
数 学 の 観 点

１．内容について

（１）教科の目標への適合

数学科の目標に照らして，内容が偏りなく適切に取り上げられているか。

（２）県の教育施策への適合

第２期千葉県教育振興基本計画や学校教育指導の指針に照らし，内容が適切に取り

上げられているか。

（３）生徒への適合

生徒の興味・関心を高め，個々の能力に応じているか。

（４）地域性への適合

生徒にとって身近な素材や問題が取り上げられているか。

（５）内容等の充実

数学的活動を通して，基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力・判断力・

表現力等の育成が図られる内容となっているか。

（６）他教科等との関連

他教科や道徳等との関連が配慮されているか。

（７）補充的・発展的な学習

補充的・発展的な学習に関する教材の取扱いは配慮されているか。

２．組織・配列について

（１）系統性

内容の系統性や領域間の関連が図られているか。

（２）分量の配分

内容の配列が工夫され，各領域の分量は適切であるか。

（３）学習活動への配慮

生徒が主体的に考え，問題解決していけるよう配慮されているか。

３．表現について

（１）発達の段階への配慮

基本的事項についての表現が明確で，生徒の発達の段階が配慮されているか。

（２）表記・表現

図表等は，生徒の学習内容の理解や学習意欲を喚起するよう工夫されているか。

４．造本について

（１）印刷・製本

印刷が鮮明で，製本がしっかりされているか。

（２）扱いやすさ

生徒が学習する上で，扱いやすいように配慮されているか。



発行者 ２ 東 京 書 籍 発行者 ４ 大 日 本 図 書

書
新しい数学 数学の世界

名

(1) 内容は偏りなく，適切である。 (1) 内容は偏りなく，適切である。

(2) 「学び合いのページ」で，言語活動を通し (2) 数学的な思考力・表現力を養い，学習した

て，思考力・表現力の育成を図る等，県の教 内容を活用する力を育てるための数学的活動

育施策に適合している。 が充実し，県の教育施策に適合している。

(3) 学校生活等の身近な問題場面から，興味・ (3) 主体的な学習を促すためのページを設け，

内 関心を高め，段階的な問題配置により，個々 さらに，生徒一人一人が教科書を活用し主体

の能力に応じている。 的に学習に取り組める工夫がされている。

(4) 各章の導入で，実際の場面の事象から数学 (4) 各章の導入や例題には，身近な事象に関連

に関連する身近な素材を扱っている。 する素材を扱っている。

(5) 基礎的・基本的な知識や技能が習得できる (5) 学んだことを利用して事象を数理的に考察

容 ような問題を構成し，自己評価しながら身に し表現し，数学の有用性を実感できるよう，

付けられるように工夫されている。 すべての章に「利用」の節を設けている。

(6) 総合的な学習の時間の素材を取り入れる等, (6) 他教科の内容に関連する題材が提示され，

他教科への配慮がされている。 視野を広げた学習への配慮がされている。

(7) 問題構成を工夫し，発達の段階に応じた配 (7) 豊富で多様な問題のページを設け，理解度

慮がされている。 に応じた学習ができるよう配慮されている。

(1) 指導内容は段階・系統的に配列してあり， (1) 指導内容の系統性が明確で，学年間・領域

組
領域間の関連性に配慮が見られる。 間の関連がもてるよう配慮されている。

織
(2) 学習内容と配当時間のバランスが図られて (2) 基礎的・基本的な内容から補充的学習や発

・
おり，発達の段階に応じて，ゆとりをもって 展的学習まで，個に応じた学習ができるよう

配
学習できるように構成されている。 内容の構成，分量ともに配慮されている。

列
(3) 巻末には，主体的に学ぶ機会を設定し，関 (3) 教科書全体を学習活動形式にすることで，

