
第３学年 数学科学習指導案 

日 時 令和４年１０月１１日(火) 

生 徒 岩見沢市立光陵中学校 

３年５組 ３９名 

指導者 教諭 八 木 橋 毅 

１ 単元名「関数 y＝ax2」 

 

２ 生徒の実態 

本学級の生徒は、何事にも真面目で、学習に対して意欲的に取り組む姿勢が見られる。授業中にお

いては、生徒同士で考え方を交流したり、積極的に教師に質問したりできる生徒も多い。一生懸命に

なりすぎて騒がしくなってしまうこともあるが、多くの生徒はできるようになりたいという気持ち

から、意欲的に学習に取り組んでいる。一方で、思考力・判断力・表現力等を問う問題を解決する力

については、十分には備わっていないことが課題としてあげられる。学習したことを活用して自ら積

極的に問題を解決しようとしたり、根拠を明確にして説明をしたりする機会を意図的に設定し、理解

を深められるようにしていきたい。 

 

３ 単元について 

（１）単元の系統性 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）単元観 

第１学年では「比例・反比例」、第２学年では「１次関数」を扱ってきた。いずれも、具体的

な事象の中から２つの数量を取り出し、それらの変化と対応を調べることを学習してきた。 

第３学年では、これまでの学習と同様に、具体的な事象における２つの数量の変化や対応を調

べることを通して関数 y＝ax2 を考察する。特に、表・式・グラフを相互に関連付けながら関数

関係を見いだし、表現、考察する能力を伸ばしていきたいと考える。さらに、日常生活や他教科

などと関連付けた課題や、既習の関数ではとらえられない関数関係を扱うことで、関数が身近な

ものであることを感じ取らせ、関数を事象の考察に生かし、活用しようとする姿勢につなげてい

きたい。 

 

４ 単元の目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

事象の中には関数 y＝ax2 と

して捉えられるものがあるこ

とを理解することができる。 

関数 y＝ax2 として捉えられ

る２つの数量について、変化や

対応の特徴を見いだし、表、式、

グラフを相互に関連付けて考

察し表現することができる。 

いろいろな関数について学

んだことを生活や学習に生か

そうとしたり、問題解決の過程

を振り返って評価・改善したり

することができる。 

 

加法や減法の場

面を式に表す 

絵や図を用いた

数量の表現 

加法と減法の相互関係 

乗法の場面を式に表す 

除法の場面を式に表す 

式と図の関連づけ(何倍でしょう) 

□を用いた式など 

表や棒グラフ 簡単な表やグラフ 

□，△などを用いた式 四則計算の性質 

式と図の関連づけ(もとの数はいくつ) 

伴って変わる二つの数量の関係 

折れ線グラフ 二次元の表 

小 1 年 小２年 小３年 小４年 

数量関係の見方 

調べ方 

文字を用いた式 

(a,xなど) 

文字を用いた式に

表すこと 

二元一次方程式と関数 

連立方程式の解法と活用 

 
二次方程式を活用すること 

 
比例と反比例 

簡単な比例の 

関係 

関数関係の意味 

比例・反比例の 

意味と特徴 

一次関数の関係 

一次関数の特徴 

一次関数を用いること 

関数 y=ax2の関係・特徴 

関数 y=ax2を用いること 

小５年 小６年 中１年 中２年 中３年 



５ 単元の指導計画（全１７時間） 

節及び小節 主な学習内容 本時の目標 観点 

１節 

 

関数 y＝ax2 

（３時間） 

【問題】 

斜面で球を転がすとき、球が転がり始

めてから x秒間に転がる距離を y mとし

て、xと yの関係を調べてみよう。 

・関数 y＝ax2の意味を理解し

ている。 

・具体的な事象の中の 2 つの

数量の変化や対応の様子

を、表やグラフを用いて調

べ、その特徴を説明するこ

とができる。 

知・主 

【問題】 

yが xの 2乗に比例し、x=2のとき y=12

です。yを xの式で表しなさい。 

・関数 y＝ax2の関係を式に表

すことができる。 
知 

演習問題に取り組む。 ・学習内容の習熟を図る。 知 

２節 

 

関数の関数 

y＝ ax2 性質

と調べ方 

 

