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数学
は，大切なんだ！
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いま必要とされる数学の教科書は？
　社会のさまざまな場面で活用されている数学。その大切さを実感でき，いつの時代にも必要とされ
る数学的な資質・能力を育てる教科書がいま求められています。具体的には，基礎的な知識・技能と論
理的な思考力，そして必要な知識を自ら学びとる積極性を培う教科書です。生徒が新しい知識・技能
や考え方に最初に出会うのは教科書ですが，指導のツールのようにとらえて，活用しきれず持て余す
こともあるのではないでしょうか。
　教育出版の教科書は，教えるための教材から，生徒自らが読み解いて学ぶことができる教科書へ新
しく生まれ変わりました。興味をもつことで学びが始まり，そして楽しく学びながら，数学的な資質・
能力を育てることができます。

監修　坂井 裕
（東京学芸大学名誉教授）

監修　小谷 元子
（東北大学教授）

数学の大切さが実感できる教科書
　17世紀イタリアの科学者ガリレオ・ガリレイの名言「宇宙という本は数学の言葉で書かれている」
に表されるように，自然界の現象は数学によって記述されます。数学は自然界の問題を解決しよう
として進化してきました。現在では，経済・社会現象のような複雑な問題についても数学による解
析とそれに基づく予測が行われています。数学は抽象的ですが，そのことが非常に大きな範囲への
応用を可能にしています。21世紀はビッグデータ，デジタル革命など，社会の在り方が大きく変動
しますが，その礎となる数学はますます現代人の基礎知識として不可欠なものになります。教育出
版の教科書は，子どもたちがそれら様々な事例に触れ，数学の大切さを実感して学んでいけるよう
に作られています。

自然界にも数学の秘密が隠れている！

数学以外でも，論理
的に考えることは

重要！

「文字を使った式
」は，

世界の共通の言語
！

気象予報に数学が生きている？

１年p.13

１年p.278～279

2年p.101

1年p.69

数学をつなげます
日常生活・実社会と
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“ 数学する”ことが楽しいから， 学力が確実に身につく！
～教育出版の 新しい試み～

 ■ 教科書の構成   6
  主体的・対話的で深い学びを実現する   8
  数学的な見方・考え方を豊かにする   10
  数学的に考える資質・能力を育成する   12
  様々な教育課題に対応   30
 ■ 各学年の特色   39
 ■ 学びやすさに配慮したデザイン・造本   40
 ■ 教師用指導書の紹介   41
 ■ デジタル教科書・デジタル教材の紹介   42
 ■ 表紙ギャラリー   43
◎ 資料（観点別特色／年間指導計画作成資料／教材系統表）

学力が向上する教科書

学びやすい教科書

「問い」をもって学び合うことができる教科書

●  ⇒ 24ページ

●  ⇒ 17ページ

●  ⇒ 8ページ

● 問題解決のプロセス ⇒ 9ページ

もくじ

● 紙面デザインの工夫 ⇒ 38ページ

●  ⇒ 10ページ

● もどって確認 ⇒ 16ページ

身のまわりへ
活用する

ふり返って
学び直す

「問い」をもつ

多様な考えを
伝え合う

本文と学習支援の内容が
ひと目で区別できる
紙面デザイン

側注の効果  

・学びを深める着眼点
・知識のつながり

…
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理解を確かなものに
したり，活用したり
する問題

学習のきっかけに
なる問題

具体的な例

小節の学習のねらい

導入課題

関連する既習内容

基本的な問題

教科書の構成 ※ 1年2章を例に示しています。

章の学習を始めよう！

章の学習を進めよう！

巻頭ページ

章の学習をふり返ろう！

学習する前に 学習のまとめ

● 数学的な考え方

章のとびら 章の問題Let’s Try

ほかにも…

問題解決のプロセスを
示したページ

代表的な問題と
その解答例

学習に使われている
数学的な考え方

節末の基本問題

学習内容を深める
話題や課題

学習の準備

関連する豆知識

巻末ページ

● 学びのマップ
● 数学の広場
● 学んだことを活用しよう
● 補充問題
● ひろがる数学（3年のみ）
● 総合問題（3年のみ）



8 9

問題解決のプロセス（進め方）を示した
ページを掲載しています。生徒から
多様な考えが出てくる問題を取り上げ，
式・図・表・グラフなどを使って自分の
考えを伝え合い，みんなで解決する
学習活動ができるようにしています。

