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編　修　趣　意　書
（教育基本法との対照表）

受理番号 学　校 教　科 種　目 学　年

26-54 中学校 数学 数学 2年

発行者の
番号・略称

教科書の
記号・番号 教　科　書　名

4・大日本 数学・829 新版 数学の世界 2

はじめに
　本教科書は，現代社会を生き，未来の社会を担う生徒が，今後ますます必要とされる「生
きる力」を習得するための数学教科書として編修しました。特に，基礎的・基本的な知識
及び技能を身につけ，それらを活用できる思考力，判断力，表現力を有し，直面する課題
に対して解決のための見通しをもてる人間として育つために，数学の学習が重要であると
とらえ，その充実に資する教科書として編修を行いました。
　編修にあたっては，数学の特性を活かし，論理的な思考力や数学的な見方，考え方など
を養い，身のまわりの事象に対する科学的な見方を養うことをめざしました。また，生涯
にわたって学び続け，豊かに生きる力のもととなる幅広い知識と教養を身につける力の育
成をめざしました。
　実社会においては，諸問題の解決や，考察，分析などさまざまな場面で数学の考え方が
基礎となり，人々の営みを支えています。数学を学ぶことの意義，有用性を紹介すること
で，主体的に数学を活用し，社会とのつながりに目を向ける態度を育てることをめざしま
した。また，他者とのコミュニケーションにおいても，相手の考えを理解することや，自
分の考えを伝える方法を，数学の学習を通して学ぶ機会を設け，人間社会において主体的
に生きるために必要な能力を培うことに意を尽くしました。

1.  編修の趣旨及び留意点

本教科書の編修の趣旨は…本本本教本教教教科科科書科書書書ののの編編編修修修のの趣の趣趣趣旨旨は旨ははは…本本本教本教教教科科科書科書書書の編編編修修修の趣趣趣趣旨旨は旨ははは…

大日本図書の基本理念は…
明日を担う子どもたちの
「生きる力」を育み，豊かな
人間性を養います。

大日本図書の教科書編修の考え方は…
基本理念に基づきながら，たしかにゆたかにす
こやかに，未来を拓く子どもたちの「生きる力」
を育む教科書をめざして編修しています。

数学的活動を
通して学べる
見開き単位の
わかりやすい
構成。

授業に授授授業業業にに
生きる生生
教科書教教教科科科書書

数学を学ぶこ
との意義や有
用性を感じ，
数学を活用す
る力を育てる。

豊かな豊かな豊豊か豊かなかなな
学習を学学習学習を習をを学習を
生み出す生み出す生生生みみみ出出出すすす
教科書教教科教科書科書書教科書

小・中の円滑
な接続や特別
支援教育など
にも配慮した
編修。

すべてのすすすすべべべててのの
生徒のための生徒徒徒のた生徒のた
教科書教教科教科書科書
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具体的な留意点
各章の学習活動においては，既習事項との関連を重視し，導入部分を丁寧に
扱っています。また側注に「思い出そう」を設け，これまで学んだことを振
り返ることができるように配慮しました。さらに，重要なことがらは，強調
した枠で囲むなど，学習のまとめを明確にしました。これらの工夫によって，
基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得をめざしています。

学習した内容の定着を図るために，「プラス・ワン」や節末の「練習」，章末の「章
の問題」，巻末の「まとめの問題」など，繰り返し練習する機会を設けました。

巻頭には「教科書の使い方」や「数学の世界へようこそ（学習の進め方）」，
「ノートのつくり方」など，主体的な学習をうながすためのページを設けま
した。また，黒板のデザインを用いた模範解答，参照ページの記載など，生
徒が自ら学びやすい紙面構成を工夫しています。章末の「いろいろな問題」，
「挑戦しよう」（活用の問題），「もっと数学！」（発展的な学習），巻末の「ま
とめの問題」などは，生徒一人ひとりが教科書を活用して主体的に学習に取
り組めるよう工夫をこらしました。

数学的な思考力，表現力を養い，学習した内容を活用する力を育てるために，
数学的活動を充実させました。各ページの学習活動は，予想をしたり，解決
のしかたを考えたりする過程を大切にしています。これにより，問題を解決
する見通しをもち，計画を立てて実行し，結果を考察・判断する体験を積み
重ねられるようにしました。