（７時間） 

【問題】 

次の関数の表を完成させて、グラフを

かいてみよう。 

・関数 y＝ax2のグラフの特徴

を理解し、グラフをかくこ

とができる。 

知 

【問題】 

次の（１）～（４）のグラフは、下の

Ａ～Ｄのいずれかである。あてはまる式

はどれだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・関数 y＝ax2のグラフの特徴

を理解している。 

・関数 y＝ax2のグラフについ

て、a の値と関連付けて、

その特徴を説明することが

できる。 

知・思 

演習問題に取り組む。 ・学習内容の習熟を図る。 知 

【問題】 

関数 y＝ax2について、xの値が３から

５まで増加するときの変化の割合を求

めなさい。 

・関数 y＝ax2の値の増減とグ

ラフの特徴を理解してい

る。 

・関数 y＝ax2 の変化の割合

を、１次関数の変化の割合

と対比させて考え、説明す

ることができる。 

知・思 

【問題】 

関数 y＝ax2について、xの変域が 

－２≦x≦１２のとき y の変域を求めな

さい。 

・関数 y＝ax2で、x の変域に

対応する y の変域を求める

ことができる。 

・関数 y＝ax2と関数 y＝ax+b

の特徴を、対比させて理解

している。 

知・思 



【問題】 

ジェットコースターが斜面を下り始

めてから x 秒間に進む距離を yｍとする

とき、y＝2x2にの関係が成り立つとしま

す。x が１から３まで変化するときの変

化の割合を求めよう 

・平均の速さを求めることが

できる。 

・具体的な事象において、関

数 y＝ax2の変化の割合の意

味を考え、説明することが

できる。 

知・思 

演習問題に取り組む。 ・学習内容の習熟を図る。 知 

３節 

 

いろいろな

関数の利用 

 

（４時間） 

【問題】 

関数の y＝ax2のグラフと関数 y＝x+４

のグラフが２点Ａ、Ｂで交わっている。

Ａ、Ｂの x座標がそれぞれ－２、４のと

き、aの値を求めなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・関数 y＝ax2と関数 y＝ax+b

の特徴を、対比させて理解

している。 

知 

【問題】 

高いところから物を落とすとき、落ち

始めてから x秒間に落ちる距離を y mと

すると、y＝4.9x2の関係が成り立つ。 

 

①落ち始めてから２秒間では、何 m落ち

るのか。 

②４０m の高さから物を落とすとき、地

面に着くまでに何秒かかるか。 

・身のまわりには、２つの数

量の間の関係を関数 y＝ax2

とみなして、問題を解決で

きる場面があることを理解

している。 

・具体的な事象の中の２つの

数量の間の関係を、関数 y＝

ax2とみなして、問題を解決

することができる。 

知・思 

演習問題に取り組む。 ・学習内容の習熟を図る。 知 

【問題】 

お客様のニーズに合わせて最適な料

金プランＡ～Ｃを提案しましょう。 

Ａ データ使い放題 定額 7,500 円 

Ｂ 3GBまで 1,000円 その後 1,000円

/GBの割合で加算 

Ｃ 5GB まで 2,500 円 その後 2GB 使

用するごとに 1,500円ずつ加算 

・事象の中からいろいろな関

数関係を見いだし、その変

化や対応の特徴を捉え、表

やグラフを用いて比較、検

討することができる。 

思 

章の問題 教科書の練習問題に取り組む。 ・学習内容の習熟を図る。 知 

章の 

振り返り 
 レポートの課題に取り組む。 

・４章の学習内容を振り返

り、今後の学習につなげる。 
主 

評価テスト 評価テストに取り組む。 ・理解度を把握する。 知・思 



６ 本時の目標 

・事象の中からいろいろな関数関係を見いだし、その変化や対応の特徴を捉え、表やグラフを用いて

比較、検討することができる。【思考・判断・表現】 

 

７ 本時の展開 

教師の働きかけ（■） 生徒の学習活動（◯） 留意点（◆）評価（※） 

１．問題提示と課題の明確化 

 
 

 
■スマホやタブレット端末の利用状況と、データ通信量について共有する。 
・スマホで動画を見る ・ゲームをする ・SNSを利用する 
・通話に使う ・持っていない。 

 

 