主体的・対話的で深い学びを
実現する

「問い」をもち，学び続ける

問題解決のプロセスの例

問題解決のプロセスがわかる

深い学びは，「問い」をもつことから始まります。
本文中の重要な「問い」には？マークをつけて強調し，
「問い」をもちながら学習を進められるようにしています。

１年p.71

２年p.118～119

⇒ さらに詳しくは 22ページ

１年p.72

2年p.187

2年p.187

「問い」をもって，
新たな学習に
入ります。

「問い」を解決する
過程で，新たな数学を
創造していきます。

重要な「問い」には マーク

側注には，
問題解決のプロセスを
示しています。
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数学的な見方・考え方を
豊かにする

日々の学習で数学的な見方・考え方を働かせる

巻頭の数学的な考え方では，数学の学習を進める上で大切に
したい数学的な見方・考え方を紹介しています。
数学的な見方・考え方を意識し働かせ，さらに豊かにしていく
ことで，問題を解決する力が高まります。

本文中で重要な数学的な見方・考え方が使われている箇所には，
側注に数学的な考え方を明示しています。日々の授業の中で，
数学的な見方・考え方を意識しながら，学習を進めることができます。

小中９年間を貫く

⇒ さらに詳しくは 31ページ

そのほかにも，様々な
見方・考え方を紹介！

巻頭で…

折り込みで…

側注で…

演繹的な
考え方

類比的な
考え方

帰納的な
考え方

統合的・
発展的な
考え方

巻頭の折り込みを開くと，
どのページで学習していても
数学的な見方・考え方の
一覧を見ることができます。

1年p.8～11

1年p.138

2年p.166

2年p.30

側注の効果  

問題解決の糸口

学習内容に沿った具体的な言葉を
付け加え，意味が生徒にしっかり
伝わるようにしています。

側注の効果  

学びを深める着眼点
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数学的に考える資質・能力を
育成する

基礎・基本の習得を丁寧にサポート

生きて働く 知識・技能 が確実に身につく

例・例題と問の間にたしかめを設けています。
たしかめは例・例題に書かれていることにならって
無理なく取り組めるため，学力に不安のある生徒も，
例・例題の内容を確実に理解することができます。

学力に不安を抱えている生徒が多く
いるので，まずは，基礎・基本を
しっかりと身につけさせたい。

先生の声

無理なく取り組める

数と式の領域以外でも
内容に応じて，たしかめ
を設けています。

3年p.182

1年p.53

巻末に補充問題も
掲載しています。
⇒ 詳しくは 19ページ

側注の効果  

主体的な取り組み

よく見られる誤りを取り上げ，誤りを正しく
直したり，注目したりすることで，同じ誤りを
繰り返すことがないようにしています。

節末に基本の問題を設けて，
基礎・基本の定着が図れるように
しています。

誤答例で誤りを防ぐ

を節末に

1年p.1521年p.57

1年p.116

1年p.111

頻出の誤りに
対して，注意を
喚起します。

定着が十分でないときは，
本文の例などに戻って，
内容を確認できるように，

学習したページを示しています。

誤りを見つけ，その誤りを
説明して正しく直します。

定着が不十分だと
思ったら…

学習した内容を
振り返る！

側注の効果  

主体的なふり返り

まずは，例・例題に
書かれていることを
ほかの問題で
再現します。
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学力調査に見られるつまずきへの対応

知識・技能を生きて働くものにする

教科書での取り扱い

教科書での取り扱い

教科書での取り扱い

生徒がつまずきやすい内容を，日々の学習でしっかりと
扱い，理解が図れるようにしています。

ある値が方程式の解であるかどうかを確かめる学習を扱い，
確かめ方を具体的に例示しています。

演繹的な推論のよさや，帰納的な推論と演繹的な推論の違いを
確認する学習を扱い，証明の必要性と意味についての理解を
深められるようにしています。

関数の意味を深く考えずに，
単にxを独立変数，yを従属
変数と考えてしまう誤りが
多く見られます。
「～は…の関数である」と
いう形で表現する学習を扱い，
関数の意味をしっかりと理解
できるようにしています。

