
第 1学年 1章 正負の数（25時間） 

 

単元の評価規準例 

数学への関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 数量や図形についての知識・理解 

様々な事象を正の数と負の数でとらえ

たり，それらの性質や関係を見いだし

たりするなど，数学的に考え表現する

ことに関心をもち，意欲的に数学を問

題の解決に活用して考えたり判断した

りしようとしている。 

正の数と負の数についての基礎的・基

本的な知識や技能を活用して，論理的

に考察し表現するなど，数学的な見方

や考え方を身に付けている。 

正の数と負の数の四則計算をしたり，

正の数と負の数を用いて表現したりす

るなどの技能を身に付けている。 

正の数と負の数の必要性と意味および

その四則計算の意味を理解し，知識を

身に付けている。 

 

毎時の評価規準例 

節 項 時 目標 学習活動 
評価規準例 

関心・意欲・態度 見方や考え方 技能 知識・理解 

１ 

正
負
の
数 

「高い，低い」をみつ

けよう 

（教科書 p.8～10） 

１ 

正負の数の必要性と意味を

理解する。 

・標高や気温の高いこと，低いことを表す

数がどんなことを表しているかを考え

る。 

・＋，－の符号や正の数，負の数の意味を

知る。 

［用語・記号］－，マイナス，＋，プラス，

正の符号，負の符号，正の数，負の数，

自然数 

○身のまわりの正負の数

に関心をもち，その必

要性と意味を考えよう

としている。 

  ○正負の数の必要性と意

味を理解している。 

１ 符号のついた数 

（教科書 p.11～12） 
２ 

反対の性質をもつ量や基準

とのちがいを，正負の数を

用いて表すことができる。 

・反対の性質をもつ量や変化を，正負の数

を使って表す。 

・基準とのちがいを，正負の数を使って表

す。 

 ○反対の性質をもつ量や

基準とのちがいを，正

負の数を使って表すこ

とができる。 

 

２ 数の大小 

（教科書 p.13～15） 

３ 

正負の数を数直線上に表す

ことができる。また，数直

線を使って正負の数の大小

を考え，その関係を不等号

を使って表すことができ

る。 

・小学校で学んだ数直線を負の数の範囲に

ひろげる。 

・正負の数を数直線上に表す。 

・数直線を使って正負の数の大小を考え，

その関係を不等号を使って表す。 

［用語・記号］原点，正の方向，負の方向 

○正負の数の大小関係に

関心をもち，それを調

べようとしている。 

 ○正負の数を数直線上に

表すことができる。 

○数直線を使って正負の

数の大小を考え，その

関係を不等号を使って

表すことができる。 

○数直線上の位置と正負

の数の大小の関係を理

解している。 

４ 

絶対値の意味を理解し，絶

対値をもとにして正負の数

の大小を考え，その関係を

不等号を使って表すことが

できる。 

・絶対値をもとにして正負の数の大小を考

え，不等号を使って表す。 

［用語・記号］絶対値 

 ○正負の数の絶対値を求

めることができる。 

○絶対値をもとにして正

負の数の大小を考え，

その関係を不等号を使

って表すことができ

る。 

○絶対値の意味を理解し

ている。 

○絶対値と正負の数の大

小の関係を理解してい

る。 

基本の問題 

（教科書 p.16） 

 



２ 

加
法
と
減
法 

１ 加法 

（教科書 p.17～21） 

５ 

正負の数の加法の意味を理

解し，東西の移動をもとに

して考えることができる。 

・東西の移動をもとにして，正負の数で，

2 つの数のたし算を考える。 

・加法の意味を知る。 

［用語・記号］加法 

○正負の数の加法に関心

をもち，計算方法を考

えたり，計算したりし

ようとしている。 

○正負の数で，2 つの数

の加法を，東西の移動

をもとにして考えるこ

とができる。 

 ○正負の数の加法の意味

を理解している。 

６ 

正負の数の加法の計算がで

きる。 

・数直線を使って正負の数の加法を行い，

加えた 2つの数と和の符号や絶対値に着

目して，計算方法を考える。 

・正負の数の加法の計算をする。 

・0との加法について考える。 

・分数や小数の加法の計算をする。 

○同符号，異符号の数の

加法について，加えた

2 つの数と和の符号や

絶対値に着目して，計

算方法を考えることが

できる。 

○正負の数の加法の計算

ができる。 

○正負の数の加法の計算

方法を理解している。 

７ 

正負の数では，加法の交換

法則と結合法則が成り立つ

ことを理解し，いくつかの

数の加法をくふうして計算

することができる。 

・小学校で学んだたし算の計算法則が，正

負の数でも成り立つかどうかを調べる。 

・加法の交換法則，結合法則を利用して，

いくつかの数の加法を計算する。 

［用語・記号］加法の交換法則，加法の結

合法則 

 ○加法の交換法則や結合

法則を利用して，いく

つかの数の加法をくふ

うして計算できる。 

○正負の数では，加法の

交換法則と結合法則が

成り立つことを理解し

ている。 

２ 減法 

（教科書 p.22～24） 

８ 

正負の数の減法の意味を理

解する。 

・減法を加法の逆算とみて，正負の数で，

2 つの数のひき算を考える。 

・減法の意味を知る。 

・数直線を使って，正負の数の減法の計算

方法を考える。 

［用語・記号］減法 

○正負の数の減法に関心

をもち，計算方法を考

えたり，計算したりし

ようとしている。 

○正負の数で，2 つの数

の減法を，数直線を使

って考えることができ

る。 

 ○正負の数の減法の意味

を理解している。 

９ 

正負の数の減法を，加法に

なおして計算することがで

きる。 

・正負の数の減法の計算をする。 

・0 からある数をひくこと，ある数から 0

をひくことについて考える。 

 ○正負の数の減法の計算

ができる。 

○正負の数の減法の計算

方法を理解している。 

３ 加法と減法の混じ

った計算 

（教科書 p.25～27） 

10 

正負の数の加法と減法の混

じった式を，項の和とみる

ことができる。 

・正負の数の加法と減法の混じった式を，

項の和とみる。 

・正負の数の加法と減法の混じった式を，

項を書き並べた式に表す。 

［用語・記号］項 

○正負の数の加法と減法

の混じった式の計算に

関心をもち，計算方法

を考えたり，計算した

りしようとしている。 

○正負の数の加法と減法

の混じった式を，項の

和とみることができ

る。 

 ○正負の数の項の和の意

味を理解している。 

11 

正負の数の加法と減法の混

じった式の計算ができる。 

・正負の数の加法と減法の混じった式の計

算をする。 

 ○正負の数の加法と減法

の混じった式の計算が

できる。 

○正負の数の加法と減法

の混じった式の計算方

法を理解している。 

基本の問題 

（教科書 p.28） 
12 

     



３ 

乗
法
と
除
法 

１ 乗法 

（教科書 p.29～35） 

13 

正負の数の乗法の意味を理

解し，東西の移動をもとに

して考えることができる。 

・東西の移動をもとにして，正負の数で，

2 つの数のかけ算を考える。 

・乗法の意味を知る。 

［用語・記号］乗法 

○正負の数の乗法に関心

をもち，計算方法を考

えたり，計算したりし

ようとしている。 

○正負の数で，2 つの数

の乗法を，東西の移動

をもとにして考えるこ

とができる。 

 ○正負の数の乗法の意味

を理解している。 

14 

正負の数の乗法の計算がで

きる。 

・正負の数の乗法の計算をする。 

・小数や分数の乗法を計算する。 

・ある数と－1との積を考える。 

・ある数と 1や 0との積を考える。 

 ○正負の数の乗法の計算

ができる。 

○正負の数の乗法の計算

方法を理解している。 

15 

正負の数で，乗法の交換法

則と結合法則が成り立つこ

とを理解し，いくつかの数

の乗法をくふうして計算す

ることができる。 

・小学校で学んだかけ算の計算法則が，正

負の数でも成り立つかどうかを調べる。 

・乗法の交換法則，結合法則を利用して，

いくつかの数の乗法を計算する。 

［用語・記号］乗法の交換法則，乗法の結

合法則 

 ○乗法の交換法則や結合

法則を利用して，いく

つかの数の乗法をくふ

うして計算できる。 

○正負の数では，乗法の

交換法則と結合法則が

成り立つことを理解し

ている。 

16 

累乗の意味を理解し，正負

の数の累乗の計算ができ

る。 

・累乗の意味を知り，累乗の計算をする。 

［用語・記号］2 乗，3 乗，累乗，指数，

平方，立方 

  ○正負の数の累乗の計算

ができる。 

○累乗の意味を理解して

いる。 

２ 除法 

（教科書 p.36～39） 

17 

正負の数の除法を，乗法の

逆算をもとにして考えるこ

とができる。 

・除法を乗法の逆算とみて，正負の数で，

2 つの数のわり算を考える。 

・除法の意味を知る。 

・0 をある数でわった商は 0 になること，0

でわる除法は考えないことを知る。 

［用語・記号］除法 

○正負の数の除法に関心

をもち，計算方法を考

えたり，計算したりし

ようとしている。 

 

