年間授業計画様式

都立多摩科学技術高等学校

令和３年度

教科：（ 数学 ）科目：（数学Ⅱ） 対象：（第２ 学年）
使用教科書：（数研出版
使用教材

：（問題集

高等学校
数研出版

単位数：（４単位）

数学Ⅱ）
4プロセス

指導内容

第２章
複素数と方程式

年間授業計画

数学Ⅱ＋B、

参考書

数研出版

チャート式

基礎からの数学Ⅱ＋B（青チャート），シニア
具体的な指導目標

１．解と係数の関係を理解し、問題が解けるようにする
２．剰余の定理，因数定理を用いて問題が解けるようにする。

方程式についての理解を深め，数の範囲を複素数まで拡張し ３．高次方程式の解を求めることができる。
て二次方程式を解くこと及び因数分解を利用して高次方程式
４
を解くことができるようにする。

月

第３章
図形と方程式

１．直線上の点を身につけさせる
２．平面上の点を身につけさせる
３．直線の方程式を求められるようにする
座標や式を用いて，直線や円などの基本的な平面図形の性質 ４．２直線の位置関係を理解させる
や関係を数学的に表現し，その有用性を認識するとともに，
５
５．円の方程式を求められるようにする
事象の考察に活用できるようにする。
月
６．円と直線の関係を理解させる
７．2つの円の位置関係を理解させる
研究 2つの円の交点を通る図形を考えられるようにする

第３章
図形と方程式

８．軌跡の方程式を求まられるようにする
９．不等式の表す領域を図示したりできるようにする
研究 放物線を境界線とする領域を理解させる
座標や式を用いて，直線や円などの基本的な平面図形の性質や関 １．角の拡張をわからせる
係を数学的に表現し，その有用性を認識するとともに，事象の考
６ 察に活用できるようにする。
２．三角関数について理解させる
月
３．三角関数のグラフを書いたりすることができるようにする
第４章
三角関数
角の概念を一般角まで拡張して，三角関数のグラフなどを活用で
きるようにする。
第４章
４．三角関数の性質を理解できるようにする
三角関数
５．三角関数の応用として、様々な問題を解けるようにする
三角関数及び三角関数の加法定理について理解し，それらを事象
の考察に活用できるようにする。
７
月

数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・B）
評価の観点・方法
解と係数の関係を使って，低床式の値
や2次方程式の係数を求めることがで
きる。〔知〕
2次式を複素数の範囲で因数分解する
ことに興味をもち，問題に取り組もう
とする。〔関〕
整式を1次式で割ったときの余りにつ
いて，剰余の定理で考察することがで
きる。〔考〕
高次方程式が解αを持つことを，式を
用いて表現できる。〔技〕

数直線上において，2点間の距離，線分の内分
点，外分点の座標が求められる。〔知〕
座標平面上において，2点間の距離が求められ
る。〔知〕
座標平面上において，線分の内分点，外分点の座
標が求められる。〔知〕
点の座標を求めるのに，図形の性質を適切に利用
できる。〔見〕
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。〔知〕
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。〔知〕
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。〔見〕

平面上の点の軌跡を，座標平面を利用して考察す
ることができる。〔見〕
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。〔知〕
連立不等式の表す領域を図示することができる。
〔知〕
正領域，負領域の考えを理解して利用することが
できる。〔技〕
領域を利用する1次式の最大値・最小値の求め方
を理解している。〔知〕
放物線を境界線とする領域に関心をもち，考察し
ようとする。〔関〕
一般角を動径とともに考察することができる。
〔見〕
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。〔知〕
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。〔技〕
三角関数の相互関係を理解し，それらを利用して
様々な値を求めたり，式変形をすることができ
三角関数の性質とグラフの特徴を相互に理解して
いる。〔知〕
三角関数の性質を，グラフの特徴とともに考察す
ることができる。〔見〕
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。ま
た，その解き方を理解している。〔見〕〔知〕
変数をおき換えることで，三角関数を含む方程式
を考えることができる。また，その解き方を理解
している。〔見〕〔知〕
変数をおき換えることで，三角関数を含む関数の
最大値・最小値を考えることができる。〔見〕
－1≦sinθ≦1などに注意して，おき換えによっ
て三角関数を含む関数の最大値・最小値を考察で
きる。〔技〕
三角関数を含む関数の最大値・最小値を求めるこ
とができる。〔知〕

