第３学年 数学科学習指導案
平成２７年１０月２６日（月）４限
１

単元名

２

単元について

関数 y＝ax2

本単元は、１年生の「比例・反比例」２年生の「一次関数」に続き、中学校としての関数の
学習の最後にあたる内容である。関数の学習においては、伴って変わる２つの数量について、
「表に表す」「式に表す」
「グラフに表す」活動やそれら相互の関係を考察する活動を通して、
変化や対応の様子を明らかにしてきた。また、３年生では、展開や因数分解、平方根、二次方
程式の学習を通し二次式の扱いを学習してきた。本単元では、関数の見方・考え方を二次式へ
と拡げ、これまでに学んできた関数と比較しながら、関数 y = ax2 についての理解を深めると
ともに、関数関係を見出し、表現し、考察する力をされに伸ばし、問題を解決していく力を育
成していきたい。また本時では、二元一次方程式グラフの持つ意味の復習から、直線と直線の関
係、放物線と直線の関係へと発展させ放物線と直線の交点を求めることへとつなげて考える。

本学級の生徒が４月に実施した今年度の全国学力状況調査において、全国と大きな違いはな
い。また「授業で公式やきまりを習うとき、その根拠を理解するようにしている」
、
「数学の授
業で学習したことを普段の生活に活用できないかを考えるか」という問いに対し肯定的な回答
は単に公式の当てはめにとどまらず、根拠を理解することや普段の生活に活用しようと考える
姿があるととらえることができる。学習中の話し合いを３年間他教科とも連携を図りながら意
図的に行ってきたこともあり、分からないことを分からないと伝え、関わる中で分かるように
なろうとする姿や、分かってもらうためにはどう伝えればよいかを考えながら理解を深める姿
が見られる。しかし、話し合いを仕組む中において、数学を苦手とし基礎的な内容が定着して
いない生徒や学習に向かっていない生徒への関わり方は難しく、授業の中で、どうそこの部分
を仕組んでいくのか課題である。
指導にあたっては、全国学力状況調査において、問題 A１３．二元一次方程式の解を座標と
する点の集合が直線として表されることへの理解が、全国より下回っていた事をから、二元一次方
程式の解を座標とする点は無数にあり、点の集合が一次関数のグラフと一致し、直線となることが
未定着であることが考えられる。これを踏まえ、確認した上で直線と直線の関係、放物線と直線の
関係へと発展させ放物線と直線の交点を求めることへとつなげたい。個人で考える時間をとり、ペ
アや班でその考えたことを伝え理解を深めるとともに、班全体、クラス全体で学び合う姿を育てて
いきたい。

３

単元目標
具体的な事象の中から二つの数量を取り出し、それらの変化や対応を調べること
を通して、関数 y = ax2 について理解するとともに、関数関係を見出し表現し考察す
る能力を伸ばす。
・事象の中には関数 y = ax2 としてとらえられるものがあることを知ること。
・関数 y = ax2 について、表、式、グラフを相互に関連付けて理解すること。
・関数 y = ax2 を用いて具体的な事象をとらえ説明すること。
・いろいろな事象の中に、関数関係があることを理解すること。

４

単元の評価規準

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

数学的な知識・理解

一次関数とは異なる数

具体的な事象を、関数

様々な事象の中にある

関数 y=ax2 の意味、変化

量関係があることが分
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の割合とグラフの特徴、

かり、見方や考え方を基

その結果が適切である

y=ax2 の式で表し、表や

問題解決への利用の仕

に数学的に考察したり、

かどうかを数理的にと

グラフなどによって表

方を理解している。

意欲的に問題解決に活

らえ、見通しをもち論理

現処理することができ

用しようとする。

的に考察することがで
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５
１節

単元計画（全１６時間）
関数とグラフ

関数 y=ax2 の値の変化

２節

３節

６

いろいろな事象と関数

１

関数 y=ax2

３時間

２

関数 y=ax2 のグラフ

４時間

１

関数 y=ax2 の値の増減と変域

２時間

２

関数 y=ax2 の変化の割合

２時間

１

関数 y=ax2 の利用

２

いろいろな関数

４時間 (本時 3/4)
１時間

本時の学習

（１）本時目標
放物線と直線のグラフの交点を求め、その理由が説明できる。
（２）本時の評価規準
観点

学習活動における具体の

「十分満足できる」
（Ａ）生徒の具

評価規準

体的な状況

「努力を要する」（Ｃ）生徒への
手立て

数学的な

放物線と直線の交点座

放物線と直線の交点座標を求め

手が止まってしまう生徒に対

見方や考

標を求められ、既習事項

ることができ、その理由を数学

しては、止まっている原因が

え方

の二直線の交点座標の

的な根拠に基づいて説明で き

どこにあるのかを見つけ、キ

求め方をふまえて、説明

る。

ーワードで確認をする。

できる。

（３）学習過程
学習の流れ

生徒の活動

指導上の留意点

１ 全国学力状況 ・ワークシートから答えを選び、自分の ・誰が指名されても答えられるように
調査 A13 を個

言葉で理由を書く

人で解き、ペア ・班全員が理解し、説明できるようにま
班 で 確 認を す

とめる

ドをメモしておく
・
「一次方程式の解を座標とする点の集

る
２

説明するためのポイントやキーワー

合は、直線として表される」

班で確認した ・班での話し合いをもとに説明する。
こ と を 全体 で

話し合ったことが一致するか確認

確認する

する

・班で確認させ、全員理解できた班は
伝えるよう指示する
・他の生徒の意見でなるほどと思った
ことは色ペンで書き加える。

３

２直線の位置 ・平面上の直線と直線の位置関係を場合 ・ノートにどんな場合があるか、思い

関係とグラフ、

分けし、それぞれについてグラフと式

つくものを書かせる

交点座標につい

を関連付けて説明する。また、一次関 ・３つの場合をあげ、グラフと式によ

て全体で復習す

数の交点はどうやって求めたか、その

る

理由とともに説明する。

って表す
・なぜ連立方程式を利用することで交
点座標が求められるのか説明できる

４放物線と直線の ・考えられる放物線と直線の位置関係を ・一次関数の場合を参考に、放物線と
グラフと交わり

あげる

直線の場合について考える

方と交点座標に
ついて全体で
考える
５本時の目標

それぞれの場合について、グラフの交点を求め説明しよう。

・図１のグラフの交点を求める。

それぞれの場合

y=x2

について交点座

y=4

標を求める。ど

合は、直線として表される
・グラフが表すもの、交点座標が表す

・図２のグラフの交点を求める。

うして求められ

y=x2

たのか説明する

y=4x+5

・一次方程式の解を座標とする点の集

ものの意味を踏まえて説明できる
・求めたグラフと交点座標がどんな関
係にあるのか考える

・図３のグラフの交点を求める。
・まずは個人で解
く。
・グループ活動

y=x2
y=6x－9
まずは個人で取り組む。その後班で確認

・全体で確認する。 をする。
５ 評価問題を解
く
・全体で確認をす

y= x2

○個人活動でノートに問題を書き、自
の交点座標を求める。

分がどう考えたのかを書く。
【数学的
な見方や考え方】

y=x+4

る
６ 振り返り

・本時のねらいを振り返り、自分の言葉

でまとめる。

・次時、交点を利用した応用問題に取
り組むことを伝える。

復習問題

組

下のアからオまでの中に、二元一次方程式

χ＋ｙ＝３

の解を座標とする点の全体を表したもの

があります。正しいものを１つ選び、選んだ理由を書きなさい。
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メモ

選んだ理由

番氏名