全国学力・学習状況調査
平28　Ａ3⑵

１元１次方程式の解の意味
正答率　48.2％

全国学力・学習状況調査
平30　Ａ8

証明の必要性と意味
正答率　46.1％

全国学力・学習状況調査
平29　Ａ9

関数の意味
正答率　21.1％

学力調査で課題のある内容は
丁寧に指導したい。

先生の声

1年p.112

2年p.110

3年p.90

2年p.124

2年p.138

1年p.135

学習した知識・技能には，どんなよさがあるのかを，
生徒の言葉で示しています。よさを知ることで，
知識・技能の使い方が身についていきます。

知識・技能の使い方がわかる マーク

知識・技能を単に暗記するの
ではなく，問題解決に使える
ようになってほしい。

先生の声
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ふり返る場面が豊富 学年を超えた学び直し

基礎・基本を習得させるため，すべての章の始まりと
終わりに学習したことをふり返る場面を設けています。

前学年までの既習内容を，すべての学年で巻末にまとめています。
忘れてしまった内容があるときは，いつでもふり返って確認することができます。

定着が不十分であることが多い既習内容を，
側注のもどって確認でふり返ることが
できるようにしています。

関連する既習内容が示されている
ので，学習の系統性を意識させる
ことができます。

本文の中でも…

もくじでも…

学習したことを一度で定着させる
ことは難しいので，学習内容を
繰り返し取り上げて確認させたい。

生徒は前学年の教科書を手元に持っていない
ことが多いので，既習内容のまとめがあると，
生徒の学習をサポートしやすくなる。

先生の声 先生の声

章の学習を始める前に… 

既習内容をまとめた 

章の学習を終えた後に…

1年p.22

1年p.63

1年p.58

1年p.3

3年p.240～243

側注の効果  

知識のつながり

⇒ さらに詳しくは 30ページ

※ 本冊子には，資料として「教材系統表」を添付しています。
 学習の系統性を知りたい方は，「教材系統表」をご覧ください。

これから始まる
学習の準備をしよう！

学習した内容について，
全体像をふり返ろう！ 文字どおり

「地図」として
利用できます！
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もっと「わかる」ためのいろいろな工夫 豊富な問題量で基礎・基本が定着

小節（ ， ，…）ごとに学習のねらい
を明示し，生徒が見通しをもって学習
を進められるようにしています。

巻末に，本文のたしかめや問に対応した問題を多数掲載しています。繰り返し練習する
ことで，基礎・基本を定着させることができます。授業の中で，たしかめや問を早く
解き終えた生徒に取り組ませるなど，個に応じた学習に利用することもできます。

３年の巻末には，領域複合的な問題も
掲載しています。高校入試に向けて，
力試しができます。

例・例題にはタイトルを付けて
学習内容を明示し，どのような
内容かを捉えられるようにして
います。ふり返るときの目印に
もなります。

章の問題では，基本問題に
ついて，評価規準を示し，
生徒が自己評価できるように
しています。

学習のねらい

・  のタイトル

の自己評価

1年p.111

1年p.108

2年p.247

3年p.278～279

1年p.113

1年p.128

2年p.244～245

やや程度の高い問題についても，
実力アップ問題として
掲載しています。
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日々の学習で数学的活動を行う

思考力・判断力・表現力 が高まっていく

新しい学習指導要領に沿った数学的活動を，
教科書のいろいろな箇所で行えるようにして
います。日々の学習を通して，思考力・
判断力・表現力等を育てることができます。