 
料金 

プラン データ通信量と料金 

Ａ 使いたい放題 定額 7,500 円 

Ｂ 3GB まで 1,000 円 その後、1,000 円/GB の割合で加算 

Ｃ 5GBまで 2,500円 その後、2GB使用するごとに 1,500円ずつ加算 
 
２．個人思考・集団思考 
 
■７GB使ったときの料金が一番安いのはどのプランか考えさせる。 
・プランＡは 7,500円 ・プランＣは 4,000円? 5,500円? 
・プランＢは 5,000円 ・プランＣが一番安い。 

■事前にプランＡとＢのグラフがかかれているワークシートを配布
し、２つのグラフの特徴を確認させる。 
・Ａのグラフは x軸に平行になる。一定になる。常に同じ。 
・Ｂのグラフは途中から１次関数になる。 

■プランＣのグラフを作成させる。 
・Ｃのグラフは階段のようになる。 
・Ｃをグラフで表す際の注意点を考える。 
○ペアで確認し、全体で考えを交流する。 

■異なるお客さんのモデルを提示し、おすすめプランを考えさせる。 
お客様 主な使用状況と先月のデータ通信量 

石川 様 LINE でメッセージのやりとりが中心。先月は３ＧＢ使用 

福井 様 メッセージのやりとり。ネット検索。毎月５.５ＧＢ前後使用 

辻浦 様 音楽を聴いたりゲームをしたりする。先月は１１ＧＢ程度使用 

小林 様 動画の視聴をよく行う。１３ＧＢを超える月が多い 

■４人グループで、誰がどのお客様担当になるか確認させる。 
■個人で思考する時間を設定し、どのプランがよいか考えさせる。 
○各グループから同一のお客様担当が集まって、対策会議を行う。 
○４人グループに戻り、誰にどのプランをすすめるか、班員にプレ

ゼンテーションする。 
 
３．振り返り 
 
■各担当の代表者に提案を発表させる。 

 
 
 
 
■今日学んだこと(事実)、考えが変わった出来事(変化)、これまでと
どう違ったか(比較)、他の場面でも使えそうな内容(抽出)につい
てふれさせながら、振り返りを記入させる。 
○振り返りを記入し、ロイロノートで提出する。 

 

 

 
 
 
◆端末を使用するほど、

データ通信量が増える
ことを確認する。 

◆説明に時間をかけすぎ
ないように注意する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆既習事項から、グラフ
の特徴を確認させる。 

 

 

◆５GB を超えた瞬間に
1,500 円加算されるこ
とを確認させる。 

◆グラフの両端の●○に
ついて既習事項を振り
返る。 

 

 
 
 

 

◆表やグラフなど、具体
的な根拠もつけて説明
するように伝える。 

◆説明に対して質問して
もよいことを伝える。 

※表やグラフをもとに、
理由を説明している。 

【思】（ワークシート・観察） 
課題解決の姿 
 データ通信量と料金の関係は、表やグラフにしてまとめるこ
とで、比較・検討できた。 

問題：ここはモバイル会社の販売部です。お客様のニーズに合わせ
て最適な料金プランを提案しましょう。 

課題：お客様に分かりやすく情報を提示し、納得してもらうプラン
を選んでもらうにはどうすればよいだろうか。 

 



８ 本時の評価 

事象の中からいろいろな関数関係を見いだし、その変化や対応の特徴を捉え、表やグラフを用いて

比較、検討することができる。【思考・判断・表現】 

 

９ 板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 配布ワークシート・ロイロノート送付シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お客様にわかりやすく情報を提示し，
納得してもらう料金プランを選んでも
らうにはどうすればよいだろうか。 

データ通信量と料金の関係は，表や
グラフにまとめることで、比較・検討で
きた。 

•LINEでメッセージの
やりとりが中心。

•先月は３ＧＢ使用

１ 石川 様

•メッセージのやりとり。
ネット検索。

•毎月５.５ＧＢ前後使用

２ 福井 様

•音楽を聴いたりゲームを
したりする。

•先月は１１ＧＢ程度使用

３ 辻浦 様

•YouTube動画をよく見
る。

• １３ＧＢを超える月が多い

４ 小林 様

プランＡ

• データ使い放題 定額7,500円

プランＢ

• 3GBまで1,000円

• その後、1,000円/GBの割合で加算

プランＣ

• 5GBまで2,500円

• その後、2GB使用するごとに1,500円ずつ加算



１１ 生徒の振り返りより(一部抜粋) 

 

・プランによって違う料金を表やグラフで表し，それを使って納得して頂けるように説明できた。今ま

でに見たことがなかった階段のようなグラフは，他にどのような場面で使われているか知りたい。 

 

