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を行いました。

学力向上のために

そこで，「新編 新しい数学」では

 生活や学習への活用を重視して，
 数学の有用性を実感させたい。

 記述式の問題に取り組ませて，
 数学的な思考力・表現力を高めたい。

掲 載 箇 所 場 面・文 脈 記述式の分類 題 材・内 容

1
年

p.  49 1 章　正負の数 生活 － 時差の問題
p.  81 2 章　文字と式 数学 理由 碁石の数え方の問題
p.103 3 章　方程式 生活 － 破れたレシートの問題
p.138 4 章　比例と反比例 生活 事柄  方法 大量の郵便の問題
p.170 5 章　平面図形 生活 方法 引越し先の問題
p.205 6 章　空間図形 数学 理由 立方体の面の対角線の問題
p.225 7 章　資料の分析と活用 生活 事柄  方法 人口ピラミッドの問題
p.244 巻末　活用の問題 生活 理由 観光客数が増えたのは？ PISA 型

p.245 巻末　活用の問題 生活 － 商品の購入調査
p.245 巻末　活用の問題 生活 理由 安く買えるのは？ PISA 型

p.246 巻末　活用の問題 生活 方法 水の節約を考えよう
p.247 巻末　活用の問題 生活 － ランドルト環のしくみ
p.247 巻末　活用の問題 生活 理由 通学時間の平均値

2
年

p.  29 1 章　式の計算 数学 方法 9 の倍数の判定法の問題
p.  52 2 章　連立方程式 生活  他教科 － 副菜の献立の問題 PISA 型

p.  88 3 章　1 次関数 生活  数学 理由 水槽の水位の問題
p.120 4 章　平行と合同 数学 理由 凹四角形の角の性質の問題
p.152 5 章　三角形と四角形 数学 理由 誤った証明の問題
p.173 6 章　確率 生活 理由 くじ引きの順番の問題
p.192 巻末　活用の問題 他教科 理由 走り高跳びの目標記録
p.193 巻末　活用の問題 数学 理由 10 個の続いた整数の和
p.194 巻末　活用の問題 生活 － 集めた空き缶の個数は？ PISA 型

p.195 巻末　活用の問題 生活 方法 料金が安いのはどの会社？
p.196 巻末　活用の問題 数学 事柄  方法 図形の性質を調べよう
p.197 巻末　活用の問題 生活 理由 みんなで使える施設を考えよう

3
年

p.  34 1 章　多項式 数学 － 一の位が5である2けた数の2乗の問題
p.  63 2 章　平方根 生活  数学 理由 コピー用紙の辺の長さの問題
p.  88 3 章　2 次方程式 生活 理由 俵杉算の問題
p.118 4 章　関数，y＝a x2 数学 － 2つの図形の重なる部分の問題
p.156 5 章　相似な図形 生活 理由 ピザの面積と値段の問題
p.175 6 章　円 生活 － 横浜の船の位置の問題
p.196 7 章　三平方の定理 生活 － 運動会の旗の問題
p.232 巻末　活用の問題 生活 － 運賃のしくみ PISA 型

p.233 巻末　活用の問題 数学 理由 誕生日はいつ？
p.234 巻末　活用の問題 生活  他教科 理由 大工道具「さしがね」
p.235 巻末　活用の問題 生活 － タンクの体積は？
p.236 巻末　活用の問題 数学 － 関数y＝a x2のグラフと図形
p.237 巻末　活用の問題 数学 － 線分の比と面積の比

活用の問題の新設 new

◦「活用の問題」では，全国学力調査B問題の類題に取り組めるようにしました。
　思考力・表現力を高める記述式の問題を中心に取り上げています。

平成28年度用 「新編 新しい数学」からのご提案
一覧

＊場面・文脈 生活 …実生活や身の回りの事象の考察 他教科 …他教科などの学習 数学 …算数・数学の世界での考察
＊記述式の分類 事柄 …事柄や事実の説明 方法 …方法や手順の説明 理由 …理由の説明

活用の問題
か すいをび学

活用の問題
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全国学力調査B問題
作成の枠組み

◦実生活や身の回りの事象での考察

◦他教科などの学習

◦算数・数学の世界での考察

活用の文脈や状況

α１：日常的な事象等を数学化すること

α２：情報を活用すること

α３：数学的に解釈することや表現すること

β１：問題解決のための構想を立て実践すること

β２：結果を評価し改善すること

γ１：他の事象との関係を捉えること

γ２：複数の事象を統合すること

γ３：事象を多面的に見ること

数学的なプロセス

2年 p.21

10 個の続いた整数の和（理由の説明）

巻末

2

巻末には「解答」だけでなく，「考え方」も合わせて
掲載しています。自学自習の際に，「考え方」を
手がかりとして取り組んだり，解答を記述の参考に
したりすることができます。

特長

3 巻末の「考え方・解答」で
自学自習がしやすい

活用の問題か すいをび学

2年 p.223

副菜の献立の問題（実生活や他教科の学習への活用）

章末

9 の倍数の判定法の問題（数学の世界での考察）

章末

2

特長

2 思考力・表現力を高める記述式の
問題を中心に掲載

全国学力調査B問題の記述式の3つのタイプ「事実や事柄の説明」
「方法や手順の説明」「理由の説明」に対応し，思考力・表現力を
高めます。

本文の側注にリンクを示し，
本文の学習と関連づけて扱う
ことができます。

イラストや表から
必要な情報を
読み取るPISA型
読解力にも対応
しています。

学習したことを数学や実生活，他教科の学習に活用する
問題を通して，数学の有用性を実感し，活用する力を
高めます。

特長

1 全国学力調査B問題の類題を
すべての章末，巻末に掲載

活用の問題 一覧

3

2年 p.29

2年 p.52

2年 p.193


