
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

１章　多項式 １　多項式と単項式の乗除 （多項式） （多項式） （多項式） （多項式） ・ノート　①②　　　　

　１節　多項式の計算 ２　多項式の乗法 ・式の展開や因数分解に関心をもつ。 ・式の展開や因数分解の方法を既習事項 ・公式を利用して, 式の展開や因数分解が ・式の展開, 因数分解などに関する用語や ・ワーク①

３　乗法公式 ・公式を使って, 展開や因数分解に意欲的 と絡めて考察することができる できる。 記号, 手順について説明することができる。 ・提出課題　①② 　

　２節　因数分解 １　因数分解 に取り組む。 ・問題解決に文字を使用することができる。 ・展開や因数分解を利用して, 数や図形の ・乗法公式を理解している。 ・授業観察　①②③④

２　公式を利用する因数分解 （平方根） （平方根） 性質について考察することができる。 （平方根） ・ワークシート　①②③④

　３節　式の計算の利用 4 １　式の計算の利用 ・平方根に関心をもち, 数の概念をさらに深 ・2乗してaになる数として, 数aの平方根を考 （平方根） ・平方根に関する用語や記号について説明 ・小テスト　①②③④

２章　平方根 １　平方根 めていこうとする。 えることができる。 ・数を有理数と無理数に分類できる。 することができる。 ・単元テスト　①②③④

　１節　平方根 ２　素因数分解 ・無理数の意味を知り, 今までの数との違いや ・背理法による証明の方法にふれ, 無理数 ・素数を求めたり, 素数でない数を素因数分 ・根号のついた数や式の, 変形や計算の意 ・定期考査　①②③④

１　根号をふくむ式の乗除 共通点に関心をもち, 数を整理しようとする。 であるわけを理解することができる。 解したりすることができる。 味とその計算方法を理解している。

　２節　根号をふくむ式の計算 ２　根号をふくむ式の加減 ・根号を含む式の計算に意欲をもって取り ・文字式の計算から, 根号を含む式の計算 ・根号を含んだ式の四則計算や変形ができる。 ・無理数と有理数の意味を理解する。

３　根号をふくむ式のいろいろな計算 組もうとする。 のしかたを類推することができる。 （２次方程式） （２次方程式）

４　平方根の利用 （２次方程式） （２次方程式） ・因数分解や平方根の考え, 解の公式を利 ・２次方程式とその解の意味を理解する。

３章　２次方程式 １　２次方程式 ・2次方程式やその解を求めることに関心をもつ ・平方根を求める方法や因数分解を利用して, 用して２次方程式解くことができ, その手順 ・解の公式や平方完成を理解している。

　１節　２次方程式とその解き方 ２　平方根の考えを使った解き方 ・x
2
+px+q=0の形の２次方程式を, 平方根を ２次方程式を解くときの考え方がわかる。 を説明することができる。 ・２次方程式を使って問題を解決する手順

　 ３　２次方程式の解の公式 平方根の考えを使って解くことごできるよう ・解の公式を導き, 公式を用いることのよさ ・２次方程式を使って問題を解決すること を理解している。

４　因数分解による解き方 に, 平方の形に直す方法を考えようとする。 に気づく。 ができる。

５　いろいろな２次方程式 （関数y=ax
2
） （関数y=ax

2
） （関数y=ax

2
） （関数y=ax

2
） ・ノート　①②　　　　

　２節　２次方程式の利用 5 １　２次方程式の利用 ・身のまわりには, 倍々に変化する関数（指数関 ・グラフが放物線や階段状になる関数につ ・関数y=ax2を表やグラフに表したり, 変化の ・関数y=ax2のグラフや,用語を理解している。 ・ワーク①

４章　関数y=ax2 １　関数y=ax2 数）やグラフが階段状になる関数などがあること いて, 変化の様子を考察することができる。 割合を求めたりすることができる。 ・身のまわりには, 倍々に変化する関数（指 ・提出課題　①② 　

　１節　関数y=ax2 ２　y=ax2のグラフ に気づき, 変化の様子を調べようとする。 ・倍々に変化する関数（指数関数）の値の ・倍々に変化する関数（指数関数）やグラフ 数関数）やグラフが階段状になる関数があ ・授業観察　①②③④

３　関数y=ax2の値の変化 ・事象の中には, y=ax2で表せる関数がある 変化を考察できる。 が階段状になる関数について, 対応する値 ることを知っている。 ・ワークシート　①②③④

ことに関心をもつ。 ・いろいろな事象を関数y=ax2としてとらえ, を求めることができる。 （相似な図形） ・小テスト　①②③④

　２節　いろいろな関数の利用 １　関数y=ax2の利用 （相似な図形） 変化や様子を考察することができる。 （相似な図形） ・図形の相似に関する用語や記号について ・単元テスト　①②③④

