
高校１年生/Ⅰ類 教科／科目

単元名

単元の
概要

A3 B3 C3

・命題について論理的
に思考し、対偶や背理
法を用いて証明する
ことができる

・自分で命題を見つ
け、論理的に思考し、
真偽の判断をすること
ができる

・命題について、真偽
の判断も含めて、解説
をすることができる

A2 B2 C2

・命題について論理的
に思考し、真偽の判断
ができる
・命題の逆・裏・対偶を
求めることができる

・命題の真偽の判定の
際に、適切な反例を考
えることができる

・つくった命題について、
真偽についての説明をま
とめる
・その命題の逆・裏・対偶
とその真偽についても考
えを深める

A1 B1 C1

・集合や命題の意味や
用語を理解している
・記号を用いて集合を
表すことができる

・命題の逆・裏・対偶の真
偽を求めることができる
・逆・裏・対偶の真偽の関
係について理解する

・真偽の判断が出来る
命題をつくることがで
きる

知識 活用 創造

基
礎

〈留意点・評価〉

(1)「ものの集まり」の表現の方法を学ぶ
（２）ある事柄について述べられた文や式が正しいか正しくないかを論理的に考えるために命題や条件につ
いて理解する

高等学校　数学I（数研出版）

到達目標/評価規準 単元内容

発
展

応
用

１．集合
(1)集合と要素　(2)集合の表し方
(3)部分集合　(4)共通部分と和集合(5)補集合
２.命題と条件
(1)命題　(2)条件
(3)命題P⇒Q
(4)必要条件と十分条件
(5)条件の否定
(6)「かつ」「または」と否定
３.命題と証明
(1)命題の逆、対偶、裏
(2)対偶を利用する証明
(3)背理法を利用する証明

学年／コース 数学/数学Ａ

１学期 中間試験まで

第２章　集合と命題 使用教材



高校１年生/Ⅰ類 教科／科目

単元名

単元の
概要

A3 B3 C3

・独立試行、反復試行
また条件付き確率など
を含む応用問題に対
応することができる

・確率漸化式
・幾何的融合問題
などの分野横断的な
問題に対応できる

・自分で研究したもの
をレポートにまとめ、わ
かりやすく発表するこ
とができる

A2 B2 C2

・確率の基本性質を理
解している
・場合の数の考えを用
いて確率を正しく求め
ることができる

・身近な事柄に関する
確率を数学的に考察
し求めることができる

・確率に関する問題に
対しデータや資料を用
いて研究し、理解を深
めることができる

A1 B1 C1
・集合に関する用語や記
号を理解し、使うことがで
きる
・順列や組合せの考え方
を理解し、色々な事柄の
場合の数の総数を求める
ことができる

・身近にある確率に関
係する事象を見つけ、
発表することができる

・確率に関する問題を
自ら作成し考察するこ
とができる

知識 活用 創造

学年／コース 数学/数学A

2学期 期末試験まで

第１章　場合の数と確率 使用教材

基
礎

〈留意点・評価〉

(1)ある事柄が起こる場合の数の総数を求めるための方法について理解する
(2)身近な事柄について、それがどの程度起こりやすいのか、または起こりにくいのかを数学的に考える 高等学校　数学A

到達目標/評価規準 単元内容

発
展

応
用

１．場合の数
(1)集合の要素と個数
(2)場合の数
(3)順列
(4)組合せ
２．確率
(1)事象と確率
(2)確率の基本性質
(3)独立な試行と確率
(4)条件付き確率



高校１年生/Ⅰ類 教科／科目

単元名

単元の
概要

A3 B3 C3

・ユークリッドの互除
法を活用して、１次不
定方程式を解くことが
できる

・整数の性質がどんな
場面で活用できそう
かを考えてまとめる

・オリジナルのゲーム
を完成させ、魅力が伝
わるようにプレゼンす
ることができる

A2 B2 C2

・ユークリッドの互除
法の性質を理解して、
問題を解くことができ
る

・身近で利用されてい
る、整数の性質につい
て、どのように活用さ
れているのかを研究
する

・オリジナルのゲーム
を実際に行って、ゲー
ムとしての有用性を検
証する

A1 B1 C1
・約数、倍数について理解
を深めている
・整数の商と余りの関係を
理解する
・分数や小数、ｎ進法を理
解し、数を色々な方法で
表すことができる

・身近で利用されてい
る、整数の性質を見つ
けることができる

・整数の性質に注目し
て、オリジナルのゲー
ムを作成する

知識 活用 創造

学年／コース 数学/数学A

３学期 期末試験まで

第３章　整数の性質 使用教材

基
礎

〈留意点・評価〉

(1)整数の範囲で色々な数について学ぶ
(2)二つ以上の数の関係や性質について考える
(3)10進法以外の表記法について知る

高等学校　数学A

到達目標/評価規準 単元内容

発
展

応
用

１．約数と倍数
(1)約数と倍数
(2)最大公約数・最小公倍数
(3)整数の割り算と商・余り
２．ユークリッドの互除法
(1)ユークリッドの互除法
(2)１次不定方程式
３．整数の性質の活用
(1)分数と小数
(2)ｎ進法



高校１年生/Ⅰ類 教科／科目

単元名

単元の
概要

A3 B3 C3

・図形の性質に関する
定理を証明することが
できる

・身近に活用できる図
形の性質を考えて発
表することができる

・つくった作品を、わか
りやすくプレゼンする
ことができる

A2 B2 C2
・図形の性質を用いて、作
図をすることが出来る
・図形に関する定理を用い
て値を求めたり、証明をす
ることができる

・身近で使われている
図形の性質を見つけ
ることができる

・図形の性質を活かし
て、作品をつくること
ができる

A1 B1 C1

・平面図形・空間図形
に関する性質や定義
を理解している

・図形の性質を２つ以
上用いて、問題を解く
ことができる

・図形の性質に関する
問題を作成して、発表
することができる

知識 活用 創造

学年／コース 数学/数学A

通ゼミ「高入生数学」で扱う

第２章　図形の性質 使用教材

基
礎

〈留意点・評価〉

(1)三角形や円などの様々図形の性質について理解する
(2)三角形や円の性質を用いた作図を習得する
(3)空間における図形の位置関係や、凸多面体の性質や計量について学ぶ

高等学校　数学A

到達目標/評価規準 単元内容

発
展

応
用

１．平面図形
(1)三角形の辺の比
(2)三角形の外心・内心・重心
(3)チェバの定理・メネラウスの定理
(4)円に内接する四角形
(5)円と直線
(6)２つの円
(7)作図
2.空間図形
(1)直線と平面
(2)空間図形と多面体


