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2（1）教育課程および学習指導要領への対応
１．目標と内容の取扱い

観 点 特 色 具 体 例
❶基礎的な概念や原
理・法則についての
理解を深め，数学的
な表現や処理の仕方
を習得できるよう配
慮されているか。

基礎的・基本的な知識や
技能が確実に習得できる
よう，きめ細やかな問題
構成とし，個人差にも対
応できるようにしていま
す。

●「例」の次に，例にならって解く問題の「たしかめ」を設け，「例」の内容の理解を確実にしてから，「問」に進む
スモールステップの構成にしています。（１年p.40，p.68 など）

●節末の「基本の問題」では，節ごとに基本的な内容の理解の確認，習得が図れるようにし，早期につまずきを解消
できるようにしています。巻末の「解答」で自己評価ができ，定着が不十分な場合は，本文の「例」に戻って確認
できるよう，各問題の側注にリンクを明記しています。（１年p.62 など）
●側注の「もっと練習」では，「問」を終えた生徒がやや難易度の高い問題に取り組むなど，個人差に対応した指導が
しやすい構成にしています。（１年p.20，p.91 など）

●巻末の「補充の問題」では，「問」に対応した豊富な問題を用意し，くり返し練習で基礎・基本を確実に習得できま
す。「問」の側注にリンクを明記し，「問」を終えた生徒が進んで取り組めるようにし，個人差に対応した指導が充
実できます。さらに，「補充の問題」には，★の付いたやや難易度の高い問題を用意し，上位の生徒も意欲的に取り
組めるよう工夫しています。（１年p.41問３側注，p.237 など）

生徒のつまずきに対応し
た指導が適切に行えるよ
う，学力調査などで課題
が見られる内容の取扱い
を丁寧にしたり，振り返
りや学び直しの機会を充
実したりしています。

●全国学力調査などで課題が見られる内容について，内容の取扱いを丁寧にしています。
　・�（取り組み例）２年「整数の性質の文字を用いた説明」に課題が見られるため，その素地となる「連続する整数な
どの文字を用いた表現」を１年で扱い，スパイラルな学習ができるようにしています。（１年p.76）

　・�（取り組み例）１年「比例と反比例」で，表から式，グラフから式を求めることに課題が見られるため，表・式・
グラフを相互に関係づけて理解する内容を新たに設けています。（１年p.121，p.131）

　・�（取り組み例）２年「図形の性質の証明」では，証明に用いた図がすべての代表であることの理解に課題が見られ
るため，形の違う図をかいたときの証明について考える問題や，証明に用いる図を自分でかく問題を取り上げて
います。（２年p.115，p.139）

●「まちがい例」では，全国学力調査などで見られる典型的な誤答例を取り上げ，誤りを指摘し正しく直すことで，
同じ誤りをくり返さないようにしています（1年p.91 など）。巻末の「まちがいなおし」では，間違えた箇所や正
しい例が確認できるようにしています。（１年p.279 など）

●側注の「ちょっと確認」では，既習事項のうち，つまずきの多い内容の振り返りができます。また，算数タグや学
年タグを付けて，どの学年で学んだ内容かがわかるようにしています。（２年p.26，３年p.124 など）

●１年巻末の「算数のふりかえり」では，分数や割合，速さなど，つまずきの多い内容の振り返りができるようにし
ています。「たしかめ編」では，「まとめ編」に対応した問題を通して，理解の確認ができるようにしています。（１
年p.228〜p.235）

●２年巻末の「１年のふりかえり」では，１年の既習事項の振り返りができるようにしています。「たしかめ編」では，
「まとめ編」に対応した問題を通して，理解の確認ができるようにしています。（２年p.176〜p.183）

●３年巻末の「学びのつながり」では，中学校３年間の学習を系統的に振り返ることができるようにしています。枠
の色と形で学習の関連がとらえられるようにし，つまずいた内容は学年を超えて学び直すことができます。（３年
p.212〜p.217）「１・２年のふりかえり」では，問題を通して理解の確認ができるようにしています。（３年p.218
〜p.223）
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❶基礎的な概念や原
理・法則についての
理解を深め，数学的
な表現や処理の仕方
を習得できるよう配
慮されているか。

基礎的・基本的な知識や
技能が確実に習得できる
よう，きめ細やかな問題
構成とし，個人差にも対
応できるようにしていま
す。

●「例」の次に，例にならって解く問題の「たしかめ」を設け，「例」の内容の理解を確実にしてから，「問」に進む
スモールステップの構成にしています。（１年p.40，p.68 など）

●節末の「基本の問題」では，節ごとに基本的な内容の理解の確認，習得が図れるようにし，早期につまずきを解消
できるようにしています。巻末の「解答」で自己評価ができ，定着が不十分な場合は，本文の「例」に戻って確認
できるよう，各問題の側注にリンクを明記しています。（１年p.62 など）
●側注の「もっと練習」では，「問」を終えた生徒がやや難易度の高い問題に取り組むなど，個人差に対応した指導が
しやすい構成にしています。（１年p.20，p.91 など）

●巻末の「補充の問題」では，「問」に対応した豊富な問題を用意し，くり返し練習で基礎・基本を確実に習得できま
す。「問」の側注にリンクを明記し，「問」を終えた生徒が進んで取り組めるようにし，個人差に対応した指導が充
実できます。さらに，「補充の問題」には，★の付いたやや難易度の高い問題を用意し，上位の生徒も意欲的に取り
組めるよう工夫しています。（１年p.41問３側注，p.237 など）

生徒のつまずきに対応し
た指導が適切に行えるよ
う，学力調査などで課題
が見られる内容の取扱い
を丁寧にしたり，振り返
りや学び直しの機会を充
実したりしています。

●全国学力調査などで課題が見られる内容について，内容の取扱いを丁寧にしています。
　・�（取り組み例）２年「整数の性質の文字を用いた説明」に課題が見られるため，その素地となる「連続する整数な
どの文字を用いた表現」を１年で扱い，スパイラルな学習ができるようにしています。（１年p.76）

　・�（取り組み例）１年「比例と反比例」で，表から式，グラフから式を求めることに課題が見られるため，表・式・
グラフを相互に関係づけて理解する内容を新たに設けています。（１年p.121，p.131）

　・�（取り組み例）２年「図形の性質の証明」では，証明に用いた図がすべての代表であることの理解に課題が見られ
るため，形の違う図をかいたときの証明について考える問題や，証明に用いる図を自分でかく問題を取り上げて
います。（２年p.115，p.139）

●「まちがい例」では，全国学力調査などで見られる典型的な誤答例を取り上げ，誤りを指摘し正しく直すことで，
同じ誤りをくり返さないようにしています（1年p.91 など）。巻末の「まちがいなおし」では，間違えた箇所や正
しい例が確認できるようにしています。（１年p.279 など）

●側注の「ちょっと確認」では，既習事項のうち，つまずきの多い内容の振り返りができます。また，算数タグや学
年タグを付けて，どの学年で学んだ内容かがわかるようにしています。（２年p.26，３年p.124 など）

●１年巻末の「算数のふりかえり」では，分数や割合，速さなど，つまずきの多い内容の振り返りができるようにし
ています。「たしかめ編」では，「まとめ編」に対応した問題を通して，理解の確認ができるようにしています。（１
年p.228〜p.235）

●２年巻末の「１年のふりかえり」では，１年の既習事項の振り返りができるようにしています。「たしかめ編」では，
「まとめ編」に対応した問題を通して，理解の確認ができるようにしています。（２年p.176〜p.183）