○正負の数で，2 つの数

の除法を，乗法の逆算

をもとにして考えるこ

とができる。 

  

18 

正負の数の除法の計算がで

きる。 

・正負の数の除法の計算をする。 

・分子や分母が負の数の分数の表し方を考

える。 

 ○正負の数の除法の計算

ができる。 

○正負の数の除法の計算

方法を理解している。 

19 

正負の数の除法を，逆数を

使って乗法になおして計算

することができる。 

・正負の数の逆数を考える。 

・正負の数の除法は，わる数の逆数をかけ

ることと同じであることを確認する。 

・除法を乗法になおして計算する。 

・四則の意味を知る。 

［用語・記号］逆数，四則 

 ○正負の数の除法を，逆

数を使って乗法になお

して計算できる。 

○正負の数の除法は，わ

る数の逆数をかけるこ

とと同じであることを

理解している。 

○四則の意味を理解して

いる。 

３四則の混じった計算 

（教科書 p.40～41） 
20 

正負の数の四則の混じった

計算や分配法則を利用した

計算ができる。 

・四則の混じった式を，計算順序にしたが

って計算する。 

・小学校で学んだかっこのある式の計算の

くふうが，正負の数でも成り立つかどう

かを調べる。 

・分配法則を利用して，正負の数の計算を

する。 

［用語・記号］分配法則 

○正負の数の四則の混じ

った計算に関心をも

ち，計算方法を考えた

り，計算したりしよう

としている。 

 ○正負の数の四則の混じ

った計算ができる。 

○分配法則を利用して，

正負の数の計算ができ

る。 

○四則の混じった式の計

算順序を理解してい

る。 

○正負の数では，分配法

則が成り立つことを理

解している。 



４ 数の範囲と四則 

（教科書 p.42～43） 
21 

数の範囲と四則計算の可能

性について調べ，その関係

を考えることができる。 

・自然数の範囲で四則がいつでもできるか

どうかを調べる。 

・自然数どうしの減法や除法がいつでも求

められるようにするために，数の範囲を

ひろげることを考える。 

・数の範囲とその範囲でいつでもできる四

則について調べる。 

○数の範囲と四則計算の

可能性の関係に関心を

もち，それを調べよう

としている。 

○数の範囲と四則計算の

可能性について考える

ことができる。 

  

基本の問題 

（教科書 p.44） 
22 

     

４ 

正
負
の
数
の
利
用 

身長の平均をくふうし

て求めてみよう 

（教科書 p.45～46） 

23 

正負の数を利用して，身長

の平均をくふうして求める

方法を考え，説明すること

ができる。 

・身長の平均を，基準を決めてくふうして

求める方法を考え，説明する。 

・複数の考え方を比べて，似ているところ

やちがうところを話し合う。 

○具体的な事象を正負の

数でとらえることに関

心をもち，正負の数を

利用して問題を解決し

ようとしている。 

○正負の数を利用して，

身長の平均をくふうし

て求める方法を考え，

説明することができ

る。 

○複数の考え方を比べ

て，その共通点やちが

いを説明することがで

きる。 

  

１ 正負の数の利用 

（教科書 p.47） 
24 

身のまわりの問題を，正負

の数を利用して解決するこ

とができる。 

・正負の数を利用して，ヒットの本数の平

均をくふうして求める。 

・正負の数で表された前日の気温との差を

もとに，気温の変化を調べる。 

○身のまわりの問題を，

正負の数を利用して解

決することができる。 

  

章の問題Ａ 

（教科書 p.48） 
25 

     

 

  



第 1学年 2章 文字と式（19時間） 

 

単元の評価規準例 

数学への関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 数量や図形についての知識・理解 

様々な事象を文字や文字を用いた式で

とらえたり，それらの性質や関係を見

いだしたりするなど，数学的に考え表

現することに関心をもち，意欲的に数

学を問題の解決に活用して考えたり判

断したりしようとしている。 

文字や文字を用いた式についての基礎

的・基本的な知識や技能を活用して，

論理的に考察し表現するなど，数学的

な見方や考え方を身に付けている。 

文字を用いた式で表現したり，その意

味を読み取ったり，乗法や除法を表し

たり，簡単な 1 次式の加法と減法の計

算をしたりするなどの技能を身に付け

ている。 

文字を用いることの必要性と意味を理

解し，知識を身に付けている。 

 

毎時の評価規準例 

節 項 時 目標 学習活動 
評価規準例 

関心・意欲・態度 見方や考え方 技能 知識・理解 

１ 

文
字
を
使
っ
た
式 

棒は何本必要？ 

（教科書 p.52～53） 
１ 

正方形をつなげた棒の本数

の求め方を自分なりの方法

で考え，式や図を使って説

明することができる。 

・正方形が 5個のときの棒の本数の求め方

を考え，式や図を使って説明する。 

・正方形が 20個のときの棒の本数を求め，

x 個のときの棒の本数を求める式をつく

る。 

○正方形をつなげた棒の

本数の求め方に関心を

もち，自分なりの方法

で考えようとしてい

る。 

○正方形をつなげた棒の

本数の求め方を，自分

なりの方法で考え，式

や図を使って説明する

ことができる。 

  

１ 文字の使用 

（教科書 p.54～55） 
２ 

文字を使うことの必要性と

意味を理解し，具体的な数

量を，文字を使った式で表

すことができる。 

・文字を使うことの必要性と意味を知る。 

・具体的な数量を，文字を使った式で表す。 

・文字がどんな数の代わりとして使われて

いるかを考える。 

○文字を使うことに関心

をもち，具体的な数量

を，文字を使って表そ

うとしている。 

○具体的な数量を文字で

表したとき，その文字

がとりうる数の範囲を

考えることができる。 

○具体的な数量を，文字

を使った式で表すこと

ができる。 

○数の代わりに文字を使

うと，数量を一般的に

表すことができること

を理解している。 

２ 文字を使った式の

表し方 

（教科書 p.56～59） 

３ 

文字式での積の表し方にし

たがって，式を表すことが

できる。 

・具体的な数量を，積の表し方にしたがっ

て，文字を使った式で表す。 

・文字式での積の表し方にしたがって，式

を表す。 

○文字を使った式の表し

方に関心をもち，表し

方にしたがって式を表

そうとしている。 

 ○具体的な数量を，積の

表し方にしたがって，

文字を使った式で表す

ことができる。 

○文字式での積の表し方

にしたがって，式を表

すことができる。 

○文字式での積の表し方

のきまりを理解してい

る。 

４ 

文字式での累乗や商の表し

方にしたがって，式を表す

ことができる。 

・文字式での累乗の表し方にしたがって，

式を表す。 

・文字式での商の表し方にしたがって，式

を表す。 

 ○文字式での累乗の表し

方にしたがって，式を

表すことができる。 

○文字式での商の表し方

にしたがって，式を表

すことができる。 

○文字式での累乗の表し

方のきまりを理解して

いる。 

○文字式での商の表し方

のきまりを理解してい

る。 

３ 代入と式の値 

（教科書 p.60～61） 
５ 

文字に数を代入することと

式の値の意味を理解し，式

の値を求めることができ

る。 

・文字に数を代入することと式の値の意味

を知る。 

・式のなかの文字に数を代入して，式の値

を求める。 

［用語・記号］代入する，式の値 

○式の値を求めることに

関心をもち，式の値を

求めようとしている。 

 ○文字に数を代入して，

式の値を求めることが

できる。 

○文字に数を代入するこ

とや式の値の意味を理

解している。 

基本の問題 

（教科書 p.62） 
６ 

 



