
県立那覇高等学校 令和４年度数学科シラバス 

科 目 名 単位数 学年 学期 必修・選択 対象学科 備    考 

数学Ⅰ ３ １ 全 必修 普通科  

 

1. 科目の概要および目標 

(1) 数と式，図形と計量，二次関数及びデータの分析についての基本的な概念や原理・

法則を体系的に理解するとともに，事象を数学化したり，数学的に解釈したり，数

学的に表現・処理したりする技能を身に付けるようにする。 

(2) 命題の条件や結論に着目し，数や式を多面的にみたり目的に応じて適切に変形し

たりする力，図形の構成要素間の関係に着目し，図形の性質や計量について論理的

に考察し表現する力，関数関係に着目し，事象を的確に表現してその特徴を表，式，

グラフを相互に関連付けて考察する力，社会の事象などから設定した問題につい

て，データの散らばりや変量間の関係などに着目し，適切な手法を選択して分析を

行い，問題を解決したり，解決の過程や結果を批判的に考察し判断したりする力を

養う。 

(3) 数学のよさを認識し数学を活用しようとする態度，粘り強く考え数学的論拠に基

づいて判断しようとする態度，問題解決の過程を振り返って考察を深めたり，評

価・改善したりしようとする態度や創造性の基礎を養う。 

 

2. 成績評価 

(1) １，２学期については，観点別学習状況（①～③）を３段階（Ａ～Ｃ）で評価する。 

※ ① 知識・技能  ② 思考・判断・表現 ③ 主体的に学習に取り組む態度 

※ Ａ：「十分満足できる」状況と判断されるもの 

Ｂ：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

Ｃ：「努力を要する」状況と判断されるもの 

(2) 学年末評定は，５段階（５～１）に区分する。 

５：「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況と判断されるもの 

４：「十分満足できる」状況と判断されるもの 

３：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

２：「単位修得の基準を満たしている」状況と判断されるもの 

１：「単位修得が認められない」状況と判断されるもの 

(3) 観点別評価の資料 

① 知識・技能・・・定期考査，章末テスト，節末テストなど 

② 思考・判断・表現・・・定期考査，章末テスト，節末テストなど 

③ 主体的に学習に取り組む態度 

・・・平素の授業態度，ノートやレポートの記述、自己評価（振り返り）

など 



(4) 学年末評定における観点別評価の割合 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

60％ 30％ 10% 

 

3. 使用教科書・副教材 

(1) 教科書 数研出版 「NEXT 数学Ⅰ」 

(2) 副教材 数研出版 「CONNECT 数学Ⅰ＋Ａ」 

数研出版「チャート式 基礎と演習 数学Ⅰ＋Ａ」 

 

4. 授業の目標および展開と形態 

  中学校での既習内容の理解を深め，さらに発展させた内容として数と式，２次関数， 

  図形と計量，データの分析を学習し，それらを活用できるようにする。 

  必修科目で全クラスＨＲ単位で授業を行う。 

 

5. 学習方法 

  授業は教科書を中心に進める。週末には副教材から課題を出し，翌週始めの授業で 

  提出できるよう自宅学習をする。 

 

6. その他 

  定期考査では，週末に出される課題からも出題されるので，しっかり期限を守って 

  学習すること。 



県立那覇高等学校 令和４年度数学科シラバス 

科 目 名 単位数 学年 学期 必修・選択 対象学科 備    考 

数学Ａ ２ １ 全 必修 普通科  

 

1. 科目の概要および目標 

(1) 図形の性質，場合の数と確率についての基本的な概念や原理・法則を体系的に理解

するとともに，数学と人間の活動の関係について認識を深め，事象を数学化した

り，数学的に解釈したり，数学的に表現・処理したりする技能を身に付けるように

する。 

(2) 図形の構成要素間の関係などに着目し，図形の性質を見いだし，論理的に考察する

力，不確実な事象に着目し，確率の性質などに基づいて事象の起こりやすさを判断

する力，数学と人間の活動との関わりに着目し，事象に数学の構造を見いだし，数

理的に考察する力を養う。 

(3) 数学のよさを認識し数学を活用しようとする態度，粘り強く考え数学的論拠に基

づいて判断しようとする態度，問題解決の過程を振り返って考察を深めたり，評

価・改善したりしようとする態度や創造性の基礎を養う。 

 