●３年巻末の「学びのつながり」では，中学校３年間の学習を系統的に振り返ることができるようにしています。枠
の色と形で学習の関連がとらえられるようにし，つまずいた内容は学年を超えて学び直すことができます。（３年
p.212〜p.217）「１・２年のふりかえり」では，問題を通して理解の確認ができるようにしています。（３年p.218
〜p.223）

❷事象を数理的に考察
し表現する能力が高
められるよう配慮さ
れているか。

問題解決型の学習を通し
て，式や図，表などを用
いて説明し伝え合う，数
学科の特質を生かした言
語活動を充実し，数学的
な思考力や表現力が高ま
るようにしています。ま
た，活動を振り返って
ノートやレポートにまと
める言語活動を充実でき
るようにしています。

●「学び合いのページ」では，多様な考えが出やすい問題を取り上げ，式や図，表などを用いて説明し伝え合う，数
学科の特質を生かした言語活動を通して，数学的な思考力や表現力が高まるようにしています。「学び合いのページ」
は，アクティブ・ラーニングの充実につながります。（２年p.23〜p.24，p.79〜p.80，p.103〜p.105 など）
　・�側注には，以下の学習の流れを示し，問題解決の進め方がわかるようにしています。
　　　　自分で考えてみよう→友だちの考えを知ろう→話し合ってみよう→ふり返ってみよう→深めてみよう
　・�「自分で考えてみよう」では，生徒の吹き出しで問題解決の見通しを持つことを示唆するとともに，複数の考えを
しようと試みることを強調しています。また，右ページ始まりとし，次ページの考えの例が見えないよう紙面構
成を工夫しています。

　・�「友だちの考えを知ろう」では，式や図，表などを用いた説明の例を取り上げ，数学科の特質を生かした言語活動
が充実できるようにしています。全国学力調査B問題で課題が見られる「事柄や事実」「方法や手順」「理由」の
説明に焦点を当てた言語活動を取り上げ，数学的な思考力や表現力が高まるようにしています。（２年p.80 など）

　・�「深めてみよう」では，問題の条件を変えて考察するなど，学んだことを振り返って発展させる活動が行えるよう
にしています。（２年p.105，３年p.32，p.143）

●「数学マイノート」では，「学び合いのページ」の活動を振り返ってまとめたノート例を示しています。板書を書き
写すだけでなく，思考過程や気づき，感想などを書く活動を充実し，数学的な思考力・表現力が高まるようにして
います。（１年p.50〜51，２年p.30〜31，３年p.36〜37）

●「レポートにまとめよう」では，授業で調べたことやさらに深めたことをレポートにまとめた例を示しています。
レポートに必要な要素を示し，レポートの書き方がわかるようにしています。（１年p.226，２年p.89，３年p.197）

❸数学的活動の楽しさ
や数学のよさを実感
し，それらを進んで
活用しようとする態
度が育つよう配慮さ
れているか。

見通し・振り返り活動を
充実し，普段から数学的
活動を通した学習が展開
できるようにしています。
また，数学を生活や学習
に活用する学習を通して，
数学の有用性を実感し，
学習への意欲が高まるよ
うにしています。

●「学習課題 」を学習のまとまりごとに示し，学習に見通しを持ち，主体的に取り組めるようにしています。（１
年p.88，p.117 など）

　・�既習との関連を意識させ，数学の拡張などの考え方に着目できるようにしています。
　・�生徒が読んでわかる文章にし，生徒自身が数学をつくる流れを考えられるようにしています。
　・単位時間ごとの区切り方など，指導計画を作成する際の目安にもなります。
●「数学的活動Q」では，既習をもとにして数や図形の性質を見いだしたり，数学を利用して問題を解決したり，考
えを説明し伝え合ったりする活動を取り上げ，普段から数学的活動を通した学習が展開できるようにしています。
Qマークの横には，以下の４つのフレーズを示し，主体となる活動がわかるようにしています。

　・�考えてみよう…思考を主体とした活動（１年p.207，２年p.9，３年p.112 など）
　・�調べてみよう…操作を主体とした活動（１年p.41，２年p.55，３年p.176 など）
　・�みなおしてひろげよう…学び直しを意図した活動（１年p.38，２年p.95，p.127 など）
　・�説明してみよう…表現を主体とした活動（１年p.151，２年p.168，３年p.55 など）
●すべての節の冒頭に「節の導入」を設けています。学校生活など生徒に身近な問題場面を設定し，解決する必要感
を持ち，意欲的に取り組めるようにしています。また，節の導入の活動は，直接次の学習につながるようにし，数
学的活動を通した学習が展開できるようにしています。（１年p.52〜p.53，p.63，p.71，p.134，p.165 など）

●各章に「○○の利用」の節を設け，数学を利用して問題を解決する活動が行えるようにしています。（１年p.45〜p.47，
２年p.79〜p.84 など）

●すべての章末および巻末に「活用の問題」を設け，全国学力調査B問題の趣旨を踏まえた問題に取り組むことで，
数学の有用性を実感し，活用する力が高まるようにしています。（２年p.29，p.52，p.88，p.192〜p.197 など）
　・�「数学の世界での考察」に加えて，「実生活への活用」や「他教科の学習への活用」を多く取り上げています。
　・�「事柄や事実」「方法や手順」「理由」を説明する記述式の問題を中心に取り上げています。
　・�現実の場面から必要な情報を取り出して解決する「PISA型読解力」も高まるようにしています。（２年p.52 など）
　・�本文の側注にリンクを明記し，本文の学習と関連づけて，進んで取り組めるようにしています。（２年p.21 など）



観 点 特 色 具 体 例 4

❹学習の基盤となる言
語に関する能力が育
つように配慮されて
いるか。

考えを説明し伝え合う活
動や，ノートづくり・レ
ポート作成などの書く活
動を充実し，言語に関す
る能力が高まるようにし
ています。

●各学年に「学び合いのページ」を設け，自分の考えを説明したり，他者の考えを読み取ったり，他者と伝え合った
りする活動を充実し，言語によるコミュニケーション能力が高まるようにしています。（３年p.31〜p.32 など）
●各学年の「数学マイノート」では，「学び合いのページ」の活動において，自分の考えなどを書く活動を充実し，言
語で表現することを習慣化できるようにしています。（１年p.50〜p.51，２年p.30〜p.31，３年p.36〜p.37）
●「数学発見レポート」では，身の回りから数学を見いだし，レポートにまとめる課題を設けています。（１年p.171，

２年p.85，３年p.154 など）
●各学年の「レポートにまとめよう」では，レポートの書き方がわかるようにし，自分の考えをレポートにまとめる
活動を通して，論述・要約する能力が高まるようにしています。（１年p.226，２年p.89，３年p.197）

❺課題学習は，生徒の
主体的な学習を促し，
数学的な見方や考え
方が育つよう配慮さ
れているか。

課題学習は，数学的な見
方や考え方の育成の観点，
今日の教育課題の観点か
ら題材を吟味・選定する
とともに，レイアウトを
工夫し，生徒の興味・関
心が高まるようにしてい
ます。

●各学年の「巻末課題編」では豊富な題材を用意し，数学を活用して課題を解決する学習を通して，数学的な見方や
考え方が育成できるようにしています。（１年p.248〜p.265，２年p.198〜p.213，３年p.238〜p.251 など）
●数学を活用する文脈として，「社会とつながる」「数学をひろげる」「教科とつながる」の題材を取り上げ，数学の有
用性を実感できるようにしています。さらに，「数学パズル」「数学の歴史」の題材を取り上げ，数学の知的楽しみ
や文化的な側面を伝え，興味・関心が高まるようにしています。