連する章を示す等，学習の方法やサイクルが 数学的活動を通して基礎的・基本的な概念が

確立できるよう配慮・工夫がされている。 理解できるよう工夫されている。

表
(1) 文節で折り返していて，読みやすく理解し (1) 発達の段階に応じて文字の大きさを変え，

やすい。文章も簡潔にまとめられている。 文節で改行する配慮がみられる。

現
(2) 挿絵，図表が効果的に取り入れられ，学習 (2) 学習の進め方や意図が理解しやすいよう，

の意図を明確にしている。 写真や図版が効果的に使用されている｡

(1) 製本は開きやすい工夫がされ，印刷も鮮明 (1) 印刷が鮮明で，製本がしっかりしている。

造 である。色調や配色に配慮されている。ＣＵ 配色やレイアウトも工夫されている。ＣＵＤ

Ｄ等，色覚特性への配慮がある。 等，色覚特性への配慮がある。

本 (2) 紙面の右を「側注形式」をとり，余白を使 (2) 見開き１時間単位で，わかりやすい構成に

って書き込みがしやすくなっている。 なっている。

ＣＵＤ：カラーユニバーサルデザイン ＵＤ：ユニバーサルデザイン



発行者 １１ 学 校 図 書 発行者 １７ 教 育 出 版

書
中学校数学 中学数学

名

(1) 内容は偏りなく，適切である。 (1) 内容は偏りなく，適切である。

(2) 生徒自らの問いを生かした構成で，学習意 (2) 基礎・基本の理解，活用，言語活動という

欲を高める工夫がされており，県の教育施策 構成で，思考力・表現力を高める工夫がされ

に適合している。 ており，県の教育施策に適合している。

(3) 小節ごとの問題の配置が適切で，特に章末 (3) 「数学メモ」，「数学ミニ辞典」等で，内

内 では「活用」の問題を取り上げ，個々の能力 容や既習事項に関連する知識を深め，個々の

に応じている。 興味・関心や能力に応じている。

(4) 「活用」や「深めよう」で，社会に関連し (4) 各章の導入を工夫し，身近な事象に関連す

た身近な素材を扱う工夫がなされている。 る素材を扱い，興味・関心を高めている。

(5) 数学的活動を，「見つける」「活用する」 (5) 説明や問題が充実し，数学的活動を通して

容 「伝える」と明示し，生徒が主体的に活用す 基礎的・基本的事項の習得と活用する力の育

る力の育成が図れるよう工夫されている。 成が図れるよう工夫されている。

(6) 素材に写真等の具体物を用いて，他教科と (6) 素材や図・写真等で他教科や道徳等への関

の関連を意図している。 連を意図している。

(7) 補充的・発展的な問題の配置が適切で，扱 (7) 「数学の広場」等を設定し，補充的・発展

いに配慮・工夫がされている。 的な問題の配置が適切である。

(1) 指導内容の系統性や各学年の領域間の関連 (1) 指導内容の系統性や教材間の関連性が配慮

組
性に明確な配慮が見られる。 されている。

織
(2) 基礎的・基本的な内容，発展的な内容の配 (2) 基礎・基本の内容を繰り返し学習できるよ

・
列が工夫され，量的に調和がとれており弾力 う，量や位置に配慮し，発展的な内容までバ

配
的に扱える配慮がされている。 ランスよく配列されている。

列
(3) 各章の導入では，写真，挿絵等を豊富に取 (3) 既習事項を確認し，明確な学習課題を繰り

り入れ，多様な見方や考え方ができるよう配 返し取り上げる等，主体的に問題解決してい

慮・工夫がされている。 けるよう配慮・工夫がされている。

表
(1) 新しく学習する内容の目標が明確に示され, (1) 新しく学習する内容の目標や手だてが明確

発達に沿った分量は適切である。 に示されている。

現
(2) 図版やタイトル等が効果的，かつ適切に使 (2) 写真や図表，挿絵等が効果的に使用され，

用され，学習の意図を明確にしている。 学習の意図も要所に示されている。

(1) 製本がしっかりしており，印刷も鮮明であ (1) 製本はしっかりしており，印刷も鮮明であ

造 る。光の反射や裏写りの少ない用紙を用い， る。色調や配色はＣＵＤ等，色覚特性への配

