
①数学への関心・意欲・態度 ②数学的な見方や考え方 ③数学的な技能 ④数量図形などについての知識・理解

　整数の性質 2 　整数の性質 （整数の性質） （整数の性質） （整数の性質） （整数の性質） ・ノート　①　・ワーク　①

・整数を２つの自然数の積の形に表すこと
に関心をもち,その結果からわかることはな
いか考えようとする。

・整数を２つの自然数の積に表した形から,
倍数や約数の性質を見いだすことができる。

・自然数を素因数分解することができる。 ・素数の意味を理解している。
・自然数が素数と素数ではない数に分けら
れることを理解している。

・提出課題　① 　・授業観察　①
・ワークシート　①②③④
・小テスト　①②③④

・自然数を素因数分解することに関心をも
ち,いろいろな方法で素因数分解しようとす
る。

・素因数分解の意味とその方法を理解して
いる。

・単元テスト　①②③④
・定期考査　②③④

１章　正負の数 １　符号のついた数 （正負の数） （正負の数） （正負の数） （正負の数） ・ノート　①　・ワーク　①

　１節　正負の数 ２　数の大小 ・身のまわりの正負の数に関心をもち,その ・正負の数の四則計算の方法を考えること ・反対の性質をもつ量や基準とのちがいを, ・正負の数の必要性と意味を理解している。 ・提出課題　① 　・授業観察　①

　２節　加法と減法 １　加法             ２　減法 必要性と意味を考えようとする。 ができる。 正負の数を使って表すことができる。 ・数直線上の位置と正負の数の大小の関係 ・ワークシート　①②③④

３　加法と減法の混じった計算 ・正負の数の四則計算に関心をもち,計算 ・数の範囲と四則計算の可能性について ・正負の数を数直線上に表すことができる。 を理解している。 ・小テスト　①②③④

　３節　乗法と除法 １　乗法 方法を考えようとする。 考えることができる。 ・正負の数の大小関係を不等号を使って ・絶対値の意味を理解している。 ・単元テスト　①②③④

２　除法 ・具体的な事象を正負の数でとらえること ・身のまわりの問題を,正負の数を利用して 表すことができる。 ・絶対値と正負の数の大小の関係を理解し ・定期考査　②③④

３　四則の混じった計算 に関心をもち,正負の数を利用して問題を 解決することができる。 ・正負の数の絶対値を求めることができる。 ている。

４　数の範囲と四則 解決しようとする。 ・正負の数の四則計算ができる。 ・正負の数の四則計算の方法を理解してい

　４節正負の数の利用 3 １　正負の数の利用 ・交換法則や結合法則,分配法則を利用し る。

２章　文字と式 １　文字の使用 て,くふうして計算することができる。

　１節　文字を使った式 ２　文字を使った式の表し方 (文字と式） (文字と式） (文字と式） (文字と式） ・ノート　①　・ワーク　①

３　代入と式の値 ・文字を使うことに関心をもち,いろいろな数 ・数量を求める式から,その求め方を読みとっ ・具体的な数量を, 文字を使った式で表すこ ・文字式での表し方のきまりを理解している。 ・提出課題　① 　・授業観察　①

　２節　文字式の計算 6 １　1次式の計算 量を,文字を使って表そうとする。 て、図を使って説明することができる。 とができる。 ・式の値や項と係数の意味を理解している。 ・ワークシート　①②③④

　３節　文字式の利用 7 １　数量の表し方　２　関係の表し方 ・１次式の計算に関心をもち,計算方法を考 ・数量の求め方を、自分なりの方法で考え、 ・１次式の計算ができる。 ・１次式の計算方法を理解している。 ・小テスト　①②③④

３章　方程式 １　方程式とその解 えようとする。 式や図を使って説明することができる。 ・数量の間の関係を等式や不等式で表すこ ・等式と不等式の意味を理解している。 ・単元テスト　①②③④

　１節　方程式とその解き方 7 ２　方程式の解き方 とができる。 ・定期考査　②③④

３　いろいろな方程式 (方程式） (方程式） (方程式） (方程式） ・ノート　①　・ワーク　①

・方程式を解くことに関心をもち,方程式の ・天秤の操作と結びつけて、方程式の解き ・等式の性質や移項の考えを使って方程式 ・方程式とその解の意味を理解している。 ・提出課題　① 　・授業観察　①

　２節　1次方程式の利用 7 １　1次方程式の利用 解き方を考えようとする。 方を考えることができる。 を解くことができる。 ・等式の性質や移項の意味を理解している。 ・ワークシート　①②③④

２　比例式の利用 ・具体的な事象を方程式や比例式でとらえ ・等式の性質をもとにして, 移項の考えを見 ・かっこをふくむ方程式や,係数に小数,分数を ・１次方程式を解く手順を理解している。 ・小テスト　①②③④

ることに関心をもち,方程式や比例式を利用 いだすことができる。 ふくむ方程式を解くことができる。 ・かっこをふくむ方程式や,係数に小数,分数を ・単元テスト　①②③④

して問題を解決しようとする。 ・方程式や比例式を利用して問題を解決す ・比例式の性質を利用して,文字の値を求め ふくむ方程式の解き方を理解している。 ・定期考査　②③④

４章　比例と反比例 ることができる。 ることができる ・比例式の意味とその性質を理解している。

　１節　関数 3 １　関数 （比例と反比例） （比例と反比例） （比例と反比例） （比例と反比例） ・ノート　①　・ワーク　①

　２節　比例 8 １　比例する量 ・ともなって変わる２つの数量の間の関係 ・具体的な事象のなかから,関数の関係にあ ・ともなって変わる２つの数量の間の関係を, ・関数の意味を理解している。 ・提出課題　① 　・授業観察　①