２ 

文
字
式
の
計
算 

棒の本数を求める式

は？ 

（教科書 p.63） 

７ 

棒の本数を求める式から，

その求め方を読みとって，

図を使って説明することが

できる。 

・棒の本数を求める式を読みとって，その

求め方を，図を使って説明する。 

・棒の本数を求める式を簡単にすると，同

じ式になることを確認する。 

○棒の本数を求める式が

求め方を表すことに関

心をもち，それを読み

とろうとしている。 

○棒の本数を求める式か

ら，その求め方を読み

とって，図を使って説

明することができる。 

 ○文字を使った式のよさ

を理解している。 

１ 1 次式の計算 

（教科書 p.64～70） 

８ 

項と係数の意味を理解し，

文字の部分が同じ項を 1 つ

の項にまとめることができ

る。 

・項と係数の意味を知る。 

・文字の部分が同じ項を 1つの項にまとめ

て簡単にする。 

［用語・記号］項，係数 

○1 次式の計算に関心を

もち，計算方法を考えた

り，計算したりしようと

している。 

 ○式の項や文字をふくむ

項の係数をいうことが

できる。 

○文字の部分が同じ項を

1 つの項にまとめるこ

とができる。 

○項と係数の意味を理解

している。 

○文字の部分が同じ項

は，1 つの項にまとめ

ることができることを

理解している。 

９ 

1 次式の加法や減法の計算

ができる。 

・1次式の加法や減法の計算をする。  ○１次式の加法や減法の

計算ができる。 

○1 次式の加法や減法の

計算方法を理解してい

る。 

10 

1 次式と数の乗法の計算が

できる。 

・1次式と数の乗法の計算をする。  ○1 次式と数の乗法の計

算ができる。 

○1 次式と数の乗法の計

算方法を理解してい

る。 

11 

1 次式と数の除法の計算が

できる。また，1次式のいろ

いろな計算ができる。 

・1 次式と数の除法を乗法になおして計算

する。 

・1次式のいろいろな計算をする。 

 ○1 次式と数の除法の計

算ができる。 

○1 次式のいろいろな計

算ができる。 

○1 次式と数の除法の計

算方法を理解してい

る。 

基本の問題 

（教科書 p.70） 
12 

     

３ 

文
字
式
の
利
用 

棒の本数を求めてみよ

う 

（教科書 p.71～72） 

13 

立方体をつなげた棒の本数

を，文字を使った式やその

計算を利用して求め，その

求め方を説明することがで

きる。 

・立方体をつなげた棒の本数を求める式を

考え，その求め方を説明する。 

・複数の考え方をもとにした式を比べて，

どのようなことがいえるかを話し合う。 

○立方体をつなげた棒の

本数の求め方に関心を

もち，文字を使った式

やその計算を利用して

考えようとしている。 

○立方体をつなげた棒の

本数の求め方を，自分

なりの方法で考え，式

や図を使って説明する

ことができる。 

 ○文字を使った式やその

計算を利用することの

よさを理解している。 

１ 数量の表し方 

（教科書 p.73～76） 

14 

単位の異なる数量どうしの

和や差を，単位をそろえた

式に表すことができる。ま

た，割合に関する数量を，

文字を使った式で表すこと

ができる。 

・単位の異なる数量どうしの和や差を，単

位をそろえた式に表す。 

・割合に関する数量を，文字を使った式で

表す。 

○文字を使って数量を表

すことに関心をもち，

いろいろな数量を，文

字を使って表そうとし

ている。 

 ○単位の異なる数量どう

しの和や差を，単位を

そろえた式に表すこと

ができる。 

○割合に関する数量を，

文字を使った式で表す

ことができる。 

○単位の異なる数量どう

しの和や差の表し方を

理解している。 

15 

速さに関する数量を，文字

を使った式で表すことがで

きる。また，πの意味を理

解し，円周の長さや円の面

積を，文字を使った式で表

すことができる。 

・速さに関する数量を，文字を使った式で

表す。 

・πの意味を知る。 

・円周の長さや円の面積を，文字を使った

式で表す。 

 ○速さに関する数量を，

文字を使った式で表す

ことができる。 

○円周の長さや円の面積

を，文字を使った式で

表すことができる。 

○πの意味とπを使った

式の表し方のきまりを

理解している。 



16 

文字を使った式が表す数量

を，読みとることができる。

また，いろいろな数を文字

を使った式で表したり，式

から数を読みとったりする

ことができる。 

・文字を使った式が表す具体的な数量を，

読みとる。 

・2 けたの数や偶数などを，文字を使った

式で表したり，式から数を読みとったり

する。 

○文字を使った式が表す

数量を読みとることに

関心をもち，それを読

みとろうとしている。 

 ○文字を使った式が表す

数量を，読みとること

ができる。 

○いろいろな数を文字を

使った式で表したり，

式から数を読みとった

りすることができる。 

○文字を使うと，いろい

ろな数を一般的に表す

ことができることを理

解している。 

２ 関係の表し方 

（教科書 p.77～79） 

17 

等式，不等式の意味を理解

し，数量の間の関係を等式

や不等式で表すことができ

る。 

・等式，不等式の意味を知る。 

・数量の間の関係を等式や不等式で表す。 

［用語・記号］等式，不等式，左辺，右辺，

≦，≧ 

○具体的な数量の間の関

係を調べることに関心

をもち，等式や不等式

で表そうとしている。 

 ○数量の間の関係を等式

や不等式で表すことが

できる。 

○等式と不等式の意味を

理解している。 

○等号と不等号の使い方

を理解している。 

18 

等式や不等式が表す数量の

関係を読みとることができ

る。 

・等式や不等式が，どんな数量の関係を表

しているかを考える。 

 ○等式や不等式が表す数

量の間の関係を読みと

ることができる。 

 

基本の問題 

（教科書 p.79） 

     

章の問題Ａ 

（教科書 p.80） 
19 

     

 

  



第 1学年 3章 方程式（14時間） 

 

単元の評価規準例 

数学への関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 数量や図形についての知識・理解 

様々な事象を方程式でとらえたり，そ

れらの性質や関係を見いだしたりする

など，数学的に考え表現することに関

心をもち，意欲的に数学を問題の解決

に活用して考えたり判断したりしよう

としている。 

方程式についての基礎的・基本的な知

識や技能を活用して，論理的に考察し

表現するなど，数学的な見方や考え方

を身に付けている。 

簡単な１元１次方程式を解いたりする

などの技能を身に付けている。 

方程式の必要性と意味およびその解の

意味を理解し，知識を身に付けている。 

  

毎時の評価規準例 

節 項 時 目標 学習活動 
評価規準例 

関心・意欲・態度 見方や考え方 技能 知識・理解 

１ 

方
程
式
と
そ
の
解
き
方 

キャップは何個集まっ

たかな？ 

（教科書 p.82～83） 

１ 

求めたい数量がある問題

を，既習の内容を活用して

解決することを通して，方

程式の必要性を理解する。 

・ペットボトルのキャップが何個あるか

を，線分図をかいて求めたり，数量の間

の関係を等式で表したりする。 

○求めたい数量がある問

題を解決することに関

心をもち，既習の内容

を活用して考えようと

している。 

○求めたい数量がある問

題を，既習の内容を活

用して考えることがで

きる。 

  

１ 方程式とその解 

（教科書 p.84～87） 

２ 

方程式とその解の意味を理

解し，文字に値を代入して

方程式の解を求めることが

できる。 

・方程式とその解の意味を知る。 

・方程式のなかの文字に値を代入して，解

であるかどうかを確かめる。 

［用語・記号］方程式，解 

○方程式とその解に関心

をもち，方程式の解を

求めようとしている。 

 ○方程式のなかの文字に

値を代入して，解であ

るかどうかを確かめる

ことができる。 

○方程式とその解の意味

を理解している。 

３ 

等式の性質を使って，方程

式を解くことができる。 

・方程式の解を，式を変形して求める方法

について，てんびんの操作と結びつけて

考え，等式の性質を見いだす。 

・等式の性質を使って，方程式を解く。 

［用語・記号］解く，等式の性質 

○方程式の解を，式を変

形して求める方法につ

いて，てんびんの操作

と結びつけて考えるこ

とができる。 

○等式の性質を使って，

方程式を解くことがで

きる。 

 

○等式の性質を理解して

いる。 

２ 方程式の解き方 

（教科書 p.88～89） 
４ 

移項の意味を理解し，移項

の考えを使って方程式を解

くことができる。 

・等式の性質を使って方程式を解く過程を

振り返って，移項の考えを見いだす。 

・移項の考えを使って方程式を解く。 

・方程式を解く手順を確認する。 

［用語・記号］移項 

○方程式を解くことに関

心をもち，方程式を解

こうとしている。 

○等式の性質を使って方

程式を解く過程を振り

返って，移項の考えを

見いだすことができ

る。 

○移項の考えを使って，

方程式を解くことがで

きる。 

○移項の意味を理解して

いる。 

○１次方程式を解く手順

を理解している。 

３ いろいろな方程式 

（教科書 p.90～92） 
５ 

かっこをふくむ方程式や，

係数に小数をふくむ方程式

を解くことができる。 

・かっこをふくむ方程式を解く。 

・係数に小数をふくむ方程式を解く。 

 

