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内容資料説明資料 別冊 ICT 編

2019 年末に文部科学省が打ち出した「GIGA スクール構想」において
想定される「1 人 1 台の学習者用 PC 環境」で活用できる教科書です。
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各　章
p.44 平方根 練習問題

p.45 根号のついた数を根号を
使わないで表す 練習問題

p.47 2 つの数の大小 練習問題
p.88 斜面を転がるボール アニメーション
p.94 関数 y=x2 のグラフ アニメーション

p.96 関数 y=ax2 のグラフ①
（a>0） シミュレーション

p.98 関数 y=ax2 のグラフ②　
（a<0） シミュレーション

p.100 関数 y=ax2 のグラフ③ シミュレーション

p.110 追いつくのは何秒後かを
考える問題 アニメーション

p.113 自動車が止まるまでの距離 アニメーション
p.120 関数 y=2 x シミュレーション
p.126 相似の位置と相似比 アニメーション
p.145 中点連結定理 シミュレーション
p.159 円周角と中心角の関係 アニメーション
p.204 乱数 シミュレーション
p.205 標本を無作為に抽出する シミュレーション
p.206 標本の大きさと分布の傾向 シミュレーション

巻末　数学を仕事に生かす

p.214
東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピックエンブレムのし
くみ①（平行移動）

アニメーション

p.214
東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピックエンブレムのし
くみ②（回転移動）

アニメーション

p.214
東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピックエンブレムのし
くみ③（対称移動）

アニメーション

p.214
東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピックエンブレムのし
くみ④（中点連結定理）

アニメーション

巻末　プログラムと数学

p.230
フラクタル図形のアルゴリズ
ムを考えよう①（シェルピン
スキーのギャスケット）

リンク
（プログラミング）

p.230 フラクタル図形のアルゴリズ
ムを考えよう②（コッホ曲線）

リンク
（プログラミング）

p.230 Scratch について リンク

p.230 Scratch
オフラインエディター リンク

各　章
p.13 単項式や多項式の次数 練習問題
p.14 同類項 練習問題
p.67 １次関数のグラフ アニメーション

p.70 １次関数のグラフの傾きと
切片 練習問題

p.71 １次関数 y=ax+b のグラフ 練習問題

p.86 三角形の辺上を動く点と
三角形の面積 アニメーション

p.98 対頂角 練習問題
p.99 同位角と錯角 練習問題
p.110 多角形の外角の和 ① アニメーション
p.111 多角形の外角の和 ② アニメーション
p.116 三角形の合同条件 練習問題
p.118 仮定，結論と証明 アニメーション
p.122 証明のしくみとかき方 アニメーション
p.124 証明の方針 アニメーション
p.126 三角形の合同条件を使う証明 アニメーション
p.164 四分位数と箱ひげ図 アニメーション

p.168 箱ひげ図
（データの値が偶数個） シミュレーション

p.169 箱ひげ図
（データの値が奇数個） シミュレーション

p.170 箱ひげ図で比べる シミュレーション
p.172 多数のデータの分布の比較 シミュレーション

巻末　暮らしと数学
p.194 入場者数のデータから傾向を

読み取る シミュレーション

巻末　数学研究室
p.201 条件を変えて考えよう アニメーション

巻末　プログラムと数学
p.204 星形正多角形のアルゴリズム

を考えよう
リンク

（プログラミング）
p.204 Scratch について リンク

p.204 Scratch
オフラインエディター リンク

教科書 QRコンテンツ一覧

各　章
p.21 2 つの数の大小 練習問題
p.24 同じ符号の数の加法 シミュレーション
p.26 異なる符号の数の加法 シミュレーション
p.35 かっこを省いた式の計算 練習問題
p.43 乗法 練習問題

p.116 何分後に追いつくかを考える
問題 アニメーション

p.136 比例のグラフ① アニメーション
p.137 比例のグラフ② アニメーション
p.140 比例のグラフ③ シミュレーション

p.142 比例のグラフから式を求める
問題 練習問題

p.148 反比例のグラフ① アニメーション
p.149 反比例のグラフ② アニメーション
p.150 反比例のグラフ③ シミュレーション

p.152 反比例のグラフから式を
求める問題 練習問題

p.169 点と直線との距離 アニメーション
p.171 円と直線の位置関係 アニメーション
p.171 円の接線 アニメーション
p.172 図形の移動 アニメーション
p.193 おうぎ形の面積 アニメーション
p.203 ねじれの位置 シミュレーション
p.203 空間の 2 直線の位置関係 シミュレーション

