
◆ 数 学

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の基本方針
（１）算数と指導内容を一部重複させたり、一度学習した内容について学び直しの機会を設定した

りして発達や学年の段階に応じた反復（スパイラル）による学習指導が進められるようにし、
基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得を図る。

（２）根拠を明らかにして筋道を立てて体系的に考えることや、言語をはじめ、数、式、図、表、
グラフなどの相互の関連を理解し、それらを適切に用いて問題を解決したり、自分の考えを分
かりやすく説明したり、互いに自分の考えを伝え合ったりする学習活動を充実させ、数学的な
思考力・判断力・表現力等の育成を図る。

（３）統計に関する指導を充実させるなど、学習して身に付けたものを日常生活や他教科等の学
習、より進んだ数学の学習に活用することで、学ぶことの意義や有用性を実感できるようにす
る。

（４）各学年において既習の数学を基にして数や図形の性質を見いだすなどの数学的活動を具体的
に示し、数学的活動を生かした指導や、言語活動及び体験活動を重視した指導の一層の充実を
図る。

２ 改訂の要点
（１）目標の改善

数学的活動を通して、数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則についての理
解を深め、数学的な表現や処理の仕方を習得し、事象を数理的に考察し表現する能力を高
めるとともに、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し、それら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。

① 目標の冒頭に「数学的活動を通して」という文言を付加し、目標の全体にかけている。こ
れは生徒が数学的活動に取り組み、教師が適切に指導を行うことによって目標に示されてい
ることを実現するという学習指導の基本的な考え方を示している。

② 「表現する能力」という文言を付加し、考える能力と表現する能力とは互いに補完し合う
関係であるということを示している。

③ 「数学のよさを実感し」という文言を付加し、数学的な見方や考え方などのよさを実感し
て数学の学習に意欲的に取り組むことの大切さを示している。

④ 「考えたり判断したり」という文言を付加し、他教科の学習やこれから先の算数・数学の
学習への活用を重視しているということを示している。

（２）内容の改善
① 「Ａ数と式」
・文字を用いて一般的に考えることの必要性やよさについての理解を深めたり、身の回りの
数量やその関係を数や文字を用いた式で表現したり、式を手順にしたがって能率的に処理
したり、式の意味を積極的に読み取り自分なりに説明したりすることを重視した。

・新たに、不等式を用いて数量の大小関係を表すことや、比例式、有理数・無理数の用語と
概念、二次方程式の解の公式などを指導する。

② 「Ｂ図形」
・体験を通した実感的な理解をもとに、身の回りにあるものを図形としてとらえてその性質
や関係などを明らかにすることや、図形の性質などを根拠を明らかにして筋道を立てて説
明したり、その性質から新たな性質や関係を読み取ったりすることを重視した。

・新たに、図形の移動、投影図、球の表面積や体積、図形の面積比・体積比などを指導する。
③ 「Ｃ関数」（「数量関係」を変更）
・身の回りで起こることを関数としてとらえ、表、式、グラフなどを用いて変化や対応の様
子を調べてその特徴を説明したり、表、式、グラフなどから新たな関係や特徴を読み取っ
て、それを具体的な場面で解釈したりすることを重視した。

・新たに、関数という概念のもとで比例や反比例などを理解することができるよう、第１学
年から「関数」の用語と概念を指導する。また、いろいろな事象と関数を指導する。

④ 「Ｄ資料の活用」（新設）
・資料に基づいて集団の傾向や特徴をとらえ、それをもとに判断することを重視した。
・従来から指導している確率に加え、新たにヒストグラムや代表値を用いて全体の傾向をと
らえたり、標本を取り出して調べることで母集団の傾向をとらえたりすることを指導する。
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（３）言語活動の充実
① 言葉や数、式、図、表、グラフを使って論理的に考え、根拠を明らかにして筋道を立て
て説明し、互いに自分の考えを伝え合う活動の充実を図る。

② 課題学習を数学的活動が実現される場面と位置付け、既習内容を総合して問題を解決する
学習に取り組むことができるようにする。

③ 数学科においても、基礎的・基本的な知識・技能を習得し、活用する授業を重視する。そ
の際、ここまでは習得、ここからは活用と必ずしも分ける必要はなく、相互に関連し合って
展開していくと考える。また、基礎的・基本的な知識・技能を活用することで、その習得が
より深まるととらえる。