 ○かっこをふくむ方程式

を解くことができる。 

○係数に小数をふくむ方

程式を解くことができ

る。 

○かっこをふくむ方程式

の解き方を理解してい

る。 

○係数に小数をふくむ方

程式の解き方を理解し

ている。 



６ 

係数に分数をふくむ方程式

を解くことができる。また，

係数に文字をふくむ方程式

について，その文字の値を

求めることができる。 

・係数に分数をふくむ方程式を解く。 

・方程式を解く手順をまとめる。 

・係数に文字をふくむ方程式に解を代入し

て，その文字の値を求める。 

［用語・記号］分母をはらう，1 次方程式 

  ○係数に分数をふくむ方

程式を解くことができ

る。 

○係数に文字をふくむ方

程式について，その文

字の値を求めることが

できる。 

○係数に分数をふくむ方

程式の解き方を理解し

ている。 

基本の問題 

（教科書 p.92） 
７ 

 

２ 

１
次
方
程
式
の
利
用 

交代の時間は何分？ 

（教科書 p.93～94） 
８ 

具体的な問題を，方程式を

利用して解決するときの考

え方や手順を理解する。 

・合唱コンクールの交代の時間を，逆算の

考えや方程式を使って求め，それらの考

えを比較する。 

・方程式を利用して問題を解決するときの

手順を確認する。 

○具体的な事象を方程式

でとらえることに関心

をもち，方程式を問題

の解決に利用しようと

している。 

○具体的な問題のなかか

ら数量の間の関係を見

いだし，方程式をつく

ることができる。 

 ○方程式を利用して問題

を解決するときの手順

を理解している。 

１ １次方程式の利用 

（教科書 p.95～98） 

９ 

個数と代金に関する問題

を，方程式を利用して解決

することができる。 

・個数と代金に関する問題を，方程式を利

用して解決する。 

10 

過不足に関する問題を，方

程式を利用して解決するこ

とができる。 

・過不足に関する問題を，方程式を利用し

て解決する。 

11 

速さ・時間・道のりに関す

る問題を，方程式を利用し

て解決することができる。

また，求めた解が問題に適

しているかどうかを考え，

説明することができる。 

・速さ・時間・道のりに関する問題を，方

程式を利用して解決する。 

・速さに関する問題で，求めた解が問題に

適しているかどうかを考える。 

・方程式を利用して問題を解決するときの

手順をまとめる。 

○求めた解が問題に適し

ているかどうかを，問

題の場面に戻って考え

ることができる。 

○方程式を利用して問題

を解決するときは，方

程式の解が問題に適し

ているかどうかを調べ

る必要があることを理

解している。 

２ 比例式の利用 

（教科書 p.99～100） 
12 

比例式の意味とその性質を

理解し，比例式の性質を利

用して文字の値を求めるこ

とができる。 

・比例式の意味を知る。 

・比の値が等しいことを表す式を変形し

て，比例式の性質を見いだす。 

・比例式の性質を使って，文字の値を求め

たり，具体的な問題を解決したりする。 

［用語・記号］比例式 

○具体的な事象を比例式

でとらえることに関心

をもち，比例式を問題

の解決に利用しようと

している。 

 ○比例式の性質を利用し

て，文字の値を求める

ことができる。 

○比例式の意味とその性

質を理解している。 

基本の問題 

（教科書 p.101） 
13 

     

章の問題Ａ 

（教科書 p.102） 
14 

     

 

  



第 1学年 4章 比例と反比例（20時間） 

 

単元の評価規準例 

数学への関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 数量や図形についての知識・理解 

様々な事象を比例，反比例などでとら

えたり，表，式，グラフなどで表した

りするなど，数学的に考え表現するこ

とに関心をもち，意欲的に数学を問題

の解決に活用して考えたり判断したり

しようとしている。 

比例，反比例などについての基礎的・

基本的な知識や技能を活用して，論理

的に考察し表現するなど，数学的な見

方や考え方を身に付けている。 

比例，反比例などの関数関係を，表，

式，グラフなどを用いて的確に表現し

たり，数学的に処理したりするなどの

技能を身に付けている。 

関数関係の意味，比例や反比例の意味，

比例や反比例の関係を表す表，式，グ

ラフの特徴などを理解し，知識を身に

付けている。 

 

毎時の評価規準例 

節 項 時 目標 学習活動 
評価規準例 

関心・意欲・態度 見方や考え方 技能 知識・理解 

１ 

関
数 

待ち時間の予想はでき

るかな？ 

（教科書 p.104～106） 

１ 

身のまわりの問題を，関数

や比例の考えを利用して解

決することを通して，その

よさを理解する。 

・行列の待ち時間を予想するために，どん

なことがわかればよいかを考える。 

・1 人がポップコーンを買うのにかかる時

間を一定と考えて，並んでいる人数から

待ち時間を予想する。 

○ともなって変わる 2 つ

の数量の間の関係に関

心をもち，その変化や

対応のようすを調べよ

うとしている。 

○身のまわりの問題を，

関数や比例の考えを利

用して解決することが

できる。 

  

１ 関数 

（教科書 p.106～109） 

２ 

関数の意味を理解する。ま

た，変域の意味と表し方を

理解し，変域を不等号を使

って表すことができる。 

・関数の意味を知る。 

・変域の意味と表し方を知る。 

・変域を不等号を使って表す。 

［用語・記号］変数，y は x の関数である，

変域 

 ○変域を不等号を使って

表すことができる。 

○関数の意味を理解して

いる。 

○変域の意味と表し方を

理解している。 

３ 

ともなって変わる 2 つの数

量の間の関係を，表や式に

表すことができる。 

・2 つの数量の間に関数の関係があるかど

うかを判断する。 

・関数の関係を「～は…の関数である」と

いういい方で表す。 

・ともなって変わる 2 つの数量の間の関係

を，表や式に表す。 

○具体的な事象のなかか

ら，関数の関係にある

2 つの数量を見いだす

ことができる。 

○ともなって変わる 2 つ

の数量の間の関係を，

表や式に表すことがで

きる。 

○関数の意味を理解して

いる。 

２ 

比
例 

時間と道のりの関係

は？ 

（教科書 p.110～112） 

４ 

比例の意味を理解し，比例

の関係を式に表すことがで

きる。 

・歩く時間と進む道のりの関係を調べて，

小学校で学んだ比例の特徴が成り立つ

ことを確認する。 

・歩く時間と進む道のりの関係を，関数と

とらえて式で表し，比例，比例定数の意

味を知る。 

・y を x の式で表して，y が x に比例するか

どうかを調べる。 

○比例の関係に関心をも

ち，その変化や対応の

ようすを調べようとし

ている。 

○具体的な事象のなかか

ら，比例の関係にある

2 つの数量を見いだす

ことができる。 

○比例の関係を式に表す

ことができる。 

○比例や比例定数の意味

を理解している。 

１ 比例する量 

（教科書 p.112～114） 
５ 

y＝ax について，x の変域や

比例定数を負の数にひろげ

ても，比例の性質が成り立

つことを理解する。 

・y＝ax について，x の変域や比例定数を負

の数にひろげて，比例の性質が成り立つ

かどうかを調べる。 

○y＝ax について，x の変

域や比例定数を負の数

にひろげて，比例の性

質が成り立つかどうか

を考えることができ

る。 

 ○y＝ax について，x の変

域や比例定数を負の数

にひろげても，比例の

性質が成り立つことを

理解している。 



６ 

1 組の x，y の値から，比例

の式を求めることができ

る。 

・y が x に比例するとき，1 組の x，y の値

から，y を x の式で表す。 

  ○y が x に比例するとき，

1 組の x，y の値から，y

を x の式で表すことが

できる。 

 

２ 比例のグラフ 

（教科書 p.115～120） 

７ 

座標の意味や点の位置の表

し方を理解し，点の座標を

求めたり，座標を平面上の

点で表したりすることがで

きる。 

・数の範囲を負の数にひろげたときの点の

位置の表し方を考える。 

・点の座標を求めたり，座標を平面上の点

で表したりする。 

［用語・記号］x 軸，y 軸，座標軸，原点，

x 座標，y 座標，座標 

○点の位置の表し方に関

心をもち，数の範囲を

負の数にひろげた場合

について考えようとし

ている。 

 ○点の座標を求めたり，

座標を平面上の点で表

したりすることができ

る。 

○座標の意味や点の位置

の表し方を理解してい

る。 

８ 

比例のグラフは，その式を

みたす点の集合であり，原

点を通る 1 つの直線になる

ことを理解する。 

・小学校で学んだ比例のグラフを，変域を

負の数にひろげると，どんな形になるか

を調べる。 

・点を細かくとって，それらの点の集まり

が 1つの直線になることを確認する。 

○比例のグラフに関心を

もち，グラフをかいて

その特徴を調べようと

している。 

○比例の式をみたす点を

細かくとっていくと，

そのグラフはどうなる

かを予想することがで

きる。 

○比例定数が正の数の場

合の比例のグラフをか

くことができる。 

○比例のグラフは，式を

みたす点の集合であ

り，原点を通る 1 つの

直線になることを理解

している。 

９ 

比例のグラフをかくことが

できる。また，比例のグラ

フの特徴を理解する。 

 