ＣＵＤへの配慮がある。 慮がある。

本 (2) 学習内容がページごとにまとまり，生徒が (2) 学習内容がページごとにまとまり，生徒が

扱いやすいように配慮されている。 扱いやすいように配慮されている。



発行者 ６１ 啓 林 館 発行者 １０４ 数 研 出 版

書
未来へひろがる数学 中学校数学

名

(1) 内容は偏りなく，適切である。 (1) 内容は偏りなく，適切である。

(2) 数学的な見方・考え方や，言語活動を重視 (2) 既習事項との関連，数学学習の基盤の確立

し，思考力，判断力，表現力の育成が図られ, 等，問題解決ができるような工夫がされてお

県の教育施策に適合している｡ り，県の教育施策に適合している。

(3) 巻頭の「学習の進め方」やマスナビブック (3) 巻頭の「クイックチャージ」，巻末の「チ

内 の「学びをいかそう」等，個々の興味・関心 ャレンジ編」等で，個々の興味・関心や能力

の喚起や能力の育成に応じている。 に応じている。

(4) 「身のまわりへ広げよう」等，生活と関連 (4) 巻末の「数学探検」で，数学の歴史やパズ

させた問題を各学年で取り上げている。 ル等，身近な素材を扱っている。

(5) 数学的活動を通して，基礎・基本の習得と (5) 説明や例題，基本問題が充実しており，数

容 ともに，生徒が主体的に活用する力の育成が 学的な見方・考え方を習得し，定着が図れる

図られる内容となっている。 よう工夫されている。

(6) 教科横断の素材や問題が配置されており， (6) 素材や図等の配置が工夫され，書き込みや

道徳や伝統文化との関連が多く見られる｡ 作業に配慮されている。

(7) 巻末に補充的・発展的問題を配置し，発達 (7) 「発展」や「チャレンジ編」等で，補充的

の段階に応じた配慮・工夫がされている。 ・発展的な問題の扱いが配慮されている。

(1) 指導内容の系統や発達の段階を重視した， (1) 「ふりかえり」等で，指導内容の系統性や

組
スパイラル学習への配慮が見られる。 既習内容との関連性が工夫されている。

織
(2) 内容は，個に応じて弾力的に扱える構成と (2) 基礎的・基本的な内容から補充的・発展的

・
分量で，多様な学習形態に対応できるよう配 学習まで，個に応じた学習ができるように内

配
慮されている。 容の構成が配慮されている。

列
(3) 「学習の進め方」の中の言語活動や，自由 (3) 既習事項を活用した説明がある等，主体的

研究等のコーナーで主体的に学習の見通しを に学習に取り組めるよう配慮・工夫がされて

持てるよう配慮・工夫がされている。 いる。

表
(1) 全体にメリハリがあり，意味改行を行い， (1) 基本的な事項についての表現は明確で，発

発達に沿った分量は適切である。 達に沿った分量は適切である。

現
(2) 用途に応じて，吹き出しや枠の形状を区別 (2) 写真や図表等が効果的に使用され，学習の

し，学習の意図を明確にしている。 進め方がわかる工夫がみられる。

(1) 耐久性のある製本で，印刷は鮮明である。 (1) 耐久性のある製本で，印刷は鮮明である。

造 明るく優しい色調である。ＣＵＤ等，色覚特 配色はＣＵＤへの配慮がされ，ＵＤフォント

性への配慮がある。 が効果的に使用されている。

本 (2) 余白が適切で，書き込み等の作業がしやす (2) 図や表及びグラフは書き込みや作業がしや

く，生徒が扱いやすくなっている。 すく，生徒が扱いやすくなっている。



発行者 １１６ 日 本 文 教 出 版

書
中学数学

名

(1) 内容は偏りなく，適切である。

(2) 問題を解決する過程を重視し，数学的思考

力や問題解決能力を高める工夫がされており,

県の教育施策に適合している。

(3) 巻頭や巻末で問題解決のための過程を示し,

内 学力の定着・向上が図れる工夫がされ，個々

の能力に応じている。