２　いろいろな関数 ・三角形の相似条件などを用いて図形の性 （相似な図形） ・三角形の相似条件などを使って, 図形の 説明することができる。 ・定期考査　①②③④

５章　相似な図形 質を調べようとする。 ・合同と相似について, 類似点や相違点, 性 性質を証明することができる。 ・平行線と線分の比に関する性質について

　１節　相似な図形 １　相似な図形 ・図形の拡大と縮小や相似について関心を 質を調べようとする。 ・平行線と線分の比に関する性質を, 図形 説明することができる。

２　三角形の相似条件 もち, 活用しようとする。 ・三角形の相似条件や平行線と線分の比 の考察や問題解決に活用する。 ・相似比と面積比, 体積比の関係を理解し

３　相似の利用 ・相似な図形について, 相似比と面積比, 体積比 に関する性質などに基づいて, 図形の性質 ・相似比と面積比と体積比の関係を利用して, ている。

　２節　平行線と比 １　三角形と比 の関係に関心をもち, それを調べようとする。 を考察することができる。 相似な図形の面積や体積を求められる。

　 ２　平行線と比 （円） （円） （円） （円）

　３節　相似な図形の面積と体積 １　相似な図形の相似比と面積比 ・円周角と中心角の関係に関心をもち, その関係・円周角の定理と円周角の定理の逆を利用し ・円周角の定理や, それから導き出される定理 ・円周角の定理やその逆, 定理から導き出

２　相似な立体の表面積や体積の比 を調べてみようとする。また, その逆が成り立つ て, さらにいろいろな性質を導き, それらを説明を用いて, 円についてのいろいろな角の大きさをされるいろいろな公式を理解している。

６章　円 かどうか調べてみようとする。 することができる。また, それらの定理を利用し求めたり, 円の接線の作図をすることができる。 ・円の接線の作図方法を理解している。

　１節　円周角の定理 １　円周角の定理 ・円の接線の作図など図形の性質に関心をもつ。て,図形の性質を考察することができる。

２　円周角の定理の逆

　２節　円周角の定理の利用 １　円周角の定理を利用した作図 （三平方の定理） （三平方の定理） （三平方の定理） （三平方の定理）

　 ２　円と相似 ・三平方の定理とその有用性を理解し, 関心 ・三平方の定理やその逆の証明について ・三平方の定理を用いて, 線分の長さ, 面積, ・三平方の定理や用語, 記号について説明

７章　三平方の定理 をもち, 積極的に問題解決に活用しようとする。 知り, 考察することができる。 体積を求めることができる。 することができる。

　１節　三平方の定理 １　三平方の定理 ・図形の計量に関心をもち, 意欲的に取り組 ・図形の中に直角三角形を見いだし, 辺の長さ・図形の中に直角三角形を適切に見いだすなど,・三平方の定理を用いて目的の長さが求められ

２　三平方の定理の逆 もうとする。 などの求め方を考察することができる。 三平方の定理を用いて, 具体的な問題を正確かることと, そのためには図形のなかに直角三角

　 ・三平方の定理の証明方法に関心をもち, ・線分の長さを求める場合などで, 図形の中に つ能率的に解決することができる。 形を見いだせばよいことを理解している。

　２節　三平方の定理の利用 １　三平方の定理の利用 考察しようとする。 直角三角形を適切に見いだしたり, 補助的につ・三平方の定理の証明において, 式と図形を ・図形の考察において, 三平方の定理がいろい

２　いろいろな問題 ・三平方の定理とその有用性を理解し, 関心 くりだしたりするなど, それらの能率的な求め方関連づけ, 証明をよみとったり, 表したりする ろな場面で用いられていることを知り, そのはた

をもち, 積極的に問題解決に活用しようとする。 を考察することができる。 ことができる。 らきを理解している。

８章　標本調査 （標本調査） （標本調査） （標本調査） （標本調査） ・ノート①②　・ワーク①

　１節　標本調査 １　標本調査　　㋔ ・身のまわりで行われているいろいろな調査に関・標本調査について, 無作為に抽出する理 ・無作為に抽出し, 簡単な標本調査を行うこ ・全数調査, 標本調査の意味を理解している。 ・提出課題　①② 　・授業観察　①②

　２節　標本調査の利用 １　標本調査の利用 心をもち, 方法や規模について調べようとする。 由や行われる利点を具体例を通して, 考え とができる。 ・母集団, 標本など用語を理解している。 ・ワークシート　①②③④

2 いろいろな問題 ・標本調査について, 模擬的で簡単な実験を ることができる。 ・標本調査の簡単な例から, 母集団の傾向 ・身のまわりのいろいろな調査を積極的に調べ, ・小テスト　①②③④

3 行ってみようとする。 を読み取ることができる。 それらについて, 全数調査, 標本調査のいずれ ・単元テスト　①②③④

140 であるかいうことができる。 ・定期考査　①②③④
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