
研究調査報告書 
教科名（ 数 学 ） 
項 目 新編 新しい数学（東書・２） 

中学校学
習指導要
領の教科
の目標と
の関わり 

○数量や図形などに関する基礎的な概念や原理などが例・問題・たしかめ・巻末の補充の問
題で段階を踏んで用意されている。例題では細かい途中式と解説があり、基礎的・基本的
な知識や技能が定着するように構成されている。 
○多様な考えが出やすい問題を「学び合い」で取り上げ、言語活動の活発化を図る。また、 
深められるノートの取り方を意識した表記になっており、思考力・判断力・表現力の育成
が図られるようになっている。 
○導入問題では、生徒の身近な問題を取り扱うことで、生徒が積極的に数学的活動に取り組
み、そのよさや有用性を実感できるようになっている。 

特 
色 

内 
容 

＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○例、たしかめ、問１、「ちょっと確認」「もっと練習」でくり返し学習ができるように構 
成されている。また、「まちがえ例」では同様の誤答を繰り返さないように説明されてい
る。「基本の問題」が節末に、章の問題Ａ・Ｂが章末に、巻末に「補充の問題」があり、
既習の問題をくり返し学習できるように設定されている。 
○もくじに前学年とのつながりを明記したり、巻末の「学びをつなげるふりかえり」で既習
事項の確認復習ができるように構成されている。 
＜思考力・判断力・表現力等を育成する工夫＞ 
○「学び合い」では、多様な考えが出やすい問題を取り上げ、式や図などを使って考えを説
明し伝え合う言語活動が充実するように構成されている。また、「数学マイノート」では、
ノ－トの取り方のポイント等を細かく提示し、考える力を伸ばす工夫がされている。 
○章の問題Ｂや活用の問題では、数学を実生活や他教科の学習に活用する問題を通して、 
思考力・判断力・表現力を高める工夫がされている。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 
○「もっと練習」「まちがい例」が本文にあり、生徒一人一人が習熟度の程度に応じて主体
的に学習できるように構成されている。 
○補充問題へのリンク・活用問題へのリンクが本文中にあり、また、節末「基本の問題」に
履修ページが記入されるなど、主体的に復習や深める問題への意識を持つことができ 
る。「数学のまど」では、興味・関心を促すための内容が取り上げられている。 
＜数学を活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる工夫＞ 
○「やってみよう」では、今まで学んだことを広げたり・深めたりできるようになっており、
既習の問題を活用して解決をする構成となっている。 
○巻末の「社会とつながる」「数学をひろげる」「教科とつながる」には、学んだ数学を活用
して考える問題があり、考えたり、判断したりする態度を育てる構成となっている。環境
教育や福祉教育、防災教育などに結びつく題材が取り上げられている。 

資 
料 

○「数学発見レポート」では身のまわりから数学を見いだし、レポートにまとめる課題を示
している。また、レポートにまとめた例も示されており、レポートの書き方が分かるよう
になっている。 
○巻末の「社会とつながる」では数学を活用している例があり、数学の有用性を実感できる。 

表記 
表現 

○カラーユニバーサルデザインおよび特別支援教育の観点から、教科書のユニバーサルデ 
ザイン化に取り組んでいる。 
○例題の解答では、罫線を入れて途中式の書き方などあり、まとめやすい配慮がある。 

総 
括 

○教科書にＤマークを示し、無料で使えるデジタルコンテンツを用意しており、授業のデ 
ジタル化の助けとなっている。 
○ノートの取り方のポイントを表記するだけではなく、ノートに見立てた解説や「マイノ 
ートプラス」と表して板書の参考となる例を示すなど、ノートの取り方を大切にしている。 
○「学びのつながり」では、本文で学んでいるときに見開きで同時に見ることができ、主体
的に学べる工夫がされている。 

第２０採択地区教科用図書採択地区協議会 



研究調査報告書 
教科名（ 数 学 ） 
項 目 新版 数学の世界（大日本・４） 

中学校学
習指導要
領の教科
の目標と
の関わり 

○基礎基本の定着を図るために、学習活動では穴埋め問題でポイントを書き込めるようにし
てあり、Ｑやプラス・ワン問題、練習、章の問題で繰り返し学習し、基礎基本の定着が図
れるように構成されている。 
○数学的な表現や処理の仕方を習得するために、繰り返し学習できるよう、単元ごとのまと
めの場を設けている。 
○事象を数理的に考察し表現する能力を高めるために、身の回りにある事象を題材に扱った
り、写真を載せたりして日常との関わりを意識付けている。また、学習した内容を生かす
ための場面が設定されている。 

