント・問題集

７月

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

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・プリント・問題集

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・プリント・問題集

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・プリント・問題集

12月

2．対数と対数関数
　・対数
　・対数関数
　・常用対数
〈期末考査〉

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。
　・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・プリント・問題集

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・プリント・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。

50

54

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・プリント・問題集

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・プリント・問題集

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

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。

教科書・プリント・問題集



年間授業計画

教科 ： （ 数学 ）　　科目 ： （ 数学B ）　　対象 ： （　第 ２ 学年　）

教科担当者 ： （ A組 ： 湯浅孝 ㊞　　BＣＤＥＦＧ組 ： 長谷見　和弘 / 鈴木　聖矢 ㊞　 ）

使用教科書 ： 「 新版数学B　新訂版 」 （ 実教出版 ）

 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

単位数 ： ３

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。
　　・階差数列の考え方を理解させる。
　　・階差数列を用いて一般項を求めることができる。

教科書・プリント・問題集

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・プリント・問題集

35

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・プリント・問題集

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・プリント・問題集

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・プリント・問題集

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
　　・ベクトルの考え方を理解させる。
　　・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を理解させる。

教科書・プリント・問題集

50

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を理解させる。
　　・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・プリント・問題集

教科書・プリント・問題集

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・プリント・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。

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・外分を求めることができる。
　　・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を理解させる。
　　・確率変数の平均の計算ができる。

教科書・プリント・問題集

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を理解させる。

教科書・プリント・問題集

26

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させる。



年間授業計画

教科 ： （ 数学 ）　　科目 ： （ 数学Ⅰ ）　　対象 ： （　第 ３ 学年　）

教科担当者 ： （ A ～ Ｇ組 ： 鈴木　聖矢 ㊞　 ）

使用教科書 ： 「 エクセルライト 数学Ⅰ＋Ａ 」 （ 実教出版 ）

 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

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。

１月

５　データの分析
・データの整理
・データの分析(1)
・データの分析(2)

・代表値
・四分位範囲
・標準偏差
・散布図
・相関係数

エクセルライト 数学Ⅰ＋Ａ 6

12月
４　集合と論証
・命題と条件
・命題と証明

・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

エクセルライト 数学Ⅰ＋Ａ

10月

２　２次関数
・２次関数のグラフと２次不等式(2)
・２次関数のグラフの応用
・２次不等式の応用
３　図形と計量
・三角比
・三角比の相互関係
・三角比の拡張

・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
・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理解する
・鈍角の三角比

エクセルライト 数学Ⅰ＋Ａ

９月

・２次関数の決定
・２次方程式と判別式
・２次方程式の応用
・２次関数のグラフとx軸との位置関
係
・２次関数のグラフと２次不等式(1)

・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
・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

エクセルライト 数学Ⅰ＋Ａ

20

11月

３　図形と計量
・正弦定理・余弦定理・三角形の面積
・平面図形の計量
・空間図形の計量
４　集合と論証
・集合
・集合の要素の個数

・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

・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

エクセルライト 数学Ⅰ＋Ａ

６月

１　数と式
・不等式
・絶対値の計算
２　２次関数
・関数とグラフ
・２次関数のグラフ
・２次関数の最大・最小(1)

・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
・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

エクセルライト 数学Ⅰ＋Ａ

５月

１　数と式
・整式の乗法(2)
・因数分解(1)
・因数分解(2)
・因数分解(3)
・平方根の計算
・いろいろな式の値

・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
・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
・二重根号、対称式の計算ができる

エクセルライト 数学Ⅰ＋Ａ

４月
１　数と式
・整式の整理と加法・減法
・整式の乗法(1)

・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
・公式を利用し、スムーズに展開ができる

エクセルライト 数学Ⅰ＋Ａ

14

７月

２　２次関数
・２次関数の最大・最小(2)
・２次関数の最大・最小(3)

・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

エクセルライト 数学Ⅰ＋Ａ

単位数 ： ２



年間授業計画

教科 ： （ 数学 ）　　科目 ： （ 数学ⅠA演習 ）　　対象 ： （　第 ３ 学年　）

教科担当者 ： （ A ～ Ｇ組 ： 原野　雄介 ㊞　 ）

使用教科書 ： 「 新編　数学Ⅰ 」 （ 実教出版 ）

 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

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。

１月 ２２．データの分析
２２．データの分析
　分散、標準偏差を求めることができる。

教科書
ニューサポート数学Ⅰ＋A

14

12月
２０．整数の性質（２）
２１．いろいろな方程式の整数解

２０．整数の性質（２）
　1次不定方程式を解くことができる。
２１．いろいろな方程式の整数解
　方程式の整数解を求めることができる。

教科書
ニューサポート数学Ⅰ＋A

10月
１４．集合と命題
１５．場合の数、順列
１６．組合せ

１４．集合と命題
　必要条件・十分条件、逆・裏・対偶の内容を理解できている。
１５．場合の数、順列
　円順列、重複順列を理解できている。
１６．組合せ
　同じのもを含む順列の総数を求めることができる。