２　比例のグラフ に関心をもち,その変化や対応の様子を調 る２つの数量を見いだすことができる。 表や式に表すことができる。 ・変域の意味と表し方を理解している。 ・ワークシート　①②③④

３　比例の表、式、グラフ べようとする。 ・比例,反比例の表,式,グラフを,関連づけて ・点の座標を求めたり,座標を平面上の点で ・ｘの変域や比例定数を負の数にひろげても, ・小テスト　①②③④

　３節　反比例 6 １　反比例する量 ・具体的な事象を, 比例や反比例の関係で 考えることができる。 表すことができる。 比例や反比例の性質が成り立つことを理解 ・単元テスト　①②③④

２　反比例のグラフ とらえることに関心をもち,比例や反比例と ・具体的な事象を, 比例や反比例の関係で ・比例や反比例のグラフをかくことができる。 している。 ・定期考査　②③④

３　反比例の表、式、グラフ そのグラフを利用して問題を解決しようとす とらえ,比例や反比例とそのグラフを利用して ・グラフや１組のｘ,ｙの値から,比例や反比例 ・座標の意味を理解している。

　４節　比例と反比例の利用 3 １　比例と反比例の利用 る。 問題を解決することができる。 の式を求めることができる。 ・比例や反比例のグラフの特徴を理解してい

５章　平面図形 １　図形の移動 る。

　１節　図形の移動 （平面図形） （平面図形） （平面図形） （平面図形） ・ノート　①　・ワーク　①

　２節　基本の作図 １　作図のしかた ・図形の移動に関心をもち,移動の性質を ・移動の性質を見いだすことができる。 ・移動の性質を,用語や記号を用いて表すこと ・移動の意味とその性質を理解している。 ・提出課題　① 　・授業観察　①

8 ２　基本の作図 調べようとする。 ・交わる２つの円の性質をもとにして、基本的 ができる。 ・作図における定規とコンパスの役割を理解 ・ワークシート　①②③④

３　いろいろな作図 ・作図に関心をもち,基本的な作図の方法を な作図の方法を考えることができる。 ・移動させた図形をかくことができる。 している。 ・小テスト　①②③④

　３節　おうぎ形 3 １　おうぎ形 考えようとする。 ・基本的な作図を利用して、いろいろな作図 ・基本的な作図ができる。 ・基本的な作図の方法を理解している。 ・単元テスト　①②③④

６章　空間図形 ・基本的な作図を利用して、いろいろな作図 の方法を考えることができる。 ・おうぎ形の弧の長さや面積を求めることが ・おうぎ形の弧の長さや面積の求め方を理解 ・定期考査　②③④

　１節　いろいろな立体 3 １　いろいろな立体 の方法を考えようとする。 ・おうぎ形の弧の長さや面積の求め方を,中 できる。 している。

　２節　立体の見方と調べ方 １　直線や平面の位置関係 ・おうぎ形の弧の長さや面積の求め方を考え心角との関係をもとに考えることができる。

２　面の動き ようとする。

３　立体の展開図 （空間図形） （空間図形） （空間図形） （空間図形） ・ノート　①　・ワーク　①

４　立体の投影図 ・立体や空間内における直線や平面の位置・立体の共通点やちがいを考えることができ ・展開図をかくことができる。 ・立体の特徴や空間における直線や平面の ・提出課題　① 　・授業観察　①

　３節　立体の表面積と体積 １　体積 関係に関心をもち、それらの特徴を調べたり、る。 ・体積や表面積を求めることができる。 位置関係を理解している。 ・ワークシート　①②③④

２　表面積 分類したりしようとする。 ・空間内における直線や平面の位置関係を ・展開図とその特徴を理解している。 ・小テスト　①②③④

３　球の体積と表面積 見いだし,分類することができる。 ・投影図の意味を理解している。 ・単元テスト　①②③④

７章　資料の分析と活用 １　度数の分布 ・体積や表面積の求め方を理解している。 ・定期考査　②③④

　１節　資料の分析 ２　範囲と代表値 (資料の分析と活用） (資料の分析と活用） (資料の分析と活用） (資料の分析と活用） ・ノート　①　・ワーク　①

　２節　資料の活用 3 ことがらの起こりやすさ ・資料の傾向をとらえることに関心をもち,資 ・資料の分布のようすや特徴をもとにして,資 ・資料を度数分布表やヒストグラムに表すこ ・度数分布表やヒストグラムの意味と必要性 ・提出課題　① 　・授業観察　①

料を整理して,その傾向をとらえようとしてい 料の傾向をとらえ,説明することができる。 とができる。 を理解している。 ・ワークシート　①②③④

る。 読み取り, 説明することができる。 ・資料の相対度数を求めることができる。 ・相対度数の意味と必要性を理解している。 ・小テスト　①②③④

・不確定なことがらの起こりやすさに関心を　・相対度数の変化の特徴を読み取ることがで ・資料の範囲や代表値を求めることができる。・範囲や代表値の意味と必要性を理解して ・単元テスト　①②③④

もち、多数のデータをもとにして考えようと きる。 ・累積度数、累積相対度数、確率を求めることいる。 ・定期考査　②③④

している。 ・相対度数から起こりやすさの傾向を予測し、ができる。 ・資料の分布のようすによって、代表値を適

説明することができる。 切に用いる必要があることを理解している。

　まとめと振り返り 15 ・累積度数、累積相対度数、確率の意味と

　　　　配当時数合計 140 必要性を理解している。
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各単元の観点別評価規準
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