３ 具体的な改善事項 （別紙）

Ⅱ 移行措置
１ 移行期間中の特例
(1) 次の表の第１欄に掲げる年度の同表の第２欄に掲げる学年の数学の指導に当たっては、
それぞれ、現行中学校学習指導要領第２章第３節第２に規定する事項のうち同表の第２欄
に掲げる学年に係る同表の第３欄に掲げる事項を省略し、現行中学校学習指導要領第２章
第３節第２の規定のうち同学年に係る同表の第４欄に掲げる規定は適用しないものとする。
第１欄 第２欄 第３欄 第４欄

平成 21年度、 第１学年 ３(4)のうち「投影図は取り扱わない」に関する部分
平成 22年度及 第２学年 ２Ｂ(2)ウ
び平成 23年度
平成 22年度及 第３学年 ３(4)のうち「因数分解を用いて解くことができない
び平成 23年度 二次方程式については、ｘの係数が偶数である簡単な

例を取り上げ、平方の形に変形して解く方法があるこ
とを知るにとどめる」及び「解の公式は取り扱わない」
に関する部分

(2) 次の表の第１欄に掲げる年度の同表の第２欄に掲げる学年の数学の指導に当たっては、
それぞれ、現行中学校学習指導要領第２章第３節第２に規定する事項のうち同表の第２欄
に掲げる学年に係る同表の第３欄に掲げる事項に、新中学校学習指導要領第２章第３節第
２に規定する事項のうち同表の第２欄に掲げる学年に係る同表の第４欄に掲げる事項を加
え、新中学校学習指導要領第２章第３節第２の規定のうち同学年に係る同表の第５欄に掲
げる規定を適用するものとする。
第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄

平成 21年度、 第１学年 ２Ａ(1) ３(1)
平成 22年度及 ２Ａ(2) ２Ａ(2)エ ３(2)
び平成 23年度 ２Ａ(3)ウ ３(3)

２Ｂ(1) ２Ｂ(1)イ
２Ｂ(2)イ ３(5)のうち「投影図」に

関する部分
２Ｂ(2)ウ ２Ｂ(2)ウのうち「球の表

面積と体積」に関する部分
２Ｃ(1) ２Ｃ(1)ア
２Ｃ〔用 ２Ｃ〔用語・記号〕のうち
語・記号〕「関数」
２ ２Ｄ ３(6)

平成 22年度及 第３学年 ２Ａ(3) ２Ａ(3)ウ ３(3)のうち「平方の形に
び平成 23年度 変形して解くことの指導

においては、ｘの係数が
偶数であるものを中心に
取り扱う」

２Ａ〔用 ２Ａ(1)〔用語・記号〕の
語・記号〕うち「有理数、無理数」
２Ｂ(1) ２Ｂ(1)エ
２Ｂ ２Ｂ(2) ３(4)
２Ｃ(1) ２Ｃ(1)エ
２ ２Ｄ

(3) 平成２１年度及から平成２３年度までの第１学年から第３学年までの数学の指導に当た
っては、新学習指導要領第２章第３節第２の２〔数学的活動〕に規定する事項を加えることが
できる。
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中学校 数学
２ 移行措置の解説
（１）移行措置の内容
・別紙「中学校数学の移行措置について」、「中学校数学科の内容の構成」を参照。

（２）学習指導上の留意事項
・「中学校数学の移行措置について」の表中の「現行課程」（明朝体（細字）は省略）に「新
課程」のゴシック体（太字）を追加して指導する。また、明朝体（細字）の内容に付随す
る内容の取扱い（内取）は適用されない。

・移行期間中、〔数学的活動〕は新学習指導要領の規定によることも可能。
・移行期間中、現在の教科書にはない事項を指導する際には、国からの補助教材と「中学校
学習指導要領解説数学編」を用いて適切に実施する。

３ 移行期間中の指導計画
（１）指導計画の作成

① 生徒の学習を確実なものにするため、新たな内容を指導する際には、既に指導した関連
する内容を意図的に再度取り上げ、学び直しの機会を設定することに配慮した指導計画を
作成する。

② 言語を使った活動を重視し、言葉、数、式、図、表、グラフを使って論理的に考え、根
拠を明らかにして筋道を立てて説明し、自分の考えを伝え合う活動を位置付けた指導計画
を作成する。