特 
色 

内 
容 

＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○各節は、学習する内容が項目ごとに見開き２ページで構成され、基本的な内容について書
き込みをし、側注「思い出そう」で学びを振り返ることができる。 
○単元の節ごとに練習問題を設けたり、章末にはまとめの問題や発展問題を設け、繰り返し
学習を行うことで、基礎・基本の定着を図っている。 
○既習事項を用いて解答する場合は、学んだことを振り返るヒント欄が設けてあり、自ら進
んで学習できるようにしている。 
＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 
○思考力や表現力を育成するために、例題の解法にどのような計算技能が用いられている
か、色を用いたりしながら分かりやすくかつ、見やすく載せてある。また、各学年に「研
究しよう」や「レポートを書こう」のページを掲載し、発表の仕方やレポートを書く活動
が示されている。 
○「研究しよう」のページを掲載し、自分が発表するだけでなく、他の人と質問や意見を交
換する大切さについても触れられている。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 
○巻頭に「学習の進め方」や「ノートの作り方」など、主体的に学習に取り組むためのペー
ジが用意されている。また、プラスワン問題が所々に設けてあり、問題が早く終わった生
徒が、自主的に勉強を進めることができるように工夫してある。 
○学ぶ課題を分かりやすくし、主体的に学ぼうとする意欲を喚起させるため、項ごとに学習
のねらいを見開きで見やすくまとめることを意識した作りになっている。 
＜数学を活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる工夫＞ 
○章末に「考えてみよう」や「挑戦しよう」のページや欄が設けられており、学んだことを
活用して学習をしたくなるような工夫がある。 
○巻末に「Mathful」のページを設け、数学の歴史や日常生活との関わりを紹介することで、
数学を学ぼうとする意欲を喚起させる工夫をしている。 

資 
料 

○「中学校数学のまとめ」を巻末に設け、これまでに身につけた数学の知識や技能を確かめ
ることができるようにしている。 

○背表紙の裏側に図形の性質についてのまとめを設けており、それを学習するときの参考資
料、または学習後の振り返りに活用することが出来る。 

表記 
表現 

○節や項のねらいを見開きの左上に表記するようにし、学習課題が分かりやすくしている。
○初めての問題や難しい問題、覚えさせたい問題は穴埋め形式で書かれており、解答の着眼
点が分かりやすくなっている。 

総 
括 

○「見いだそう」「利用しよう」「伝えよう」という数学的活動を通して、数学的な力を深め
ようとしている。 
○数学に対する興味や関心を深めるために、数学の歴史や日常生活における数学の考えを知
ることが出来る資料を掲載している。 
○教科書の見方や使い方、ノートの書き方例なども掲載しており、生徒の自主性を育てよう
と工夫が、全学年を通してみられる。 

第２０採択地区教科用図書採択地区協議会 



研究調査報告書 
教科名（ 数 学 ） 
項 目 中学校数学（学図・１１） 

中学校学
習指導要
領の教科
の目標と
の関わり 

○基礎的・基本的な内容が定着できるよう、節末の「確かめよう」では、きめ細かく確認す
ることができるように配置され、本文に振り返られるようにページが示されている。 
○事象を数理的に考察するために、数学的な考え方を「類推的」「帰納的」「演繹的」に整
理し、そのどれに当てはまるかを明記することで、獲得すべき数学的な見方や考え方を明
らかにしている。 
○環境問題に生かす問題や日常生活に活かす問題、また身のまわりのことがらや他教科と 
関連づけて総合的に活かす問題を扱うことで、数学のよさを実感できるように配慮して 
いる。 