(4) 導入問題や例題に写真を取り入れ，生活や

社会に関連した身近な素材を扱っている。

(5) 学習場面に応じた数学的活動を通して基礎

容 ・基本の定着をねらうとともに，活用する力

を伸ばす工夫がされている。

(6) 巻頭や導入問題，「生活への利用」等で，

他教科との関連が配慮されている。

(7) 巻末の「マイトライ」等，補充的・発展的

な問題が多く，内容も精選されている。

(1) 指導内容の系統や領域の接続に配慮されて

組
おり，能率的に学習できる配列である。

織
(2) 丁寧な積み上げを図り，基礎的・基本的な

・
内容の意味理解にも重点をおいた構成で量的

配
にも調和がとれている。

列
(3) 既習事項を活用した説明等があり，学習活

動や学び直しを主体的にできるように配慮・

工夫がされている。

表
(1) わかりやすい文章で，意味改行を行い，簡

潔，明瞭，的確にまとめられている。

現
(2) 学び方に関わる図表やイラストが豊富で，

学習の進め方がわかる工夫がみられる。

(1) 製本がしっかりしており，印刷も鮮明であ

造 る。温かで，目に優しい色調である。ＣＵＤ

等，色覚特性への配慮がある。

本 (2) ページごとに内容のまとまりがあり，余白

や見出しが適切で扱いやすくなっている。



理 科 の 観 点

１．内容について

（１）教科の目標への適合

理科の目標に照らし，２つの分野の内容が適切に取り上げられているか。

（２）県の教育施策への適合

第２期千葉県教育振興基本計画や学校教育指導の指針に照らし，内容が適切に取り

上げられているか。

（３）生徒への適合

生徒の発達の段階や興味・関心に適合し，観察・実験の結果を分析・解釈し，表現

する学習活動を重視しているか。

（４）地域性への適合

地域の自然環境に適合した内容が取り上げられているか。

（５）内容等の充実

知識・技能の習得，活用，探究に対応するための学習内容が盛り込まれているか。

（６）他教科等との関連

他教科等との関連を考慮した内容が取り入れられているか。

（７）補充的・発展的な学習

一人一人の生徒の理解度に応じ，きめ細かな指導ができるよう，補充的な学習や発

展的な学習が取り入れられているか。

２．組織・配列について

（１）系統性

生徒の発達の段階を踏まえて内容の構造化が図られているか。

（２）分量の配分

各単元内容及び観察・実験の分量が適切か。

（３）学習活動への配慮

理科における日常生活や社会との関連への配慮，安全への配慮が図られているか。

３．表現について

（１）発達の段階への配慮

文章が平易で理解されやすく，記述の分量が適切であるか。

（２）表記・表現

写真や図表等は，本文と適切に関連付けられているか。

４．造本について

（１）印刷・製本

印刷が鮮明で，製本がしっかりされているか。

（２）扱いやすさ

生徒が学習する上で，扱いやすいように配慮されているか。



発行者 ２ 東 京 書 籍 発行者 ４ 大 日 本 図 書

書
新しい科学 理科の世界

名

(1) 理科の目標に照らし，２つの分野の内容 (1) 理科の目標に照らし，２つの分野４領域

が適切に取り上げられている。 の内容が適切に取り上げられている。

(2) 探究的な活動の方法が記載されており， (2) 日常生活との関連を重視し，理科学習の

主体的に学習できるよう配慮している。 有用性を実感できるよう配慮している。

内 (3) 言語活動を通して，思考力・表現力の育 (3) 知識・技能を身に付け，それを活用でき

成に配慮されている。 る思考・判断力の育成に配慮されている。

(4) 資料が掲載され，地域の自然環境に適合 (4) 地域の資料が数多く掲載され，自然環境

した内容が取り上げられている。 に適合した内容が取り上げられている。

(5) 「学んだことをつなげよう」「推測しよ (5) 基本操作の記載欄がわかりやすい。観察･

う」等の見出しが随所に設けられ，探究に 実験の紹介の次ページには結果が記載され

