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第３学年 数学科学習指導案第３学年 数学科学習指導案第３学年 数学科学習指導案第３学年 数学科学習指導案
日 時日 時日 時日 時 平成26年11月14日（金）１校時
対 象対 象対 象対 象 ３年 ２組

男子１７名 女子１６名
授業者授業者授業者授業者 教諭  辻 嶋 祐 介

１ 単元（題材）名１ 単元（題材）名１ 単元（題材）名１ 単元（題材）名 関数 y=ax
２

２ 単元（題材）の目標２ 単元（題材）の目標２ 単元（題材）の目標２ 単元（題材）の目標
（１）関数 y=ax

２ の特徴を調べようとする。 （数学への関心意欲態度）
（２）関数 y=ax

２ の特徴を見付けたり，関数 y=ax
２ を活用して身の回りの事象を考

察することができる。 （数学的な見方や考え方）
（３）関数 y=ax

２ やいろいろな関数の特徴について，表，式，グラフを使って調べる
ことができる。 （数学的な技能）

（４）身の回りには，関数 y=ax
２とみなせる事象やいろいろな関数関係をもつ事象が

あることを理解する。 （数量や図形についての知識理解）

３ 生徒と単元（題材）３ 生徒と単元（題材）３ 生徒と単元（題材）３ 生徒と単元（題材）
以下は，全国学力学習状況調査のアンケート結果である。（ ）中の値は全国平

均を示しており，％表記である。
質問：数学の授業で学習したことを普段の生活で活用できないか考える

よくあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない

３２．２(１４.４) ６１．３(２６.５) ０.６５(３６.８) ０ (２１.９)
質問：数学の授業で学習したことは，将来，社会に出たときに役に立つ

よくあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない

６４.５(３６.７) ３５．５(３４.７) ０ (１９.２) ０ (９.０)

出題の趣旨 正答率
比例の関係を式に表すことができる 59.8(56.7)
反比例の意味を理解している 87.6(75.9)
１次関数について，式とグラフの特徴を関連付けて理解している。 78.3(75.1)
事象を単純化理想化して問題解決した結果を解釈し，数量の関係を
数学的に説明することができる 73.5(82.3)
アンケート結果から，数学の授業で学習したことは，将来，社会に出たときに役に

立つと考えている生徒は多い。それと比較して，普段の生活で活用できないか考える
生徒は少ない。また，関数関係について，知識理解や数学的な処理は全国平均より
は高いが，事象を単純化理想化して問題解決した結果を解釈することや数量の関係
を説明することは，全国平均より低い。

本単元は，学習指導要領「Ｃ関数」の「（１）具体的な事象の中から二つの数量関
係を取りだし，それらの変化や対応を調べることを通して，関数 y=ax

２について理
解するとともに，関数関係を見いだし表現する能力を伸ばす。」ことをねらいとして
いる。第２学年までに，関数的な見方や考え方を深めて，比例や反比例，１次関数に
ついての特徴を理解してきている。第３学年では，これらの学習をもとに，関数 y=

ax
２の特徴を理解し，これまで学習した関数との共通点や相違点を明らかにする。ま

た，日常生活や社会にはこれ以外の関数関係があることを理解することで，今後の学
習の素地を養う。

数学の授業で学習したことを普段の生活で活用できないか考える生徒が少ない要因
を次のように考えた。本時の題材である振り子を例にすると，「y=1/4x ２という関係
があります」や「y は x の２乗に比例する関係があることが分かっています」など，
y=ax

２の関係にあることが予め示された問題を提示してきたことが考えられる。この
ように予め理想化単純化された関係を扱うことは，数学的に処理する力を高めるた
めには有効であるが，数学と普段の生活のつながりを実感させるには十分でない。そ
のため，振り子の実験結果を理想化単純化する学習過程を大切にして関数関係を調
べさせ，問題解決に利用できたという経験をさせたい。今後，身近にある事象を数学
的にとらえ考察しようとする意欲の高まりや数学が役に立つと実感できることにつな
げたい。



４ 単元の指導と評価の計画

観 点 別 評 価 規 準
時数 学習活動

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 数量や図形などについての
知識・理解

２ □２乗に比例することの意味を確認する。 身の回りにある y=ax2となる関 具体的な事象の中から，関数 関数 y=ax2の関係を，表や式に 関数 y=ax2の意味や特徴を理解
□事象の中から２乗に比例する量を見いだ 係に関心をもち，具体的な事象の y=ax

2として捉えられる二つの 表すことができる。 している。
し，式に表す。 中から関数 y=ax2として捉えられ 数量を見いだすことができる。 １組のx，yの値から関数 y=ax2の式
□１組のx，yの値の組から y=ax2の式を る二つの数量を見いだし，式で表 関数 y=ax2の値の変化や対応の を求めることができる。
求める。 そうとしている。 様子を，表や式から説明すること

