
2021 年度 数学Ⅰ シラバス 

 

科目名 

数学Ⅰ 

単位数 ３ 単位 

対象 普通科 １年１，２，４，５，６組 

（情報処理・健康スポーツ・普通コース） 

【学習目標】方程式と不等式，二次関数、三角比、集合と論証およびデータの分析について理

解させ，基本的な知識の習得と技能の習熟を図り、それらを的確に活用する能力を伸ばすとと

もに，数学的な見方や考え方のよさを認識できるようにする。 

 

【学習内容】 

1章：数式の四則演算、実数とその性質の理解、1次不等式とその解法ができる。 
2章：集合の基本事項の理解、命題や条件を考察することができる。 
3章：2次関数についての理解、2次方程式や不等式の解法ができる。 
4章：鋭角の三角比についての理解、180°までの拡張、三角形への応用ができる。 

5章：データの整理、分析ができる。 

【使用教科書・副教材】 

数学Ⅰ Standard（東京書籍） Standard Buddy WRITE 数学Ⅰ＋A（東京書籍） 

【授業の受け方】 

(1) 勉強は教科書を中心に行い、問題集(副教材)で基礎・基本を定着させる。 

(2) ノートは毎時間しっかりとる。 

(3) 新しく学習する内容を理解するだけでなく、学習する価値や学習の必要性を学ぶ。 

(4) 「なぜ」「どうして」という疑問を持ちながら授業に参加する。 

(5) 予習では「疑問」、復習では「納得」を目標に予習・復習を欠かさないようにする。 

(6) 授業で解決する課題については、色々な方法で解決することも考えてみる。 

【評価方法】 

１．中間考査や期末考査・豆テストの成績、ノートや授業で使用したプリント類、授業態度、

発表や授業に参加する姿勢等を総合して、１，２学期は１００点満点、学年末は５段階

で評価する。 

２．評価は、中間考査、期末考査の成績が７０％程度、豆テストやノート・提出物、出席・

授業態度等が３０％程度とする。 

 



2021 年度 数学Ⅰ シラバス 

 

科目名 

数学Ⅰ 

単位数 ３ 単位 

対象 普通科 １年３組（文理特進コース） 

【学習目標】方程式と不等式，二次関数、三角比、集合と論証およびデータの分析について理

解させ，基本的な知識の習得と技能の習熟を図り、それらを的確に活用する能力を伸ばすとと

もに，数学的な見方や考え方のよさを認識できるようにする。 

 

【学習内容】 

1章：数式の四則演算、実数とその性質の理解、1次不等式とその解法ができる。 
2章：集合の基本事項の理解、命題や条件を考察することができる。 
3章：2次関数についての理解、2次方程式や不等式の解法ができる。 
4章：鋭角の三角比についての理解、180°までの拡張、三角形への応用ができる。 

5章：データの整理、分析ができる。 

【使用教科書・副教材】 

数学Ⅰ Standard（東京書籍） Standard Buddy WIDE 数学Ⅰ＋A（東京書籍） 

【授業の受け方】 

(1) 勉強は教科書を中心に行い、問題集(副教材)で基礎・基本を定着させる。 

(2) ノートは毎時間しっかりとる。 

(3) 新しく学習する内容を理解するだけでなく、学習する価値や学習の必要性を学ぶ。 

(4) 「なぜ」「どうして」という疑問を持ちながら授業に参加する。 

(5) 予習では「疑問」、復習では「納得」を目標に予習・復習を欠かさないようにする。 

(6) 授業で解決する課題については、色々な方法で解決することも考えてみる。 

【評価方法】 

１．中間考査や期末考査・豆テストの成績、ノートや授業で使用したプリント類、授業態度、

発表や授業に参加する姿勢等を総合して、１，２学期は１００点満点、学年末は５段階

で評価する。 

２．評価は、中間考査、期末考査の成績が７０％程度、豆テストやノート・提出物、出席・

授業態度等が３０％程度とする。 

 



2021年度 数学Ａ シラバス 

 