（２）授業時数
各学年とも以下のとおりとする。

第１学年 第２学年 第３学年
Ｈ２１年度 １４０ １０５ １０５
Ｈ２２年度 １４０ １０５ １４０
Ｈ２３年度 １４０ １０５ １４０

Ｈ２４年度（完全実施） １４０ １０５ １４０



（別紙）

３ 具体的な改善事項

改訂の要点 補足点・強調点

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項

１ 改訂の基本方針

（１）基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着

（２）数学的な思考力・表現力の育成

（３）学ぶことの意義や有用性の実感

（４）数学的活動の一層の充実

２ 具体的改善事項

（１）発達や学年の段階に応じた反復（スパイラ

ル）による指導を充実

（２）必要な指導内容を充実

（３）数学的活動を指導内容として規定

Ⅱ 目標及び内容

１ 今回の改訂の主な特徴

（１）数学的活動を通した目標の実現

（２）領域構成を現行の３領域から増やし、「数と

式」「図形」「関数（数量関係を改める）」「資

料の活用（新設）」の４領域に拡大

（３）算数や学年間の円滑な接続

２ 具体的な改善の内容

（１）教科の目標の改善

・「数学的活動の楽しさや数学のよさを実感で

きるようにする」

・「事象を数理的に考察し表現する能力を高め

る」

・（１）は算数と指導内容を一部重複させたり、学び直

しの機会を設定したりして基礎的・基本的な知識・

技能の確実な習得を図ることを示している。

・（２）は筋道を立てて体系的に考えることや、言語、数、

式、図、表、グラフを用いて自分の考えを説明したり、

互いに自分の考えを表現し、伝え合ったりする学習活

動を充実させることを示している。

・（３）は統計に関する指導を充実させるなど、学ぶ意

欲を高めたり、学ぶ意義や有用性を実感させたりする

ことを示している。

・（４）は数学的活動を生かした指導や、言語活動及び体

験活動を重視した指導の一層の充実を図ることを示し

ている。

・（１）は新しい学習を行う時に既習の関連する内容を

再度取り上げ、学び直しの機会を設けることで基礎

的・基本的な知識・技能の確実な習得を図るよう改

善したことを示している。

・（２）は国際的な通用性、内容の系統性の確保や、算

数の学習との円滑な接続の観点から、「資料の活用」

の領域を新設し、「数量関係」を「関数」にするなど、

指導内容の充実を図ったことを示している。

・（３）は知識・技能を活用して問題を解決し、思考力・

判断力・表現力等を育成するため、「数学的活動」を各

学年の内容として規定したことを示している。

・新たに「数学的活動を通して」及び「数学的活動の楽

しさや数学のよさを実感し」を示した。

・「数学的活動を通して」が目標の冒頭にある。これは生

徒が数学的活動に取り組み、教師が適切に指導を行う

ことによって目標に示されている内容を実現するとい

うことを示している。

・「数学的活動の楽しさ」とは、単に楽しく活動するとい

う側面だけでなく、どのように知的側面がもたらされ

るかという質的側面に目を向ける必要があるというこ

とを示している。

・「数学のよさ」とは、数学的な表現や処理のよさ、基礎

的な概念や原理・法則のよさ、数学的な見方や考え方

のよさなどを示している。

・「実感」とはこれまで以上に情意的な側面を大切にし、

数学を学ぶ過程を大切にすることを示している。

・新たに「表現する能力を高める」を付加することで、

数や図形の性質などを的確に表したり、根拠を明らか

にして筋道を立てて説明したり、自分の思いや考えを

伝え合い、それらを共有したり質的に高めたりするこ

とが重要であることを明確に示した。
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・「それらを活用して考えたり判断しようと