対応している学習内容である。 知識･技能の習得に配慮している。

容 (6) 「科学の本だな」欄で，関連する本の紹 (6) 「そのころ日本では」を配置し，そのと

介がされ，読書への関心を高めている。 きの日本での出来事と科学史を紹介し，時

(7) 「これまでに学んだこと」や科学館の紹 間的概念を意識している。

介など，生徒の理解度に応じた指導ができ (7) 「思い出そう」「もっとやってみよう」

るようになっている。 の部分で，学習効果を深めるている。

(1) 発達の段階が考慮されている。内容の関 (1) 発達の段階を考慮しており，教材の入手

連性を考えた配列である。リンクマークを 時期や内容の関連性を考えた配列である。

組
使って指導計画に柔軟に対応している。 他学年との理科室の重複に配慮している。

織
(2) 標準的な学習内容は，観察・実験ともに (2) 学習内容は，観察・実験ともに分量は適

・
分量は適切である。発展的な内容も扱って 切である。発展的な学習内容も扱っており,

配
いる。巻末に各学年毎にペパークラフトが 各学年の巻末に「課題研究・自由研究にチ

列
あり活用できる。 ャレンジしよう」があり活用できる。

(3) 日常生活や社会との関連は「科学でGO！｣ (3) 日常生活や社会との関連は，「くらしの

で配慮している。実験毎に「注意」を入れ 中の理科」等で配慮している。実験毎に

安全への配慮がされている。 「注意」を入れ安全への配慮がされている｡

表
(1) 文章は平易で理解しやすく，表現は明確 (1) 文章は平易で，既習事項を振り返ること

であり，図も豊富に活用されている。 ができるよう工夫されている。

現
(2) 図と文章のレイアウトが適切で見やすく， (2) 図や写真の大きさは適切で，本文中の配

効果的に配置されている。 置も効果的に配置されている。

(1) 本文やルビなど主要書体にユニバーサル (1) 色遣いに配慮し，誰でもわかりやすい紙

造
デザインフォント書体を使用している。１ 面を構成している。ふり仮名に，ユニバー

年は文字サイズを大きくしている。 サルデザインフォントを使用している。

(2) 教科書のページ袖上に，単元の「色・位 (2) 教科書のページ袖上に，単元の「色・位

本
置・文字」を表示している。付録に，関連 置文字」を表示している。問いの解答を，

するペーパークラフトがついている。Ｂ５ 次ページの欄外に記載している。小単元に,

判より左右が５ミリ大きい。 細かく課題「？」を配置している。



発行者 １１ 学 校 図 書 発行者 １７ 教 育 出 版

書
中学校科学 自然の探究 中学校理科

名

(1) 理科の目標に対応し，２つの分野の内容 (1) 理科の目標を踏まえて，２つの分野の内

が適切に取り上げられている。 容が適切に取り上げられている。

(2) 主体的に学習できるよう，職業や日常生 (2) 探究活動の方法が明記され，知識と教養

活との関連を図り興味・関心を高められる を身に付けられるよう配慮している。

内 よう配慮している。 (3) 観察・実験を通して，科学的な思考力・

(3) 基礎・基本の定着を図り，確かな学力の 表現力の育成に配慮されている。

育成に配慮されている。 (4) 各地域の資料が掲載され，地域の自然環

(4) 地域の資料が多く掲載され，自然環境に 境に適合した内容が取り上げられている。

適合した内容が取り上げられている。 (5) 学習問題が赤枠で囲まれ，記号を多用し

(5) 観察・実験の欄には学習問題が記載され ユニバーサルデザインにも配慮され，探究

ている。また，「話し合ってみよう」の見 活動に取り組みやすい。

容 出しがつけられ，探究活動に対応している｡ (6) 人物紹介を各所で行い，歴史との関連付

(6) 「～のつながり」として，数学，社会， けを図っている。

家庭科の内容と関連づけを行っている。 (7) 「思いだそう」「ハローサイエンス」で