　〈巻末課題編の構成〉
　「社会とつながる」…社会や職業における数学の活用　　　「数学パズル」…数学を使って考えるパズル
　「数学をひろげる」…数学の発展，深化　　　　　　　　　「数学の歴史」…数学の歴史や文化
　「教科とつながる」…他教科の学習における数学の活用
●「社会とつながる」では，現実の社会や職業における数学の活用を取り上げ，数学の有用性を実感し，職業観が培
えるようにしています。情報リテラシーやビッグデータに関する題材も取り上げ，現代社会を生きる生徒に必要な
知識や教養が身に付くようにしています。（１年p.252〜p.255，３年p.240〜p.241 など）
●「数学をひろげる」では，ICTの活用能力を高める観点から，フリーソフト「Geogebra」を活用して図形の性質を
探究する課題を取り上げています。（２年p.204〜p.205，３年p.246〜p.247 など）

●「数学の歴史」では，日本独自の数学「和算」や日本の数学者などを取り上げ，我が国の数学文化への親しみや誇
りが持てるようにしています。（１年p.264〜p.265，２年p.212〜p.213，３年p.250〜p.251）

●各課題のタイトルの上部には，数学の単元名や社会の分野名（生活／経済／文化／科学），教科名を示し，関連する
学習や分野がわかるようにしています。

●家庭学習での利用を考慮し，課題解決の手順を示したり，読み物を増やしたりするなど，生徒が自ら取り組むこと
ができるよう工夫しています。

●各題材は見開きのダイナミックな紙面で構成し，レイアウトにも工夫を凝らして，生徒の興味・関心を惹き付けら
れるようにしています。

❻他教科や総合的な学
習の時間との関連に
ついて配慮されてい
るか。

他教科や総合的な学習と
関連付けて扱うことので
きる課題を豊富に取り上
げ，今日的な課題に対応
した教育が充実できるよ
うにしています。

●「数学のまど」や巻末「教科とつながる」などでは，他教科の学習と関連付けて扱うことのできる題材を取り上げ
ています。「教科とつながるマーク」には教科名を示し，どの教科と関連があるかがわかるようにしています。

●本文をはじめ，「数学のまど」や巻末「社会とつながる」などでは，キャリア教育や環境教育，防災・安全教育，福
祉教育，国際理解教育と関連付けて扱うことのできる題材を取り上げています。

　・�キャリア教育との関連…（１年p.254〜p.255，２年p.171，p.198〜p.199，p.200〜p.201 など）
　・�環境教育との関連…（１年p.82〜p.83，p.134，p.246，２年p.49，p.194，３年p.205 など）
　・�防災・安全教育との関連…（１年p.139，p.258〜p.259，３年p.109〜p.110，p.185 など）
　・�福祉教育との関連…（２年p.197 など）
　・�国際理解教育との関連…（１年p.75，２年p.206〜p.207，３年p.57 など）
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❹学習の基盤となる言
語に関する能力が育
つように配慮されて
いるか。

考えを説明し伝え合う活
動や，ノートづくり・レ
ポート作成などの書く活
動を充実し，言語に関す
る能力が高まるようにし
ています。

●各学年に「学び合いのページ」を設け，自分の考えを説明したり，他者の考えを読み取ったり，他者と伝え合った
りする活動を充実し，言語によるコミュニケーション能力が高まるようにしています。（３年p.31〜p.32 など）
●各学年の「数学マイノート」では，「学び合いのページ」の活動において，自分の考えなどを書く活動を充実し，言
語で表現することを習慣化できるようにしています。（１年p.50〜p.51，２年p.30〜p.31，３年p.36〜p.37）
●「数学発見レポート」では，身の回りから数学を見いだし，レポートにまとめる課題を設けています。（１年p.171，

２年p.85，３年p.154 など）
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方が育つよう配慮さ
れているか。

課題学習は，数学的な見
方や考え方の育成の観点，
今日の教育課題の観点か
ら題材を吟味・選定する
とともに，レイアウトを
工夫し，生徒の興味・関
心が高まるようにしてい
ます。
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用性を実感できるようにしています。さらに，「数学パズル」「数学の歴史」の題材を取り上げ，数学の知的楽しみ
や文化的な側面を伝え，興味・関心が高まるようにしています。

　〈巻末課題編の構成〉
　「社会とつながる」…社会や職業における数学の活用　　　「数学パズル」…数学を使って考えるパズル
　「数学をひろげる」…数学の発展，深化　　　　　　　　　「数学の歴史」…数学の歴史や文化
　「教科とつながる」…他教科の学習における数学の活用
●「社会とつながる」では，現実の社会や職業における数学の活用を取り上げ，数学の有用性を実感し，職業観が培
えるようにしています。情報リテラシーやビッグデータに関する題材も取り上げ，現代社会を生きる生徒に必要な
知識や教養が身に付くようにしています。（１年p.252〜p.255，３年p.240〜p.241 など）
●「数学をひろげる」では，ICTの活用能力を高める観点から，フリーソフト「Geogebra」を活用して図形の性質を
探究する課題を取り上げています。（２年p.204〜p.205，３年p.246〜p.247 など）

●「数学の歴史」では，日本独自の数学「和算」や日本の数学者などを取り上げ，我が国の数学文化への親しみや誇
りが持てるようにしています。（１年p.264〜p.265，２年p.212〜p.213，３年p.250〜p.251）

●各課題のタイトルの上部には，数学の単元名や社会の分野名（生活／経済／文化／科学），教科名を示し，関連する
学習や分野がわかるようにしています。

●家庭学習での利用を考慮し，課題解決の手順を示したり，読み物を増やしたりするなど，生徒が自ら取り組むこと
ができるよう工夫しています。

●各題材は見開きのダイナミックな紙面で構成し，レイアウトにも工夫を凝らして，生徒の興味・関心を惹き付けら
れるようにしています。

❻他教科や総合的な学
習の時間との関連に
ついて配慮されてい
るか。

他教科や総合的な学習と
関連付けて扱うことので
きる課題を豊富に取り上
げ，今日的な課題に対応
した教育が充実できるよ
うにしています。

●「数学のまど」や巻末「教科とつながる」などでは，他教科の学習と関連付けて扱うことのできる題材を取り上げ
ています。「教科とつながるマーク」には教科名を示し，どの教科と関連があるかがわかるようにしています。

●本文をはじめ，「数学のまど」や巻末「社会とつながる」などでは，キャリア教育や環境教育，防災・安全教育，福
祉教育，国際理解教育と関連付けて扱うことのできる題材を取り上げています。

　・�キャリア教育との関連…（１年p.254〜p.255，２年p.171，p.198〜p.199，p.200〜p.201 など）
　・�環境教育との関連…（１年p.82〜p.83，p.134，p.246，２年p.49，p.194，３年p.205 など）
　・�防災・安全教育との関連…（１年p.139，p.258〜p.259，３年p.109〜p.110，p.185 など）
　・�福祉教育との関連…（２年p.197 など）
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２．指導上の配慮
観 点 特 色 具 体 例

❶個に応じたきめ細や
かな指導が行えるよ
う，配慮されている
か。

つまずきへの手立てや問
題の補充が行えるように
したり，章末問題を段階
別に設けたりするなど，
個人差に対応した指導が
しやすい構成にしていま
す。

●側注の「ちょっと確認」では，その場で既習事項を振り返って確認できるようにしています。
●側注に，巻末の「算数のふりかえり（１年）」や「１年のふりかえり（２年）」へのリンクを示し，生徒が必要に応
じて，しっかりと既習事項を振り返って確認できるようにしています。

●側注の「もっと練習」では，「問」を終えた生徒が，その場でやや難易度の高い問題に取り組むことができるように
しています。

●側注に，巻末の「補充の問題」や「活用の問題」へのリンクを示し，「問」を終えた生徒が，さらに進んで取り組む
ことができるようにしています。「補充の問題」には，★の付いたやや難易度の高い問題を用意し，上位の生徒も意
欲的に取り組めるよう工夫しています。