2. 成績評価 

(1) １，２学期については，観点別学習状況（①～③）を３段階（Ａ～Ｃ）で評価する。 

※ ① 知識・技能  ② 思考・判断・表現 ③ 主体的に学習に取り組む態度 

※ Ａ：「十分満足できる」状況と判断されるもの 

Ｂ：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

Ｃ：「努力を要する」状況と判断されるもの 

(2) 学年末評定は，５段階（５～１）に区分する。 

５：「十分満足できるもののうち，特に程度が高い」状況と判断されるもの 

４：「十分満足できる」状況と判断されるもの 

３：「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

２：「単位修得の基準を満たしている」状況と判断されるもの 

１：「単位修得が認められない」状況と判断されるもの 

(3) 観点別評価の資料 

① 知識・技能・・・定期考査，章末テスト，節末テストなど 

② 思考・判断・表現・・・定期考査，章末テスト，節末テストなど 

③ 主体的に学習に取り組む態度 

・・・平素の授業態度，ノートやレポートの記述、自己評価（振り返り）

など 



(4) 学年末評定における観点別評価の割合 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

60％ 30％ 10% 

 

3. 使用教科書・副教材 

(1) 教科書 数研出版 「NEXT 数学Ａ」 

(2) 副教材 数研出版 「CONNECT 数学Ⅰ＋Ａ」 

数研出版「チャート式 基礎と演習 数学Ⅰ＋Ａ」 

 

4. 授業の目標および展開と形態 

  中学校での既習内容の理解を深め，さらに発展させた内容として場合の数と確率， 

  図形の性質，整数の性質を学習し，それらを活用できるようにする。 

  必修科目で全クラスＨＲ単位で授業を行う。 

 

5. 学習方法 

  授業は教科書を中心に進める。週末には副教材から課題を出し，翌週始めの授業で 

  提出できるよう自宅学習をする。 

 

6. その他 

  定期考査では，週末に出される課題からも出題されるので，しっかり期限を守って 

  学習すること。 



県立那覇高等学校 令和４年度 数学科シラバス

科 目 名 単位数 学年 学期 必修・選択 対象学年 備 考

数学Ⅱ ４ ２ 全 必修 普通科 文系クラス

１．科目の概要および目標

(1) 式と証明、図形と方程式、いろいろな関数及び微分・積分の考え方について理解
を深める。

(2) 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処理する能力を
伸ばすとともに、それらを活用する態度を育てる。

２．成績評価

(1) 定期考査の成績（８０％）

定期考査においては，知識・理解に偏ることなく，思考力・表現力・判断力

をみるための問題も出題する。

(2) 学習態度等の平常点（２０％）

①各単元や各時限などの学習過程で，評価の観点の３項目について，生徒の良い

点や，進歩の状況などを評価する。

②演習ノート・レポート(３段階で評価)の提出状況・課題テスト・小テストの成

績の状況を踏まえ，総合的に評価する。

３．使用教科書・副教材

教科書 ： 数研出版「高等学校 数学Ⅱ」

副教材 ： 数研出版「教科書傍用 ４プロセス 数学Ⅱ＋Ｂ」

： 数研出版「チャート式 基礎と演習 数学Ⅱ＋Ｂ」

４．授業の目標および展開と形態

数学Ⅰ・Ａに続く内容として数学Ⅱの図形と方程式、複素数とその方程式、三角関数、

指数関数、対数関数、微分法と積分法を学んでいく。

２年文系クラスの必修科目でＨＲ単位で授業を行う。

５．学習方法

授業は教科書を中心に進める。週末には副教材などから課題を出し、翌週始めの授業

で 提出できるよう自宅学習をする。

６．その他
定期考査では、週末に出される課題からも出題されるので、しっかり期限を守って学

習すること。



県立那覇高等学校  令和４年度数学科シラバス  

                                        