数学化，統合・発展／体系化などの
過程を体験することができます。

思考力・判断力・表現力を育てるには，
何か特別な教材が必要なのか。

先生の声

2年p.189

2年p.31

2年p.31

2年p.53
2年p.189

1年p.223

2年p.113～114

1年p.132～133

数学化

ほかにも…

ほかにも…

ほかにも…

ほかにも…

「中学校学習指導要領解説 数学編」に
掲載された図を基に作成

算数・数学の問題発見・解決の過程

日常生活や
社会の事象

現実の世界

数学化 数学化

統合・発展
／体系化

活用・
意味づけ

数学の世界

数学の事象

数学的に表現した
問題

焦点化した
問題

結果

活用・
意味づけ

数学化

統合・発展
／体系化

統合・発展
／体系化

統合・発展
／体系化

数学化

数学化
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様々な数学的活動を通して，問題解決力を育てる

問題解決のプロセスを示したページでは，数学化，
活用・意味づけ，統合・発展／体系化などの一連の
過程を体験することができます。
このような学習活動を数多く経験することで，
未知の課題を解決する力が徐々に育っていきます。

「データの活用」の領域では，PPDACサイクルに沿って，学習活動を行うページを設けています。

レポートの書き方の例も掲載しています。

問題解決の一連の過程を体験

1年p.121～123

1年p.260～261

1年p.262

日常生活や社会の事象について，
試行錯誤しながら，数理的に
捉えていく過程を経験できます。

数学化

活用・
意味づけ

PPDACサイクル

計画

収集

結論

分析

P

問題
robremP

lanP

ataD

onclusionC

nalysisA

P

D

A

C

※  PPDACサイクルとは，統計教育で推奨されている問題解決
のフレームワークの１つです。
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数学を活用する ノート指導で思考力や表現力を育てる

「活用問題」を章末と巻末に掲載しています。理由や方法を
説明する問題や，統合的・発展的に思考する問題などに
取り組むことで，思考力・判断力・表現力が育成されます。

思考力や表現力の基礎として，ノートに書く習慣を重視しています。
友だちの考えや気づき，感想など，ノートに書いておきたいポイントを
紹介し，よりよいノートづくりをサポートします。

全国学力・学習状況調査の「活用問題」に
生徒たちがどの程度，対応することが
できるのか，とても気になる。

先生の声

2年p.99

2年p.176 1年p.284

1年p.164

1年p.66～67

1年p.63

1年p.140

理由を
説明する

理由を
説明する

方法を
説明する

統合的・
発展的に
思考する

問題解決のプロセスを
示したページについて，
その学習のノート例を，
各学年に１箇所掲載して

います。

章末の学習のまとめには，学習感想の例を掲載して
います。学習感想を書くことで，思考力や表現力を
高めることができます。

一部の例題では，解答をノート形式で示し，模
範的な解答の書き方がわかるようにしています。

 の解答
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数学と実社会とのつながりが実感できる

身近な導入課題で学習意欲が高まる学びに向かう力，人間性 が育つ
数学は自分の生活とは
無関係であると考えていて，
数学の学習に，なかなか
興味をもってくれない。

先生の声

すべての章のとびらで，数学が日常生活や
実社会に利用されている事例などを
取り上げています。数学を学ぶ必要性や
大切さを生徒が実感できるようにし，
数学を学びたいという思いを育てます。

すべての章の始まりに導入課題を設けています。生徒の生活に
身近な題材を数多く取り上げ，生徒が興味・関心をもって，
新たな章の学習に入ることができるようにしています。

章のとびら

1年p.239

1年p.69 2年p.202～203

3年p.14～15

1年
p.280～281

もっと詳しく知りたい生徒の
ために，社会で活躍している
方へのインタビュー記事を，
巻末に掲載しています。

活動を通して「問い」が
浮かび上がり，「問い」を
もって本文の学習に入る
ことができます。
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数学の世界を広げる，深める

本文の学習以外で，数学の世界をさらに広げたり深めたりする
こともできます。本文中や章末，巻末などのいろいろな箇所に，
日常生活や実社会に関連する話題や課題，学習したことをさらに
探究する課題などを多数掲載しています。