・比例定数が負の数のときの比例のグラフ

をかく。 

・y＝ax について，a がいろいろな値をと

る場合のグラフをかく。 

・比例のグラフについて，比例定数が正の

場合と負の場合で，x の値が増加すると

きの yの値の変化やグラフの傾き方を比

べる。 

○比例のグラフの特徴を

見いだすことができ

る。 

○比例のグラフをかくこ

とができる。 

○比例のグラフの特徴を

理解している。 

２ 比例の表，式，グ

ラフ 

（教科書 p.121～122） 

10 

比例の表，式，グラフの関

係を理解する。また，比例

のグラフから式を求めるこ

とができる。 

・比例を表す表から式を求めるには，どん

な方法があるかを考える。 

・比例を表す表，式，グラフのどこに比例

定数があらわれるかをまとめる。 

・比例のグラフから式を求める方法を考え

る。 

○比例の表，式，グラフ

の関係に関心をもち，

比例定数がどこにあら

われるかを調べようと

している。 

○比例の表から式を求め

る方法を考え，説明す

ることができる。 

○比例の表，式，グラフ

を，関連づけて考える

ことができる。 

○比例のグラフから式を

求めることができる。 

 

基本の問題 

（教科書 p.123） 
11 

     

３ 

反
比
例 

１ 反比例する量 

（教科書 p.124～127） 

12 

反比例の意味を理解し，反

比例の関係を式に表すこと

ができる。 

・歩く速さとかかる時間の関係を調べて，

小学校で学んだ反比例の特徴が成り立

つことを確認する。 

・歩く速さとかかる時間の関係を，関数と

とらえて式で表し，反比例，比例定数の

意味を知る。 

・y を x の式で表して，y が x に反比例する

かどうかを調べる。 

○反比例の関係に関心を

もち，その変化や対応

のようすを調べようと

している。 

○具体的な事象のなかか

ら，反比例の関係にあ

る 2 つの数量を見いだ

すことができる。 

○反比例の関係を式に表

すことができる。 

○反比例や比例定数の意

味を理解している。 

13 

y＝a/x について，x の変域や

比例定数を負の数にひろげ

ても，反比例の性質が成り

立つことを理解する。また，

1 組の x，y の値から，反比

例の式を求めることができ

る。 

・y＝a/x について，x の変域や比例定数を

負の数にひろげて，反比例の性質が成り

立つかどうかを調べる。 

・y が x に反比例するとき，1 組の x，y の

値から，y を x の式で表す。 

○y＝a/x について，x の

変域や比例定数を負の

数にひろげて，反比例

の性質が成り立つかど

うかを考えることがで

きる。 

○1 組の x，y の値から，

反比例の式を求めるこ

とができる。 

○y＝a/x について，x の

変域や比例定数を負の

数にひろげても，反比

例の性質が成り立つこ

とを理解している。 



２ 反比例のグラフ 

（教科書 p.128～130） 

14 

反比例のグラフは，その式

をみたす点の集合であり，

なめらかな 2 つの曲線にな

ることを理解する。 

・小学校で学んだ反比例のグラフを，変域

を負の数にひろげると，どんな形になる

かを調べる。 

・点を細かくとって，それらの点の集まり

が，なめらかな 2つの曲線になることを

確認する。 

○反比例のグラフに関心

をもち，グラフをかい

てその特徴を調べよう

としている。 

○反比例の式をみたす点

を細かくとっていく

と，そのグラフはどう

なるかを予想すること

ができる。 

○比例定数が正の数の場

合の反比例のグラフを

かくことができる。 

○反比例のグラフは，式

をみたす点の集合であ

り，なめらかな 2 つの

曲線になることを理解

している。 

15 

反比例のグラフをかくこと

ができる。また，反比例の

グラフの特徴を理解する。 

・比例定数が負の数のときの反比例のグラ

フをかく。 

・反比例のグラフについて，比例定数が正

の場合と負の場合を比べたり，x の値を

大きくしたり 0 に近づけたりして，その

特徴を調べる。 

［用語・記号］双曲線 

○反比例のグラフの特徴

を見いだすことができ

る。 

○反比例のグラフをかく

ことができる。 

○反比例のグラフの特徴

を理解している。 

３ 反比例の表，式，

グラフ 

（教科書 p.131～133） 

16 

反比例の表，式，グラフの

関係を理解する。また，反

比例のグラフから式を求め

ることができる。 

・反比例を表す表から式を求めるには，ど

んな方法があるかを考える。 

・反比例を表す表，式，グラフのどこに比

例定数があらわれるかをまとめる。 

・反比例のグラフから式を求める方法を考

える。 

○反比例の表，式，グラ

フの関係に関心をも

ち，比例定数がどこに

あらわれるかを調べよ

うとしている。 

○反比例の表から式を求

める方法を考え，説明

することができる。 

○反比例の表，式，グラ

フを，関連づけて考え

ることができる。 

○反比例のグラフから式

を求めることができ

る。 

 

17 

a＝bc で表される関係にお

いて，2 つの数量に着目し

て，その数量の間の関係を

考えることができる。 

・s＝vt の式で，s，v，t のうち，1 つの変

数の値を決めたとき，他の 2 つの変数の

関係がどうなるかを調べる。 

○a＝bc で表される関係

に関心をもち，比例や

反比例の見方で調べよ

うとしている。 

○a＝bc で表される関係

において，2 つの数量

に着目して，その数量

の間の関係を考えるこ

とができる。 

  

基本の問題 

（教科書 p.133） 

 

４ 

比
例
と
反
比
例
の
利
用 

１ 比例と反比例の利

用 

（教科書 p.134～136） 

18 

身のまわりの問題を，比例

や反比例の関係を利用して

解決することができる。 

・身のまわりの問題を，比例や反比例の関

係を利用して解決する。 

○具体的な事象を比例や

反比例の関係でとらえ

ることに関心をもち，

比例や反比例とそのグ

ラフを利用して問題を

解決しようとしてい

る。 

○具体的な事象を比例や

反比例の関係でとら

え，それらを利用して問

題を解決できる。 

 ○身のまわりには，比例

や反比例を利用して問

題を解決できる場面が

あることを理解してい

る。 

19 

身のまわりの問題を，比例

のグラフを利用して解決す

ることができる。 

・身のまわりの問題を，比例のグラフを利

用して解決する。 

・比例のグラフから，具体的な事象を読み

とる。 

○具体的な事象を比例の

関係でとらえ，そのグ

ラフを利用して問題を

解決できる。 

○比例のグラフから，具

体的な事象を読みとる

ことができる。 

 ○比例のグラフを利用し

て問題を解決できるこ

とや，グラフのよさを

理解している。 

章の問題Ａ 

（教科書 p.137） 
20 

 

 

  



第 1学年 5章 平面図形（17時間） 

 

単元の評価規準例 

数学への関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 数量や図形についての知識・理解 

様々な事象を平面図形でとらえたり，

それらの性質や関係を見いだしたりす

るなど，数学的に考え表現することに

関心をもち，意欲的に数学を問題の解

決に活用して考えたり判断したりしよ

うとしている。 

平面図形についての基礎的・基本的な

知識や技能を活用して，論理的に考察

し表現するなど，数学的な見方や考え

方を身に付けている。 

基本的な作図をしたりするなどの技能

を身に付けている。 

平面図形についての性質や関係，基本

的な作図の方法，平行移動や対称移動

および回転移動を理解し，知識を身に

付けている。 

 

毎時の評価規準例 

節 項 時 目標 学習活動 
評価規準例 

関心・意欲・態度 見方や考え方 技能 知識・理解 

１ 

図
形
の
移
動 

しきつめ模様をつくっ

てみよう 

（教科書 p.140～141） 

１ 

しきつめ模様を図形の移動

の見方でみたり，図形を移

動してしきつめ模様をつく

ったりすることができる。 

・しきつめ模様を，ずらす，回す，裏返す

という見方で観察する。 

・もとになる図形を決めて，それと合同な

図形を並べて正六角形の模様をつくる。 

○図形の移動に関心をも

ち，図形どうしの関係

を移動の見方で観察し

たり，移動の性質を調

べたりしようとしてい

る。 

○しきつめ模様を図形の

移動の見方でみること

ができる。 

○もとになる図形を移動

して，しきつめ模様を

つくることができる。 

 