●「章の問題」はA・Bの２段階で構成し，Aは全員で取り組む標準的な問題，Bは生徒が進んで取り組む応用的な問
題としています。

●「もっと練習」や「補充の問題」，「章の問題A・B」は，習熟度に応じた学習指導にも適しています。

❷生徒の自己評価を取
り入れるなど，評価
に関する配慮がなさ
れているか。

主体的・自律的な学習の
一環として，生徒自身の
自己評価や相互評価を促
すはたらきかけをしてい
ます。

●「基本の問題」には，巻末に解答を設け，自己評価ができるようにしています。また，各問題に本文の「例」に戻
るリンクを示し，理解が不十分な場合，本文に戻って確認できるようにしています。

●「章の問題」には，巻末に解答を設け，自己評価ができるようにしています。記述式問題や証明の解答例も丁寧に
示しています。

●「補充の問題」には，巻末に解答を設け，自己評価ができるようにしています。また，各問題に本文の「例」に戻
るリンクを示し，理解が不十分な場合，本文に戻って確認できるようにしています。

●「活用の問題」には，巻末に考え方と解答を設けています。生徒が必要に応じて，考え方で解決の手がかりをつか
んだり，解答で自己評価をしたりすることができます。特に，記述式問題の解答例は，記述の参考にすることがで
きます。

●「まちがい例」には，巻末に「まちがいなおし」を設け，自分で正しい例を確認できるようにしています。

❸学校や家庭での学習
習慣が身につくよう，
配慮されているか。

教科書の使い方を知らせ
たり，授業で心がけるこ
とやノートづくりの要点
を示したりするなど，基
本的な学習習慣が身につ
くよう配慮しています。

●各学年の巻頭「学習の進め方」では，教科書の構成と使い方について丁寧に説明し，教科書を有効に活用して学習
が進められるようにしています。（各学年p.4〜p.7）
　・�教科書のマークの説明と使い方を，生徒にわかる文章で丁寧に説明しています。
　・�「学び合いのページ」では，授業において心がけたい学習習慣や学習態度を示し，より効果的に学習が進められる
ようにしています。

　・�「数学マイノート」では，誤りは消さずに残し正しく書き直すことや，図は大きく丁寧にかくことなど，学年を通
して大切にしたい基本的なノートの取り方を示しています。

●「例」の解答では，標準的な書き方の例をノート形式で示し，生徒がノートに書くときの見本となるようにしてい
ます。（１年p.89，p.95，２年p.138 など）
●「マイノートプラス」では，式やグラフ，図などの数学的な表現をノートにかくときの注意や工夫を示し，学習習
慣として身に付くようにしています。（１年p.89，p.95，２年p.138 など）

●「巻末問題編」や「巻末課題編」など，生徒が進んで取り組むための問題や課題を豊富に用意し，「巻末問題編」の
すべての問題に解答を設けて自学自習をしやすくするなど，家庭学習の充実を図っています。



観 点 特 色 具 体 例 6

❹小学校との連携や高
校への接続に関する
配慮がなされている
か。

小学校の既習内容の振り
返りや学び直しの機会を
設けるなど，小学校との
連携に配慮しています。

●「目次」では，側注に「前の学習」として，小学校の既習内容と各学年の学習との関連がわかるようにしています。（各
学年p.2〜p.3）

●「学習課題」では，小学校の既習内容を意識させ，中学校の数学へと拡張する考え方に着目できるようにしています。
（１年p.117 など）
●「数学的活動Q（みなおしてひろげよう）」では，小学校の既習内容を振り返って，中学校の数学へと拡張する活動
を取り上げています。（１年p.38，２年p.95 など）

●側注の「ちょっと確認（算数）」では，小学校の既習内容のうち，定着が不十分な内容を確認できるようにしていま
す。（１年p.73，p.74 など）

●１年巻末「算数のふりかえり（まとめ編）」では，小学校の既習内容のうち，定着が不十分な内容を中心にまとめて，
一覧できるようにしています。また，「算数のふりかえり（たしかめ編）」では，「まとめ編」に対応した問題を通し
て理解を確認できるようにしています。（１年p.228〜p.235）

中学校３年間の総まとめ
をしたり，高校数学に触
れたりするなど，高校へ
の接続に配慮しています。

●３年巻末「学びのつながり」では，中学校３年間の学習を見渡して，系統的に振り返ることができます。数学のつ
ながりが実感でき，内容の理解が深まります。（３年p.212〜p.217）
●３年巻末「１・２年のふりかえり」は，中学校３年間の総まとめの問題として扱うことができます。（３年p.218〜

p.223）
●高校などの先の学習につながる箇所に「階段マーク」（３年p.106 など）を付け，３年巻末「もっとひろがる数学」で，
その解説を示しています。生徒の興味・関心に応じて，高校の学習内容に触れることで数学のひろがりが実感でき
ます。（３年p.265〜p.269）

❺特別支援教育への配
慮がなされているか。

読みやすい位置での改行
や，内容ごとのまとまり
を区別しやすくするなど，
レイアウトの工夫，改善
を行っています。

●文章は単語の途中で改行せず，文節のまとまりなどの読みやすい位置で改行し，読み取りの段階でのつまずきに配
慮しています。

●「Q」の問題を囲んだり，「例」の問題，考え方，解答を罫線でくくったり，「例」と「問」などのアキを１行以上
空けたりするなど，内容ごとのまとまりが区別しやすいレイアウトにしています。

●右ページの外側に「インデックス」を付けて，ページが検索しやすいよう工夫しています。
●表に罫線を入れて対応をわかりやすくしたり（３年p.24），曲線をかくことの困難性に配慮し，点線をなぞってか
けるようにしたりするなど（３年p.98），図表の示し方も工夫し，わかりやすさへの支援を行っています。

❻道徳教育・人権教育
に関する配慮がなさ
れているか。

説明し伝え合う活動を通
して，他者を尊重する態
度を育てたりするなど，
配慮しています。

●教科書全体を通して，生徒の個性を尊重する主体的な学習を大切にしています。特に「学び合いのページ」では，
問題解決の過程において，他者との学び合いを大切にし，互いの考えを認め，協働して取り組む態度が養えるよう
にしています。（１年p.45〜p.46，p.71〜p.72，p.163〜p.164，２年p.23〜p.24，p.79〜p.80，p.103〜p.105，
３年p.31〜p.32，p.141〜p.143）

❼コンピュータを活用
して学習効果が高ま
るよう配慮されてい
るか。

コンピュータを活用して，
学習内容の理解を促し，
図形を動的に捉えるなど
効果的な学習指導が行え
るよう配慮しています。

●本文の「Dマーク　　」を示した箇所では（３学年で約40箇所），無料で使える教科書準拠のデジタルコンテンツ
を用意しています。教科書と併せて活用することで，学習意欲を高め，学習内容の理解を促します。

　〈デジタルコンテンツの例〉
　・�「数と式」領域…文章題の図を動的に提示し，問題場面の理解を促すコンテンツ（１年p.97）
　・�「図形」領域……回転体など図形を動的に提示し，学習内容の理解を促すコンテンツ（１年p.186）
　　　　　　　　　 問題に与えられた図の条件を変えて，発展的に考えるコンテンツ（２年p.105）
　・�「関数」領域……図形の動点の問題など，変化の様子を連続的に観察できるコンテンツ（２年p.84）
　・�「資料の活用」領域…バスの所要時間のデータをもとに，ヒストグラムや代表値を表示するコンテンツ（１年p.212）
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●教科書全体を通して，生徒の個性を尊重する主体的な学習を大切にしています。特に「学び合いのページ」では，
問題解決の過程において，他者との学び合いを大切にし，互いの考えを認め，協働して取り組む態度が養えるよう
にしています。（１年p.45〜p.46，p.71〜p.72，p.163〜p.164，２年p.23〜p.24，p.79〜p.80，p.103〜p.105，
３年p.31〜p.32，p.141〜p.143）

