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理数数学特論 シラバス  

 

１ 科目の目標と評価の観点と評価方法 

目標 
数学における概念や原理･法則についての理解を広め、知識の習得と技能の習熟を図り、事象を

数学的に考察し表現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。 

評価の観点 

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解 

整数の性質およびベクト

ル，場合の数と確率にお

ける考え方に関心をもつ

とともに，数学のよさを

認識し，それらを事象の

考察に活用して数学的論

拠に基づいて判断しよう

とする。 

 整数の性質またはベク

トル，場合の数と確率に

おいて，事象を数学的に

考察し表現したり，思考

の過程を振り返り多面

的・発展的に考えたり統

計的な推測における数学

的な見方や考え方を身に

付けている。 

整数の性質またはベク

トル，場合の数と確率に

おいて，事象を数学的に

表現・処理する仕方や推

論の方法などの技能を

身に付けている。 

整数の性質またはベク

トル，場合の数と確率に

おける基本的な概念，原

理・法則などを体系的に

理解し，基礎的な知識を

身に付けている。 

 

評価方法 

・学習活動への取り組み 

・課題や提出物の状況 

ノート，プリント， 

レポート等 

・定期考査 

・節末テスト 

・提出ノートの内容 

・定期考査 

・節末テスト 

・提出ノートの内容 

・定期考査 

・節末テスト 

・提出ノートの内容 

 

上記の評価の観点を踏まえ，次のような配分で総合評価行う。 

数学的な見方や考え方，数学的な技能，知識・理解 
数学的な見方や考え方、 

関心・意欲・態度 

テ  ス  ト 出席状況，授業態度，提出物 

８０％程度 ２０％程度 

 

 

２ 学習計画と評価の観点 

学
期 月 学習項目 学習内容(ねらい) 評価の観点 

配当
時間 
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第 1章 整数の性質 

整数に関する約数や倍数の基本的な用語の
意味を理解し，倍数を見分けたり，素因数
分解によって約数を求めたりすることがで
きる。 

ある整数 aの倍数は akと表せることを使
って，簡単な命題を証明することができ
る。〔技〕 
平方数になる条件を，素因数分解の結 

２８ 

教 科 科 目 単位数 学 年 クラス 

理数 理数数学特論 ２単位 ３学年 理数科 

使用 

教科書 
新編数学Ａ（数研出版）／新編数学Ｂ（数研出版） 

副教材 

等 
なし 
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素因数分解を用いて最大公約数や最小公倍
数を求めることができるとともに，最大公
約数と最小公倍数の関係を理解する。 
整数の除法の性質を理解するとともに，割
り算の余りによる整数の分類を利用し，整
数の性質を考察する。 
整数の除法の性質に基づいてユークリッド
の互除法の仕組みを理解し，それを用いて
2 つの整数の最大公約数を求めることがで
きる。 
 
 
2 元 1 次不定方程式の解の意味を理解し，
未知数の係数が 
互いに素となる簡単な場合について，ユー
クリッドの互除法を活用するなどして，解
を求めることができる。 
身近な例をもとに数の仕組みを理解し，2
進法や 3 進法などを用いて数を自由に表記
できる。また，2進法における加法・減法・
乗法などの計算を，10進法と同じように扱
うことができる。 

果から考察することができる。〔見〕 
自然数の正の約数やその個数を求めるの
に，素因数分解が利用できることを理解
している。〔知〕 
最大公約数と最小公倍数に成り立つ性質
を利用して，2数の最大公約数と最小公倍
数が既知のときにその 2数を求めること
ができる。〔知〕〔技〕 
整数をある正の整数で割った余りで分類
して，簡単な整数の性質を証明すること
ができる。〔技〕 
 
互除法の原理を理解し，互除法を用いて 2
数の最 
大公約数を求めることができる。〔知〕 
互除法を利用して，a，bが互いに素であ
るとき，ax＋by＝cを満たす整数 x，yの
組を求めることができる。〔技〕 
整数に関する問題を，1次不定方程式に帰
着させることができ，問題を解くことが
できる。〔見〕〔技〕 
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第 2章 ベクトル 