数学に関連する豆知識などを紹介し，
生徒の好奇心をくすぐります。

1年p.22

3年p.252～253

2年p.234～237

1年p.772年p.232～233

2年p.61

自然界
との
関わり

さらなる
探究

文字のおき方
の工夫

日常生活
との
関わり

側注の効果  

興味・関心の喚起

実社会
との
関わり

さらなる
探究
不思議な
性質の発見



30 31

様々な教育課題に対応

小中連携

１年の巻末にある学びのマップでは，小学校で学習した内容をコンパクトに
わかりやすくまとめています。小学校の学習内容をふり返りたいときは，
いつでもすぐに巻末のページを開いて確認することができます。

数学的な見方・考え方についても，
小中の連携を図っています。

本文でも，小学校で学習した内容に関連させながら，中学校の学習を
進められるように配慮しています。

小中の学習内容の違いがわかる
代表的な箇所で，小学校から
中学校へ内容がどのように
広がっているのかを示しています。

当社小学校算数の教科書と名称，
デザインをそろえています。

1年p.266～267 小6年p.260～261

小6年p.6

小6年p.259

1年p.147

2年p.1101年p.208

1年p.8,10

1年p.29

1年p.85

1年p.145

小中の学習内容の
系統もわかります。

小学校で学習した数学的な考え方を，
さらに洗練して豊かにしていきます。

小学校で学習した数学的な見方を基にして，
さらに深く探究していきます。

小学校で学習した…
↓

これに対して…

変域などが
負の数へ広がる！
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中高連携

生徒の興味・関心に応じて，高等学校の学習内容に
触れることができるようにしています。

１年  
● 同類項
● 薬師算
● 累乗どうしの乗法
● 三角形の外心と内心
● 外れ値

２年  
● 学習のつながり
● 文字が３つあるときはどうすればよいのかな？
● 立方体の切り口
● 期待値

3年p.194～195 3年p.238～239

2年p.199～200 3年p.1061年p.248

学習指導要領の範囲を
超えた学習内容には，

マークをつけています。

３年の巻末にあるひろがる数学では，中学校から高等学校へ学習内容が
どのように広がっていくのかを紹介して，中学校と高等学校の橋渡しを
します。

３年 
● 乗法の公式を使った分母の有理化
● 負の数の指数を使った累乗の表し方
●   2 は無理数であることの証明
● ２次関数
● 平面図形や立体の中にある放物線
● 放物線と直線の交点
● タイルの枚数
● 三角形の重心
● 円のいろいろな性質
● 因数分解の公式
 acx2＋（ad＋bc）x＋bd＝（ax＋b）（cx＋d）
● 分散，標準偏差
● 瞬間の速さ

【 発展的な学習内容の一覧 】
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教科書にリンクするデジタルコンテンツ SDGs（持続可能な開発目標）

無料で使えるデジタルコンテンツを多数用意しています。
紙媒体では実現が難しい，動的な表現や3Ｄによる立体表現などを
見せることで，学習内容の理解を促すことができます。
また，図形の性質を予想するなど，学習活動のツールとしても
活用できるコンテンツも用意しています。

SDGs教育の一貫として扱うことができる教材を多数掲載し，
SDGsへの意識づけを図っています。

2年p.94

3年p.157

3年p.254～255（大気中の二酸化炭素の濃度）

デジタルコンテンツ

デジタルコンテンツ

1年p.159,161（ポリオワクチン支援）

動的な
表現

学習活動
のツール
として

貧困への
対策

動画  
● 円錐の体積（水を使った実験）
● 球の表面積（ひもを使った実験）　ほか

アニメーション 
● 水そうに水を入れたときのグラフの形
● 多角形の外角の和
● 電車とバスが進むようす　ほか

シミュレーション 
● 回転体の観察
● ヒストグラム（階級の幅を変える）
● １次関数のグラフ（傾きと切片を変える）
● 角の二等分線の性質　ほか

統計データリンク集 
練習問題 

【 まなびリンクの主なコンテンツ 】

SDGs（持続可能な開発目標）は，「誰一人取り残さない」
持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けた，
2030年を年限とする17の国際目標です。（2015年9月の
国連サミットにおいて全会一致で採択されました。）