❼コンピュータを活用
して学習効果が高ま
るよう配慮されてい
るか。

コンピュータを活用して，
学習内容の理解を促し，
図形を動的に捉えるなど
効果的な学習指導が行え
るよう配慮しています。

●本文の「Dマーク　　」を示した箇所では（３学年で約40箇所），無料で使える教科書準拠のデジタルコンテンツ
を用意しています。教科書と併せて活用することで，学習意欲を高め，学習内容の理解を促します。

　〈デジタルコンテンツの例〉
　・�「数と式」領域…文章題の図を動的に提示し，問題場面の理解を促すコンテンツ（１年p.97）
　・�「図形」領域……回転体など図形を動的に提示し，学習内容の理解を促すコンテンツ（１年p.186）
　　　　　　　　　 問題に与えられた図の条件を変えて，発展的に考えるコンテンツ（２年p.105）
　・�「関数」領域……図形の動点の問題など，変化の様子を連続的に観察できるコンテンツ（２年p.84）
　・�「資料の活用」領域…バスの所要時間のデータをもとに，ヒストグラムや代表値を表示するコンテンツ（１年p.212）

（2）教科書の構成上の配慮と工夫
１．内容の程度

観 点 特 色 具 体 例
❶本文や問題などの内
容や程度は適切か。

易から難へと飛躍がない
ように展開し，無理なく
着実に基礎・基本が身に
付きます。

●本文では，「例」の次に例にならって解く問題の「たしかめ」を置き，「例」の理解を確実にしてから「問」に進む
スモールステップの構成にしています。

●節末には「基本の問題」を置き，基本的な内容の理解を定着し，章末には「章の問題A」「章の問題B」を置き，段
階的に取り組めるようにするなど，無理なく着実に基礎・基本が身に付きます。

❷内容の理解を促すた
めの工夫がなされて
いるか。

説明を平易で具体的にし，
理解を助けるために内容
の取扱いを工夫していま
す。

●側注に「ふせん形式の図解」を示し，学習内容を視覚的に理解しやすくしています。
●「生徒キャラクターの吹き出し」では，生徒の目線で「数学的な考え」や「気づいたこと」などを取り上げ，考え
る手がかりになるようにしています。（１年p.105，p.110，２年p.19，p.21 など）

●「ナビキャラクター（ ）の吹き出し」では，教師の目線で「補助的な発問」や「注意事項」などを取り上げ，
指導上の参考になるようにしています。（１年p.63，p.157，２年p.15 など）

❸補充的，発展的な学
習に関してどのよう
な配慮がなされてい
るか。

生徒が進んで取り組むた
めのものとして，補充的，
発展的な学習を本文と適
切に関連づけて取り上げ，
さらに学力向上が図れる
ようにしています。

●側注の「もっと練習」では，「問」で扱っていない型の少し難しい問題を取り上げ，問を終えた生徒がすぐに取り組
むことができます。

●巻末に「ふりかえり」「補充の問題」「活用の問題」を用意し，個人差に対応して補充的，発展的な学習が行えるよ
うにしています。

●学習指導要領に示されていない内容には「発展マーク」を示し，生徒の興味・関心に応じて取り上げることができ
ます。（１年p.65，p.254〜p.255，２年p.50，p.134，p.198〜p.199，p.210〜p.211，３年p.19，p.22，p.59，
p.69，p.86，p.93，p.110，p.119，p.236，p.246〜p.247，p.265〜269）

●３年巻末の「もっとひろがる数学」では，本文の「階段マーク」と関連づけて高校などの先の学習に触れ，数学の
ひろがりを実感できるようにしています。

２．内容の組織・配列
観 点 特 色 具 体 例

❶内容の配列は，系統
的，発展的になって
いるか。

学習内容の系統性を重視
し，スパイラルな学習や，
円滑な指導が行えるよう，
内容を配列しています。

●１年「おうぎ形の弧の長さと面積」は，５章「平面図形」で取り上げ，再度６章「空間図形」の円錐の展開図や側
面積で扱うようにし，スパイラルな学習が行えるようにしています。（１年p.165〜p.168，p.190，p.199）

●３年「２次方程式の解法」は，一般的な解法を主に扱うため，「平方根の考えによる解法」→「因数分解を利用した
解法」の順に構成しています。３章「２次方程式」の直前に２章「平方根」を置き，内容のつながりを良くし，指
導を円滑に進めることができます。

●「素因数分解」は数に関わる内容であるため，３年２章「平方根」で扱っています。１節「平方根」の最後に位置
づけ，直後の２節「根号をふくむ式の計算」で利用しやすくし，内容のつながりを良くしています。

●３年「図形」領域では，「円」の学習内容を精選し，５章「相似な図形」→６章「円」→７章「三平方の定理」の順
に配列しました。「円」では円と相似の融合問題，「三平方の定理」では総合的な問題に取り組めるようにしています。
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❷各内容の配列や関連
づけは適切か。

各内容の系統性や関連性
を考慮し，適切に関連づ
けて扱えるように工夫し
ています。

●節末「基本の問題」には，「解答へのリンク」を示し，生徒の自己評価を促しています。また，「例へのリンク」を
示し，「例」に戻って確認できるようにしています。

●章末「章の問題A・B」，巻末「ふりかえり」「補充の問題」「活用の問題」には，「解答へのリンク」を示し，生徒の
自己評価を促しています。

●巻末「補充の問題」には，「例へのリンク」を示し，例に戻って確認できるようにしています。
●本文の側注に「ふりかえりへのリンク」「補充の問題へのリンク」「活用の問題へのリンク」を示し，巻末問題編を，
本文の学習と適切に関連づけて扱えるようにしています。

●「巻末課題編」（「社会とつながる」「数学をひろげる」「教科とつながる」「数学の歴史」）は，タイトル部分に「関
連する章」を示し，本文の学習と適切に関連づけて扱えるようにしています。

❸節末や章末，巻末の
問題は，それぞれの
段階において適切に
位置づけられている
か。

節末の問題は，基本的な
内容に重点を置いて構成
しています。章末や巻末
の問題は，個人差に対応
した指導が行えるよう構
成しています。

●節末「基本の問題」は，節の内容の理解の確認，習得を図るため，基本的な問題で構成しています。
●章末「章の問題」はA・Bの２段階としています。Aは章の内容のまとめとして標準的な問題で構成し，Bは入試に
も出題される応用的な問題，全国学力調査B問題の趣旨をふまえた「活用の問題」で構成しています。

●「巻末問題編」は以下の内容で構成し，個人差に対応した指導や家庭学習で利用することができます。
　〈巻末問題編の構成〉
　「算数のふりかえり」「１年のふりかえり」「１・２年のふりかえり」…小学校や前学年までの内容の理解を確認する
ための問題