特 
色 

内 
容 

＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○節末に「計算力を高めよう」を配置し、家庭学習や計算練習で繰り返し学習を行うこと 
で、計算力の確実な定着を目指している。 
○すべての節に「確かめよう」を設定し、基礎・基本が身に付いているかどうかをきめ細か
く確認し、定着を図ることができる。 
○「ふりかえり」を各領域のとびらの前に設定することで、全学年までの学習を簡単に復習
することができるようにしてある。 
＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 
○本文の問題の中に、数学的な考え方を育成する問題には「数学的な考え方」と示し、それ
がどのような「類推的」「帰納的」「演繹的」のどれに当てはまるかを明確することで、
日頃の授業を通して思考力を育成できるようにしている。 
○数学で使われる考え方を「類推的」「帰納的」「演繹的」としてまとめ、数学的な考え方
を身に付けることができる。 
○「見つける」「活用する」「伝える」として数学的活動をまとめ、多様な考え方を用いて
言語活動が充実するように工夫されている。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 
○項の終わりに次の項の学習にかかわるコメントを載せることで、次の学習への意欲付け 
を図るとともに学習のめあてをもつことができる。 
○章のまとめの問題を、「基本」「応用」「活用」の３つに分類し、習熟度に応じた確認が 
できることで、生徒一人一人が自分の課題をもって学習を進めることができる。 
＜数学を活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる工夫＞ 
○すべての章のまとめの問題では、「活用」問題で環境問題に活かす問題や日常生活に活か
す問題を扱うことで、実践力を向上させることができる。 
○巻末の「さらなる数学」では、身のまわりのことがらや他教科と関連づけて総合的に活用
する問題を取り上げている。 

資 
料 

○巻末の「さらなる数学」では、レポートのまとめかたを、項目を示すだけでなくその項目
にそった例を示すことで、レポート指導に生かすことができる。 
○体験活動を通して実感を伴った学習が展開できるように、巻末には操作用の付録がつい 
ている。 

表記 
表現 

○ユニバーサルデザインに配慮した紙面づくりを行い、カラーバリアフリーの観点から色 
覚特性に配慮したり、マーク類にことばを補ったりすることで、誰にでも見やすくわかり
やすい教科書づくりを進めている。 

総 
括 

○キャラクターによる吹き出しが頻繁に活用され、学習の確認や学習上の注意点を意識する
ことができるように配慮されている。 
○本文中の「クローズアップ」、章末の「深めよう」、巻末の「さらなる数学へ」にかなり
多くの数学的な話題が掲載されており、数学に対する意欲の啓発を図っている。 
○インターネットや作図ソフトなどを使うと学習が深められる箇所には、パソコンマーク 
を明示し、情報活用能力を育成が図れるようにしている。 

第２０採択地区教科用図書採択地区協議会 



研究調査報告書 
教科名（ 数 学 ） 
項 目 中学数学（教出・１７） 

中学校学
習指導要
領の教科
の目標と
の関わり 

○既習事項の復習に始まり、例題、考え方と続き、練習問題や発展問題も豊富に盛り込まれ
ており、基礎的・基本的内容の定着が確実に図れるように構成されている。また、「たし
かめ」や「練習問題」など、段階的に学習が進められるように構成されている。 
○学習した内容を生かして、みんなで話し合ったり、自分の考えを伝えたりできる内容が設
定されており、数学的な表現処理能力の向上を図る工夫がされている。 
○観察や捜査・実験などの活動が取り上げられ、数学的な見方や考え方のよさを気付かせる
ようになっている。身の回りにある事象を題材として扱ったり、ジャンプ問題等でさらに
発展的な問題を扱ったりと、数学的な見方や考え方の良さに気づくよう構成されている。

特 
色 

内 
 
 
容 

＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○各章のはじめに、既習事項を確認するための復習ページ「学習をする前に」が、章末には
「学習のまとめ」設定されており、学習のつながりを意識して新章に入れるとともに、
「Let’s Try」で学習の動機付けを図っている。 
○本文「例題」や「たしかめ」と「問」、節末「基本のたしかめ」、章末「章の問題」や、巻
末「たしかめの補充問題」、「実力アップ問題」と段階を追っての反復練習で基礎的・基本
的内容の定着が図れるように構成されている。 

＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 
○「みんなで数学」を設け、発展的な学習に取り組むとともに、気づいたことを伝え合った
り考えを深めたりできるようにすることで思考力や表現力の向上につなげている。 
○巻末に「数学で大切にしたい考え方」が掲載されており、数学的な考え方について、本文
の学習がどのように使われているかが示され、数学の学習において大切にしたい見方や考
え方を振り返ることが出来る。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 
○数学の学習に興味・関心をもち、主体的に学習内容を活用して問題に取り組めるよう、節
末に「チャレンジコーナー」が設定されている。 
○章末「学習のまとめ」で学習内容を整理できるようにしている。また、再度、自主的に履
修し直せるように学習したページも示されている。 
○本文「たしかめ」には巻末「たしかめの補充問題」とリンクできるようにページが載って
おり、進度に応じて自主的に学習を進められるようにしている。 
＜数学を活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる工夫＞ 
○章末に「数学の広場」や「ジャンプ」を設定し、発展的な学習を通して、数学の活用能力
の向上を図れるようにしている。 
○巻末に「自由研究」を用いて掲載し、日常生活の中にある数学など、豊かな数学の世界に
触れて、数学のよさを感じる工夫がされている。 