する態度を育てる」

（２）領域構成と内容の示し方の改善

・領域構成を３領域から「数と式」「図形」「関

数」「資料の活用」の４領域に改めるとと

もに各学年の内容に以下の数学的活動を位

置付け、言語活動を通した言語力の育成・

活用を重視した。

【第１学年】

ア 既習の数学を基にして、数や図形の性

質などを見いだす活動

イ 日常生活で数学を利用する活動

ウ 数学的な表現を用いて、自分なりに説

明し伝え合う活動

【第２・３学年】

ア 既習の数学を基にして、数や図形の性

質などを見いだし、発展させる活動

イ 日常生活や社会で数学を利用する活動

ウ 数学的な表現を用いて、根拠を明らか

にし筋道立てて説明し伝え合う活動

・内容の示し方について、授業における指導

の目標を明らかにし、基礎的・基本的な知

識及・技能の習得と、それを活用した思考

力・判断力・表現力を育成するための指導

がバランスよく実現されるように改善を図

った。

（３）各学年の目標や内容の改善

Ａ 数と式

・第１学年において、数量の関係や法則など

を文字を用いた式に表現したり、式の意味

を読み取ったりする能力を培うことを明示

した。第２，３学年において、文字を用い

た式で数量や数量の関係をとらえ説明がで

きること、目的に応じて簡単な式を変形し

たり、その意味を読み取ったりする能力を

養い伸ばすことを明示した。

・「活用する態度」が「活用して考えたり判断しようとす

る態度を育てる」に修正された。

・数学を活用することの趣旨を明らかにし、生徒が数学

を活用して考えたり判断したりする機会を設け、その

必要性や有用性を実感を伴って理解できるようにする

ことが重要であることを明確に示した。

・数学的活動は、第１学年と第２，３学年の２つに分け

て例示。

・「数学的活動」とは、生徒が目的意識をもって主体的に

取り組む数学にかかわりのある様々な営みである。

・左のア～ウは典型例であるが、各学年の指導に当たっ

てはア～ウの活動のうち、行われないものがないよう

にする必要がある。

・アでは第１学年で「見いだす」ことに重点を置いてい

るが、第２，３学年ではさらに「発展させる」ことま

で視野に入れ、質的な高まりを期待している。

・イでは第１学年で範囲を「日常生活」とし、第２，３

学年では「社会」にまで広げている。

・ウでは第１学年の「自分なりに」から第２、３学年で

は「根拠を明らかにし筋道立てて」説明し伝え合うと

ころまで質的な高まりを期待している。

・ウの活動は指導過程において、ア、イの活動と相互に

関連し一連の活動として行われることが多いので、ど

の活動に焦点を当てるのか明確にして指導する必要が

ある。

・第２、３学年で同じ活動が提示されているのは、当該

学年で指導する内容に即し、２年間継続して指導する

ことが必要であることを示している。

・学年の進行に従い、領域ごとに系統付けた内容の指導

を通して、生徒が身に付ける能力を次第に高めていけ

るよう「培う→養う→伸ばす」という表現を用いた。

・習得すべき内容については「～を知ること」「～を理解

する」という表現を用いた。

・「活用」という表現は該当する全ての場面で用いるが、

特に日常生活や社会における事象を対象とする場合に

は「利用」という表現を用いた。また、どのように「活

用」するかを明確にする必要がある場合は「用いて～

する」という表現を用いた。

・今回の改訂で言語活動の充実が各教科等を通じて重視

されたことを踏まえ、表現したり、読み取ったりした

ことを基に、説明したり伝え合ったりすることの重要

性が改めて強調されている。

・「目的に応じて簡単な式を変形したり、その意味を読み

取ったりする」とは、数量の関係や図形の性質が成り

立つことを文字を用いた式を使って説明する際に式を

変形することと、等式を同値変形することの両者にお

いて、式が意味する数量や数量の関係などを読み取る

ことを意味する。
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【第１学年】

・簡単な一次式の加法と減法の計算をする

こと

・式を用いて表したり読み取ったりするこ

と

・一元一次方程式を解くことと一元一次方

程式の活用

【第２学年】

・簡単な整式の加法・減法、単項式の乗法

・除法

・文字を用いた式でとらえ説明できること

・連立二元一次方程式を解くことと連立二

元一次方程式の活用

【第３学年】

・一次式の乗法、式の展開と因数分解

・文字を用いた式でとらえ説明すること

・一元一次方程式を解くのに必要な程度の簡単な式の計

算、例えば（２ｘ－３）＋（ｘ＋１）や（３ｘ＋４）

－３（ｘ－５）のように一種類の文字についての一次

式の加法と減法が中心となる。

・数量の関係を表す式では不等式に表すことも取り扱う。

不等号を用いることで、大小関係も式に表したり、そ

の意味を読み取ったりできることを理解できるように

する。

・具体的な問題解決に必要な程度の一元一次方程式を解

けるようにし、活用できるようにする。