　「補充の問題」…くり返し練習することで，基礎・基本の習得を図る問題
　「活用の問題」…全国学力調査B問題の趣旨をふまえた思考力や表現力を高める問題

３．分量
観 点 特 色 具 体 例

❶各内容の分量は適切
に配分されているか。

領域ごとの内容の分量配
分は適切で，各学年とも
バランスが保たれていま
す。

●配当時数は，１年126時間（全時数の90％），２年94時間（全時数の90％），３年112時間（全時数の80%）とし，
ゆとりを持って指導できます。

●特に，３年は入試指導への対応を考慮し，内容を精選してゆとりを持たせています

❷指導時間や生徒の発
達段階からみて，全
体の分量は適切か。

基礎的・基本的な内容に
重点を置き，発展性の少
ない内容の取扱いを軽減
するなど，全体の分量を
適切にしています。

●全体の分量は，指導時間や生徒の発達段階に応じて適切な分量にしています。
●特に，１年では，正負の数や文字と式，方程式など，基本的な内容の習得に十分な時間がかけられるようにし，発
展性の少ない内容の取扱いを軽減しています。

❸練習問題の分量は適
切か。

本文の練習問題は，過度
な負担がかからないよう
適切な分量にとどめ，個
人差に対応して巻末など
で問題量を補充できる構
成にしています。

●本文の「たしかめ」「問」は，生徒に過度な負担感を与えないよう適切な分量にとどめ，巻末「補充の問題」で個人
差に対応して問題量を追加できるようにしています。

●節末「基本の問題」は，節の内容の理解の確認，定着を図るのに適切な分量にとどめ，指導に過度な時間がかから
ないようにしています。

●章末「章の問題」はA・Bの２段階構成としています。Aは１単位時間でできる程度の分量にとどめ，指導に過度な
時間がかからないようにし，Bは時間配当外として，生徒の実態に応じて弾力的に扱えるようにしています。
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❷各内容の配列や関連
づけは適切か。

各内容の系統性や関連性
を考慮し，適切に関連づ
けて扱えるように工夫し
ています。

●節末「基本の問題」には，「解答へのリンク」を示し，生徒の自己評価を促しています。また，「例へのリンク」を
示し，「例」に戻って確認できるようにしています。

●章末「章の問題A・B」，巻末「ふりかえり」「補充の問題」「活用の問題」には，「解答へのリンク」を示し，生徒の
自己評価を促しています。

●巻末「補充の問題」には，「例へのリンク」を示し，例に戻って確認できるようにしています。
●本文の側注に「ふりかえりへのリンク」「補充の問題へのリンク」「活用の問題へのリンク」を示し，巻末問題編を，
本文の学習と適切に関連づけて扱えるようにしています。

●「巻末課題編」（「社会とつながる」「数学をひろげる」「教科とつながる」「数学の歴史」）は，タイトル部分に「関
連する章」を示し，本文の学習と適切に関連づけて扱えるようにしています。

❸節末や章末，巻末の
問題は，それぞれの
段階において適切に
位置づけられている
か。

節末の問題は，基本的な
内容に重点を置いて構成
しています。章末や巻末
の問題は，個人差に対応
した指導が行えるよう構
成しています。

●節末「基本の問題」は，節の内容の理解の確認，習得を図るため，基本的な問題で構成しています。
●章末「章の問題」はA・Bの２段階としています。Aは章の内容のまとめとして標準的な問題で構成し，Bは入試に
も出題される応用的な問題，全国学力調査B問題の趣旨をふまえた「活用の問題」で構成しています。

●「巻末問題編」は以下の内容で構成し，個人差に対応した指導や家庭学習で利用することができます。
　〈巻末問題編の構成〉
　「算数のふりかえり」「１年のふりかえり」「１・２年のふりかえり」…小学校や前学年までの内容の理解を確認する
ための問題

　「補充の問題」…くり返し練習することで，基礎・基本の習得を図る問題
　「活用の問題」…全国学力調査B問題の趣旨をふまえた思考力や表現力を高める問題

３．分量
観 点 特 色 具 体 例

❶各内容の分量は適切
に配分されているか。

領域ごとの内容の分量配
分は適切で，各学年とも
バランスが保たれていま
す。

●配当時数は，１年126時間（全時数の90％），２年94時間（全時数の90％），３年112時間（全時数の80%）とし，
ゆとりを持って指導できます。

●特に，３年は入試指導への対応を考慮し，内容を精選してゆとりを持たせています

❷指導時間や生徒の発
達段階からみて，全
体の分量は適切か。

基礎的・基本的な内容に
重点を置き，発展性の少
ない内容の取扱いを軽減
するなど，全体の分量を
適切にしています。

●全体の分量は，指導時間や生徒の発達段階に応じて適切な分量にしています。
●特に，１年では，正負の数や文字と式，方程式など，基本的な内容の習得に十分な時間がかけられるようにし，発
展性の少ない内容の取扱いを軽減しています。

❸練習問題の分量は適
切か。

本文の練習問題は，過度
な負担がかからないよう
適切な分量にとどめ，個
人差に対応して巻末など
で問題量を補充できる構
成にしています。

●本文の「たしかめ」「問」は，生徒に過度な負担感を与えないよう適切な分量にとどめ，巻末「補充の問題」で個人
差に対応して問題量を追加できるようにしています。

●節末「基本の問題」は，節の内容の理解の確認，定着を図るのに適切な分量にとどめ，指導に過度な時間がかから
ないようにしています。

●章末「章の問題」はA・Bの２段階構成としています。Aは１単位時間でできる程度の分量にとどめ，指導に過度な
時間がかからないようにし，Bは時間配当外として，生徒の実態に応じて弾力的に扱えるようにしています。

４．素材
観 点 特 色 具 体 例

❶素材は生徒の生活経
験や興味などについ
て配慮されているか。

生徒の生活経験に即した
身近な素材を豊富に取り
上げ，興味・関心を高め
るとともに，今日的な課
題とも関連づけて扱える
ようにしています。

●「節の導入」では，学校生活など生徒の生活経験に即した身近な題材を多く取り上げ，意欲を持って学習に取り組
めるようにしています。（１年p.52〜p.53，p.93，２年p.8〜p.9，３年p.66〜p.67，p.185 など）

●「活用の問題」や「数学のまど」，巻末「社会とつながる」などでは，実生活や社会で数学を活用する題材を取り上
げ，数学の有用性が実感できるようにしています。（１年p.103，２年p.171，３年p.238〜p.239 など）

●「活用の問題」や「数学のまど」，巻末「教科とつながる」などでは，他教科の学習と関連付けて扱うことのできる
題材を取り上げ，数学の有用性が実感できるようにしています。（１年p.139，２年p.52，３年p.248 など）
●「活用の問題」や「数学のまど」，「巻末課題編」などでは，キャリアや環境，防災・安全，福祉，国際理解につい
て考えるきっかけとなる題材を取り上げています

❷素材は地域的な偏り
のないよう配慮され
ているか。

素材や場面は，特定の地
域に偏ることのないよう
にしています。

●素材の選定にあたっては，特定の地域だけに集中することを避け，国内のできるだけ広い範囲から集めています。

❸人権への配慮がなさ
れているか。

素材や場面は，社会的な
性差別や人権差別を助長
することのないように配
慮しています。

●素材の選定や場面の設定にあたっては，社会的な性差別や人権差別を助長することのないよう配慮しています。（男
女の登場数を均等にする，固定的な観点で性を区別しないなど）

５．用語・記号・記述
観 点 特 色 具 体 例

❶用語・記号の取り上
げ方は適切か。

用語・記号は必要なもの
を適切に用い，必要な箇
所で内容を明確に表すの
に有効に利用しています。

●用語・記号は小学校との重複を避け，概念や内容を明確にしたり，以降の学習に活用したりするものに精選してい
ます。

●１年「平面図形」では，図形の移動の学習を通して，必要な場面で適宜用語・記号を取り上げ，生徒が必要感を持っ
て学習できるようにしています。（１年p.142〜p.148）

