
数学科 学習指導案  

単 元 名  数学Ⅰ 「二次関数」 （二次関数）  

単元の目標  

 ①知識・技能  

 (ア)二次関数の値の変化やグラフの特徴について理解すること。  

 (イ)二次関数の最大値や最小値を求めること。  

 (ウ)二次方程式の解と二次関数のグラフとの関係について理解すること。また、二

次不等式の解と二次関数のグラフとの関係について理解し、二次関数のグラ

フを用いて二次不等式の解を求めること。  

②思考力・判断力・表現力  

 (ア)二次関数の式とグラフとの関係について、コンピュータなどの情報機器を用い

てグラフをかくなどして多面的に考察すること。  

 (イ)二つの数量の関係に着目し、日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え、

問題を解決したり、解決の過程を振り返って事象の数学的な特徴や他の事

象との関係を考察したりすること。  

具体的な評価規準  

知識・技能  思考力・判断力・表現力  主体的に学習に取り組む態度  

・関数とそのグラフについて基

礎的な知識を身につけてい

る。  

・二次関数のグラフをかき、最

大値、最小値を求めることが

できる。  

・二次方程式の解と二次関数

のグラフと 𝒙 軸の位置関係に

ついて理解する。  

・二次不等式を解くことができ

る。  

・二次関数を平方完成し、それをグラフと

して表すことができる。  

・グラフに関する条件から、二次関数を決

定することができる。  

・二次関数の最大値、最小値を求めるた

めにグラフ作成ソフトを用いて表現するこ

とができる。  

・二次方程式や二次不等式の解につい

て考察し、表現する事ができる。  

・周囲の人と議論したことをまとめ、式とし

て表現する事ができる。  

・主体的に知識を身につけ、それを活

用しようとしている。  

・二次関数の考えを活用し、様々な問

題に最大値、最小値の考えを利用し

ようとしている。  

・二つの数量の関係に着目し、社会

の現象に関数の考えを活用させ、有

用性を認識しようしている。  

・友人との対話を積極的に行い、自分

の考えを表現している。  

単元計画  

次  時  評価規準と評価方法  学習活動  

一  １  【評価規準】関数とそのグラフ及び関数の値の変

化について理解している。（知識・技能）  

【評価方法】行動の観察  

関数の値の表し方、関数の定義域・値域等の言葉

を理解し、それらを求める。  



二  ２  

３  

４  

【評価規準】二次関数のグラフをかくための知識

を身につけ、グラフをかくことができる。 （思考力・

判断力・表現力）  

【評価方法】記述の確認  

中学校で学んだ 𝒚 = 𝒂𝒙𝟐  のグラフの性質をもと

に、二次関数の一般形の式を平方完成し、平行移

動の考えを利用し、グラフをかく。  

三  ５  

６  

７  

８  

９  

【評価規準】二次関数のグラフより、最大値・最小

値を求めることができる。（知識・技能）さらにコン

ピュータを用いて判断、表現できる。（思考力・判

断力・表現力）  

【評価方法】記述の確認  

二次関数のグラフを利用し、定義域に応じた値域

を考察し、最大値・最小値を求める。また、グラフ移

動、範囲移動の最大値・最小値について、グラフ

作成ソフトを用いて判断し、場合分けをして求め

る。  

四  10  

11  

12  

【評価規準】グラフに関する条件から二次関数を

求めることができる。（知識・技能）  

【評価方法】記述の確認  

二次関数の標準形・一般形の式を活用し、条件よ

り二次関数の式を求める。  

五  13  

14  

15  

【評価規準】二次方程式を解くことができ、判別

式を利用して解の個数を求めることができる。（思

考力・判断力・表現力）  

【評価方法】行動の確認・記述の確認  

二次方程式を解く。また、二次方程式の解と、二次

関数と𝒙 軸との位置関係について関連づけて考

察する。  

六  16  

17  

18  

【評価規準】二次不等式について、グラフを用いて

解くことができる。（知識・技能）  

【評価方法】記述の確認  

二次方程式の解と𝒙 軸の共有点について理解し、

二次不等式を二次関数のグラフを利用して解く。  

七  19  

20  

【評価規準】演習問題を解く上で、周囲と協力し、

自分の考えを相手にわかりやすく伝えたり表現し

たりすることができる。（主体的に学習に取り組む

態度）  

【評価方法】行動の分析・記述の分析  

様々な演習問題を周囲と協力して解く。その中で、

二次関数を用いて身近な問題を解決する事を通

して、二次関数の有用性を考察でき、積極的に活

用しようとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 数学 ）科 学習指導案 

実施日時 令和 ３年  ○月  ○日（○）○校時 指 導 者 ○○○○ 

指導学級 ３年     ○組（生徒数   １８名） 指導教室 ３年○組 

教科・科目 数学Ⅰ 単元名 二次方程式 

段階 学習内容 学習活動 指導上の留意点 

導入

(10

分) 

本時は 202１年の大学入試問

題に挑戦する。（神戸大) 

「𝑎を実数とする。𝑥の２次方程式 

 𝑥2 + (𝑎 + 1)𝑥 + 𝑎2 − 1 = 0 …① 

について、以下の問いに答えよ。 

(1) この２次方程式が実数解をも

つような 𝑎 の値の範囲を求めよ。」 

グーグルクラスルームで答えを送

信。 

個人で取り組む。 

グーグルクラスルームで 18 名

の答えが送信されたら解説を行

う。 

 視覚的に確認するために、２次方

程式を、二次関数 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 + (𝑎 + 1)𝑥 + 𝑎2 − 1 