教科書
ニューサポート数学Ⅰ＋A

９月
１２．正弦定理・余弦定理
１３．図形の計量

１２．正弦定理・余弦定理
　正弦定理・余弦定理を利用して円に内接する四角形の辺の長さなどを求めることができる。
１３．図形の計量
　正弦定理・余弦定理を用いて三角形の面積を求めることができる。

教科書
ニューサポート数学Ⅰ＋A

30

11月
１７．確率（１）
１８．確率（２）
１９．整数の性質（１）

１７．確率（１）
　基本的な問題の確率を求めることができる。
１８．確率（２）
　独立試行・反復試行・条件付き確率を求めることができる。
１９．整数の性質（１）
　合同式の内容を理解できている。

教科書
ニューサポート数学Ⅰ＋A

６月
７．グラフと2次不等式
８．三角形の性質
９．円の性質

７．グラフと2次不等式
　グラフを利用して2次不等式を解くことができる。
８．三角形の性質
　三角形の外心・内心・垂心・重心を利用した応用問題を解くことができる。
９．円の性質
　方べきの定理を理解し、活用できる。

教科書
ニューサポート数学Ⅰ＋A

５月
４．2次関数のグラフ
５．2次関数の最大・最小
６．グラフと2次方程式

４．2次関数のグラフ
　　平行移動・対称移動した放物線を表す方程式を表すことができる。
５．2次関数の最大・最小
　　定義域に制限がある場合の最大値・最小値を求めることができる。
６．グラフと2次方程式
　　放物線と直線の共有点の座標を求めることができる。

教科書
ニューサポート数学Ⅰ＋A

４月
１．式の展開・因数分解
２．根号を含む式の計算
３．1次不等式

１．式の展開・因数分解
　複2次式の因数分解ができる。
２．根号を含む式の計算
　二重根号をはずすことができる。
３．1次不等式
　絶対値を含む不等式を解くことができる。

教科書
ニューサポート数学Ⅰ＋A

26

７月
１０．空間図形
１１．三角比

１０．空間図形
 基本的な多面体の体積を求めることができる。
１１．三角比
　三角比の相互関係が理解できている。

教科書
ニューサポート数学Ⅰ＋A

単位数 ： ２



年間授業計画

教科 ： （ 数学 ）　　科目 ： （ 数学ⅡB演習 ）　　対象 ： （　第 ３ 学年　）

教科担当者 ： （ A ～ Ｇ組 ： 長谷見　和弘 ㊞　 ）

使用教科書 ： 「 新版　数学Ⅱ 」 （ 実教出版 ）

 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

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。

１月 受験演習 過去問演習 エクセル数学Ⅱ＋B 4

12月 受験演習 過去問演習 エクセル数学Ⅱ＋B

10月

等比数列
等比数列の和
種々の数列
漸化式と数列

等比数列の一般項、、第ｎ項までの和を求めることができる
等比中項などの応用問題を解くことができる
部分分数やΣを使って、様々な数列の一般項や和を求めることができる

エクセル数学Ⅱ＋B

９月

空間座標と空間ベクトルの成分
空間ベクトルの内積
等差数列
等差数列の和

空間ベクトルの内積をなす角や成分を使って計算することができる
等差数列の一般項、第ｎ項までの和を求めることができる

エクセル数学Ⅱ＋B

22

11月 受験演習 過去問演習 エクセル数学Ⅱ＋B

６月

指数・対数の計算
導関数と接線
関数の極値とグラフ
関数の最大・最小
不定積分・定積分
定積分で表された関数
面積
ベクトルの演算、成分、内積

指数、対数を理解して問題を解くことができる
関数を微分して、極値、最大値、最小値を求めたり、グラフを作図したりすることができる
不定積分、定積分を求めることができる
グラフを利用して、グラフで囲まれた面積を求めることができる
ベクトルの演算を理解することができる
２つのベクトルの内積ををなす角や成分を使って内積を求めることができる

エクセル数学Ⅱ＋B

５月

剰余の定理・因数定理
高次方程式
軌跡
領域
三角関数の性質
三角関数のグラフ
三角関数と方程式・不等式
加法定理

剰余の定理、因数定理を理解して、高次方程式を解くことができる
直線や円の方程式を使って交点の座標を求めたり、位置関係を調べたりすることができる
三角関数の性質を理解する
三角関数を含む方程式・不等式を解くことができる
加法定理を理解して、問題を解くことができる