配当
時数

12

16

16

12

年間授業計画様式

都立多摩科学技術高等学校

令和３年度

教科：（ 数学 ）科目：（数学Ⅱ） 対象：（第２ 学年）
使用教科書：（数研出版
使用教材

：（問題集

高等学校
数研出版

年間授業計画

単位数：（４単位）

数学Ⅱ）
4プロセス

数学Ⅱ＋B、

参考書

指導内容

第４章
三角関数
三角関数及び三角関数の加法定理について理解し，それらを事象
の考察に活用できるようにする。

数研出版

チャート式

基礎からの数学Ⅱ＋B（青チャート），シニア

数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・B）

具体的な指導目標

６．三角関数の加法定理を利用できるようにする
研究 加法定理と点の回転の関係を理解させる
７．加法定理の応用として様々な公式を理解し使えるようにする
発展 和と積の公式について理解させる。

９
月

10
月

11
月
11

第５章
指数関数と対数関数
指数関数及び対数関数について理解し，それらを事象の考察に活
用できるようにする

第６章
微分と積分
微分・積分の考えについて理解し，それらの有用性を認識すると
ともに，事象の考察に活用できるようにする。

１． 指数の拡張ができる。
研究 負の指数のn乗根について理解させる
２．指数関数がわかるようにする
３．対数の性質を理解させる
４．対数関数のグラフ等が利用できるようにする
５．常用対数を利用できるようにする。

１．微分係数について理解させる
２．導関数を理解し、その計算ができるようにする
研究 関数ｘのｎ乗の導関数
３．接線の方程式を求められるようにする
４．関数の増減と極大・極小を理解する
５．関数のグラフをかいたり、グラフを用いた応用を考えることができる
６．不定積分について理解させる

第６章
微分と積分
微分・積分の考えについて理解し，それらの有用性を認識すると
12 ともに，事象の考察に活用できるようにする。
12
月

６．不定積分について理解させる
７．定積分を計算できるようににする
８．定積分と図形の面積の関係がわかり、面積を求めることができるようにする
研究 曲線と接線で囲まれた部分の面積を求められるようにする
研究

放物線とx軸で囲まれた部分の面積の公式を利用できるようにする

評価の観点・方法
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。〔技〕〔知〕
正接の定義と加法定理を利用して，2直線のなす
角を考えることができる。〔見〕
正接の加法定理を利用して，2直線のなす鋭角を
求めることができる。〔知〕
加法定理を利用して，点の回転を考察することに
関心をもち，具体的な問題に取り組もうとする。
〔関〕
2倍角，半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。〔知〕
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。〔技〕〔知〕
cos2θに適切な2倍角の公式を適用して，三角方
程式を解くことができる。〔技〕
asinθ＋bcosθをrsin(θ＋α)の形に変形する方
法（三角関数の合成）を理解している。〔知〕
xの関数y＝asinx＋bcosxを変形して，関数の最大
値・最小値を求めることができる。〔技〕〔知〕
合成後の変数のとる値の範囲に注意して，asinx
累乗根をグラフによって考察することができる。
〔見〕
累乗根の定義を理解し，累乗根の計算ができる。
〔知〕
指数が有理数の場合の累乗の定義を理解し，累乗
の計算や，指数法則を利用した計算をすることが
できる。〔知〕
累乗根を含む計算では，分数指数を利用して計算
をすることができる。〔技〕
ax＞0に注意して，おき換えによって指数方程
式・指数不等式を解くことができる。〔技〕
対数logaMがM＝apを満たす指数pを表しているこ
とを理解している。〔見〕
対数の性質に基づいた種々の対数の値の計算がで
きる。〔知〕
底の変換公式を等式として利用できる。〔技〕
底と1の大小に注意して，対数関数を含む不等式
を解くことができる。〔知〕
正の数をa×10nの形に表現して，対数の値を求め
ることができる。〔技〕
平均変化率，微分係数の定義を理解し，それらを
求めることができる。〔知〕
導関数の性質を利用して，種々の導関数の計算が
できる。〔知〕
接点のx座標が与えられたとき，接線の方程式を
求めることができる。〔技〕
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。〔知〕
導関数を利用して，関数の増減を調べることがで
きる。〔知〕
関数の極値が与えられたとき，関数を決定するこ
とができる。〔知〕
最大値・最小値と極大値・極小値との違いを，意
識して考察できる。〔見〕
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。〔知〕
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。〔見〕
〔技〕
方程式や不等式を関数的視点で捉え，微分法を利

