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東書 

新しい数学 

＜内容＞ 

・各章の初めに、「数の世界をひろげよう」「未知の数の求め方を考

えよう」などの目標となる言葉を記すことで、この単元で何を学

ぶのか、既習事項からどのようなことを考えられるようになるの

か、その単元での学習内容のイメージをもちやすく、見通しをも

って学習に取り組むことができる。また、「学びを振り返ろう」が

設定され、数学的な見方・考え方について確認できるように配慮

されている。 

・「深い学び」では、単元を通して一貫した思考の流れで問題を解決

していくような日常生活や社会の事象における問題が工夫されて

いる。また、章末の「活用の問題」では、考え方を文章で表現す

る記述式問題が多く取り上げられている。巻末の解答が丁寧であ

り、考え方や説明のポイントが書かれているため、家庭学習にも

利用しやすい。

・「学びをひろげよう」や巻末の「数学の自由研究」では、社会で数

学を活用している人の紹介や日常生活や社会、他教科の学習に関

わる課題や発展として、高等学校の内容を扱っており、生徒の主

体的な学びへとつなげる工夫がされている。 

＜組織、配列、分量＞ 

・０章として、算数と数学の学びをつなぐことを意識した構成とな

っている。正の数・負の数の前に、素因数分解を取り扱うため、

自然数の範囲で混乱なく考えることができるよう配慮されてい

る。１年７章「データを活用して判断しよう」には統計的確率が

含まれているのに対し、２年では、６章「確率」、７章「データを

比較して判断しよう」の順で区別して学習するように配列されて

いる。３年５章「相似な図形」では、有効数字が相似の利用に含

まれているので系統性があり理解しやすい。 

・章の中をいくつかの節に分けている。内容のまとまりごとに「考

えてみよう」が設定されていて、既習事項をもとにして、数や図

形についての新しい性質を見つけたり、身のまわりの問題を解決

したりする学習問題がある。また、個に応じて使える問題構成と

して「例」→「問」とシンプルな形になっており、「ダイヤマーク」

と「補充の問題」で、学習内容の理解や定着が図られるように配

慮されている。



・「ちょっと確認」では既習事項の確認、「発展」では、上の学年で

学習する内容が紹介されているため、つながりが意識できる。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・練習問題では、「ダイヤマーク」があり、理解度に応じて使い分け

ることができる。特に学力の定着が低い生徒にとっては、問題に

取り組みやすくなっており、定着の高い生徒には巻末の「補充の

問題」が用意されている。０章を設け、算数と数学のギャップに

よる不安やつまずきを解消できるように配慮されている。また、

章末問題が、基礎的な問題、活用する問題と２部構成になってお

り、発達段階に応じて取り組めるように構成されている。 

・数学と実社会のつながりを伝える「知ろう」とテーマに基づいた

課題について考える「やってみよう」で構成された「学びをひろ

げよう」が新設され、数学と関わる仕事をしている人の思いに触

れたり、数学の有用性を実感したりできるようになっている。

＜総評＞ 

・各章の導入で章を貫く題材を提示し、導入の問題を章全体で解決

していくような流れになっている。その章で学ぶことと、既習事

項からどのような発展があるのかが明確に記されているため、章

を通して学びがつながる展開が工夫されている。 

・巻末の「数学の自由研究」では、数学を深める課題や、日常生活

や社会、他教科の学習に関わる課題を扱っている。発展として、

高等学校の内容も扱い、学年での学びのつながりが見えるため、

現在の学習が今後どのように広がっていくのかが分かる。また、

他教科とのつながりも見えるようになっているため、教科横断と

いった視点でよい。 

・「Ｄマーク」のある箇所では、巻頭にある URL または QR コードに

より、インターネットに接続することでシミュレーションや動画

などのコンテンツが利用できるため、視覚的に理解を深めたり、

家庭学習で活用したりすることができる。 

・ユニバーサルデザインを意識したレイアウトで読みやすい。 
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大日本 