平面上のベクトルの意味や演算､成分およ
び内積などの基本的な概念について理解
し､ベクトルを用いて図形の性質を考察す
る。これらのことを通して､ベクトルの考え
が有用なことを認識し､様々な図形の性質
などの考察に活用できるようにする。 
（１）ベクトルとその演算 
 平面上のベクトルについて､その意味､相
等､加法､減法および実数倍について理解す
る。ベクトルの意味については､風の吹き方
など理解しやすい事象に即して導入し､ベ
クトルの考えが具体的な場面に活用できる
ようにする。また､ベクトルの内積の意味や
基本的な性質を理解し､平面図形の性質の
考察に応用する。 
（２）ベクトルと図形 
 位置ベクトルの考えを理解し､図形の性
質の考察において形式的な処理ができるこ
とを認識する。また､ベクトル方程式を取り
扱い､平面図形の性質や関係をベクトルを
用いて表現できるようにする。 
 
空間座標の概念を導入し､その意味や表し
方について理解するとともに､内積や成分
などの平面上のベクトルの考えを空間に拡
張して､空間図形の考察に活用できるよう
にする。(1) 空間のベクトル 
 空間においても座標が定められ､空間内
の点は 3 つの実数の組として表されること
を認識する。さらに､空間においてもベクト
ルが定義され､内積を含むベクトルの演算､
位置ベクトルの考えなどが､平面上の場合
と平行して同様に考察することができ､空
間図形の具体的な問題の解決に応用できる
ことを理解する。 

和や差における逆ベクトル，零ベクトル
の役割を理解している。〔見〕 
ベクトルの演算に興味をもち，数式の演
算法則との類似点を考察しようとする。
〔関〕 
有向線分表示されたベクトルを，2つのベ
クトルの和，差に表現できる。〔技〕 
成分表示されたベクトルの大きさ，和，
差，実数倍の計算ができる。〔知〕 
図形の性質をベクトルで表現して扱うこ
とができる。〔技〕 
内積のもつ図形的な意味を探ろうとす
る。〔関〕 
ベクトルの大きさとなす角から，内積を
求めることができる。〔知〕 
ベクトルの垂直条件を理解し，計算に利
用できる。〔知〕 
内積でベクトルの大きさが考察できるこ
とを理解している。〔見〕 
線分の内分点，外分点を位置ベクトルで
表す公式を理解している。〔知〕 
線分の内分点，外分点を位置ベクトルで
表す公式を，実際の図形に適用できる。
〔技〕 
図形の性質を，位置ベクトルを利用して
証明できる。〔知〕 
メネラウス，チェバの両定理に興味をも
ち，ベクトルの問題に利用しようとする。
〔関〕 
空間における図形を，図や座標を利用し
て表すことができる。〔技〕 
空間のベクトルの成分を座標空間と関連
付けて考察できる。〔見〕 
ベクトルの内積を，平面から空間へ拡張
して考察できる。〔見〕 
ベクトルの諸性質が平面の場合と同じで
あることを理解して，それらを利用でき
る。〔知〕 
球面の方程式に興味をもち，一般的な考
察をしようとする。〔関〕 
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第３章 場合の数

と確率 

図表示などを用いて有限集合の和集合の要
素の個数を，共通部分がない場合とある場
合に分けて求めることができる。 
順列の意味を理解し，その総数 nPr や階乗
の計算ができる。また，円順列や重複順列
など，いろいろな順列の計算ができる。 
組合せの意味を理解し，その総数 nCr を，
順列との関係によって求めることができ
る。また，組合せの考えを，組分けや同じ
ものを含む順列に応用することができる。 
和事象・積事象，排反事象，確率の基本性
質，確率の加法定理，和事象の確率，余事
象とその確率を求めることができる。 
独立な試行の確率について，具体例を通し
てその意味を理解する。 
条件つき確率と確率の乗法定理の学習を通
して，具体的な事象を数学的に考察し，処
理する力を伸ばす。 

ベン図を利用して集合を図示すること
で，集合の要素の個数を考察することが
できる。〔見〕 
集合を考えることで，日常的な事柄など
を，集合の要素の個数として数学的に数
えようとする。〔関〕 
自然数の正の約数の個数を数えること，
式の展開を利用して約数の和が求められ
ることに興味を示す。〔関〕 
順列の総数や階乗を記号で表し，それを
活用できる。〔技〕 
順列に条件が付く場合に，条件の処理の
仕方を理解している。〔知〕 
具体的な問題に対して，どのような場合
に，円順列，重複順列の考え方が適用で
きるかを見極めて，それらの公式を使う
ことができる。〔技〕 
具体的な問題に対して，組合せの考えを
利用して式に表すことができる。〔技〕 
特殊な条件が付く組合せを，見方を変え
たり別なものに対応させたりして処理す
ることができる。〔見〕 
組合せの考え方を利用して図形の個数や
同じものを含む順列の総数などが求めら
れることに興味・関心をもつ。〔関〕 
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