ができる。
関数 y=ax2を，２乗に比例する
関数として捉えることができる。

３ □ y=x2のグラフがどのようになるかを，多 関数 y=ax2のグラフに関心を 関数y=ax2のグラフについて，aの値 関数 y=ax2のグラフをかくこと 関数 y=ax2のグラフの特徴を理
くの点をとって調べ，その特徴を確認す もち，点をプロットしてグラフ の変化とグラフの形を関連付けて ができる。 解している。
る。 をかこうとしたり，その特徴を 調べ，その特徴を考えることがで 関数 y=ax2のグラフは放物線と
□ y=ax2のグラフと y=x2のグラフの関係 調べようとしたりしている。 きる。 よばれる曲線であることを理解し
を調べる。 原点付近の関数 y=ax

2のグラ ている。
□ y=ax2のグラフを，y=x2のグラフを基に フに関心をもち，点を細かくとって
してかく。 グラフの形を調べようとしてい
□ y=ax2のグラフの特徴を確認する。 る。

３ □関数 y=ax2の値の増減を調べる。 関数 y=ax2の値の変化に関心を １次関数と関数 y=ax2を対比さ 関数 y=ax2の変域の対応を求め 関数 y=ax2の値の増減の仕方に
□変域の対応を調べる。 もち，グラフを基に変域の対応を せて，変化の割合を考えることが ることができる。 ついて理解している。
□関数 y=ax2と１次関数の変化の割合を比 考えようとしている。 できる。 関数 y=ax2の変化の割合を求め 関数 y=ax2の変域の対応や変化
べる。 変化の割合について関心をも 関数 y=ax2の変化の割合を，２ ることができる。 の割合の意味について理解してい
□関数y=ax2の変化の割合を求める。 ち，具体的な意味について考えよ 点を通る直線の傾きとして捉える る。
□関数 y=ax2の変化の割合は一定ではない うとしている。 ことができる。 関数 y=ax2の変化の割合は，２
ことを確認する。 変化の割合の具体的意味として 点を通る直線の傾きを表している
□具体的な事象で変化の割合を考える。 平均の速さについて考えることが ことを理解している。
□関数 y=ax2と１次関数との特徴を比較す できる。 １次関数と関数 y=ax2を対比さ
る。 １次関数と関数 y=ax2の特徴を せ,それぞれの関数の特徴を理解し

対比してまとめることができる。 ている。
３ □関数 y=ax2を利用して，具体的な問題を 具体的な事象の中に関数 y=ax2 具体的な事象について，関数 y=ax2 具体的な事象を関数 y=ax2を利 関数 y=ax2とみなすことで，事

解く。 として表される場面があることに を利用して考察したり，予測し 用して解決することができる。 象の考察や予測ができることを理
本時 関心をもち， 関数 y=ax2を利用 たりすることができる。 図形の辺上を動く点と図形の頂 解している。
1/3 してその事象について考えようと 図形の辺上を動く点と図形の頂 点とでできる図形の面積の変化の

している。 点とでできる図形の面積の変化の 様子を表す式をつくることができ
様子を考察することができる。 る。

１ □倍々に変化する関数（指数関数）につい 身の回りには，倍々に変化する 倍々に変化する関係（指数関
て，値の変化を調べる。 関係（指数関数）になる関数や， 数）になる関数や，グラフが階段
□グラフが階段状になる関数について，値 グラフが階段状になる関数などが 状になる関数について，対応する
の変化を調べたり，同様の関数と値を比 あることに関心をもち，そのよう 値を求め，表やグラフで表すこと
較し，考察したりする。 な事象を見付け，その事象につい ができる。

て，値の変化などその特徴を調べ
ようとしている。

１ 単元のまとめと問題練習



５ 本時の学習（９／１３）

（１）ねらい

具体的な事象の数量関係を理想化したり，単純化したりして，y=ax ２とみなし，

事象を考察することができる。

（２）授業仮説

具体的な事象の数量関係を理想化したり，単純化したりすることによって，関数

関係を見いだし，それを考察することができるであろう。

（３）学習過程

段階 学 習 活 動
○指導上の留意点

【評価の観点】（方法）◎つまずきと手立て

１ 問題を確認する。 ○１往復する時間は，振り子の長さに関係す

導入 ることを確認する。

5 １往復する時間を x秒，振り

分 子の長さを yｍとしたとき，

１往復する時間と振り子の長

さには，どんな関係があるだ

ろうか。

２ 課題を設定する。

振り子の長さと１往復する時間には，どんな関係があるのだろう

３ 振り子の実験から，１往復す ○実験時間の短縮と誤差を少なくするために，

展開 る時間を計測し，表をつくる。 全体で行い，平均の値を用いる。

35 ○１往復だけの計測では，誤差が出やすいの

分 で，５往復の時間を調べるようにする。

○数学的に捉えやすくするために，数値を理

想化・単純化することを理解させる。

４ 課題に取り組む。 ◎関数関係を見いだせない生徒には，表を

・個→全体 横にみて，x の値が２倍，３倍，…にな

るときの yの値に着目させる。

５ 練習問題に取り組む。 ○見いだした関数 y=ax
２ を利用して問題を

解決することで，関数のよさを実感させた

い。

６ 本時の学習をまとめる。

終末

10 振り子の長さは，１往復する時間の２乗に比例する。

分

７ 評価問題に取り組む。 【数学的な見方や考え方】（評価問題）

具体的な事象から，見いだした関数 y=ax
２

を活用して，事象を考察している。
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