数学の世界 

＜内容＞ 

・章の導入が工夫されていて、主体的に考える活動がある。基礎・

基本の定着のために、「活動」では穴埋め形式をとっていたり、「例」

では丁寧に解き方を説明したりしている。 

・「たしかめよう」により、各節の学習内容を確認することができる

ため、習得の程度を確認し、指導に生かすことができる。また、

習熟度に合わせて技能が身に付くように「プラス・ワン」や巻末

の「補充問題」が設けられているため、問題を補充することがで

きる。 

・章末の、「～章をふり返ろう」では、基本的な内容を練習でき、「力

をのばそう」では、応用的な問題として、日常生活の事象を多く

扱っている。また、「活用・探究」では、発展的な内容を扱い、他

領域や他教科にまたがる問題に触れられるようになっている。 

・「社会にリンク」では、実社会において活用されている数学を紹介

し、数学の有用性について触れている。「活用・探究」では、生徒

が主体的に学習に取り組み、学習内容をより深められるよう工夫

されている。「MATHFUL」「学びにプラス」では、学習を振り返った

り活用したりする課題や楽しく豊かな数学の世界を知ることがで

きる読み物があり、数学への関心を高めることができる。 

＜組織、配列、分量＞ 

・１年１章「数の世界の広がり」では、「正の数・負の数」の前に、

素因数分解があり生徒が理解しやすい配置になっている。また、

「データの活用」領域については、１年では７章「データの分析」

に統計的確率が含まれている。一方２年では６章「データの比較

と箱ひげ図」、７章「確率」と分けて構成されている。 

・導入の問題から課題が生まれるという生徒の思考に合わせて、「考

えよう」の問題から「めあて」といった流れになっている。また、

「たしかめ」→「Ｑ」→「プラス・ワン」→「補充問題」と、学

んだことが確実に身に付くように、段階的に練習問題に取り組め

る構成になっている。 

・各章をいくつかの節に分け、各節の終わりには、「学びのふり返り」

として、学習の区切りで学んだことを振り返られるようになって

いるため、生徒の振り返りから次の節へつなげることができる。

「たしかめよう」「～章をふり返ろう」では、今後の学習につなげ



ていくことができるよう、問題に評価の観点が示されている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・操作して学習できるデジタルコンテンツが豊富に用意されており、