科目名 

数学 A 

単位数 ２ 単位 

対象 普通科 １年１，２，４，５，６組 

（情報処処理・健康スポーツ・普通コース） 

【学習目標】 

順列と組み合わせ、確率、整数の性質、図形の性質について理解させ，基本的な知識の習得

と技能の習熟を図り、それらを的確に活用する能力を伸ばすとともに，数学的な見方や考え

方のよさを認識できるようにする。 

【学習内容】 

 
1章：集合の概念などの基本的なことを理解する。また、順列・組合せの定義を理解し、記 

号を使って計算できるようにする。確率の定義、基本性質を理解し身近な問題を解く 
ことができるようにする。 

2章：約数と倍数、最大公約数と最小公倍数について理解する。また、ユークリッドの互除 
法を理解し、不定方程式へ応用する。整数の性質を理解し、2進法の仕組みなどを理 
解する。         

3章：基本的な作図について学ぶ。また、三角形の辺と角の関係を理解し、定理を導き活用 
できるようにする。円の性質を理解し、角や辺の長さを求められるようにする。 

【使用教科書・副教材】 

数学Ａ Standard（東京書籍） Standard Buddy WRITE 数学Ⅰ＋A（東京書籍） 

【授業の受け方】 

(1) 勉強は教科書を中心に行い、問題集(副教材)で基礎・基本を定着させる。 

(2) ノートは毎時間しっかりとる。 

(3) 新しく学習する内容を理解するだけでなく、学習する価値や学習の必要性を学ぶ。 

(4) 「なぜ」「どうして」という疑問を持ちながら授業に参加する。 

(5) 予習では「疑問」、復習では「納得」を目標に予習・復習を欠かさないようにする。 

(6) 授業で解決する課題については、色々な方法で解決することも考えてみる。 

【評価方法】 

１．中間考査や期末考査・豆テストの成績、ノートや授業で使用したプリント類、授業態度、

発表や授業に参加する姿勢等を総合して、１，２学期は１００点満点、学年末は５段階

で評価する。 

２．評価は、中間考査、期末考査の成績が７０％程度、豆テストやノート・提出物、出席・

授業態度等が３０％程度とする。 

 



2021年度 数学Ａ シラバス 

 

科目名 

数学 A 

単位数 ２ 単位 

対象 普通科 １年３組（文理特進コース） 

【学習目標】 

順列と組み合わせ、確率、整数の性質、図形の性質について理解させ，基本的な知識の習得

と技能の習熟を図り、それらを的確に活用する能力を伸ばすとともに，数学的な見方や考え

方のよさを認識できるようにする。 

【学習内容】 

 
1章：集合の概念などの基本的なことを理解する。また、順列・組合せの定義を理解し、記 

号を使って計算できるようにする。確率の定義、基本性質を理解し身近な問題を解く 
ことができるようにする。 

2章：約数と倍数、最大公約数と最小公倍数について理解する。また、ユークリッドの互除 
法を理解し、不定方程式へ応用する。整数の性質を理解し、2進法の仕組みなどを理 
解する。         

3章：基本的な作図について学ぶ。また、三角形の辺と角の関係を理解し、定理を導き活用 
できるようにする。円の性質を理解し、角や辺の長さを求められるようにする。 

【使用教科書・副教材】 

数学Ａ Standard（東京書籍） Standard Buddy WIDE 数学Ⅰ＋A（東京書籍） 

【授業の受け方】 

(1) 勉強は教科書を中心に行い、問題集(副教材)で基礎・基本を定着させる。 

(2) ノートは毎時間しっかりとる。 

(3) 新しく学習する内容を理解するだけでなく、学習する価値や学習の必要性を学ぶ。 

(4) 「なぜ」「どうして」という疑問を持ちながら授業に参加する。 

(5) 予習では「疑問」、復習では「納得」を目標に予習・復習を欠かさないようにする。 

(6) 授業で解決する課題については、色々な方法で解決することも考えてみる。 

【評価方法】 

１．中間考査や期末考査・豆テストの成績、ノートや授業で使用したプリント類、授業態度、

発表や授業に参加する姿勢等を総合して、１，２学期は１００点満点、学年末は５段階

で評価する。 

２．評価は、中間考査、期末考査の成績が７０％程度、豆テストやノート・提出物、出席・

授業態度等が３０％程度とする。 

 



 

2021 年度 数学Ⅱ シラバス 

 