   科    目    名  単位数   学年   学期  必修・選択  対象学年      備        考  

数学Ⅱ  ４  ２  全  必修  普通科  ２年理系  

 

１．科目の概要および目標  

   いろいろな式，図形と方程式，三角関数、指数関数・対数関数及び微分・積分の考え  

 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  

 現する能力を養うとともに，それらを活用する態度を育てる。  

 

２．成績評価  

 (1) 定期考査の成績（８０％）  

   定期考査においては，知識・理解に偏ることなく，数学的な考え方，表現・処理を  

   みるための問題も出題する。  

 (2) 学習態度等の平常点（２０％）  

  ① 各単元や各時限などの学習過程で，評価の観点の４項目について，生徒の良い点   

や，進歩の状況などを評価する。  

  ② 演習ノート・レポート(３段階で評価)の提出状況・課題テスト・小テストの成績  

  上記，(1)，(2)の状況を踏まえ，総合的に評価する。  

 

３．使用教科書・副教材  

  (1)  教科書 数研出版「改訂版 高等学校 数学Ⅱ」  

 (2) 副教材 数研出版「改訂版 教科書傍用 ４プロセスⅡ＋Ｂ」 

 (3) 副教材 数研出版「増補改訂版青チャート  基礎からの数学Ⅱ＋Ｂ」  

 

４．授業の目標および展開と形態  

  「数学Ⅱ」を 10 月までに終了し、引き続き「数学Ｂ」を学習する。  

   授業は「丁寧」かつ「スピーディ」に解説しますので，生徒の皆さんは集中し、  

  積極的に授業に参加してください。  

 

５．学習方法  

   授業はあくまでも基本的な事項を中心に行います。基本的な事項の定着や応用問題  

  への挑戦は各自の日々の努力が必要となっています。課題をただこなすのではなく、  

  自ら理解を促していく態度が必要です。  

    

６．その他  

   模擬試験や大学入試問題にも挑戦できるよう実力をつけましょう。  
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県立那覇高等学校 令和４年度 数学科シラバス

科 目 名 単位数 学年 学期 必修・選択 対象学科 備 考

数学Ｂ ２ ２ 全 必修 普通科 文系クラス

１．科目の概要および目標

(1) 数列，ベクトルについての理解を深める。

(2) 基礎的な知識の習得と技能の習熟を図る。

(3) 事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに，それらを活用する態度を

育てる。

２．成績評価

(1) 定期考査の成績（８０％）

定期考査においては，知識・理解に偏ることなく，思考力・表現力・判断力を

みるための問題も出題する。

(2) 学習態度等の平常点（２０％）

①各単元や各時限などの学習過程で，評価の観点の３項目について，生徒の良い点

や，進歩の状況などを評価する。

②演習ノート・レポート(３段階で評価)の提出状況・課題テスト・小テストの成績

の状況を踏まえ，総合的に評価する。

３．使用教科書・副教材

教科書 ： 数研出版「高等学校 数学Ｂ」

副教材 ： 数研出版「教科書傍用 ４プロセス 数学Ⅱ＋Ｂ」

： 数研出版「チャート式 基礎と演習 数学Ⅱ＋Ｂ」

４．授業の目標および展開と形態

数学Ⅰ・Ａに続く内容として数学Ⅱの図形と方程式、複素数とその方程式、三角関数、

指数関数、対数関数、微分法と積分法を学んだ後、数学Ｂの内容のベクトル、数列に

ついて学んでいく。

２年文系クラスの必修科目でＨＲ単位で授業を行う。

５．学習方法

授業は教科書を中心に進める。週末には副教材などから課題を出し、翌週始めの授業

で提出できるよう自宅学習をする。

６．その他

定期考査では、週末に出される課題からも出題されるので、しっかり期限を守って学

習すること。



県立那覇高等学校  令和４年度数学科シラバス  

                                        

   科    目    名  単位数   学年   学期  必修・選択  対象学年      備        考  

数学Ｂ  ２  ２  全  必修  普通科  ２年理系  

 

１．科目の概要および目標  

   ベクトルと数列の考えについて理解させ，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養うとともに，それらを活用する態度を育てる。  

 