生徒の学習内容の理解を深められるように工夫されている。「Ｑ」

の横に、「プラス・ワン」「補充問題」が設けられており、学習の

進度や習熟度に応じて取り組むことができるため、授業や家庭学

習においても利用しやすい。 

・「活用・探究」では、「社会にリンク」と関連した内容を扱ってい

るものもあり、生徒が主体的に学習に取り組み、深めることがで

きるように配慮されている。また、「MATHFUL」「学びにプラス」で

は、上の学年や高等学校の内容を扱っている。 

・章末の「力をのばそう」では、学んだことを生かす問題や発展的

な学習内容がある。 

＜総評＞ 

・各章の導入問題が工夫されていて、主体的に考える活動から課題

につながり、段階的に練習問題に取り組める構成になっている。 

・「プラス・ワン」では、問題の解答が次のページに記載されていた

り、「たしかめよう」「～章をふり返ろう」では、学習したことを

生徒自らが評価できるようになっていたりすることで、主体的に

学習に取り組みやすい構成になっている。 

・「活用・探究」「MATHFUL」「学びにプラス」「社会にリンク」等、生

徒が興味をもち、数学の良さや楽しさを実感できるように工夫さ

れている。 

・巻末に、「算数のふり返り」「１年の復習」など、前の学年での学

習内容がまとめられたページがあり、本編にある「思い出そう」

と共に確認でき、既習事項を問題に活用しやすい構成になってい

る。 

・「WEB マーク」のある箇所では、巻頭にある URL または QR コード

により、インターネットに接続することでシミュレーションや動

画などのコンテンツが利用できるため、視覚的に理解を深めたり、

家庭学習で活用したりすることができる。 
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11 

学図 

中学校数学 

＜内容＞ 

・各章の導入の問題の疑問から単元（章）を貫く課題が生まれるよ

う工夫されている。また、１単位の学びが「Ｑ」→「ふき出しの

言葉」→「目標」→「例」「問」→「どんなことがわかったかな？

（まとめ）」→「次の課題」のように生徒の思考の流れに沿った構

成になっており、子供が自身の学習を見通しやすくなり、振り返

ることもできるようになっているところが特によい。

・節の終わりの「確かめよう」「計算力を高めよう」では、基本的な

内容を復習できるようになっている。 

・章末にある「まとめの問題」では、基本、応用、活用の３つの内

容で子供の理解度に応じて学習を進められることが非常によい。

・「深めよう」「Tea Break」では発展的な内容を扱い、「数学の力」

「役立つ数学」では、キャリア教育を意識した内容を扱っている。

数学への興味関心を高め、数学が社会においてどのように使われ

ているかなどを様々な視点で紹介してあり、数学を学ぶ有用性を

実感できるようになっている。 

・巻末の「さらなる数学へ」では、SDGｓに触れたり、今日的な課題

など取り上げたりすることで協働学習として学べる構成になって

おり、富士地区の子供にとって非常によい。 

＜組織、配列、分量＞ 

・素数を、１年１章４節「数の集合」で扱い、既習の知識をもとに、

新しい見方として素数を導く扱いになっている。１次方程式で、

不等式を扱い、等式と不等式を関連づけたり、平行線と面積を１

年生の平面図形で扱ったりするなど、内容のつながりを意識する

ことで子供が理解しやすくなっており非常によい。 

・３年「有効数字」を、「相似な図形」の学習の際に扱うことで具体

的な例を元にすることで理解しやすい。 

・「問」の中に適宜、誤答問題を提示し、「正しいかな？」を設定す

ることで、子供の誤りやすい箇所を明確にし、定着を促す工夫が

みられる。 

・章末に「～章「～」を学んで」として、主体的な学びにつなげる

工夫がある。 

・「課題→目標→わかったこと（まとめ）→次の課題」のサイクルで

学習を進めることができるため、学びの流れが分かりやすい。 



＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・家庭学習で利用できるような「計算力を高めよう」には、多くの