 科目名：数学Ⅱ       単位数：２単位（分割履修） 

 対象学科・学年・学級：普通科・２年１，２，４組（情報処理コース，健康スポーツコース） 

  使用教科書･副教材：数学Ⅱ Standard（東京書籍） Standard Buddy WRITE 数学Ⅱ（東京書籍） 

 

１ 学習目標 

式と証明・高次方程式，図形と方程式，いろいろな関数及び微分・積分の考えについて理解させ，基本的

な知識の習得と技能の習熟を図り、それらを的確に活用する能力を伸ばすとともに，数学的な見方や考え方

のよさを認識できるようにする。 

 

２ 学習内容 

   第１章：整式、複素数と方程式、式の証明について学習する。                                       

   第２章：図形を方程式で表し、図形を調べる方法を学習する。 

   第３章：三角関数について学習する。 

 

３  授業の受け方  

(1)勉強は教科書を中心に行い、問題集(副教材)で基礎･基本を定着させる。 

(2)ノートは毎時間しっかりとる。 

(3)新しく学習する内容を理解するだけでなく、学習する価値や学習の必要性を学ぶ。 

(4)「なぜ」「どうして」という疑問を持ちながら授業に参加する。 

(5)予習では「疑問」、復習では「納得」を目標に予習・復習を欠かさないようにする。 

(6)授業で解決する課題については、色々な方法で解決することも考えてみる。 

 

 

４ 評価方法 

(1)中間考査や期末考査・豆テストの成績、ノートや授業で使用したプリント類、授業態度、発表や授業に参

加する姿勢を総合して、１,２学期は１００点満点、学年末は５段階で評価する。 

(2)評価は、中間考査、期末考査の成績が７０％程度、豆テストや提出物、授業態度等が３０％程度とする。 

 

                                                     



 

2021 年度 数学Ⅱ シラバス 

 

 科目名：数学Ⅱ       単位数：４単位 

 対象学科・学年・学級：普通科・２年３組（文理特進コース） 

  使用教科書･副教材：数学Ⅱ Standard（東京書籍） Standard Buddy WIDE 数学Ⅱ＋B（東京書籍） 

１ 学習目標 

式と証明・高次方程式，図形と方程式，いろいろな関数及び微分・積分の考えについて理解させ，基本的

な知識の習得と技能の習熟を図り、それらを的確に活用する能力を伸ばすとともに，数学的な見方や考え方

のよさを認識できるようにする。 

 

２ 学習内容 

   第１章：整式、複素数と方程式、式の証明について学習する。                                       

   第２章：図形を方程式で表し、図形を調べる方法を学習する。 

   第３章：三角関数について学習する。 

   第４章：指数関数・対数関数について学習する。 

   第５章：微分積分について学び、直線や放物線などで囲まれた図形の面積を求める方法を学習する。 

 

３  授業の受け方  

(1)勉強は教科書を中心に行い、問題集(副教材)で基礎･基本を定着させる。 

(2)ノートは毎時間しっかりとる。 

(3)新しく学習する内容を理解するだけでなく、学習する価値や学習の必要性を学ぶ。 

(4)「なぜ」「どうして」という疑問を持ちながら授業に参加する。 

(5)予習では「疑問」、復習では「納得」を目標に予習・復習を欠かさないようにする。 

(6)授業で解決する課題については、色々な方法で解決することも考えてみる。 

 

 

４ 評価方法 

(1)中間考査や期末考査・豆テストの成績、ノートや授業で使用したプリント類、授業態度、発表や授業に参

加する姿勢を総合して、１,２学期は１００点満点、学年末は５段階で評価する。 

(2)評価は、中間考査、期末考査の成績が７０％程度、豆テストや提出物、授業態度等が３０％程度とする。 

 

                                                     



 

2021 年度 数学Ⅱ シラバス 

 

 科目名：数学Ⅱ       単位数：４単位 

 対象学科・学年・学級：普通科・２年５，６組（普通コース） 

  使用教科書･副教材：数学Ⅱ Standard（東京書籍） Standard Buddy WRITE 数学Ⅱ＋Ｂ（東京書籍） 

 

１ 学習目標 

式と証明・高次方程式，図形と方程式，いろいろな関数及び微分・積分の考えについて理解させ，基本的

な知識の習得と技能の習熟を図り、それらを的確に活用する能力を伸ばすとともに，数学的な見方や考え方

のよさを認識できるようにする。 

 