・日常生活においては比を用いて考えることがあり、一

元一次方程式を活用する場面として簡単な比例式を解

くことを扱う。

・複雑で無目的な計算練習とならないよう、特に整式の

加法・減法については連立二元一次方程式を解くのに

必要な２（３ｘ－２ｙ）－３（２ｘ＋５ｙ）程度の簡

単な式を扱う。

・（４ｘ＋５ｙ）－（２ｘ＋３ｙ）＝２ｘ＋２ｙのように

「ｘとｙは１つにまとめられない」という内容を学習

した際、第１学年の（４ｘ＋５）－（２ｘ＋３）＝４

ｘといった誤答を再度取り上げ、改めるきっかけとな

るような学び直しの機会を設けることに配慮する。

・具体的な問題解決に必要な程度の連立二元一次方程式

を解けるようにし、活用できるようにする。

・加減法や代入法による解き方を理解できるようにする

際、「方程式を解く」とはどういうことか、第１学年で

学習した一元一次方程式と関連付け、学び直しの機会

を設けることに配慮する。

・活用に当たっては立式の段階を重視し、例えば長さの

関係、時間の関係、重さの関係など、特定の量に着目

して式を作るようにしたり、とらえた数量を表や線分

図で表してその関係を明らかにしたりすることも有効

である。

・第２学年の指導を踏まえ、文字を用いた式で数量及び

数量の関係をとらえ説明できるようにする。説明とは

単に書けることを意味するのではなく、その内容を相

手に分かりやすく伝えることも意味する。

・文字を用いた式で数量及び数量の関係を説明できるこ

とを理解し、文字を用いて式に表現したり式の意味を

読み取ったりする能力を養う。

・ここで取り上げるのは文字式を用いて説明したり、二

次方程式や三平方の定理の学習で用いたりする程度の

式の計算であり、複雑で無目的な練習とならないよう

にする。
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・解の公式を知り、二次方程式を解くこと

と二次方程式の活用

Ｂ 図形

・すべての学年の目標に「観察、操作や実験

などの活動を通して」という文言が入って

いる。

【第１学年】

・基本的な作図とその活用

・空間図形の平面上への表現と読み取り

【第２学年】

・数学的な推論

【第３学年】

・円周角と中心角の関係が証明できること

を知ること

・三平方の定理が証明できることを知るこ

と

Ｃ 関数（数量関係の変更）

・すべての学年を通して、表、式、グラフを

相互に関連付けること、関数を用いて具体

的な事象をとらえ説明することが強調され

ている。

【第１学年】

・関数関係の意味

・不思議に思うこと、疑問に思うこと、当面解決しなけ

ればならない課題などをよく観察し、見通しをもって

結果を予想したり、解決するための方法を工夫したり、

予想した結果を確かめたりするために観察、操作や実

験などの活動を通して、図形の学習を行うことをねら

いとしている。

・解の公式を導入する際は、それが導かれる過程を知る

ことを重視する。

・具体的な問題解決の際、公式を用いて解を導いた場合、

実際にはあり得ない答えを出して気付かないことがあ

るので、一元一次方程式、連立二元一次方程式よりも

一層、答えが適切かどうか調べることを重視する。

・作図の手順を一方的に与えるのではなく、自分で作図

の手順を考え、順序よく説明する活動を大切にする。

・平面上に表現された空間図形を読み取る際、見取図、

展開図や投影図を相互に関連付けて扱い、空間図形を

実感を伴って理解できるようにする。

・推論の過程を正確に、しかも分かりやすく表現する能

力を養うことが指導の大切なねらいである。

・はじめは根拠を明らかにして説明し伝え合う活動を通

して、自分の言葉で他者に分かりやすく表現すること

を大切にする。

・証明を書くことの指導は、まず証明の構想や方針をた

て、要点を言葉や用語、記号を適切に用いて自分の言

葉で書くことから始め、よりよいものに改めることを

大切にする。その際、証明を評価する活動を適宜取り

入れるなど工夫する。

・円周角と中心角の位置関係の場合分けによる証明は、

それを理解することが目的ではなく、証明のよさを理

解できるようにすることをねらいとする。

・定理の証明は生徒にとって技巧的なものもあるため、

生徒の興味・関心に応じて取り扱い、その結果として

証明できることを知る程度とする。

・表、式、グラフを単独で用いるのではなく、相互に関

連付けながら関数の特徴を調べる能力を３年間を通し

て徐々に高めていく。

・第３学年でいろいろな事象と関数を扱うことにより、

事象の中には既習の関数関係ではとらえられない関数

があることを取り扱い、一意対応としての関数の意味

を明確にするとともに、高等学校の学習の素地となる

ようにしている。

・比例、反比例は小学校で学習してきている。その基盤

に立って、第１学年から比例、反比例を関数としてと

らえ直すことを重視している。
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・比例、反比例を用いて事象をとらえ説明