気候
変動
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カリキュラム・マネジメント 先端科学技術

伝統・文化

社会福祉

安心・安全

他教科と関連する教材を豊富に扱っています。

2年p.85（ばねの伸び） 3年p.98（英語での読み方）

1年 後見返し（暗号，ビックデータ）

3年 前見返し（和算と算額） 3年 p.204（おおがね）

1年 p.276（円周率の歴史）

2年 前見返し（点字）

2年p.267
（用語の英訳）3年p.256（黄金比）

3年p.124（自動車の制動距離） 3年p.76（マグニチュード）

英語

英語

理科

美術
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教育基本法と道徳教育

特別支援教育

教育基本法 第２条 特に意を用いた点や特色 該当ページ
第１号

豊かな情操と道徳心への配慮
道徳教育との関連をはかり，数学の学習を通して豊かな
心が育まれるように配慮しています。 全学年p.6～7　ほか

第２号
自主及び自律の精神と
勤労を重んじる態度の育成

自主及び自律の精神を養い，その能力を伸ばしていける
ように配慮するとともに，職業及び生活との関連を重視
し，それを実感できるような題材を扱っています。

1年p.66～67
1年p.278～281
2年p.232～233
3年p.219
3年p.221～223　ほか

第３号
自他の敬愛と協力の尊重

問題解決の過程で，自分の考えを説明したり他者の考え
を聞いたりして学習を深め，自他の敬愛と協力を重んじ
る態度が育てられるようにしています。

1年p.94～95
2年p.68～69
3年p.154～156　ほか

第４号
生命の尊重と環境の保全への

寄与

生命の尊さや自然の大切さなどが感じられる題材を取り
上げ，それらを尊重する態度が育てられるようにしてい
ます。

1年p.61～62
2年p.212
3年p.254～255　ほか

第５号
伝統や文化の尊重と
国際理解への寄与

日本の数学に関連する伝統文化や，他国の数学の歴史など
を紹介し，数学の普遍性が感じられるようにしています。

1年p.276～277
3年前見返し
3年p.98
3年p.190　ほか

文意を読み取りやすくするために，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
で改行しています。

中心的な内容と補足的な内容を一目で区別できる
ように，側注のデザインを工夫しました。
読みやすくなり，注意力の散漫化を防ぐことが
できます。

読みやすさへの配慮

紙面デザインの工夫

1年p.118

1年p.220～221

中心的な
内容

教科書紙面

補足的な
内容

各学年の特色

1年

▶  素因数分解
　 素数や素因数分解を使って，小学校で学習した整数の見方をさらに深められるようにしています。また，
約数や倍数を学習する際に生徒が混乱しないように，素数や素因数分解については，負の数を導入する
前に章を立てて扱っています。 →１年p.14～20

▶  おうぎ形の面積を求め方
　 おうぎ形の面積については，「６章 平面図形」で取り上げ，再度，
「7章 空間図形」の円錐の側面積で扱うようにしています。学び直す
機会を設けて，しっかりと理解が定着するように配慮しています。
 →１年p.194～197，223～224，232～233

▶  確率
　 確率の概念を形成する学習では，データの分析の既習内容と円滑に
接続が図られるように配慮しています。確率をほかの学習内容から
孤立したものとせずに，データの分析で学習した内容を基にして

　統合的・発展的に捉えられるようにしています。 →１年p.254～256

2年

▶証明の方針の立て方
　 証明の方針を立てるための道しるべを
　段階的に示し，学習が進行するにつれて
　徐々に証明のしかたが身につくように
　しています。 →２年p.128～129，150

3年

▶図形領域の配列
　 図形領域の学習を「相似な図形」→「円」→「三平方の定理」の順序にしています。
　「円」では「相似な図形」との融合問題を扱い，さらに「三平方の定理」では総合的な問題を
　扱っています。「三平方の定理」の学習を中学校の図形領域の総仕上げと位置づけています。

1年p.254

2年p.1502年p.128
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学びやすさに配慮したデザイン・造本 教師用指導書の紹介