２ 学習内容 

   第１章：整式、複素数と方程式、式の証明について学習する。                                       

   第２章：図形を方程式で表し、図形を調べる方法を学習する。 

   第３章：三角関数について学習する。 

   第４章：指数関数・対数関数について学習する。 

   第５章：微分積分について学び、直線や放物線などで囲まれた図形の面積を求める方法を学習する。 

 

３  授業の受け方  

(1)勉強は教科書を中心に行い、問題集(副教材)で基礎･基本を定着させる。 

(2)ノートは毎時間しっかりとる。 

(3)新しく学習する内容を理解するだけでなく、学習する価値や学習の必要性を学ぶ。 

(4)「なぜ」「どうして」という疑問を持ちながら授業に参加する。 

(5)予習では「疑問」、復習では「納得」を目標に予習・復習を欠かさないようにする。 

(6)授業で解決する課題については、色々な方法で解決することも考えてみる。 

 

 

４ 評価方法 

(1)中間考査や期末考査・豆テストの成績、ノートや授業で使用したプリント類、授業態度、発表や授業に参

加する姿勢を総合して、１,２学期は１００点満点、学年末は５段階で評価する。 

(2)評価は、中間考査、期末考査の成績が７０％程度、豆テストや提出物、授業態度等が３０％程度とする。 

 

                                                     



 

2021 年度 数学Ｂ シラバス 

 

 科目名：数学Ｂ       単位数：２単位 

 対象学科・学年・学級：普通科・２年３組（文理特進コース） 

  使用教科書･副教材：数学Ｂ Standard（東京書籍） Standard Buddy WIDE 数学Ⅱ＋B（東京書籍） 

 

１ 学習目標 

確率分布と統計的な推測，数列又はベクトルについて理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を図

り，事象を数学的に考察し表現する能力を伸ばすとともに，それらを活用する態度を育てる。 

 

 

２ 学習内容 

   第１章：数列、いろいろな数列、漸化式と数学的帰納法について学習する。 

   第２章：平面上のベクトル、ベクトルの応用、空間におけるベクトルについて学習する。 

   

 

３  授業の受け方  

(1)勉強は教科書を中心に行い、問題集(副教材)で基礎･基本を定着させる。 

(2)ノートは毎時間しっかりとる。 

(3)新しく学習する内容を理解するだけでなく、学習する価値や学習の必要性を学ぶ。 

(4)「なぜ」「どうして」という疑問を持ちながら授業に参加する。 

(5)予習では「疑問」、復習では「納得」を目標に予習・復習を欠かさないようにする。 

(6)授業で解決する課題については、色々な方法で解決することも考えてみる。 

 

 

４ 評価方法 

(1)中間考査や期末考査・豆テストの成績、ノートや授業で使用したプリント類、授業態度、発表や授業に参

加する姿勢を総合して、１,２学期は１００点満点、学年末は５段階で評価する。 

(2)評価は、中間考査、期末考査の成績が70％程度、豆テストや提出物、授業態度等が30％程度とする。 

 

                                                     



 

2021 年度 数学Ｂ シラバス 

 

 科目名：数学Ｂ       単位数：２単位 

 対象学科・学年・学級：普通科 ５・６組（普通コース） 

  使用教科書･副教材：数学Ｂ Standard（東京書籍） Standard Buddy WIDE 数学 B（東京書籍） 

 

１ 学習目標 

確率分布と統計的な推測，数列又はベクトルについて理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を図

り，事象を数学的に考察し表現する能力を伸ばすとともに，それらを活用する態度を育てる。 

 

 

２ 学習内容 

   第１章：数列、いろいろな数列、漸化式と数学的帰納法について学習する。 

   第２章：平面上のベクトル、ベクトルの応用、空間におけるベクトルについて学習する。 

   

 

３  授業の受け方  

(1)勉強は教科書を中心に行い、問題集(副教材)で基礎･基本を定着させる。 

(2)ノートは毎時間しっかりとる。 

(3)新しく学習する内容を理解するだけでなく、学習する価値や学習の必要性を学ぶ。 

(4)「なぜ」「どうして」という疑問を持ちながら授業に参加する。 

(5)予習では「疑問」、復習では「納得」を目標に予習・復習を欠かさないようにする。 

(6)授業で解決する課題については、色々な方法で解決することも考えてみる。 

 