１ 図形の移動 

（教科書 p.142～149） 

２ 

平行移動の意味を理解し，

それらの性質を見いだし，

用語や記号を用いて表すこ

とができる。 

・平行移動の意味を知る。 

・平行移動の性質を調べて，用語や記号を

用いて表す。 

・ある図形を平行移動させた図形をかく。 

［用語・記号］直線，線分，半直線，平行

移動，△，// 

○平行移動の性質を見い

だすことができる。 

○平行移動の性質を，用

語や記号を用いて表す

ことができる。 

○ある図形を平行移動さ

せた図形をかくことが

できる。 

○平行移動の意味とその

性質を理解している。 

○平面図形に関する用語

や記号の意味と使い方

を理解している。 

３ 

回転移動の意味を理解し，

それらの性質を見いだし，

用語や記号を用いて表すこ

とができる。 

・回転移動と回転の中心の意味を知る。 

・回転移動の性質を調べて，用語や記号を

用いて表す。 

・ある図形を回転移動させた図形をかく。 

・点対称な図形を回転移動の見方でみる。 

［用語・記号］回転移動，回転の中心，∠ 

○回転移動の性質を見い

だすことができる。 

○点対称な図形を，回転

移動の見方でみること

ができる。 

○回転移動の性質を，用

語や記号を用いて表す

ことができる。 

○ある図形を回転移動さ

せた図形をかくことが

できる。 

○回転移動の意味とその

性質を理解している。 

○回転の中心の意味を理

解している。 

○平面図形に関する用語

や記号の意味と使い方

を理解している。 

４ 

対称移動の意味を理解し，

それらの性質を見いだし，

用語や記号を用いて表すこ

とができる。 

・対称移動と対称の軸の意味を知る。 

・垂線，垂直二等分線，中点の意味を知る。 

・対称移動の性質を調べて，用語や記号を

用いて表す。 

・ある図形を対称移動させた図形をかく。 

・線対称な図形を対称移動の見方でみる。 

［用語・記号］対称移動，対称の軸，垂線，

⊥，中点，垂直二等分線 

○対称移動の性質を見い

だすことができる。 

○線対称な図形を，対称

移動の見方でみること

ができる。 

○対称移動の性質を，用

語や記号を用いて表す

ことができる。 

○ある図形を対称移動さ

せた図形をかくことが

できる。 

○対称移動の意味とその

性質を理解している。 

○対称の軸の意味を理解

している。 

○平面図形に関する用語

や記号の意味と使い方

を理解している。 

５ 

平行移動，回転移動，対称

移動を組み合わせた移動を

考え，説明することができ

る。 

・図形どうしを重ね合わせるには，どのよ

うに移動させればよいかを考え，その移

動を説明する。 

・図形の合同の意味を知る。 

○平行移動，回転移動，

対称移動を組み合わせ

た移動を考え，説明す

ることができる。 

 ○図形の合同の意味を理

解している。 



基本の問題 

（教科書 p.150） 
６ 

 

２ 

基
本
の
作
図 

１ 作図のしかた 

（教科書 p.151～152） 
７ 

作図における定規とコンパ

スの役割と使い方を理解

し，簡単な作図ができる。 

・定規とコンパスを使って正六角形をか

き，それがかけるわけを説明する。 

・作図における定規とコンパスの役割と使

い方を知り，簡単な作図をする。 

［用語・記号］弧，弧の記号，弦 

○作図に関心をもち，基

本的な作図の方法を考

えたり，作図をしたり

しようとしている。 

○コンパスの役割に着目

して，正六角形がかけ

るわけを考え，説明す

ることができる。 

○定規やコンパスを，作

図の道具として正しく

使って，簡単な作図が

できる。 

○作図における定規とコ

ンパスの役割と使い方

を理解している。 

○円に関する用語や記号

の意味と使い方を理解

している。 

２ 基本の作図 

（教科書 p.153～160） 

８ 

交わる 2 つの円の性質を理

解する。 

・作図の方法を考えるために，交わる 2つ

の円の性質について調べる。 

○交わる 2 つの円の性質

を見いだし，説明する

ことができる。 

 ○交わる 2 つの円の性質

を理解している。 

９ 

垂線の作図方法を理解し，

その作図ができる。また，

点と直線との距離，平行な 2

直線の距離の意味を理解す

る。 

・垂線の作図方法を考え，その作図をする。 

・点と直線との距離，平行な 2直線の距離

の意味を知る。 

○交わる 2 つの円の性質

をもとにして，垂線の

作図方法を考えること

ができる。 

○垂線の作図ができる。 

 

○垂線の作図方法を理解

している。 

○点と直線との距離，平

行な 2 直線の距離の意

味を理解している。 

10 

線分の垂直二等分線の作図

方法を理解し，その作図が

できる。 

・線分の垂直二等分線の作図方法を考え，

その作図をする。 

・2 点から等距離にある点は，線分の垂直

二等分線上にあることを知り，それを利

用した作図をする。 

○交わる 2 つの円の性質

をもとにして，垂直二

等分線の作図方法を考

えることができる。 

○線分の垂直二等分線の

作図ができる。 

○垂直二等分線の作図方

法を理解している。 

○2 点から等距離にある

点は，線分の垂直二等

分線上にあることを理

解している。 

11 

角の二等分線の作図方法を

理解し，その作図ができる。 

・角の二等分線の作図方法を考え，その作

図をする。 

・角の 2 辺までの距離が等しい点は，その

角の二等分線上にあることを知り，それ

を利用した作図をする。 

・直線上の点を通り，その直線に垂直な直

線の作図方法を考え，説明する。 

［用語・記号］（角の）二等分線 

○交わる 2 つの円の性質

をもとにして，角の二

等分線の作図方法を考

えることができる。 

○直線上の点を通り，そ

の直線に垂直な直線の

作図方法を考え，説明

することができる。 

○角の二等分線の作図が

できる。 

○角の二等分線の作図方

法を理解している。 

○角の 2 辺までの距離が

等しい点は，その角の

二等分線上にあること

を理解している。 

３ いろいろな作図 

（教科書 p.161～162） 
12 

円の接線の性質を理解し，

それを利用して円の接線の

作図ができる。また，基本

的な作図を利用して，いろ

いろな条件をみたす作図が

できる。 

・円の接線の性質を知る。 

・円の接線の性質を利用して，円の接線の

作図をする。 

・基本的な作図を利用して，いろいろな条

件をみたす作図をする。 

［用語・記号］接する，接線，接点 

○作図に関心をもち，基

本的な作図を利用し

て，いろいろな作図の

方法を考えたり，作図

をしたりしようとして

いる。 

○円の接線の性質を利用

して，円の接線の作図

方法を考えることがで

きる。 

○基本的な作図を利用し

て，いろいろな条件を

みたす作図の方法を考

えることができる。 

○円の接線の作図ができ

る。 

○いろいろな条件をみた

す点や図形を作図する

ことができる。 

○円の接線，接点の意味

を理解している。 

○円の接線の性質を理解

している。 

基本の問題 

（教科書 p.162） 
13 

 



いろいろな大きさの角

を作図してみよう 

（教科書 p.163～164） 

14 

基本的な作図を利用して，

75°の角を作図する方法を

考え，説明することができ

る。 

・75°の角をいろいろな方法で作図し，そ

の方法を説明する。 

・複数の作図の方法を比べて，同じところ

やちがうところを話し合う。 

○作図に関心をもち，基

本的な作図を利用し

て，いろいろな作図の

方法を考えたり，作図

をしたりしようとして

いる。 

○基本的な作図を利用し

て，75°の角を作図す

る方法を考え，説明す

ることができる。 

○複数の作図の方法を比

べて，共通点やちがい

を説明することができ

る。 

  

３ 

お
う
ぎ
形 

自動車のワイパーがふ

き取る部分は？ 

（教科書 p.165～166） 

15 

おうぎ形と中心角の意味

や，おうぎ形の弧の長さや

面積が中心角に比例するこ

とを理解する。 

・自動車のワイパーがふき取る部分を，定

規とコンパスを使って図に表す。 

・おうぎ形と中心角の意味を知る。 

・おうぎ形の弧の長さや面積が，中心角に

比例するかどうかを調べる。 

［用語・記号］おうぎ形，中心角 

○おうぎ形の弧の長さや

面積に関心をもち，そ

れらの求め方を考えた

り，求めたりしようと

している。 

 ○線分を回転移動させた

あとにできる図形をか

くことができる。 

○おうぎ形と中心角の意

味を理解している。 

○おうぎ形の弧の長さや

面積が中心角に比例す

ることを理解してい

る。 

１ おうぎ形 

（教科書 p.167～168） 
16 

おうぎ形の弧の長さや面積

を求めることができる。 

・おうぎ形の弧の長さや面積の求め方を，

中心角に比例することをもとにして考

える。 

・おうぎ形の弧の長さや面積を求める。 

○おうぎ形の弧の長さや

面積の求め方を，中心

角に比例することをも

とにして，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で

きる。 

○おうぎ形の弧の長さや

面積の求め方を理解し

ている。 

基本の問題 

（教科書 p.168） 

 