p.204 空間にある直線と平面の
位置関係 シミュレーション

p.205 空間の 2 平面の位置関係 シミュレーション
p.208 面を回転させてできる図形① アニメーション
p.208 面を回転させてできる図形② アニメーション
p.210 正四角錐の見取図と展開図 アニメーション
p.211 円錐の見取図と展開図 アニメーション

p.225 気象庁　過去の気象データ・
ダウンロード リンク

p.232 高知市の 3 月の平均気温の分
布（20 世紀前半，20 世紀後半 ) シミュレーション

p.238
高知市の 3 月の平均気温の分
布（20 世紀前半，20 世紀後半，
2001 ～ 2018 年 )

シミュレーション

p.242 データを分けて調べてみると シミュレーション

p.250 キャップを投げたときの
表向きの相対度数 シミュレーション

巻末　プログラムと数学
p.270 素数を求めるプログラムを

考えよう
リンク

（プログラミング）
p.270 Scratch について リンク

p.270 Scratch
オフラインエディター リンク

２年　　　 コンテンツ25 ３年　　　 コンテンツ25１年　　　 コンテンツ35

日本文教出版では，プログラミング教育や I CT を活用した
教育の充実をめざし，豊富なコンテンツを用意しています。



内容資料説明資料 別冊 ICT 編

・プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けられ
るコラムをすべての学年の巻末に設けています。 
この内容は，全員が一律に学習する必要はありません。

・小・中学生でも使いやすく開発され，世界中で広く使われて
いる Scratch（スクラッチ）を採用しています。

プログラミング

令和３年度版『中学数学 教師用指導書』の付録として，
簡単な操作でヒストグラムや箱ひげ図などを作成するこ
とができるアプリケーションをご用意します。

・教科書で取り上げたデータを選んだり，自作のデータ
を読み込んだりすることができます。

・授業では，電子黒板やプロジェクターでグラフを提示
することも，生徒に作業をさせることもできます。

※体験版や動作環境などの詳細な情報は，弊社 Web サイトにてお知らせ
いたします。（５月下旬より公開予定）

※本ソフトウェアは開発中のため，記載の内容及び仕様は予告なく変更
する場合があります。

教科書 QR コンテンツ
「主体的・対話的で深い学び」 を実現する

●中点連結定理（3 年 p.145）

一定の条件を満たしたまま図形を変形させることで，
「いつでも成り立つ性質」を発見することができます。

●フラクタル図形をかくプログラム１（3 年 p.230）

巻末コラム「プログラムと数学」で紹介しているプログラムを，簡
単な操作で実行することができます。
興味がある生徒は，自分でプログラムを作り変えていくこともでき
ます。

●三角形の辺上を動く点と三角形の面積（2 年 p.86）

時間に伴って色のついた三角形の面積がどのように変化す
るかをイメージできます。

●キャップを投げたときの表向きの相対度数（1 年 p.250）

多数回の試行を繰り返すことができるので，
結果の考察や話し合いに貴重な時間を割くことができます。

https://www.nichibun-g.co.jp/2021dc/csug/ おすすめ
コンテンツ

コンテンツ一覧
（全学年）

日文統計ツール NiStaT（ニースタット）

教師用指導書についてくる

・変化のようすのイメージをつかんだり，数量や図形などの関係性を捉えたりしやすくなります。
・先生がプロジェクターで提示する場面でも，生徒が各自の端末で操作する場面でも活用できます。

アニメーション

・出された問題を次々に解いていくタイプの練習問題を多数用意しています。
・本時の復習や補充のためだけではなく，定期的に取り組むことで忘却の防止にもなります。

練習問題

●反比例のグラフから式を求める問題（1 年 p.152）

教科書１年 p.152 の例２，問３の類題です。
●根号のついた数を根号を使わないで表す（3 年 p.45）

教科書３年 p.45 の例４，問４の類題です。

特徴

アニメーションやシミュレーション，練習問題など，
授業や家庭での学習を助けるデジタルコンテンツを豊富に用意しています。
生徒が授業に集中できるよう，教科書では巻頭の p.3 にのみ QR コードを掲載し，
デジタルコンテンツを用意している箇所は　　マークで示しています。WEB

※データ通信にかかる費用以外は無料です。
※ Macintosh およびスマートフォンでは快適に動作しない場合があります。
※ QR コードは，株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

・図形やグラフを変形させたり，一定の条件での試行を短時間で効率的に表示させたりすることができます。

シミュレーション