 

４ 評価方法 

(1)中間考査や期末考査・豆テストの成績、ノートや授業で使用したプリント類、授業態度、発表や授業に参

加する姿勢を総合して、１,２学期は１００点満点、学年末は５段階で評価する。 

(2)評価は、中間考査、期末考査の成績が70％程度、豆テストや提出物、授業態度等が30％程度とする。 

 

                                                     



 

2021 年度 数学Ⅱ シラバス 

 

 科目名：数学Ⅱ       単位数：２単位（分割履修） 

 対象学科・学年・学級：普通科・３年１，２，４組（情報処理コース，健康スポーツコース） 

  使用教科書･副教材：数学Ⅱ Standard（東京書籍） Standard Buddy WRITE 数学Ⅱ（東京書籍） 

 

１ 学習目標 

式と証明・高次方程式，図形と方程式，いろいろな関数及び微分・積分の考えについて理解させ，基本的

な知識の習得と技能の習熟を図り、それらを的確に活用する能力を伸ばすとともに，数学的な見方や考え方

のよさを認識できるようにする。 

 

２ 学習内容 

   第３章：三角関数について学習する。 

   第４章：指数関数・対数関数について学習する。 

   第５章：微分積分について学び、直線や放物線などで囲まれた図形の面積を求める方法を学習する。 

 

３  授業の受け方  

(1)勉強は教科書を中心に行い、問題集(副教材)で基礎･基本を定着させる。 

(2)ノートは毎時間しっかりとる。 

(3)新しく学習する内容を理解するだけでなく、学習する価値や学習の必要性を学ぶ。 

(4)「なぜ」「どうして」という疑問を持ちながら授業に参加する。 

(5)予習では「疑問」、復習では「納得」を目標に予習・復習を欠かさないようにする。 

(6)授業で解決する課題については、色々な方法で解決することも考えてみる。 

 

 

４ 評価方法 

(1)中間考査や期末考査・豆テストの成績、ノートや授業で使用したプリント類、授業態度、発表や授業に参

加する姿勢を総合して、１,２学期は１００点満点、学年末は５段階で評価する。 

(2)評価は、中間考査、期末考査の成績が７０％程度、豆テストや提出物、授業態度等が３０％程度とする。 

 

                                                     



2021 年度 数学探求 シラバス 

 

科目名 

数学探求 

単位数 ２ 単位 

対象 普通科 ３学年 １,２組 

（情報処理コース選択者） 

【学習目標】 

 高校数学の基礎の内容を体系的・系統的に復習することにより、理解を深める。 

（センター試験・理系専門学校への受験に対応できる力を育成する。） 

また、その内容を利用し、実際に数学を生活に活用できることを理解する。 

【学習内容】 

数学Ⅰ：数と式、2 次関数、図形と計量、集合と論証、データの分析 

数学 A：場合の数と確率、整数の性質、図形の性質 

 

【使用教科書・副教材】 

ネオパル数学Ⅰ・Ａ ＮＥＷ 

【授業の受け方】 

(1) 勉強はワークシート･課題プリントを中心に行い、実践力を養う。 

(2) 授業は自分のペースで取り組む、自学自習を中心とする。 

(3) 予習や発表に積極的に取り組み、前向きな姿勢を養う。 

(4) 予測や推測を大事にし、自分の中の数学的感覚（数字の感覚）を大事にする。 

【評価方法】 

１．中間考査や期末考査の成績、使用したプリント類、授業態度、発表や授業に参加する

姿勢、レポートを総合して、１，２学期は１００点満点、学年末は５段階で評価する。 

２．評価は、中間考査、期末考査の成績が７０％程度、提出物（レポート・課題プリント）

や出席・授業態度が３０％程度とする。 

 



2021 年度 数学Ⅲ シラバス 

 

科目名 

数学Ⅲ 

単位数 ５ 単位 

対象 普通科 ３学年 ３組（文理特進コース） 

（選択者） 

【学習目標】 

極限、微分法及び積分法についての理解を深め、知識の習得と技能の習熟を図り、事象を

数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに、それらを積極的に活用する態度を育てる。 

 