と𝑥軸との関係とみて、ジオジェブ

ラでグラフを描いて動かしてみる。 

基本的な内容ではある

が、何をしたらいいのかわか

らない生徒がいる様子があ

れば周りの人と相談すること

を許可する。 

展開 

(35

分) 

(2) 𝑎を(1)で求めた範囲で動か

すとき、この２次方程式の実数解

がとりうる値の範囲を求めよ。 

ヒント１「迷ったときは具体的に考

えよう。𝑥 = 0を解にもつような実

数 𝑎は存在するか。𝑥 = 1を解にも

つ よ う な 実 数 𝑎 は 存 在 す る

か。・・・」 

ヒント２「分かってきたら、一般化

して,   𝑥 = 𝑘を解にもつような実数

𝑎は存在するか考えてみよう。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練習問題を解く。 

 

不等式の類題に挑戦する。 

個人で取り組む。 

周りと相談して取り組む。 

𝑥に具体数を入れて、判別式を

用いる。 

𝑥 = 0が解となるような実数𝑎

は、𝑎 = ±1である。𝑥＝1が解とな

るような実数𝑎は存在しない。 

一般化して、考える。𝑥 = ｋを解

にもつような実数𝑎が存在する条

件を考える。①を𝑎 についての２次

方程式とみて、判別式を用いて𝑘

の範囲を求める。 

①を、𝑎𝑥平面ではどのような図

形になるか、想像する。ジオジェブ

ラで実際に書いてみる。ジオジェブ

ラのシステムの都合上、𝑎を𝑦とし

てグラフを書く。𝑎と𝑥の取りうる値

の範囲を確認する。 

解答としては、𝑘とおかずに、𝑥の

まま判別式を行って構わないこと

を確認する。 

同様に考える。 

ジオジェブラを用いて考え

る生徒も想定できるが、特に

指示はしない。 

 生徒の取り組み状況を見

ながらヒントを提示する。 

 ①を𝑎についての２次方程

式とみることをなるべく難し

く感じさせないように導きた

い。 

 求めた 𝑘の範囲が解の存

在範囲であることをおさえ

る。 

 ある程度の理解が得られ

たら、①を。𝑎𝑥平面でグラフ

を確認する。 

 ジオジェブラでは値の範囲

は求められないため、プリン

トの上で求めた𝑎の範囲と𝑥

の範囲と照らし合わせて確

認するにとどめる。 

まと

め 

(5

分) 

本時の振り返りをグーグルクラス

ルームで送る。 

 グラフ作成ソフトの有用性を確認

する。 

整数問題など、これまでグラ

フを考えてこなかった問題

でもグラフを書くことで、方

針が立ちやすくなることを伝

えたい。 

以下は本時の授業に限らず、今年度行った取り組みである。 



＜BYOD実践１＞ 

  教科書補充プリントを作成し、グラフ作成ソフト「ジオジェブラ」に飛ぶ QRコードを貼り付けておく。 

特に数Ⅲの二次曲線では、実際に触って動かすことで、放物線、楕円、双曲線の理解が深まった。焦点や準線、

漸近線の確認ができた。 

ただし、式の形を覚えて定着させる時間は別で必要であった。 

 

 

＜BYOD実践２＞ 

  ジオジェブラを生徒自身が使ってみる。 

関数を入力したり、図形を描いたり、作ったものを動かしたりすることで、感覚的に腑に落ちたり、問題を解くうえ

で助けになったりした。視覚的に確認することは、理解するうえで効果的であった。ただし、教員が作ったものを動

かすだけの＜実践１＞に対して、スマートフォンで作成するのは画面が小さすぎた。１８台のタブレット環境を整える

のに苦労した。 

 

 

＜BYOD実践３＞ 

  生徒が解説動画を作って、グーグルクラスルームで提出。教員がシェアして各自テスト勉強に役立てる。 

  手元だけをスマートフォンで映して解説をするので、恥ずかしがらずに作成していた。教員が一度チェックをする

ことで、間違いがシェアされることを防いだ。各自の自宅で行う活動であり、授業時間を割かずに活動を行うこと

ができた。ただし、動画視聴に通信量を消費するので嫌がる生徒がいた。 

 

 

＜BYOD実践４＞ 

  新型コロナウイルス感染拡大防止や大雨で授業ができない日が何度もあった。ZOOM で授業を開講した。普

段通りの授業スタイルで、生徒が解説して、授業者が補足説明を行った。生徒は ZOOM の画面共有にも慣れて

いるので、スムーズに発表を行うことができた。 

  通信料の問題や、生授業のようにやりとりがスムーズではないという問題はあるが、学校に登校できない中で

授業を実施し続けることは一定の効果はあった。 

 

 

＜BYOD 実践５＞ 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、クラス内で自宅待機をしている生徒と学校で授業を受ける生

徒がいる際に、ZOOM による授業と対面授業を同時に行うハイブリッド型の授業を行った。ZOOM を利用してい

る生徒が画面共有したものをスクリーンに映すことで、教室内外に関わらずスムーズに発表することができ、対面

授業と変わらず生徒主体の授業をすることができた。 

 

 

＜BYOD実践６＞ 

教員が課題の解説動画を作って、グーグルクラスルームで共有。各自、自宅学習に役立てる。手元だけをスマー

トフォンで映して解説をするので、負担感がなく継続して行うことができた。授業時間を割かずに、それぞれの習熟

度に合わせた利用を促すことができた。ただし、動画視聴に通信量を消費するので嫌がる生徒がいた。 

 


