
 

 

 

 

 

 

 

 

分  野 解析学Ⅰ（Ｃ科・Ａ科対象） 

回  数 テ ー マ 内 容 ・ 方 法 等 

第１回 ２次関数２次関数２次関数２次関数    
2 次関数・グラフの移動・逆関数 

・合成関数 

第２回 有理関数、無理関数有理関数、無理関数有理関数、無理関数有理関数、無理関数    
有理関数と無理関数のグラフ 

・方程式・不等式 

第３回 三角関数Ⅰ三角関数Ⅰ三角関数Ⅰ三角関数Ⅰ    
弧度法、三角比～三角関数の導入、 

方程式・不等式、三角関数の性質 

第４回 三角関数Ⅱ三角関数Ⅱ三角関数Ⅱ三角関数Ⅱ    加法定理・倍角公式、三角関数の合成 

第５回 三角関数Ⅲ三角関数Ⅲ三角関数Ⅲ三角関数Ⅲ    三角関数のグラフ 

第６回 指数関数指数関数指数関数指数関数    
指数法則、指数関数とその性質、 

グラフ・方程式・不等式 

第７回 対数関数対数関数対数関数対数関数    
対数法則、対数関数とその性質、 

グラフ・方程式・不等式 

第８回 初等関数のまとめ初等関数のまとめ初等関数のまとめ初等関数のまとめ    学習してきた内容についてのまとめ 

第９回 極限極限極限極限    
関数の極限、発散・無限大、 

指数関数・対数関数の極限、極限の性質 

第10回 微分Ⅰ微分Ⅰ微分Ⅰ微分Ⅰ    微分係数、導関数、和・差・積・商の微分 

第11回 微分Ⅱ微分Ⅱ微分Ⅱ微分Ⅱ    合成関数の微分 

第12回 微分Ⅲ微分Ⅲ微分Ⅲ微分Ⅲ    対数微分法、逆関数の微分、陰関数の微分 

第13回 微分Ⅳ微分Ⅳ微分Ⅳ微分Ⅳ    関数の極値、不等式の証明 

第14回 微分微分微分微分ⅤⅤⅤⅤ    高次導関数、関数の凹凸、関数のグラフ 

第1５回 図形と方程式図形と方程式図形と方程式図形と方程式    直線の方程式、不等式の表す領域 
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分  野 解析学Ⅰ（Ｍ科・Ｅ科・Ｄ科対象） 

回  数 テ ー マ 内 容 ・ 方 法 等 

第１回 ２次関数２次関数２次関数２次関数    
2 次関数・グラフの移動・逆関数 

・合成関数 

第２回 有理関数、無理関数有理関数、無理関数有理関数、無理関数有理関数、無理関数    
有理関数と無理関数のグラフ 

・方程式・不等式 

第３回 三角関数Ⅰ三角関数Ⅰ三角関数Ⅰ三角関数Ⅰ    
弧度法、三角比～三角関数の導入、 

方程式・不等式、三角関数の性質 

第４回 三角関数Ⅱ三角関数Ⅱ三角関数Ⅱ三角関数Ⅱ    加法定理・倍角公式、三角関数の合成 

第５回 三角関数Ⅲ三角関数Ⅲ三角関数Ⅲ三角関数Ⅲ    三角関数のグラフ 

第６回 指数関数指数関数指数関数指数関数    
指数法則、指数関数とその性質、 

グラフ・方程式・不等式 

第７回 対数関数対数関数対数関数対数関数    
対数法則、対数関数とその性質、 

グラフ・方程式・不等式 

第８回 初等関数のまとめ初等関数のまとめ初等関数のまとめ初等関数のまとめ    学習してきた内容についてのまとめ 

第９回 微分Ⅰ微分Ⅰ微分Ⅰ微分Ⅰ    
片側極限・両側極限、極限の性質、 

指数関数・対数関数の極限、微分係数 

第10回 微分Ⅱ微分Ⅱ微分Ⅱ微分Ⅱ    
導関数、和・差・積・商の微分、 

合成関数の微分 

第11回 微分Ⅲ微分Ⅲ微分Ⅲ微分Ⅲ    
対数微分法、逆関数の微分、陰関数の微分、 

関数の極値、不等式の証明 

第12回 微分Ⅳ微分Ⅳ微分Ⅳ微分Ⅳ    高次導関数、関数の凹凸、関数のグラフ 

第13回 積分Ⅰ積分Ⅰ積分Ⅰ積分Ⅰ    不定積分 

第14回 積分Ⅱ積分Ⅱ積分Ⅱ積分Ⅱ    定積分、面積、体積 

第1５回 複素数複素数複素数複素数    
複素数の計算、複素数平面、極形式、 

オイラーの公式 
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分  野 解析学Ⅰ（Ｋ科・Ｖ科・Ｕ科対象） 