【学習内容】 

  第１章：平面上の曲線 

  第２章：複素数平面 

  第３章：関数と極限 

    第４章：微分 

  第５章：微分の応用 

  第６章：積分とその応用 

 

【使用教科書・副教材】 

東京書籍「数学Ⅲ Standard」（東書 数Ⅲ316） 

準拠問題集「WRITE 数学Ⅲ」（東京書籍） 

【授業の受け方】 

(1) 勉強はワークシート･課題プリントを中心に行い、実践力を養う。 

(2) 授業は自分のペースで取り組む、自学自習を中心とする。 

(3) 予習や発表に積極的に取り組み、前向きな姿勢を養う。 

(4) 予測や推測を大事にし、自分の中の数学的感覚（数字の感覚）を大事にする。 

【評価方法】 

１．中間考査や期末考査の成績、使用したプリント類、授業態度、発表や授業に参加する姿

勢、レポートを総合して、１，２学期は１００点満点、学年末は５段階で評価する。 

２．評価は、中間考査、期末考査の成績が７０％程度、提出物（レポート・課題プリント）

や出席・授業態度が３０％程度とする。 

 



2021 年度 数学探求 シラバス 

 

科目名 

数学探求 

単位数 ３ 単位 

対象 普通科 ３学年 ３組（文理特進コース） 

【学習目標】 

 高校数学の基礎の内容を体系的・系統的に復習することにより、理解を深める。 

（センター試験・理系専門学校への受験に対応できる力を育成する。） 

また、その内容を利用し、実際に数学を生活に活用できることを理解する。 

【学習内容】 

数学Ⅰ：数と式、2 次関数、図形と計量、集合と論証、データの分析 

数学 A：場合の数と確率、整数の性質、図形の性質 

数学Ⅱ：方程式・式と証明、図形と証明、三角関数、指数関数・対数関数、微分と積分 

数学 B：数列、ベクトル 

【使用教科書・副教材】： 

攻略！共通テストⅠ＋Ａ、Ⅱ＋Ｂ ＰｉｃｋＵｐ１２８  

【授業の受け方】 

(1) 勉強はワークシート･課題プリントを中心に行い、実践力を養う。 

(2) 授業は自分のペースで取り組む、自学自習を中心とする。 

(3) 予習や発表に積極的に取り組み、前向きな姿勢を養う。 

(4) 予測や推測を大事にし、自分の中の数学的感覚（数字の感覚）を大事にする。 

【評価方法】 

１．中間考査や期末考査の成績、使用したプリント類、授業態度、発表や授業に参加する姿

勢、レポートを総合して、１，２学期は１００点満点、学年末は５段階で評価する。 

２．評価は、中間考査、期末考査の成績が７０％程度、提出物（レポート・課題プリント）

や出席・授業態度が３０％程度とする。 

 



2021 年度 実践数学 シラバス 

 

科目名 

実践数学 

単位数 ２ 単位 

対象 普通科 ３学年 １，２，３，４，５，６組 

（選択者） 

【学習目標】 

 1 学年で学習した数学Ⅰ・A の内容を体系的・系統的に復習することにより、理解を  

 深める。（理系専門学校への受験に対応できる力を育成する。） 

また、その内容を利用し、体験的学習をとおして実際に数学を生活に活用できることを理

解し、体感する。 

【学習内容】 

数学Ⅰ：数と式、2 次関数、図形と計量、集合と論証、データの分析 

数学 A：順列と組合せ、確率、図形の性質 

【使用教科書・副教材】 

Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｂｕｄｄｙ ＳＴＡＧＥ 数学Ⅰ＋Ａ 

【授業の受け方】 

(1) 勉強はワークシート･課題プリントを中心に行い、実践力を養う。 

(2) 授業は自分のペースで取り組む、自学自習を中心とする。 

(3) 予習や発表に積極的に取り組み、前向きな姿勢を養う。 

(4) 予測や推測を大事にし、自分の中の数学的感覚（数字の感覚）を大事にする。 

価方法】 

１．中間考査や期末考査の成績、使用したプリント類、授業態度、発表や授業に参加する姿

勢、レポートを総合して、１，２学期は１００点満点、学年末は５段階で評価する。 

２．評価は、中間考査、期末考査の成績が７０％程度、提出物（レポート・課題プリント）

授業態度等が３０％程度とする。 
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