・グラフや表を利用して情報を提示することできた。これからのデータ通信量の変化も考えながら，最

適なプランを，グラフの目盛りから読み取ることを学んだ。 

 

・今までのグラフとは違ったグラフになった。変域の勉強をしたときのように，以上，未満などの関係

は黒丸と白丸で表すことができた。料金の違いの比較には，表やグラフを使うとわかりやすかった。 

 

・最初に自分がよいと思っていたプランが，他の人の説明を聞いて別なプランの方がお得だというこ

とがわかった。それは，表とグラフをしっかりと活用した説明のおかげで，表やグラフを活用すること

で，お客さんを納得させることができるということがわかった。 

 

・はじめは，グラフの意味がよくわからなかったけど，グループの意見を聞いて理解し，言葉で説明で

きるようにして，発表することができた。班の人にわかりやすいと言われて，うれしかった。 

 

・一見，お得そうに見えるプランでも，表やグラフで表すことで，全く違ったり，もっとお得なプラン

を見つけることができた。今回学んだ新しいグラフは，タクシー料金にも当てはまると思った。 

 

・料金プランは少し複雑なので，面白いグラフをかくことができた。月によって使用料は違うので，お

すすめを選ぶのが難しかったが，グラフを見比べながら説明することができた。黒丸と白丸の知識が思

い出せなかったので，1年生の内容を復習しようと思った。 

 

・通信量と料金の関係を，表やグラフにまとめて比較するやり方がわかった。表やグラフを使うと説明

が楽だった。実際にスマホを買うときに，自分や家にあったプランを選ぼうと思った。 

 

 

  



４章［関数 y=ax²］
関数の世界を広げよう

１４ いろいろな関数
ここは，モバイル会社の販売部です。
お客様のニーズに合わせて最適な料
金プランを提案します。

お客様にわかりやすく情報を提示し，
納得してもらう料金プランを選んでも
らうにはどうすればよいだろうか。

プランＡ

• データ使い放題 定額7,500円

プランＢ

• 3GBまで1,000円

• その後、1,000円/GBの割合で加算

プランＣ

• 5GBまで2,500円

• その後、2GB使用するごとに1,500円ずつ加算

プランＡ

• データ使い放題 定額7,500円 プランＢ

• 3GBまで1,000円

• その後、1,000円/GBの割合で加算



プランＣのグラフを作成しよう

プランＣ

プランＣ

• 5GBまで2,500円

• その後、2GB使用するごとに1,500円ずつ加算

プランＣ

プランＣ

• 5GBまで2,500円

• その後、2GB使用するごとに1,500円ずつ加算

プランＣ

プランＣ

• 5GBまで2,500円

• その後、2GB使用するごとに1,500円ずつ加算

プランＣ

プランＣ

• 5GBまで2,500円

• その後、2GB使用するごとに1,500円ずつ加算

ここは ?

プランＣ

プランＣ

• 5GBまで2,500円

• その後、2GB使用するごとに1,500円ずつ加算



４名のお客様
主な使用状況と先月のデータ通信量

•LINEでメッセージの
やりとりが中心。

•先月は３ＧＢ使用

１ 石川 様

•メッセージのやりとり。
ネット検索。

•毎月５.５ＧＢ前後使用

２ 福井 様

•音楽を聴いたりゲームを
したりする。

•先月は１１ＧＢ程度使用

３ 辻浦 様

• YouTube動画をよく見
る。

• １３ＧＢを超える月が多い

４ 小林 様

自分ならどう説明するか考える。

４人グループで，
誰がどのお客様担当になるかきめる。

グループに戻り，他の３人を
お客様に見立ててプランを提示する。

同じお客様の担当者どうしで，
説明対策会議を行う。

４人グループで，
誰がどのお客様担当になるかきめる。

自分ならどう説明するか考える。
同じお客様の担当者どうしで，

説明対策会議を行う。



グループに戻り，他の３人を
お客様に見立ててプランを提示する。

データ通信量と料金の関係は，表やグ
ラフにまとめることで、比較・検討できた。

事実：今日学んだことは何か
変化：自分の考えが変わった出来事は何か
比較：これまでと比べてどう違ったか
抽出：他の場面でも使えそうな内容は何か

について触れながら，振り返りを記入し，
ロイロで提出してください。