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。〔技〕
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。〔知〕
定積分の定義や性質を理解し，それを利
用する定積分の計算方法を理解してい
る。〔知〕
定積分の性質の等式を，左辺から右辺へ
の変形として利用できる。〔見〕
定積分は定数であることを理解し，それ
を利用して，定積分を含む関数を求める
ことができる。〔知〕
上端が変数xである定積分で表された関
数を微分して処理することができる。
〔知〕

配当
時数

12

12

16

8

年間授業計画様式

都立多摩科学技術高等学校

令和３年度

教科：（ 数学 ）科目：（数学Ⅱ） 対象：（第２ 学年）
使用教科書：（数研出版
使用教材

：（問題集

高等学校
数研出版

年間授業計画

単位数：（４単位）

数学Ⅱ）
4プロセス

数学Ⅱ＋B、

参考書

指導内容

発展
複素数平面
複素数平面について理解し，それらを事象の考察に活用できるよ
うにする。
１
月

発展
式と曲線
平面上の曲線がいろいろな式で表されることについて理解し，そ
れらを事象の考察に活用できるようにする。
２
月

発展
式と曲線
平面上の曲線がいろいろな式で表されることについて理解し，そ
れらを事象の考察に活用できるようにする。
３
月

数研出版

チャート式

基礎からの数学Ⅱ＋B（青チャート），シニア

数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・B）

具体的な指導目標

１ 複素数平面を理解させる
２ 複素数の極形式を理解し、計算できるようにする
３ ド・モアブルの定理を利用し、方程式を解いたりできるようにする
４ 複素数と図形の関係を理解させる
研究 3点A(α)，B(β)，C(γ)を頂点とする△ABCについての問題が解けるように
する

１ 放物線を理解させる
２ 楕円を理解させる
３ 双曲線を理解させる
研究 直角双曲線xy＝1と2次曲線の関係を理解させる
４ 2次曲線の平行移動を理解させる
５ 2次曲線と直線の位置関係などを理解させる
研究 2次曲線の接線の方程式を求められるようにする
６ 2次曲線の性質として離心率の理解を深める

７ 曲線の媒介変数表示ができるようにする
研究 いろいろな曲線の媒介変数表示についての理解を深める
研究 分数式による円の媒介変数表示ができるようにする
８ 極座標と極方程式について理解し、様々な計算ができるようにする
研究

2次曲線を表す極方程式が理解できるようにする

評価の観点・方法
複素数平面を考えることにより，複素数の図形的
側面が明らかになることを理解しようとする。
〔関〕
複素数平面の定義を理解している。〔知〕
共役複素数の性質を理解し，それらを証明問題に
利用することができる。〔技〕〔知〕
極形式を利用することで，複素数の乗法，除法の
図形的意味が明らかになることを理解している。
〔見〕
極形式の定義を理解し，複素数を極形式で表すこ
とができる。〔知〕
複素数の乗法，除法の図形的意味を理解し，活用
することができる。〔技〕〔知〕
ド・モアブルの定理を利用して，複素数のn乗を
計算することができる。〔知〕
複素数平面上の円，直線を複素数の方程式で表す
ことに興味・関心をもち，種々の図形の性質を複
素数を利用して考察しようとする。〔関〕
3点A(α)，B(β)，C(γ)を頂点とする△ABCに関
して，複素数の面白い性質に興味・関心をもち，
2次曲線を解析幾何学的な方法で考察することに
意欲的に取り組もうとする。〔関〕
軌跡の考えを利用して，放物線の方程式を導くこ
とができる。〔見〕
焦点がy軸上にある放物線について，概形をか
き，焦点，準線を求めることができる。〔技〕
〔知〕
軌跡の考えを利用して，楕円の方程式を導くこと
ができる。〔見〕
軌跡の考えを利用して，条件を満たす楕円の方程
式を求めることができる。〔見〕
双曲線の方程式から，概形をかき，焦点，頂点，
漸近線を求めることができる。〔技〕〔知〕
焦点の座標などから

媒介変数表示で表された曲線を，媒介変数を消去
した式で表すことができる。〔知〕
放物線の頂点の軌跡を，媒介変数を利用して求め
ることができる。〔知〕
2次曲線を媒介変数表示で表すことができる。
〔技〕〔知〕
平面上の点を表す様々な座標系があることに興
味・関心をもつ。直交座標と極座標の関係に興
味・関心をもち，積極的に相互の関係を考察しよ
うとする。〔関〕
極座標で表された点の直交座標を求めることがで
きる。〔見〕〔技〕〔知〕
直交座標で表された点の極座標を求めることがで
きる。〔見〕〔技〕〔知〕

配当
時数

12

15

9