問題があり、発達段階によって対応できる。 

・ノートの使い方を各学年の巻頭で取り上げることで見返しやすい

ノートの作り方が示されている。 

・「例」の解答をノート形式で示すなど、子供にとってまとめやすく

工夫されている。考えるためのヒントや注意点、疑問となる点な

どがふき出しやキャラクターの会話などを効果的にちりばめるこ

とで、子供にとって理解の助けになっており非常によい。 

・ 随所にある「数学的活動」では、思考の手順が具体的に示されて

おり、学習した内容をどのように活用していけばよいのかが分か

りやすくまとめられている。 

＜総評＞ 

・教科書全体で自学自習ができる構成になっており、学習の見通し

や振り返りも子供自身でできる。章末や巻末には個に応じて取り

組める課題も用意されている。 

・QR コードが内容ごと必要に応じて掲載されており確認しやすいな

ど、特に子供の主体的な学びにつながる作りになっていて非常に

よい。 

・「Ｑ」で、話し合い活動を意識した提示をしたり、レポート発表の

仕方等を掲載したりするなど、対話的な学習が実現できるような

工夫がある。 

・教科書全体で「主体的・対話的で深い学び」を意識した構成にな

っており、子供にも学びの流れを意識させる提示がある。 

・巻末にアイデアボードが添付されており、グループ学習等に自分

の考えを自由に書き出すことができ、考えを共有できるようにす

るなど、授業で活用できるような工夫がみられ富士地区の子供に

とってふさわしい。
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教出 

中学数学 

＜内容＞ 

・巻頭で「数学的な考え方」について具体的な問題を用いて紹介し、

問題解決の糸口となるような数学的な考え方の一覧がいつでも見

られるよう工夫されている。各章の活用問題では、「問題をつか

む」、「自分の考えをもつ」、「友だちの考えを知る」、「話し合う」、

「振り返る」、「深める」という流れが明記されているため、問題

解決のプロセスが生徒にとって分かりやすい構成になっている。 

・各章の問題の「学んだことを活用しよう」では、身に付けた知識・

技能を活用する問題を通して、統合的・発展的に思考する工夫が

なされている。 

・つまずきへの対応が工夫されている。まず本文中の「もどって確

認」では、既習事項の内容について確認することができる。各章

ごと、章の問題の前の「学習のまとめ」では、単元を通して学ん

だポイントが一覧になっており、振り返ると同時にそこで学んだ

ことや感じたことを表現できるようになっている。また巻末の「学

びのマップ」では、今までの学習を適宜、振り返ることができる。

その中で、第１学年の学びのマップには小学校算数での内容が掲

載されており、算数との学習のつながりが明確になっている。 

＜組織、配列、分量＞ 

・第１学年では、１章「整数の性質」、２章「正の数、負の数」とい

った流れになっている。１章の内容は、小学校の算数の内容との

関連しているため、生徒にとっての学習の流れが分かりやすくな

っている。 

・各章のはじめには「～章を学習する前に」が設けられており、章

の学習の準備として既習内容を確認することができる。次に「た

しかめ」、「問」、「基本の問題」、「章の問題」で各章での学習の定

着を図ることができたり、生徒の習熟度によりそって学習を進め

たりすることができる。さらに巻末に補充問題が用意されている

ことで、基礎・基本の問題だけでなく「実力アップ問題」として

応用的な内容の問題にも取り組むことができ、各章での学びの習

得を図ることができる。 

・本文中の「数学的な考え方」には、課題解決に向けてどのような

考え方を用いればよいのかが具体的に示されているため、生徒が

主体的に考えを進められるように工夫されている。 



＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞

・数学の学習で使いたい「数学的な考え方」を、巻頭で具体的な事

例をもとに紹介するだけでなく、本文中でもどのように考えれば

良いのか問題に即した説明を加えながら提示している。

・章の導入である「Let's Try」では、日常の事象の考察から数学的

活動を始め、そこから生徒が疑問をもって、新たな課題や学習に

つなげることができる。「数学の広場」や「数学メモ」では数学に

関連する知識や、歴史的・文化的な話題などを紹介している。ま

た、巻末の「数学の広場」では、日常生活や実社会、職業におい

て数学が活用されている場面を紹介し、学習意欲を高められるよ

うな工夫がなされている。 

＜総評＞ 

・本文中に「まなびリンク」と表示されているところでは、デジタ

ルコンテンツによって視覚的に理解することができ、効果的に学

習ができるようになっている。また、側柱を設けて補足的な内容

を扱ったり、文節で改行したりすることで、視覚的にも読みやす

く分かりやすくなるように配慮している。 

・数学的活動を通して、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け

て、学習の過程で生じる疑問をもとに、学習のプロセスを意識し、

問題発見・解決の数学的活動のプロセスを表示して、自分の考え

を説明する、話し合う、自分の学びを振り返る活動ができるよう

になっている。「自分の考えをもとう」、「みんなで話し合おう」な

どのラベルをつけ、課題解決までの流れを明確にしている。 

・数学の実用性を知り、数学の楽しさやよさを実感できるよう、「数

学メモ」「数学の広場」で実生活や社会に利用する場面を掲載して

いる。また「数学の広場」では発展的な学習内容として、高等学

校での学習内容も扱っている。第３学年では「ひろがる数学」と

して中学校から高等学校へのひろがりも紹介している。 
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啓林館 