章の問題Ａ 

（教科書 p.169） 
17 

 

 

  



第 1学年 6章 空間図形（18時間） 

 

単元の評価規準例 

数学への関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 数量や図形についての知識・理解 

様々な事象を空間図形でとらえたり，

それらの性質や関係を見いだしたりす

るなど，数学的に考え表現することに

関心をもち，意欲的に数学を問題の解

決に活用して考えたり判断したりしよ

うとしている。 

空間図形についての基礎的・基本的な

知識や技能を活用して，論理的に考察

し表現するなど，数学的な見方や考え

方を身に付けている。 

空間図形を見取図，展開図，投影図に

よって適切に表現したり，図形の計量

をしたりするなどの技能を身に付けて

いる。 

空間図形についての性質や関係，空間

における図形の位置関係，図形の計量

の仕方を理解し，知識を身に付けてい

る。 

 

毎時の評価規準例 

節 項 時 目標 学習活動 
評価規準例 

関心・意欲・態度 見方や考え方 技能 知識・理解 

１ 

い
ろ
い
ろ
な
立
体 

空間図形を観察しよう 

（教科書 p.172～173） 
１ 

身のまわりのものから立体

を見いだし，それらの立体

をいろいろな見方で分類で

きる 

・身のまわりにあるものから立体を見いだ

し，それらの立体をいろいろな見方で分

類する。 

○身のまわりのものを立

体でとらえることに関

心をもち，それらの特

徴を調べたり，分類し

たりしようとしてい

る。 

○身のまわりのものから

立体を見いだし，それ

らの立体をいろいろな

見方で分類できる。 

  

１ いろいろな立体 

（教科書 p.174～177） 

２ 

多面体の意味を理解する。

また，角錐や円錐の意味と

それらの特徴を理解する。 

・多面体の意味を知る。 

・角錐，円錐の意味を知る。 

・角柱と角錐，円柱と円錐，角錐と円錐の

共通点やちがいを考える。 

［用語・記号］多面体，角錐，円錐 

○角柱と角錐，円柱と円

錐，角錐と円錐の共通

点やちがいを考えるこ

とができる。 

 ○多面体の意味を理解し

ている。 

○角錐，円錐の意味とそ

れらの特徴を理解して

いる。 

３ 

正多面体の意味とそれらの

特徴を理解する。 

・巻末の紙を使って立体の模型を作り，そ

れらの共通点やちがいを考える。 

・正多面体の意味を知る。 

・正多面体の面の数，辺の数，頂点の数や

正多面体どうしの関係を調べる。 

・正多面体について，(面の数)－(辺の数)

＋(頂点の数)を調べる。 

［用語・記号］正多面体 

○正多面体の共通点やち

がいを考えることがで

きる。 

○正多面体どうしの関係

や面の数，辺の数，頂

点の数についての性質

を見いだすことができ

る。 

○正多面体の辺の数や頂

点の数をいうことがで

きる。 

○正多面体の意味を理解

している。 

２ 

立
体
の
見
方
と
調
べ
方 

１ 直線や平面の位置

関係 

（教科書 p.178～184） 

４ 

空間内にある直線と平面の

意味を理解する。また，空

間内にある平面が 1 つに決

まる条件を理解する。 

・長方形の紙を二つ折りにして机に立て

て，折り目の線と机の面，紙の面と机の

面の位置関係を調べる。 

・空間内にある直線と平面の意味を知る。 

・1 つの直線上にない 3 点によって，平面

が 1つに決まるかどうかを考える。 

○空間内にある直線や平

面の位置関係に関心を

もち，それらを調べた

り，分類したりしよう

としている。 

○空間内にある平面が 1

つに決まる条件を，具

体物を用いて考えるこ

とができる。 

 ○空間内にある直線と平

面の意味を理解してい

る。 

○空間内にある平面が 1

つに決まる条件を理解

している。 



５ 

空間内にある平面と平面，

平面と直線，直線と直線の

位置関係を理解する。 

・交線の意味を知る。 

・空間内にある平面と平面，平面と直線の

位置関係を調べる。 

・ねじれの位置にあることの意味を知る。 

・空間内にある直線と直線の位置関係を調

べる。 

［用語・記号］交線，ねじれの位置にある 

○空間内にある直線や平

面の位置関係を見いだ

し，分類できる。 

 ○空間内にある平面と平

面，平面と直線，直線

と直線の位置関係を理

解している。 

○交線の意味を理解して

いる。 

○ねじれの位置にあるこ

との意味を理解してい

る。 

６ 

空間内にある直線と平面の

垂直，平面と平面のつくる

角を理解する。 

・空間内の直線と平面の垂直，平面と平面

のつくる角について調べる。 

・点と平面との距離，平面と平面との距離

の意味を知る。 

 ○空間内にある直線と平

面が垂直であるための

条件や，平面と平面の

つくる角の決め方を，

具体物を用いて考える

ことができる。 

 ○空間内にある直線と平

面の垂直，平面と平面

のつくる角を理解して

いる。 

○点と平面との距離，平

面と平面との距離の意

味を理解している。 

２ 面の動き 

（教科書 p.185～187） 
７ 

角柱や円柱，円錐，球など

を，平面図形の移動によっ

てできた立体とみることが

できる。 

・面をその面と垂直な方向に動かしてでき

る立体について考える。 

・長方形や直角三角形を空間で回転させて

できる立体について考える。 

・母線，回転体の意味を知る。 

［用語・記号］母線，回転体 

○平面図形の移動によっ

て立体ができることに

関心をもち，それらの

立体について調べよう

としている。 

○角柱や円柱，円錐，球

などを，平面図形の移

動によってできた立体

とみることができる。 

○平面図形の移動によっ

てできる立体の見取図

をかくことができる。 

○母線，回転体の意味を

理解している。 

３ 立体の展開図 

（教科書 p.188～190） 

８ 

角柱，円柱の展開図とその

特徴を理解する。 

・角柱の展開図をかいて，その特徴を調べ

る。 

・円柱の展開図で，側面になる長方形の横

の長さは底面の円周に等しいことを確

認する。 

・円柱の側面にかけたひものようすを，展

開図に表す。 

○立体を展開図に表すこ

とに関心をもち，その

特徴を調べようとして

いる。 

 ○角柱の展開図をかくこ

とができる。 

○円柱の展開図で，側面

になる長方形の横の長

さを求めることができ

る。 

○角柱や円柱の展開図と

その特徴を理解してい

る。 

９ 

角錐，円錐の展開図とその

特徴を理解する。 

・角錐の展開図をかいて，その特徴を調べ

る。 

・底面が正多角形の角錐で，底面の辺の数

を増やしていくと，その展開図はどうな

るかを考える。 

・円錐の展開図で，側面になるおうぎ形の

弧の長さは底面の円周に等しく，半径は

円錐の母線に等しいことを確認する。 

○底面が正多角形の角錐

で，その底面の辺の数

を増やしていくと，そ

の展開図は円錐の展開

図に近づくとみること

ができる。 

○角錐の展開図をかくこ

とができる。 

○円錐の展開図で，側面

になるおうぎ形の弧の

長さを求めることがで

きる。 

○角錐や円錐の展開図と

その特徴を理解してい

る。 

10 

円錐の展開図で，側面にな

るおうぎ形の中心角を求め

ることができる。 

・円錐の展開図をかくために，側面になる

おうぎ形の中心角を求める。 

・円錐の展開図をかく。 

○円錐の展開図で，側面

になるおうぎ形の中心

角を求める方法を考え

ることができる。 

○円錐の展開図の側面に

なるおうぎ形の中心角

を求めることができ

る。 

○円錐の展開図をかくこ

とができる。 

 



４ 立体の投影図 

（教科書 p.191～192） 
11 

投影図の意味を理解し，立

体の投影図をかいたり，投

影図からその立体を読みと

ったりすることができる。 

・正四面体に光をあてるとき，正四面体の

置き方によって，影の形がどうなるかを

考える。 

・投影図の意味と立体の投影図のかき方を

知る。 

・投影図がどんな立体を表したものかを読

みとる。 

［用語・記号］投影図 

○立体を投影図に表すこ

とに関心をもち，その特

徴を調べようとしてい

る。 

○立体に平行な光をあて

たとき，その影に実際

の辺や面の形があらわ

れる方向について考え

ることができる。 

○立体の投影図をかいた

り，投影図からその立

体を読みとったりする

ことができる。 

○投影図の意味と立体の

投影図のかき方を理解

している。 

基本の問題 

（教科書 p.193） 
12 

     