２．成績評価  

 (1) 定期考査の成績（８０％）  

   定期考査においては，知識・理解に偏ることなく，数学的な考え方，表現・処理を  

   みるための問題も出題する。  

 (2) 学習態度等の平常点（２０％）  

  ① 各単元や各時限などの学習過程で，評価の観点の４項目について，生徒の良い点   

や，進歩の状況などを評価する。  

  ② 諸課題の提出状況と取り組み内容，定期考査以外のテストの成績  

  上記，(1)，(2)の状況を踏まえ，総合的に評価する。  

 

３．使用教科書・副教材  

  (1)  教科書 数研出版「改訂版 高等学校 数学Ｂ」  

 (2) 副教材 数研出版「改訂版 教科書傍用 ４プロセスⅡ＋Ｂ」 

 (3) 副教材 数研出版「青チャート  増補改訂版 基礎からの数学Ⅱ＋Ｂ」  

 

４．授業の目標および展開と形態  

  「数学Ⅱ」を 10 月までに終了し、引き続き「数学Ｂ」を学習する。  

   授業は「丁寧」かつ「スピーディ」に解説しますので，生徒の皆さんは集中し、  

  積極的に授業に参加してください。  

 

５．学習方法  

   授業はあくまでも基本的な事項を中心に行います。基本的な事項の定着や応用問題  

  への挑戦は各自の日々の努力が必要となっています。課題をただこなすのではなく、  

  自ら理解を促していく態度が必要です。  

    

６．その他  

    



県立那覇高等学校 令和４年度 数学科シラバス

科 目 名 単位数 学年 学期 必修・選択 対象学年 備 考

数学Ⅲ ５ ３ 全 選択 普通 理系クラス

１．科目の概要および目標

複素平面、式と曲線、関数、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。

２．成績評価

評価は定期考査のペ－パ－テストを基本とし、週末課題や定期考査ごとの誤答レポートの提出

状況なども対象とする。成績は、日頃の授業の出席状況、参加状況(態度・意欲）や提出物の提出

状況等をテスト点に加味し総合的に評価する。

３．教科書・副教材

・ 教科書・・・・・改訂版 高等学校 数学Ⅲ （数研出版）

・ 副教材・・・・・改訂版 教科書傍用 ４プロセス 数学Ⅲ （数研出版）

・ 副教材・・・・・数学Ⅰ・Ａ＋Ⅱ・Ｂ 上級演習 PLAN１２０（数研出版）

４．授業の目標および展開と形態

＜授業の目標＞

定理や公式が導かれた背景を大切に説明を行い、生徒に微分積分特有のイメージができるよう

工夫する。また、問題演習の際は、生徒に考える時間をしっかりとり、解答に至る過程を重視し

た指導を行う。

＜授業の展開と形態＞

２クラス３展開のうち、２展開の授業を行う。

（他の展開は選択科目「理系数学」）

５．学習方法

生徒は教科書を中心に学習を行い、週末課題での問題演習で実力を養成していく。

６．その他

提出物などは、決められた期間内に提出するように指導する。



県立那覇高等学校 令和４年度 数学科シラバス

科 目 名 単位数 学年 学期 必修・選択 対象学年 備 考

理系数学 ５ ３ 全 選択 普通科 理系クラス

１．科目の概要および目標

数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂ の基礎の上に高校数学全般を学習することによってその理解力をさらに

深め、論理的思考や集中力を養い、事象を数学的に考察し、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．成績評価

ペーパーテストを実施する。成績はペーパーテストを基本とし、その他課題、授業態度、出席状

況を加味し、総合的に評価する。

３．教科書・副教材

・ 教材 ・・・・・攻略！共通テスト 数学Ⅰ＋ A，Ⅱ＋ B （東京書籍）

・ 副教材・・・・・数学Ⅰ A+Ⅱ B上級演習 PLAN120 （数研出版）

４．授業の目標および展開と形態

＜授業の目標＞

大学入学共通テストに対応できる学力の育成を目標とする。

＜授業の展開と形態＞

理系クラス３クラス４展開［理系数学と数学Ⅲで各２クラス］と２クラス３展開［理系数学１

クラス、数学Ⅲ２クラス］の展開授業における選択科目として行う。

５．学習方法

練習問題の解説と問題演習を行う。



県立那覇高等学校 令和４年度数学科シラバス 

 