❷記述は正確で理解し
やすいものになって
いるか。

数学的な表現の正確さを
保ちながら，生徒の発達
段階を考慮し，理解しや
すく述べています。

●教科書全体を通して，生徒に誤った理解やあいまいな理解を与えないように，説明の論理の運び方には，数理的に
も心理的にも飛躍のないようにしています。

●「まちがい例」は，誤りであることが明確にわかるように，「×まちがい例」と明記し，ノートの地色を他と区別で
きるようにしています。

●「証明の学習」では，証明の記述において根拠を明確に示すとともに（２年p.138 など），定義を「〜は〜である」
という形で明確に述べるなど（２年p.124 など），言葉を大切にする観点から記述を丁寧にしています。

●新出用語にはルビをつけるなど，理解しやすい表記にしています。
●本文や「例」は，「だ・である」調を用いて数学的な表現を簡潔・明確に記述し，「Q」や「問」など生徒が取り組
む問題は，「です・ます」調を用いて生徒の抵抗感を和らげるようにしています。



10６．挿絵・写真・図
観 点 特 色 具 体 例

❶挿絵，図表などは適
切か。

挿絵，図表などの表現や
提示のしかたは，生徒の
学習に効果的なものとな
るよう工夫しています。

●「節の導入」では，挿絵や写真をダイナミックに提示し，興味・関心を高める工夫をしています。（３年p.120〜p.121 
など）

●「方程式の文章題」では，問題場面を把握しやすくするよう，挿絵を効果的に用いています。（１年p.97 など）
●「作図や関数のグラフ」は，教科書紙面にかき込めるようにして，指導の効率化を図っています。（１年p.158，２

年p.74 など）
●「空間図形」では，学習内容を視覚的に理解できるよう，図版に立体感を持たせる工夫をしています。（１年p.176 

など）

❷臨場感のある写真を
効果的に使用してい
るか。

生徒の活動を促す場面で
は，積極的に写真を用い
て臨場感を高めるように
しています。

●各学年の「巻頭口絵」では，世界遺産の風景の写真をダイナミックに掲載しています。各学年で学習する数学のテー
マが隠されており，その解説を巻末に示しています。授業開きなどの際に写真を提示し，学習への興味・関心を高
めることができます。

●各学年の「節の導入」や「巻末課題編」では，身の回りの具体物の写真を多く用い，数学と実生活とを結び付けて
捉えるなど，学習への興味・関心を高めることができます。

●１年「空間図形」では，身の回りの具体物の写真を多く掲載し，いろいろな立体や空間図形の位置関係をイメージ
しやすくしています。（１年p.172〜p.173，p.179 など）
●観察，操作や実験を行う場面では，実際の活動の写真を掲載し，活動の様子がわかるようにしています。（２年p.140 など）

❸説明図は内容の理解
を助けるものになっ
ているか。

説明図は，カラー印刷を
有効に用いて，学習内容
を視覚的に理解できるよ
うにしています。

●教科書全体を通して，「ふせん形式の図解」を多く用い，学習内容を視覚的に理解できるようにしています。（１年p.60 
など）

●「割合に関する問題」では，小学校で学んだ数直線図を用いて，演算決定の根拠に用いることができるようにして
います。（１年p.74）

●「方程式の文章題」では，線分図や表を用いて，立式における考え方が理解しやすいようにしています。（１年p.96
〜p.97 など）

●「図形の定理」では，枠で囲んだまとめの側注に，代表としての図を仮定と結論に分けて示し，定理の内容を視覚
的に理解できるようにしています。（２年p.127，p.130 など）
●「平方根の計算」や「展開や因数分解」では，面積図を用いて，しくみを説明するなどの活動が行えるようにして
います。（３年p.24，p.55 など）
●「相似の利用」では，現実場面の情景図をもとに考えやすい図に表す例を示し，事象を数学化する過程を大切にし
ています。（３年p.132〜p.133）

❹資料は正確かつ新鮮
で，学習に役立つも
のになっているか。

資料は最新のものを使用
し，学習内容と関連のあ
る身近なものを提示して
います。

●教科書全体を通して，統計資料は正確かつ最新のものを使用し，更新された場合には，必要に応じて訂正するなど
の処置を講じています。

●各学年の「巻末口絵」には，「数学を切りひらいた日本人」と題して，数学の発展に貢献した日本の数学者を取り上
げています。

●各学年の「巻末口絵」には，１年「日本の伝統，文化と数学」，２年「全国の算額」，３年「科学や技術をささえる
数学」を取り上げ，数学の文化や社会的な意義を伝え，興味・関心が高まるようにしています。特に「科学や技術
をささえる数学」では，携帯電話の暗号化技術やスーパーコンピューターを用いた最先端のシミュレーション技術
を紹介するなど，資料性を高めています。
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６．挿絵・写真・図
観 点 特 色 具 体 例

❶挿絵，図表などは適
切か。

挿絵，図表などの表現や
提示のしかたは，生徒の
学習に効果的なものとな
るよう工夫しています。

●「節の導入」では，挿絵や写真をダイナミックに提示し，興味・関心を高める工夫をしています。（３年p.120〜p.121 
など）

●「方程式の文章題」では，問題場面を把握しやすくするよう，挿絵を効果的に用いています。（１年p.97 など）
●「作図や関数のグラフ」は，教科書紙面にかき込めるようにして，指導の効率化を図っています。（１年p.158，２

年p.74 など）
●「空間図形」では，学習内容を視覚的に理解できるよう，図版に立体感を持たせる工夫をしています。（１年p.176 

など）

❷臨場感のある写真を
効果的に使用してい
るか。

生徒の活動を促す場面で
は，積極的に写真を用い
て臨場感を高めるように
しています。

●各学年の「巻頭口絵」では，世界遺産の風景の写真をダイナミックに掲載しています。各学年で学習する数学のテー
マが隠されており，その解説を巻末に示しています。授業開きなどの際に写真を提示し，学習への興味・関心を高
めることができます。

●各学年の「節の導入」や「巻末課題編」では，身の回りの具体物の写真を多く用い，数学と実生活とを結び付けて
捉えるなど，学習への興味・関心を高めることができます。

●１年「空間図形」では，身の回りの具体物の写真を多く掲載し，いろいろな立体や空間図形の位置関係をイメージ
しやすくしています。（１年p.172〜p.173，p.179 など）
●観察，操作や実験を行う場面では，実際の活動の写真を掲載し，活動の様子がわかるようにしています。（２年p.140 など）

❸説明図は内容の理解
を助けるものになっ
ているか。

説明図は，カラー印刷を
有効に用いて，学習内容
を視覚的に理解できるよ
うにしています。

●教科書全体を通して，「ふせん形式の図解」を多く用い，学習内容を視覚的に理解できるようにしています。（１年p.60 
など）

●「割合に関する問題」では，小学校で学んだ数直線図を用いて，演算決定の根拠に用いることができるようにして
います。（１年p.74）

●「方程式の文章題」では，線分図や表を用いて，立式における考え方が理解しやすいようにしています。（１年p.96
〜p.97 など）

●「図形の定理」では，枠で囲んだまとめの側注に，代表としての図を仮定と結論に分けて示し，定理の内容を視覚
的に理解できるようにしています。（２年p.127，p.130 など）
●「平方根の計算」や「展開や因数分解」では，面積図を用いて，しくみを説明するなどの活動が行えるようにして
います。（３年p.24，p.55 など）
●「相似の利用」では，現実場面の情景図をもとに考えやすい図に表す例を示し，事象を数学化する過程を大切にし
ています。（３年p.132〜p.133）