３ 

立
体
の
体
積
と
表
面
積 

いろいろな容器の容積

を調べてみよう 

（教科書 p.194～195） 

13 

角柱や円柱の体積の求め方

を理解し，それらを求める

ことができる。 

・三角柱を，底面の三角形をその面と垂直

な方向に動かしてできる立体とみて，そ

の体積を求める。 

・角柱や円柱の体積を求める。 

○立体の体積や表面積に

関心をもち，その求め

方を考えたり，求めた

りしようとしている。 

 ○角柱や円柱の体積を求

めることができる。 

○角柱や円柱の体積の求

め方を理解している。 

１ 体積 

（教科書 p.196～197） 
14 

角錐や円錐の体積の求め方

を理解し，それらを求める

ことができる。 

・角錐や円錐の体積を，底面積が等しく，

高さが等しい角柱や円柱の体積と比べ，

その求め方を考える。 

・角錐や円錐の体積を求める。 

○角錐や円錐の体積を，

底面積が等しく，高さ

が等しい角柱や円柱の

体積と比べ，その求め

方を考えることができ

る。 

○角錐や円錐の体積を求

めることができる。 

○角錐や円錐の体積の求

め方を理解している。 

２ 表面積 

（教科書 p.198～199） 
15 

角柱や円柱，円錐の表面積

の求め方を理解し，それら

を求めることができる。 

・表面積，側面積，底面積の意味を知る 

・角柱や円柱の表面積の求め方を，展開図

をもとにして考える。 

・角柱や円柱の表面積を求める。 

・円錐の表面積の求め方を，展開図をもと

にして考える。 

・円錐の表面積を求める。 

［用語・記号］表面積，側面積，底面積 

○角柱や円柱，円錐の表

面積の求め方を，展開

図をもとにして考える

ことができる。 

○柱体や錐体の表面積を

求めることができる。 

○角柱や円柱の表面積の

求め方を理解してい

る。 

○円錐の表面積の求め方

を理解している。 

３ 球の体積と表面積 

（教科書 p.200～201） 
16 

球の体積や表面積の求め方

を理解し，それらを求める

ことができる。 

・球の体積や表面積を，その球がちょうど

入る円柱の体積や表面積と比べ，その求

め方を考える。 

・球の体積と表面積を求める。 

○球の体積や表面積を，

その球がちょうど入る

円柱の体積や表面積と

比べ，その求め方を考

えることができる。 

○球の体積や表面積を求

めることができる。 

○球の体積や表面積の求

め方を理解している。 

基本の問題 

（教科書 p.202） 
17 

     

章の問題Ａ 

（教科書 p.204） 
18 

     

 

  



第 1学年 7章 資料の分析と活用（10時間） 

 

単元の評価規準例 

数学への関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 数量や図形についての知識・理解 

様々な事象についての資料を収集して

整理したり，ヒストグラムや代表値な

どを用いてその傾向を読み取ったりす

るなど，数学的に考え表現することに

関心をもち，意欲的に数学を問題の解

決に活用して考えたり判断したりしよ

うとしている。 

ヒストグラムや代表値などについての

基礎的・基本的な知識や技能を活用し

て，論理的に考察し表現するなど，数

学的な見方や考え方を身に付けてい

る。 

資料を表やグラフに整理したり，代表

値を求めたりするなどの技能を身に付

けている。 

ヒストグラムや代表値の必要性と意

味，相対度数の必要性と意味，誤差や

近似値の意味を理解し，知識を身に付

けている。 

  

毎時の評価規準例 

節 項 時 目標 学習活動 
評価規準例 

関心・意欲・態度 見方や考え方 技能 知識・理解 

１ 

資
料
の
分
析 

どちらのルートがよい

かな？ 

（教科書 p.206～207） 

１ 

資料を柱状グラフ（ヒスト

グラム）で表すと，分布の

ようすがとらえやすくなる

ことを理解する。 

・A ルートの所要時間を表した柱状グラフ

（ヒストグラム）から，その特徴を読み

とる。 

・資料を晴れや曇りの日と，雨の日に分け

て調べることを確認する。 

○資料の傾向をとらえる

ことに関心をもち，資

料を整理して，その傾

向をとらえようとして

いる。 

  ○資料を柱状グラフ（ヒ

ストグラム）で表すと，

分布のようすがとらえ

やすくなることを理解

している。 

１ 度数の分布 

（教科書 p.208～212） 

２ 

度数分布表やヒストグラム

の必要性と意味を理解し，

度数分布表やヒストグラム

に表して，資料の傾向を読

みとることができる。 

・A ルートと B ルートで，晴れや曇りの日

の所要時間を度数分布表に整理し，ヒス

トグラムや度数折れ線に表して，それぞ

れの特徴を読みとる。 

［用語・記号］階級，階級の幅，度数，度

数分布表，ヒストグラム，度数折れ線 

○度数分布表やヒストグ

ラムから，資料の傾向

を読みとることができ

る。 

○資料を度数分布表やヒ

ストグラムに表すこと

ができる。 

○度数分布表やヒストグ

ラムの必要性と意味を

理解している。 

３ 

相対度数の必要性と意味を

理解し，相対度数を求めて，

資料の傾向を読みとること

ができる。 

・A ルートの所要時間について，晴れや曇

りの日と雨の日を比べるために相対度

数を求め，それぞれの特徴を読みとる。 

［用語・記号］相対度数 

○相対度数から，資料の

傾向を読みとることが

できる。 

○資料の相対度数を求め

ることができる。 

○相対度数の必要性と意

味を理解している。 

２ 範囲と代表値 

（教科書 p.213～215） 

４ 

資料の範囲や代表値の必要

性と意味を理解し，それら

を求めて，資料の傾向を読

みとることができる。 

・A ルートと B ルートで，晴れや曇りの日

の所要時間の範囲や代表値（平均値，中

央値，最頻値）を求め，それぞれの特徴

を読みとる。 

［用語・記号］範囲，レンジ，代表値，平

均値，中央値，メジアン，最頻値，モー

ド 

○資料の傾向をとらえる

ことに関心をもち，資

料の範囲や代表値を求

めて，その傾向をとら

えようとしている。 

○範囲や代表値から，資

料の傾向を読みとるこ

とができる。 

○資料の範囲を求めるこ

とができる。 

○資料の代表値を求める

ことができる。 

○範囲の必要性と意味を

理解している。 

○代表値の必要性と意味

を理解している。 

５ 

資料の分布のようすや特徴

をもとにして，資料の傾向

をとらえ，説明することが

できる。 

・代表値（平均値，中央値，最頻値）の適

切な用い方について考える。 

・資料の分布のようすや特徴をもとにし

て，A ルートと B ルートのどちらのルー

トのバスを使うかを考え，説明する。 

○資料の分布のようすや

特徴をもとにして，資

料の傾向をとらえ，説

明することができる。 

 ○資料の分布のようすに

よって，代表値を適切

に用いる必要があるこ

とを理解している。 

基本の問題 

（教科書 p.217） 
６ 

 



２ 

資
料
の
活
用 

どちらの並び方がよい

かな？ 

（教科書 p.218～219） 

７ 

問題を解決するために，資

料を収集して整理し，資料

の傾向をとらえ，説明する

ことができる。 

・2 列，3 列の並び方で大縄跳びの練習を

したときの記録を，これまでに学んだ方

法で整理する。 

○問題を解決するため

に，資料を収集して整

理し，資料の傾向をと

らえ，説明しようとし

ている。 

 ○資料を度数分布表やヒ

ストグラムに表した

り，資料の相対度数や

範囲，代表値を求めた

りすることができる。 

 

８ 

・資料の傾向を読みとってどちらの並び方

がよいかを判断し，レポートにまとめて

発表する。 

○資料の分布のようすや

特徴をもとにして，資

料の傾向をとらえ，説

明することができる。 

  

３ 

近
似
値
と
有
効
数
字 

食品や飲料の 0 や 0.0

の表示の意味は？ 

９ 

近似値と誤差の意味を理解

し，真の値の範囲を求める

ことができる。また，有効

数字の意味と近似値の表し

方を理解し，表すことがで

きる。 

・食品や飲料に表示されている 0と 0.0の

ちがいについて考える。 

・近似値と誤差の意味を知り，近似値の真

の値の範囲を求める。 

・有効数字の意味を知り，近似値を（整数

部分が 1 けたの数）×(10の累乗)の形に

表す。 

［用語・記号］近似値，誤差，有効数字 

○身のまわりにある近似

値に関心をもち，その

意味や表し方について

考えようとしている。 

 ○真の値の範囲を，不等

号を使って表すことが

できる。 

○近似値を（整数部分が

1 けたの数）×(10 の累

乗)の形に表すことが

できる。 

○近似値と誤差の意味を

理解している。 

○有効数字の意味と近似

値の表し方を理解して

いる。 １ 近似値と有効数字 

（教科書 p.221～223） 

基本の問題 

（教科書 p.223） 

 

章の問題Ａ 

（教科書 p.224） 
10 

 

 

 