資 
料 

○「数学ミニ辞典」や「数学メモ」があり、内容と関連する話題が載っていたり、数学の豆
知識を紹介していたりと、興味・関心が広げられるようにしてある。 

○教科書の最終ページに「図形のまとめ」が折り込みで綴じてあり、図形領域のポイントが
振り返ることができるにしてある。 

表記 
表現 

○小節の最初に、メガホンの挿絵と太字で学習課題やねらいを明確に表現している。 
○章末の「学習のまとめ」は穴埋め式で、簡単に振り返られるよう工夫されている。 
○タイトルや項目ごとに色分けし、取り組む内容を明確にして見やすくしてある。 

総 
括 

○章の問題には「関・考・技・知」が明記されており、評価・評定への意識付けにつながる
ように工夫している。 
○「例題」「たしかめ」「問」「ふりかえり」と、段階を追って学習を進められるような工夫
と、「補充問題」「実力アップ問題」等で補充・深化を図る工夫がされている。 
○まとめや練習問題、発展問題が豊富で、繰り返し学習を進め、基礎的・基本的内容の定着
が図れる構成になっている。 

第２０採択地区教科用図書採択地区協議会 



研究調査報告書 
教科名（ 数 学 ） 
項 目 未来へひろがる数学（啓林館・６１） 

中学校学
習指導要
領の教科
の目標と
の関わり 

○基礎的・基本的な内容が定着できるように、項のはじめには「ひろげよう」で課題を示し、
章末の「基本のたしかめ」では、確認と復習のために本文に振り返られるようにページが
示されている。 
○多様な考え方によって解決を図ることのできる問題を扱った「千思万考」、考え方や理由
を述べさせ、言語活動を充実させるための問題を扱った「自分のことばで伝えよう」など、
数学的な考察を育成する場面を用意している。 
○「ひろがる数学」「数学を通して考えよう」では、日常生活や社会と数学の関わり考える
問題を扱うことで、数学のよさを実感できるように配慮している。 

特 
色 

内 
容 

＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○学習の目標を項ごとに定めているとともに、例題には学習のめあてを示すことで、学ぶべ
き基礎的・基本的な内容を明らかにしている。 
○全体を通して、系統性を考え、既習の内容をもとに新しい学習内容へとスムーズに発展 
していけるように「ひろげよう」を設定し、 新たな内容を学習する際に、すでに学習し
た関連する内容を「ふりかえり」で取り上げて、理解を深められるようにしてある。 
＜思考力、判断力、表現力等を育成する工夫＞ 
○学習の場面に含まれる重要な見方・考え方や、数学的な思考をひろげていく課題設定の 
視点を、「見方・考え方」の囲みに入れて意識付けできるようにしてある。 
○試行錯誤したり、じっくりと順序立てて考えたりすることを通して、論理的に考える力・
工夫する力・連想する力などを身につけるために、「千思万考」が用意されている。 
○考え方や理由を述べさせる場面として「自分のことばで伝えよう」、多様な解決方法があ
る場面として「みんなで話しあってみよう」、記述による表現力を養う場面として「自分
の考えをまとめよう」を設定してある。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 
MathNaviブックという別冊を用意し、 
○各章に対応した「学びをつなげよう」により、章に関連する既習内容のふり返りや、本冊
の学習への見通しをもたせることができる。 

○巻頭に「数学を活用している人」、また各章に対応した「学びをいかそう」を設定するこ
とにより、数学の有用性を感じながら、各章で学習した内容を活かし、考える力を育みな
がら、キャリア教育へもつながるようにした。 

＜数学を活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる工夫＞ 
○「ひろがる数学」「数学を通して考えよう」、MathNaviの「学びを生かそう」「自由研究」 
では、日常生活や社会と数学との関わりを考えることができる。数学の果たしている役割
を知ることで、生涯を通して数学を使い、学び続ける姿勢の育成を図っている。 

資 
料 

○巻末資料として「○年生のまとめ」として１年間のふり返りが容易にできるように準備 
されている。 
○MathNavi ブックを別冊とし、教科書のみでは難しかった習熟度別・少人数指導など多様
化する学習形態への対応とともに、主体的な学びも可能としている。 