すること

【第２学年】

・一次関数を用いて事象をとらえ説明する

こと

【第３学年】

・関数ｙ＝ａｘ
２
を用いて事象をとらえ説明

すること

Ｄ 資料の活用（新設）

・情報化社会においては確定的な答えを導く

ことが困難な事柄についても、目的に応じ

て資料を収集して処理し、その傾向を読み

取って判断することが求められる。そのた

めに必要な基本的な方法を理解し、これを

用いて資料の傾向をとらえ説明することを

通して、統計的な見方や考え方及び確率的

な見方や考え方を培うことが目標である。

【第１学年】

・資料の傾向をとらえ説明すること

【第２学年】

・不確定な事象をとらえ説明すること

【第３学年】

・母集団の傾向をとらえ説明すること

Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱い

（１）学び直しの機会を設定することについて

・比例、反比例の学習を通して、具体的な事象をとらえ

説明することができるようにする。

・一次関数の学習を通して、具体的な事象をとらえ説明

することができるようにする。

・その際、何を明らかにするのかという目的意識をもち、

事象をどのように解釈して数学の対象とするのかを明

確にして、目的に応じて表、式、グラフを適切に選択

して説明することが大切である。

・具体的な事象を関数ｙ＝ａｘ
２
を用いてとらえ説明する

ことを通して、関数関係を見いだし表現し考察する能

力を伸ばす。

・その際、表、式、グラフを適切に選択したり、自分の

表現を他者の表現と比較することにより、事象の考察

を深めることができることを体験できるようにする。

・この領域の名称を「資料の活用」としたのは、これま

での確率や統計の内容の指導が、資料の「整理」に重

きを置く傾向があったことを見直し、整理した結果を

用いて考えたり判断したりすることの指導を重視する

という意味である。

・「資料」とは確率や統計に関するデータ。

・統計的な手法を用いて資料の傾向をとらえ説明するこ

とを重視し、ヒストグラムを作ったり代表値を求めた

りすることだけが学習の目標にならないよう配慮する。

・確率を用いて不確定な事象をとらえ説明することを重

視し、確率を求めることだけが目的とならないよう配

慮する。

・標本調査を行い、母集団の傾向をとらえ説明すること

を通して、生徒が標本調査の結果や、それに基づく説

明を正しく解釈できるようにする。

・生徒の学習を確実なものとするために、新たな内容を

指導する際には、既に学習した関連する内容を意図的

に再度取り上げ、学び直しの機会を設定することに配

慮した指導計画を作成する。

・学び直しの機会を設定することは、単に復習の機会を

増やすことだけを意味するものではないことに注意し、

適切に位置付ける必要がある。
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（２）道徳の時間などとの関連について

（３）用語・記号

（４）課題学習とその位置付け

Ⅳ 移行期間中の留意事項

（１）別紙「中学校数学の移行措置について」の

「現行課程」のゴチックの内容に「新課程」

のゴチックの内容を加えて指導。

（２）教科書に補助教材を加えて指導。

（３）新学習指導要領で規定された〔数学的活動〕

を先行実施することも可。

・教科書に加え、国が作成する補助教材を用いて、新た

に加わる内容を適切に指導する。

・加える内容は、「中学校学習指導要領解説数学編」を参

考にして適切に指導する。

・補助教材は平成２０年度末に配布予定。

・各学年に例示された３つの〔数学的活動〕を移行期間

から実施することも可。

・数学科の目標と道徳教育との関連を明確に意識しなが

ら、適切な指導を行う。

・例えば、生徒が事象を数理的に考察し筋道立てて考え、

表現する能力を高めることは、道徳的判断力の育成に

資するものである。また、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ことは、工夫して

生活や学習をしようとする態度の育成に資するもので

ある。

・課題学習を通して主体的な学習、数学的な見方や考え

方の育成を一層推進する。

・指導計画においては、通常における各領域の内容に関

する問題解決的な学習を継続し、各領域で学習した内

容を総合したり日常の事象や他教科等での学習に関連

付けたりして見いだした課題を解決する学習として課

題学習を位置付ける。

・各段階で示した用語・記号は、その学年で指導を完結

するのではなく継続して指導し、用いる能力を次第に

伸ばすよう配慮する。

・Ｈ２１年度は第１学年のみ内容を加えて指導。
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