未来へひろ

がる数学 

＜内容＞ 

・「数学ライブラリー」では、身の回りで数学が活用されている場面

の紹介があり、実生活との関連や数学の活用場面が分かるため、

生徒の数学の興味関心につながる工夫がされている。 

・「みんなで学ぼう編」と「自分から学ぼう編」の２部構成となって

おり工夫されている。特に「自分から学ぼう編」では、基礎から

発展的な問題へと習熟度に合わせた問題で、授業外でも取り組め

る内容・構成となっており、生徒が主体的に選択しながら学習で

きる工夫がされている。また、「学びをいかそう」では学習したこ

とを身の回りで役立てたり深めたりできる題材が集められ、日常

生活や他教科・領域と数学との関わりを考えることができ、数学

を発展、深化させる探究課題に取り組むことができる。 

・単元の導入に設定されている、「学習のとびら」では、比較的身近

な問題が扱われているため、生徒自らが原理や法則、定理などを

発見・理解したり、疑問をもったりしやすくすることでこれから

の学習への意欲につながる。また、学習のとびらを踏まえた「ひ

ろげよう」で新しい学習が始まるきっかけとなる問題提示がある

ため、導入がスムーズである。 

＜組織、配列、分量＞

・各章の利用問題では、身の回りの場面から問題を見い出して解決

し、さらに問題を発展させられるように「利用場面」、「ステップ

１、２、３」と４段階の過程が示されている。

・第２学年では、６章で「場合の数と確率」、７章で「箱ひげ図とデ

ータの活用」と内容を分けて学習できるように構成させている。

また７章では、データを整理するだけでなく活用するという観点

から、課題解決する活動を通して学習を進めることができる工夫

がされている。 

・各節の終わりには「練習問題」で基本的な内容を復習し、章末の

問題では、「学びをたしかめよう」の２ページで基本的な学習内容

を、さらに「学びを身につけよう」の２ページで応用的な問題に

取り組むことができ、習得・定着、さらには活用する力が図れる

よう工夫されている。また、「自分から学ぼう編」の「力をつけよ

う」では、基本から応用と、理解度に応じて問題演習を進められ

るようになっている。 



＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・新たな学習をする際に、「ふりかえり」で関連する既習事項の確認