(7) 発展的な学習，補充的な学習がわかりや 補充学習や発展的な学習への配慮がされて

すく配置され，理解度を増している。 いる。

(1) 発達の段階・指導時期を考慮されている｡ (1) 発達の段階・指導時期を考慮されている｡

各学年の内容を「化学・物理・生物・地学｣ 各学年の内容を「化学・物理・生物・地学｣

組
の順に区分表記されている。 の順に区分表記されている。

織
(2) 標準的な学習内容は，観察・実験ともに (2) 標準的な学習内容は，観察・実験ともに

・
分量は適切である。発展的な学習内容も扱 分量は適切である。発展的な学習内容も

配
っている。２学年の巻末には「原子カード｣ 「発展」等で扱っている。巻末に各学年毎

列
があり活用できる。 にペパークラフトがあり活用できる。

(3) 日常生活や社会との関連は，「科学の窓｣ (3) 日常生活や社会との関連は，「ハローサ

等で配慮している。実験毎に「注意」を入 イエンス」で配慮している。実験毎に「注

れ，安全への配慮がされている。 意｣を入れ，安全への配慮がされている。

表
(1) 文章は平易で，説明の図はわかりやすい｡ (1) 文章は平易で，課題をわかりやすく表現

実験・観察の説明文がまとまっている。 し，学習内容が確認しやすくなっている。

現
(2) 写真と図の本文のバランスがよく，適切 (2) イラストが落ち着いた色彩であり，段階

に配置されている。 を追って理解できるようになっている。

(1) カラーユニバーサルデザインを採用して (1) カラーユニバーサルデザインを採用して

造
いる。教科書全体の文字や図などの視認性 いる。重要語句の字体と色を変えている。

に配慮している。 イラストの色の組み合わせを工夫している。

(2) 教科書のページ袖上に，単元を色で表示 (2) 教科書のページ袖上に単元を「色・数字」

本
し，ページ下に小単元を表示している。小 で表示しページの下に，単元，小単元を表

単元の中の「実験・観察」ごとに，課題「？」 示している。小単元の中の「実験・観察」

を配置している。Ｂ５判。 を中心に，課題「？」を配置している｡



発行者 ６１ 啓 林 館

書
未来へひろがるサイエンス

名

(1) 理科の目標に照らし，２つの分野の内容

が適切に取り上げられている。

(2) 問題解決の流れを重視し，探究的な学習

の中で科学的な思考力の育成に配慮している。

内 (3) 知識・技能を活用し，思考・表現力や分

析・解釈力の育成に配慮されている。

(4) 多くの資料が掲載され，地域の自然環境

に適合した内容が取り上げられている

(5) 観察・実験の欄には目的の見出しがつけ

られ，探究活動に取り組みやすい内容が盛

容 り込まれている。

(6) 「～との関連」の見出しで，算数，社会,

家庭科との関連を考慮している。

(7) 「発展」では，高校での学習との関連性

を示し，発展的な学習を可能にしている。

(1) 発達の段階・指導時期を考慮されている｡

各学年の内容を「生物・地学・化学・物理

組
の順に区分表記されている。

織
(2) 標準的な学習内容は，観察・実験ともに

・
分量は適切である。「発展」で発展的内容

配
も扱っている。各学年とも分冊でマイノー

列
トがあり活用できる。

(3) 日常生活や社会との関連は，「部活ラボ｣

等で配慮している。実験毎にマークを入れ

て，安全への配慮がされている。

表
(1) 文章は平易で理解しやすく，各項目毎に

丁寧に表現されている。

現
(2) 図や写真は見開きの両側と下部にまとめ

てあり，適切に配置されている。

(1) カラーユニバーサルデザインを採用して

いる。別冊のマイノートには，作業に適し

造 た用紙を使用している。

(2) 教科書のページ袖上に，単元を「色・位

本 置・文字」で表示している。小単元の中の

「実験・観察」を中心に，課題「？」を配

置している。