❹資料は正確かつ新鮮
で，学習に役立つも
のになっているか。

資料は最新のものを使用
し，学習内容と関連のあ
る身近なものを提示して
います。

●教科書全体を通して，統計資料は正確かつ最新のものを使用し，更新された場合には，必要に応じて訂正するなど
の処置を講じています。

●各学年の「巻末口絵」には，「数学を切りひらいた日本人」と題して，数学の発展に貢献した日本の数学者を取り上
げています。

●各学年の「巻末口絵」には，１年「日本の伝統，文化と数学」，２年「全国の算額」，３年「科学や技術をささえる
数学」を取り上げ，数学の文化や社会的な意義を伝え，興味・関心が高まるようにしています。特に「科学や技術
をささえる数学」では，携帯電話の暗号化技術やスーパーコンピューターを用いた最先端のシミュレーション技術
を紹介するなど，資料性を高めています。

７．印刷・造本
観 点 特 色 具 体 例

❶ゆとりのある紙面構
成で，文字の大きさ
や行間などは適切か。

紙面にゆとりを持たせる
とともに，文字の大きさ，
行間，書体などは読みや
すくわかりやすいように
配慮しています。

●紙面の右側を余白とする「側注形式」をとり，紙面にゆとりを持たせています。
●本文や「例」の文字の大きさを，「問」よりも１ポイント大きくし，読みやすくしています。さらに数式の文字につ
いては，和文よりも１ポイント大きくし，視認性を高めています。

●本文と「例」，「例」と「問」，「問」と「問」などの内容間のアキを１行以上空けて，内容ごとのまとまりをわかり
やすくしています。

❷障がいその他の特性
の有無にかかわらず，
学びやすいものに
なっているか。

CUD（カラーユニバー
サルデザイン）・特別支
援教育の観点から配色，
レイアウトの工夫・改善
を行うなど，教科書のユ
ニバーサルデザイン化に
取り組んでいます。

●CUD（カラーユニバーサルデザイン）の観点から，専門家による校閲を受け，全ページにわたって検証を行い，
CUDに対応しています。

●識別しやすい配色を用いるとともに，色だけに頼らない指示が行えるようにするなど，万全の処置を講じています。
●特別支援教育の観点から，専門家による校閲を受け，全ページにわたって検証を行い，レイアウトの工夫・改善を行っ
ています。

　〈レイアウトの工夫・改善の例〉
　・�文章は単語の途中で改行せず，文節のまとまりなどの読みやすい位置で改行し，読み取りの段階でのつまずきに
配慮しています。

　・�「Q」の問題を囲んだり，「例」の問題，考え方，解答を罫線でくくったり，「例」と「問」などのアキを１行以上
空けたりするなど，内容ごとのまとまりが区別しやすいレイアウトにしています。

　・�右ページの外側に「インデックス」を付けて，ページが検索しやすいよう工夫しています。
　・�表に罫線を入れて対応をわかりやすくしたり（３年p.24），曲線をかくことの困難性に配慮し，点線をなぞって
かけるようにしたりするなど（３年p.98），図表の示し方も工夫し，わかりやすさへの支援を行っています。

　・�文字のルビや側注などの小さい文字には，ゴシック体のUDフォントを使用し，視認性を高めています。
●弱視など視覚に困難さがある生徒のニーズに対応できるよう，文字サイズを大きくして再編集した拡大教科書を発
行しています。

●教科書に準拠した学習者用デジタル教科書として，白黒反転機能や文字サイズを任意に変更した場合に自動改行す
る機能などを開発し，多様な生徒のニーズに対応できるようにしています。

❸教科書に親しみが持
てるよう，挿絵，写
真や造本上の工夫が
なされているか。

挿絵，写真は興味・関心
を高め，問題場面の理解
に役立つものにしていま
す。

●各学年の「巻頭口絵」では，世界遺産の風景の写真をダイナミックに掲載しています。各学年で学習する数学のテー
マが隠されており，その解説を巻末に示しています。授業開きなどの際に写真を提示し，学習への興味・関心を高
めることができます。

●各学年の「巻末口絵」では，「日本の伝統，文化と数学（１年）」，「全国の算額（２年）」，「科学や技術をささえる数
学（３年）」を取り上げ，歴史的に貴重な資料や最先端の技術に関する写真を掲載しています。

●「巻末課題編」は，科学雑誌の手法を用いたレイアウトを行い，挿絵や写真を大きく見せるなど，生徒の興味・関
心を惹きつけるよう工夫しています。（３年p.250〜p.251 など）
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学習の機能性を高め，観
察，操作や実験を取り入
れるなど，さまざまな造
本上の工夫をしています。

●「学び合いのページ」は，すべて右ページ始まりとし，次ページの考えの例が見えないように工夫しています。（１
年p.45 など）

●各学年には，造本上の利点を生かした「折り込み」を挿入しています。
　�・�１年「算数のふりかえり」の折り込みを広げると，「割合と速さ」のページが外に飛び出るようにし，関連する本
文の紙面を開きながら確認できます。（１年p.228〜p.232）

　・�２年「図形の関連」の折り込みでは，学んだ基本性質や定理を書き込んで完成し，相互に関連づけて体系的に捉
えることができます。また，折り込みを広げると，「三角形の合同条件」「平行四辺形の性質，条件」のページが
外に飛び出るようにし，関連する本文の紙面を開きながら確認できます。（２年p.153〜p.154）

　・�３年「学びのつながり」の折り込みでは，中学校３年間の学習を一覧できるようにし，相互に関連づけて体系的
に捉えることができます。（３年p.212〜p.217 など）

●各学年巻末に切り取って使える「学習具」を用意し，観察，操作や実験を取り入れた活動が行えます。ミシン目や
押し型を入れ，作業がしやすいよう工夫しています。特に，１年巻末では，５種類の正多面体の「学習具」を用意し，
タブを切り込みに差し込んで簡単に組み立てられるよう工夫しています。（１年p.285〜p.290）

●１年「平面図形」では，垂直二等分線や角の二等分線を，教科書の紙面を折って観察することができます。（１年p.157，
p.159）

●各学年に「パラパラマンガ」を掲載し，連続的に変化する様子を捉えやすくして，言葉による説明を補うことがで
きます。（各学年の紙面の下方に配置）
●関数のグラフや作図は，教科書に直接かき込むことができます。図を紙面の外側に配置し，かき込みがしやすいよ
う工夫しています。（１年p.158，２年p.74 など）

●各学年巻末の「索引」に図解を挿入し，用語の意味を視覚的に確認できるようにしています。（１年p.280，２年p.225，
３年p.270）

❹適切な用紙を使用し，
印刷は鮮明で，製本
は長期間の使用に耐
えられる堅牢さがあ
るか。

白色軽量化用紙を使用し，
印刷は鮮明で，製本は開
きやすく，堅牢性，耐久
性に優れた方式を採用し
ています。

●用紙は裏抜けがしにくい，丈夫で筆記特性の良い白色軽量化用紙を使用し，カラー印刷の発色を良くするとともに，
ページ増による重量の負担を軽減しています。

●表紙は耐久性の高いPP加工を施し，汚損しにくいものとしています。また，裏表紙の名前欄は，記入しやすいよう
処理を施しています。

●製本は開きやすい「あじろ綴じ」の方式を採用し，紙面を大きく見せ，かき込みをしやすくしています。また，堅
牢性，耐久性に優れた「PUR接着剤」を採用し，長期間の使用に耐えられるようにしています。

❺環境やアレルギーに
対する配慮がなされ
ているか。

印刷や製本において，環
境やアレルギーなどにも
配慮しています。

●環境に優しい再生紙や化学物質を抑えた植物油インキを使用するなど，環境や健康に配慮しています。
●製本においては，古紙再生がしやすく環境に優しいPUR接着剤を使用しています。