があり、前時までの学習を振り返りながら進められるようになっ

ている。中学校の学習だけでなく、小学校算数の内容を示してい

る場面もあり、スムーズに算数から数学への学習に入ることがで

きるようになっている。

・「みんなで学ぼう編」（必修部分）と「自分から学ぼう編」（オプシ

ョン部分）の２部構成で前後それぞれから開けるようになってい

る。「自分から学ぼう編」では家庭などの授業外でも主体的に学習

ができるように練習問題だけでなく、身の回りの数学的な事象を

取り入れたり、「学びのあしあと」で自分の記録を残して確認した

りすることができるようになっている。 

＜総評＞ 

・日常生活と関連がある問題に対して、写真や図、イラストを多く

用いて構成されていることで、生徒が興味、関心をもつことがで

きたり、課題を理解するためにイメージしやすくなったりするよ

う工夫されている。また、「自分から学ぼう編」では、上開きの構

成となっており、図や表、グラフ、イラストなどの配置を工夫し

ている。 

・学習の中で ICT を有効的に活用できるように、教科書に適宜 QR コ

ードが載っているため、その都度、学習内容の補充となる教材を

参照できるようになっている。確認しておきたい内容のふり返り

や、問題の考え方や解説を生徒自らが確認することができるため、

学習の定着が図られるよう工夫されている。章末問題や、「力をつ

けよう」では、自学する場合にも参考になるように、それぞれの

問題に対して詳しい解説を用意してあるため、家庭学習を主体的

に行うことや、問題に取り組んだ後、自分の考えや解答を確認す

ることで、定着度を高めることにつながる。 

・「説明しよう」、「話しあおう」、「まとめよう」は学んだことを表現

することで理解を深めたり広げたりできるように設定されてい

る。 
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数研 

これからの

数学 

＜内容＞ 

・各章のはじめに「～の学習の前に」があり、その章で必要な考え

方が明記されているだけでなく、問いを通して既習事項を振り返

ることができる。本文中のカンガルーのキャラクターが忘れやす

い、誤りやすいところを指摘したり、生徒の会話が書かれていた

りするので、生徒の思考を助けるのに参考になり、理解しやすく

なっている。 

・「やってみよう」「調べよう」では、章での学びと関連がある内容

に触れ、他教科との関連を知ることができたり、学びを深めたり

することができる。また、「考えよう」「説明しよう」、巻末の「ぐ

んぐんのばそうチャレンジ編」などで、学習した内容に関連する

課題や発展的な活動を取り上げている。 

・「TRY」では、活動を通して解決する課題が多く、数学の有用性が

実感できるように工夫している。「学びの自己評価」で、他教科や

生活の場面でも学びを活用していけるように工夫されていて、数

学で身に付けたい力が明記されているので、生徒がどのようなこ

とができるようになったかをチェックして確認できる。 

＜組織、配列、分量＞ 

・１年の「データの活用」領域では、１節で統計、２節で確率の内

容を扱い、２年の「データの活用」領域は、６章に「データの活

用」、７章に「確率」という構成になっているので、章の構成に一

貫性がある。また、「データの活用」領域では PPDAC サイクルで構

成し、統計的問題解決の力を育てられるように配慮されている。 

・QR コードが章始めにあり、学習コンテンツにより内容の理解や定

着を図ることができる。各章のはじめに「～の学習の前に」のペ

ージが設定されており、既習の内容を復習してから、新しい学習

に進めるように構成している。 

・別冊の「探究ノート」では、そこまでの学習の発展問題を扱って

いるため、学習したことを活用して考え、問題解決学習に取り組

むことができ、主体的に学習を進められるように配慮されている。

また、ユニバーサルデザインを意識したレイアウトで文章が読み

やすく、デジタルコンテンツを利用して、主体的に学習を進めら

れるように配慮されている。 



＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・「Note」では、大切なポイントとして生徒に投げかける内容が書か

れていてよい。板書ではなく、口頭で投げかけることが多い内容

であると感じるため、記載されているのはよい。生徒の会話が書

かれているので、問題解決のプロセスを可視化したり、学びの振

り返りに活用したりすることができ生徒の思考を助けるのに参考

になるように配慮されている。 

・「探究ノート」が、問題解決学習に活用できる。課題から生まれた

疑問や身の回りの課題について、ワークシートを利用して、考え

ることができる。ICT 活用事例集にある関数、図形ツールが活用

しやすく、生徒が自主学習に利用できるように配慮されている。 

＜総評＞ 

・本文中の「問」や「確かめよう」、章末問題、巻末の問題など豊富

な演習問題が用意されており、基礎基本の確実な定着ができるよ

うに配慮されている。「問」は基礎的な問題を中心に確実に基礎力

が定着するように配慮されている。 

・各項目の始めに『ここで学ぶこと』を記載し、生徒に学ぶ内容や

目標を示すことで、課題意識をもたせている。また、章の始めだ

けでなく本文の例題や演習問題でも身近な話題を扱っている。 

・「TRY」では、活動を通して解決する課題が多く、数学の有用性が

実感できるように工夫している。また、「いっしょに学ぶ生徒たち」

の会話が書かれているので、生徒の思考を助けるのに参考になる。

例や例題の解答や解説が丁寧に書かれており、教科書の右側に既

習事項の振り返りを設けるなど、自学自習ができる。 

・ユニバーサルデザインを意識したレイアウトで文章が読みやすい。

QR コードが各章始めにあり、「リンク」に、補充問題、参考資料、

理解を助けるアニメーション、活動を効果的に行うためのツール

があり、主体的に学習を進められるように配慮されている。 
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日文 