回  数 テ ー マ 内 容 ・ 方 法 等 

第１回 ２次関数２次関数２次関数２次関数    
2 次関数・グラフの移動・逆関数 

・合成関数 

第２回 有理関数、無理関数有理関数、無理関数有理関数、無理関数有理関数、無理関数    
有理関数と無理関数のグラフ 

・方程式・不等式 

第３回 三角関数Ⅰ三角関数Ⅰ三角関数Ⅰ三角関数Ⅰ    
弧度法、三角比～三角関数の導入、 

方程式・不等式、三角関数の性質 

第４回 三角関数Ⅱ三角関数Ⅱ三角関数Ⅱ三角関数Ⅱ    加法定理・倍角公式、三角関数の合成 

第５回 三角関数Ⅲ三角関数Ⅲ三角関数Ⅲ三角関数Ⅲ    三角関数のグラフ 

第６回 指数関数指数関数指数関数指数関数    
指数法則、指数関数とその性質、 

グラフ・方程式・不等式 

第７回 対数関数対数関数対数関数対数関数    
対数法則、対数関数とその性質、 

グラフ・方程式・不等式 

第８回 初等関数のまとめ初等関数のまとめ初等関数のまとめ初等関数のまとめ    学習してきた内容についてのまとめ 

第９回 極限極限極限極限    
関数の極限、発散・無限大、 

指数関数・対数関数の極限、極限の性質 

第10回 微分Ⅰ微分Ⅰ微分Ⅰ微分Ⅰ    微分係数、導関数、和・差・積・商の微分 

第11回 微分Ⅱ微分Ⅱ微分Ⅱ微分Ⅱ    合成関数の微分 

第12回 微分Ⅲ微分Ⅲ微分Ⅲ微分Ⅲ    対数微分法、逆関数の微分、陰関数の微分 

第13回 微分Ⅳ微分Ⅳ微分Ⅳ微分Ⅳ    関数の極値、不等式の証明 

第14回 微分Ⅴ微分Ⅴ微分Ⅴ微分Ⅴ    高次導関数、関数の凹凸、関数のグラフ 

第1５回 複素数複素数複素数複素数    
複素数の計算、複素数平面、極形式、 

オイラーの公式 
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分  野 解析学Ⅱ（Ｍ科・Ｅ科・Ｄ科対象） 

回  数 テ ー マ 内 容 ・ 方 法 等 

第１回 初等関数の微分初等関数の微分初等関数の微分初等関数の微分    
逆三角関数、初等関数の極限と導関数の 

基本的な理論と計算 

第２回 初等関数の微分初等関数の微分初等関数の微分初等関数の微分    関数の極限、導関数の基本的な理論と計算 

第３回 初等関数の微分初等関数の微分初等関数の微分初等関数の微分    
逆三角関数の導関数、対数微分法、 

パラメタ—表示された関数の導関数 

第４回 初等関数の微分初等関数の微分初等関数の微分初等関数の微分    陰関数とその導関数、高次導関数 

第５回 初等関数の微分初等関数の微分初等関数の微分初等関数の微分    不定形の極限 

第６回 関数の近似と展開関数の近似と展開関数の近似と展開関数の近似と展開    マクローリン近似の意味、性質、計算 

第７回 関数の近似と展開関数の近似と展開関数の近似と展開関数の近似と展開    
マクローリンの定理、テーラー近似、 

マクローリン展開 

第８回 関数の近似と展開関数の近似と展開関数の近似と展開関数の近似と展開    
複素数の極形式とオイラーの公式 

オイラーの公式の応用 

第９回 不定積分不定積分不定積分不定積分    基本的な関数の原始関数と不定積分の性質 

第10回 不定積分不定積分不定積分不定積分    有理関数の不定積分 

第11回 不定積分不定積分不定積分不定積分    微分方程式の初歩 

第12回 定積分定積分定積分定積分    定積分の定義と性質、微積分学の基本定理 

第13回 定積分定積分定積分定積分    積分計算（置換積分、部分積分） 

第14回 定積分定積分定積分定積分    広義積分 

第1５回 まとめまとめまとめまとめ    学習してきた内容のまとめ 
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