認識しやすい配色にするとともに，図の形を
変えたり，番号等を付記したりして，色以外でも
区別できるように配慮しています。

新版教科書の『教師用指導書』は各学年とも，朱書編，研究編，問題編，解答編，DVD-ROMで構成し，
従来よりも教科書を効果的にご活用いただけるように内容を充実させる予定です。

生徒の身体的負担を軽減するために，教科書用紙
として最軽量であった現行版の紙よりも，さらに
軽い紙を開発し採用しています。

ロービジョンやディスレクシアの読みやすさにも配慮したUD
フォントを数多く採用しました。タブレットや電子黒板でも
はっきりと見えるフォントです。

■ 小節の目標
■  問題の解答
■ 指導上の留意点　など

■ 年間学習指導計画
■ 観点別の評価規準例
■ 各章の解説
■ 学習指導案例　など

■ 確認問題   小節ごとの確認問題を掲載します。
■ 章末の評価問題   教科書の[章の問題]と同程度の評価問題を掲載します。
■ 課題学習   教科書では取り上げられなかった課題を掲載します。

■ 教科書データ   教科書紙面のWordデータとPDFデータ
■ デジタルコンテンツ   「まなびリンク」で使用できるデジタルコンテンツ
■ 学習評価資料   年間学習指導計画，観点別の評価規準例

カラー ユニバーサル デザインへの対応

軽量化への取組み

ユニバーサル デザイン（UD）
フォントの導入

カラー ユニバーサル デザインで，
NPO法人CUDOの認証も取得しています。

本文のフォント

朱書編

研究編

問題編

解答編

DVD-ROM

例題の解答のフォント

2年p.151

2年p.14
▲ 「朱書編」の紙面イメージ

「仮定」と「結論」を図の色と形で区別できるようにしています。

UD黎ミンR書体 UDデジタル教科書体

各ルートに番号を付記しています。

※ 令和2年3月現在で準備中の企画を説明したものです。企画の変更が生じる場合もございますので，ご了承ください。

教科書の縮刷解説です。

指導する際に活用できる資料を
まとめています。

学習指導に利用できる各種問題をまとめています。

教科書の問題の詳細な解答を掲載しています。

授業や教材づくりに役立つデジタルコンテンツを収録しています。

 丈夫な紙
 裏写りしない紙
 軽い紙
 きれいな紙

授業や教材づくりに役立つデジタルコンテンツを収録しています。
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表紙ギャラリーデジタル教科書・デジタル教材の紹介

指導者用デジタル教科書（教材）

学習者用デジタル教科書 ＋ デジタル教材

授業で使える効果的なコンテンツを多数収録！

表紙に描かれている風景を別の視点で見ると，実は……
“見方の多様性 ”の大切さを表現しています！

デジタル教科書の拡大や書き込みなどの機能に加えて，デジタル教材との併用も可能！

① 紙面を表示するときは，３つの基本機能
 拡大　ページ送り戻り　ペン・消しゴム
 がいつでも表示されているので，すぐに使えます！

② 充実の学習者支援機能
 ● 自動音声読み上げ
 ● 総ルビ（ふりがな）
 ● 分かち書き
 ● リフロー
  たて書き・よこ書き変更／
  書体変更／文字サイズ変更／
  色変更／行間変更

③ 紙面と学習者支援画面の表示を，タブの選択で
 簡単に切り替えられます！

図形

▲ １年　正多面体の観察

▲ ３年　図形の移動と面積の変化

▲ 1年　回転体の観察

▲ 2年　多角形の外角の和

▲ ２年　１次関数のグラフ

▲ ３年　標本の平均値

正多面体を回転させて
観察することができます。

傾きや切片を変えると，
グラフがどのように変わるのか
調べることができます。

図形の移動に
ともなう変化を
グラフとともに
確認できます。

無作為抽出する標本の
大きさを変え，その

平均値を表示できます。

データの
活用

関数

関数

※  指導者用と学習者用のデジタル教材には，p.34のまなびリンクの
コンテンツも搭載されます。

※ 企画内容，製品仕様が変更になる場合がございます。

裏表紙

デジタル教材

ビューアは
指導者用と共通！

裏表紙

裏表紙