中学数学 

＜内容＞ 

・各章に「次の章を学ぶ前に」があり、問題を解きながら既習事項

を確認できる。小節末に「次の課題」を示すことで新たな課題を

意識することができる。文章中の「注意」では、書き表したり、

計算したりする際のつまずきやすいポイントが示されており、知

識が定着するように配慮されている。 

・「表現の例」では、学習した用語の正しい使い方を確認でき、生徒

自ら説明したり文章で表したりするときの助けになる。「学び合お

う」には巻末に切り離してノートに貼って使える「対話シート」

があり、多様な考えを整理して書いたり、互いの考えを伝え合っ

たりすることに効果的である。 

・各章のはじめに、日常や社会の事象から数学的な視点で問題提起

し、問題解決する過程が丁寧に示してあり数学的活動の楽しさが

実感できる。巻末の「数学マイトライ」では、自然現象や美術作

品など身近なところに隠れている数学を紹介しているので、数学

への興味がもてる。 

＜組織、配列、分量＞ 

・素因数分解の内容は、１年の１節「正の数と負の数」の１節とし

て位置付けられ、１時間で扱う内容になっている。また、１、２

年の「データの活用」領域では、１節で統計、２節で確率の内容

を扱うことで、章の構成に一貫性がある。 

・基礎的な内容の理解や確実な定着を図るために、「Ｑ」では新しい

学習のきっかけとなる問題を提示し、「例」では具体的な例を通し

て、学習内容を理解する。さらに「問」では学習内容の理解を確

かなものにし、定着を図ることができる。その他に「基本の問題」

「～章の問題」が設定されている。 

・巻末の「数学マイトライ」では、コラムや課題学習、補充問題や

活用の問題などがあり、一人ひとりの学習状況に応じて取り組め

る問題や、学んだことを広げたり深めたりするための課題がある。

また発展として高等学校の内容も扱っている。 

・「基本の問題」「～章の問題」「とりくんでみよう」と学習状況に合

わせて問題が提示され、繰り返し復習ができるので、理解や確実

な定着を促している。 



＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

・「まちがえやすい問題」で、間違えたり誤解したりしやすい問題の

典型的な誤答例を示すことで、生徒が苦手意識を克服できるよう

に工夫されている。「基本の問題」「～章の問題」「とりくんでみよ

う」と繰り返すので、発達段階に応じて理解や定着を促している。

問題解決の場面で働かせたい数学的な見方・考え方を分かりやす

く示し、生徒が意識できるように配慮されている。 

・「数学のたんけん」では、各章の内容に関連のあるコラムや課題を

取り上げることで、数学と身の回りのものとのつながりを感じら

れるように工夫されている。 

＜総評＞ 

・前学年までの既習事項とのつながりが想起できるようになってお

り、学びを振り返りながら進められるような工夫がある。また、

生徒がつまずきやすい問題のポイントや、小学校や前学年の復習

問題を多く取り上げることで、個々の理解に応じた使い方ができ

る。 

・導入の問題から課題が生まれるという生徒の思考に合わせて、問

題から「めあて」、例題、問の流れで構成され思考しやすいような

配慮がされている。また、数学が日常生活の様々な場面で使われ

ることが多く紹介され、実生活の中での数学を学んだ実感が味わ

えるような工夫がされている。 

・練習問題にプラスして、教科書右側に「チャレンジ」として、早

く終わった生徒が自主的に取り組めるよう難易度の高い問題が用

意されている。生徒が自分自身で定着を確かめ、反復練習ができ

る。また、設問ごとに、関連している学習内容のページ数と番号

が記載され、振り返りながら学習でき、生徒が自学自習できる。 

・ユニバーサルデザインを意識したレイアウトで文章が読みやすい。

また、「この本の使い方」に QR コードがあり、１学年のコンテン

ツが一括されている。 