エクセル数学Ⅱ＋B

４月

３次式の計算
整式の割り算・分数式
恒等式
不等式
複素数とその計算
判別式
解と係数の関係
点と直線
円の方程式、円と直線

３次式の展開、因数文化をすることができる
整式の除法、分数式を理解し、計算することができる
不等式の証明を理解する
複素数の計算をすることが着る
判別式を使って解の判別をすることができる
解と係数の関係を理解する
直線や円の方程式を理解する
直線や円の方程式を使って交点の座標を求めたり、位置関係を調べたりすることができる

エクセル数学Ⅱ＋B

22

７月
ベクトルと平面図形
夏季講習

位置ベクトルを理解し、平面図形についての問題を解くことができる エクセル数学Ⅱ＋B

単位数 ： ２



年間授業計画

教科 ： （ 数学 ）　　科目 ： （ 数学Ⅲ ）　　対象 ： （　第 ３ 学年　）

教科担当者 ： （ A ～ Ｇ組 ： 長谷見　和弘 ㊞　 ）

使用教科書 ： 「 新版　数学Ⅲ 」 （ 実教出版 ）

 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

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。

１月 受験指導 受験指導
教科書
スパイラル数学Ⅲ

4

12月

第２節　媒介変数表示と極座標
１．媒介変数表示
２．極座標
３．極方程式

第２節　媒介変数表示と極座標
１．媒介変数表示
　媒介変数を用いて、いろいろ曲線を表すことができる。
２．極座標
　直交座標と極座標の関係を理解することができる。
３．極方程式
　極方程式を利用して図形を考察することができる。

教科書
スパイラル数学Ⅲ

10月

第３節　面積・体積・道のり
１．面積
２．体積
３．曲線の長さと道のり

第１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
第２節　複素数と平面図形
１．複素数と平面図形

第３節　面積・体積・道のり
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。
２．体積　　定積分を利用した立体の面積の求め方を理解することができる。
３．曲線の長さと道のり　　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。
第１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　　複素数を極形式へ変形することができ、ド・モアブルの定理を理解することができる。
第２節　複素数と平面図形
　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
スパイラル数学Ⅲ

９月

第２節
１．定積分
２．定積分の置換積分法と部分積分法
３．定積分と数列の和の極限
４．定積分と不等式

第２節
１．定積分　２．定積分の置換積分法と部分積分法
　定積分を計算することができる。
３．定積分と数列の和の極限
　定積分や区分求積法の意味を理解することができる。
４．定積分と不等式
　定積分を含んだ不等式の証明をすることができる。
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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．曲線の平行移動
５．２次曲線と直線

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．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。
５．２次曲線と直線
　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。

教科書
スパイラル数学Ⅲ

６月

第２節　いろいろな関数の微分
１．三角関数の導関数
２．対数関数と指数関数の導関数
２．微分と導関数
３．高次導関数
第３節　接線
１．接線と法線
２．平均値の定理
第４節　関数の値の変化
１．関数の増加・減少と極値
２．関数とそのグラフ

第２節　いろいろな関数の微分
１．三角関数の導関数　２．対数関数と指数関数の導関数　　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。
第３節　接線
１．接線と法線　　導関数を利用して接線と法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。
第４節　関数の値の変化
１．関数の増加・減少と極値　　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。
２．関数のグラフ　　２次導関数を用いて極大・極小を調べ、関数のグラフの凹凸を理解理解することができる。
３．速度・加速度　　平面上の点の運動と微分、速度・加速度の関係を理解することができる。
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５月

第３節　関数の極限
１．関数の極限
２．関数の連続性

第４章　微分法
第１節　微分法
１．微分係数
２．関数の微分法
３．合成関数・逆関数の微分法

第３節　関数の極限
１．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。
２．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。

第４章
第１節　微分法
１．微分係数　　微分可能と連続性の関連が理解できている。
２．関数の微分法　　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・逆関数のの微分法　　合成関数の微分法を理解できている。
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４月

第３章　関数の極限
第１節　関数
１．分数関数とそのグラフ
２．無理関数とそのグラフ
３．逆関数と合成関数
第２節　数列とその極限
１．数列の極限
２．無限等比級数の極限
３．無限級数

第３章　関数と極限
第１節 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  数列とその極限
１．数列の極限　　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。
　　　　　　　　　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。
２．無限級数　　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。
　　　　　　　　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。
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７月

第５章　積分法
第１節　不定積分
１．不定積分の公式
２．置換積分法
３．部分積分法
４．いろいろな関数の不定積分

第５章　積分法
第１節　不定積分
１．不定積分の公式
　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　３．部分積分法　４．いろいろな関数の不定積分
　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。
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