表記 
表現 

○全体的に落ち着いた色使いにし、色覚の個人差を問わず、全ての生徒に必要な情報が伝 
わるようカラーユニバーサルデザインに配慮してある。NPO 法人カラーユニバーサルデ 
ザイン機構の審査のもと、認証マークの取得を申請中。 

総 
括 

○各章の学習の流れを、「章の学習」「章末の学習」で基礎・基本の学習の定着を図り、「力 
をつけよう」「数学広場」で補充・深化が図られるように意図してある。 
○各章の学習前の準備、学習中の補充、学習後のまとめ、利用の学習場面において活用でき
る MathNavi ブックを別冊として準備してある。 
○巻末の「力をつけよう」には、繰り返しによって習得定着を図る「くり返し練習」、学習
の総まとめとして習熟・応用を図る「まとめの問題」を用意してある。 

第２０採択地区教科用図書採択地区協議会 



 

研究調査報告書 
教科名（ 数 学 ） 
項 目 中学校数学（数研・１０４） 

中学校学
習指導要
領の教科
の目標と
の関わり 

○数量や図形などに関する基礎的・基本的な概念や原理などが例・例題・問題で用意されて
いる。また、学習の基盤を明確にするとともに、振り返りや反復して学習することを通し
て、基礎的・基本的な知識や技能が定着するように構成されている。 
○例題や表・図など、身近な事象に関連した題材が取り上げられている。数学を活用する場
面を設けることによって、思考力・判断力・表現力の育成が図られるよう構成されている。 
○導入課題では、具体的な操作方法や類推、振り返りの場面が多くあり、数学的活動の楽し
さを味わうよう構成されている。 

特 
色 

内 
容 

＜基礎的・基本的な知識・技能の習得させる工夫＞ 
○巻頭に「クイックチャ－ジ」で今まで学習や基本事項がまとめて示されている。基本問題
では、確実に身につけておきたいことを分かりやすく書かれている。また、本文中には「Ｑ
が２種類、例、例題、問、発展問題」と系統立てた構成になっている。 
○各章の導入部分には、「ここで学ぶこと」が書かれており、子ども自身が先を見通すこと
のできるようになっている。 
＜思考力・判断力・表現力等を育成する工夫＞ 
○「見つけよう、活用しよう、伝え合おう」の項目は、数学的活動に関連するものがあり、
子どもたちに活動を促す場面が設けられている。 
○「Ｑ、考えよう、やってみよう」では、既習事項から自ら考え、伝え合うなどの場面が設
けられている。また、巻末には「知識を活用しよう」として、その学年の内容を総合的に
使って取り組む活動が設けられている。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 
○巻末の「数学探検」では、既習事項の問題、歴史的な問題から、子どもたちが主体的に物
事を考るなど、数学的活動を通して学習に取り組むように構成されている。 
○例題に模範解答、「注意」などが設けられ、自学自習を助けたり数学的活動を促す場面が
設けられ、既習事項を利用して物事を考えたり、身近な事象から数学を見いだしたりする
項目が構成されている。 
○「振り返り」「確かめよう」があり、本題と本章の参照ページが示されており、振り返り
学習がやりやすいように構成されている。 
＜数学を活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる工夫＞ 
○「やってみよう」では、いろいろな活動を通して、数学のよさを学ぶことができるように
構成されている。また、環境教育では、「地球温暖化問題」や「ＬＥＤ電球はお得？」、
福祉教育では、「少子高齢化問題」や「坂道や斜面の勾配」など有用性に着目した題材が
取り上げられている。 
○「数学探検」「チャレンジ編」では、数学を学ぼうとする意欲を喚起させる工夫をしている。 

資 
料 

○挿絵やイラストが多く用いられている。身近な事象を想起させる場面では、写真が用いら
れている。また図やグラフ、証明では、大きく書き込みができるように表示をしている。 
○巻末付録では切り取って立体を作成する資料が用意されており、ユニバーサルデザイン的
な要素も含まれている。 

表記 
表現 

○Q１,Q２,例,例題,問題,発展問題と分かれ、振り返りなどノ－ト形式でまとめられている。 
○色使いも多岐にわたっており、理解する部分など分かりやすく表記されている。 
○「ちぇき」「なびい」「くう」というキャラクタ－が注意や疑問がけをしている。 