                                        

   科   目   名 単位数  学年  学期 必修・選択 対象学年     備       考 

     文系数学   ３   ３   全    必修   普通     文系クラス 

 

 

１．科目の概要および目標 

  数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂの基礎の上に高校数学全般を学習することによってその理解

力をさらに深め、論理的思考や集中力を養い、事象を数学的に考察し、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．成績評価 

    成績は定期考査を基本とする。その他に週末課題や定期考査ごとの誤答訂正レポー 

トを課し、その提出状況や日頃の授業の出席、参加状況（態度・意欲）等をテスト点に加

味し総合的に評価する。 

 

 

３．使用教科書・副教材 

   教材： 東京書籍 攻略！共通テスト数学Ⅰ＋A,Ⅱ＋B    他 

 

 

４．授業の目標および展開と形態 

   週３時間の授業とし、文系５クラスにおいて２クラス３展開・３クラス４展開を行う。 

 １年次に履修した数学Ⅰ・Ａ、２年次に履修した数学Ⅱ・Ｂの問題を解きながら基本的

事項も確認し、共通テストへ向けて自ら取り組む姿勢を養う。  

 

 

５．学習方法 

   授業はテキストの「Quick Check」「カギの確認」「練習問題」で試験対策を進め、生

徒の実態に応じて基本的事項も確認していく。 

 

 

６．その他 

   提出物は、期限内に提出するよう促す。 



県立那覇高等学校    令和４年度数学科シラバス 

 

科目名 単位数 学年 学期 必修・選択 対象学科 備考 

応用数学 ２ ３ 全 選択 普通科 文系クラス 

 

 

１．科目の概要および目標 

（1）数ⅠＡ、数ⅡＢの内容理解を深める。 

（2）大学入試を目指す生徒のための試験準備として、基礎･基本を定着させる。 

（3）応用問題を取り入れて実践力を身につける。 

 

 

２．成績評価 

    成績は定期考査のペーパーテストを基本とする。その他に定期考査ごとの誤答訂正 

  レポートを課し、その提出状況や日頃の授業の出席、参加状況（態度・意欲）等を 

  テスト点に加味し総合的に評価する。 

 

 

３．使用教科書・副教材 

   教材： 大学入学共通テスト対策ニューステージ数学演習ⅠＡ＋ⅡＢ受験編 

 

４．授業の目標および展開と形態 

    週２時間の授業とし、文系クラスに設置する。１年次に履修した数ⅠＡ、２年次に

履修した数ⅡＢの基本的事項を確認し、練習問題を解き、大学入学共通テストへ向け

て自ら取り組む姿勢を養う。 

 

 

５．学習方法 

   授業はテキストの演習を中心に生徒主体で行うが、難易度によっては教師主導で行う 

  こともある。 

 

 

６．その他 

   週 2 時間の授業のため、基礎基本事項の部分は各自取り組み、予習をして授業に臨む。 

 



県立那覇高等学校 令和４年度数学科シラバス 

 

科目名 単位数 学年 学期 必修・選択 対象学年 備考 

数学研究 ２ ３ 全 選択 ３ 理系クラス 

 

１．科目の概要および目標 

  数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Ｂ、数学Ⅲ の基礎の上に高校数学全般を学習することによってその理解力を

さらに深め、論理的思考や集中力を養い、事象を数学的に考察し、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．成績評価 

   ペーパーテストを実施する。成績はペーパーテストを基本とし、その他レポート、授業態度、出席

状況を加味し、総合的に評価する。 

 

 

３．使用教科書・副教材 

  教材：「４プロセス 数学Ⅲ」（数研出版） 

 

 

４．授業の目標および展開と形態 

 ・週２時間の授業とし、３年理系クラスの選択教科として、５クラスの合併 ４展開で授業を行う。 

 

 

５．学習方法  

    例題の解説、問題演習を行う。 

 

６．その他 

   理系学部志望者対象に授業を行いますので、履修する場合注意してください。 