総 
括 

○最初に「ここで学ぶこと」が示されており、子どもたちに先を見通して学習できるように
なっている。 
○本文は、挿絵やイラストが用いられ、具体的な場面を想起させるために写真が用いられ 
ている。また、巻末付録には、切り取って立体を作成する資料が用意されている。 
○図やグラフ、証明などの資料が大きくして、理解しやすくなっている。また、書き込むこ
とによって、興味・関心を高める効果もある。 

第２０採択地区教科用図書採択地区協議会 



研究調査報告書 
教科名（ 数 学 ） 
項 目 中学数学（日文・１１６） 

中学校学
習指導要
領の教科
の目標と
の関わり 

○数量や図形などに関する基礎的・基本的な概念や原理などがＱ・例１・問題で用意されて
いる。また、くり返し練習や反復して学習することを通して、基礎的・基本的な知識や技
能が定着するように構成されている。 
○例１や表・図など、身近な事象に関連した題材が取り上げられている。数学を活用する場
面を設けることによって、思考力・判断力・表現力の育成が図られるよう構成されている。 
○教科書に直接書き込む箇所が設けられ、具体的な操作活動等をとおして、数学的活動の有
用性が示されている。導入課題では、具体的な操作方法や類推、振り返りの場面が多くあ
り、数学的活動の楽しさを味わうよう構成されている。 

特 
色 

内 
容 

＜基礎的・基本的な知識・技能を習得させる工夫＞ 
○各節は、学習する内容が項目ごとに２ページを原則に区切られている。本文中には、「Ｑ、
例１、問１」が系統立てた構成になっている。 
○「ふりかえり」では、既習の学習内容を示し、参考になるページを→で示している。また、
「くり返し練習１」では、補充問題が載っているページを示しており、学習しやすい構成
となっている。章末に「たしかめ」もあり、問題数が多く設定されている。 
○各時間の導入部分には、★印で、ここで学ぶことが書かれており、子ども自身が先を見通
すことができるようになっている。 
＜思考力・判断力・表現力等を育成する工夫＞ 
○小節末に設けられている「やってみよう」では、学んだことを活用して考える問題があり、
思考力を高めるように構成されている。 
○みんなで話し合って解決する課題を「話し合おう」で、説明の仕方の具体例を「説明の例」
や「○○さんのノート」として示し、他に方法や理由を説明したりする構成となっており、
数学的な思考力・表現力を高めるようになっている。 
＜主体的に学習に取り組む態度を養う工夫＞ 
○巻末の「数学研究室」では、数学への興味が高まるような話や課題が載っており、子ども
たちが主体的に物事を考えたり、数学的活動を促す場面が設けられている。 
○巻末の「力をのばそう」Ａ：基本的な内容を中心 Ｂ：既習したものを活用する問題が設
けられており、自学自習を助けたり数学的な活動を促す場面が設けられている。 
＜数学を活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる工夫＞ 
○「とりくんでみよう」や「深める数学」では、やや程度の高い問題や学んだことをさらに
深めたり発展させたりする課題であり、学ぼうとする意欲を喚起させる工夫をしている。
○「生活への利用」や「数学のたんけん」では、その章で学んだことを利用して、身の回り
の問題を解決する課題があり、身近な事象から数学を見いだす項目が構成されている。ま
た、環境教育や防災教育など、数学の有用性に着目した題材が取り上げられている。 

資 
料 

○挿絵やイラストが多く用いられている。身近な事象を想起させる場面では、写真が用いら
れている。また、図やグラフ、証明では、書き込みができるように工夫がされている。 

○巻末付録には、切り取って立体を作るものや図形のまとめ、数学の歴史の資料が用意さ 
れており、ユニバーサルデザイン的な要素も含まれている。 

表記 
表現 

○新しい用語や記号は太文字で書かれている。まとめは黄色枠の中に太字で示され、解答例
はノート形式でまとめられている。 
○キャラクターが「ヒント」「別解」「問題の確認」をしており分かりやすく表記されている。 

総 
括 

○導入部分では、★印で、ここで学ぶことが書かれており、子ども自身が先を見通すことが 
できるようになっている。また、「ふりかえり」「くり返し練習」「章のたしかめ」では、 
既習事項との関連や基礎・基本の定着に必要であることが設定されている。 
○本文には挿絵やイラスト、キャラクターが用いられており、具体的な場面の想起やヒント、
考え方が設定されている。また、巻末では切り取って立体を作成する資料やまとめ、数学
の歴史が設定されている。 

第２０採択地区教科用図書採択地区協議会 