各章の扉は美しい写真で構成しています。また，学んだことの意義や実生活
とのつながりを感じさせ，学ぶ意欲を高めるために，学習内容に関連するコ
ラム「社会にリンク」を領域ごとに掲載し，数学を学ぶことのよさを実感で
きるようにしました。

巻末には学習内容に関連した記事を集めたページ「Mathful（マスフル）」
を設け，数学の歴史や数学者，関連書籍，美術や音楽などの芸術分野との関
わりを紹介するなど，文化としての数学を知り，生涯学び続ける態度を培う
ようにしました。
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Mathful
（マスフル）
p.210-211

数学の世界へ
ようこそ
p.7
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　教育基本法第２条に示された教育の目標を達成するため，編修の基本方針を次の通りとしました。

第 1号
幅広い知識と教養を身に付け，

真理を求める態度を養い，豊か

な情操と道徳心を培うととも

に，健やかな身体を養うこと。

○幅広い知識と教養を身につけるために

　数学における基礎基本を身につけるとともに，数学が日常生活に深く関わってい

ることや，自然現象の解明に大きく役立っていること，さらに数学の発展の歴史な

どの話題を豊富に取り上げ，個性や習熟度に応じた学習ができるようにする。

○豊かな情操と道徳心を培うために

　建築物の造形や身近な事象を数学的な視点から紹介したり，関連する書籍を紹介

したりするなど，豊かな情操を培う話題を取り上げる。

第 2号
個人の価値を尊重して，その能

力を伸ばし，創造性を培い，自

主及び自律の精神を養うととも

に，職業及び生活との関連を重

視し，勤労を重んずる態度を養

うこと。

○個人の価値を尊重して，その能力を伸ばし，自主及び自律の精神を養うために

　学習の進め方，ノートのつくり方，生徒どうしで話し合う言語活動や研究のしか

た，レポートの書き方などを示し，互いの意見を尊重しながら討論したり自主的に

結論を導いたりするなどの学習を重視する。

○職業及び生活との関連を重視し，勤労を重んずる態度を養うために

　数学で学んだ知識が社会生活や自分の職業などに生かされている具体例を，実社

会で活躍する人物からのメッセージとして紹介し，自らの学習と日常生活や社会と

の関連について実感をもてるようにする。

第 3号
正義と責任，男女の平等，自他

の敬愛と協力を重んずるととも

に，公共の精神に基づき，主体

的に社会の形成に参画し，その

発展に寄与する態度を養うこ

と。

○正義と責任，男女の平等，自他の敬愛と協力を重んずるために

　生徒どうしで話し合いをして解答を見つける場面を示し，男女の平等，自他の協

力を重んずる精神を養えるようにする。

○ 公共の精神に基づき，主体的に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を

養うために

　数学の知識を活用して活躍する社会人を紹介したり，数学が社会の発展に関わっ

てきたことを紹介したりして，数学を通して社会の形成や発展に寄与できることが

わかるようにする。

第 4号
生命を尊び，自然を大切にし，

環境の保全に寄与する態度を養

うこと。

○自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うために

　ペットボトルのリサイクルや地球の温暖化に関する話題を取り上げ，環境の保全

の大切さを考えられるようにする。

第 5号
伝統と文化を尊重し，それらを

育んできた我が国と郷土を愛す

るとともに，他国を尊重し，国

際社会の平和と発展に寄与する

態度を養うこと。

○伝統と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛するために

　数学に関わって我が国の伝統を紹介したり，学習に関連する全国各地の写真を取

り上げたりして，伝統や文化，郷土への関心を高め，それらを尊重する心情を養え

るようにする。

○他国を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うために

　数学史上で大きな貢献をした世界の数学者を取り上げたり，他国における数学の

歴史や文化などを紹介したりして，国際的な視野を育むとともに国際社会の発展に

寄与する態度を養えるようにする。

2.  編修の基本方針



4

図書の構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所

もくじ もくじページに既習事項とのつながりを明記し，これ
まで学んだことを思い出しながら学習を進められるよ
うにするなど，真理を求める態度の大切さを実感でき
るようにした。（第 1号）

● もくじ：p.2-3

この教科書の使い方 教科書の紙面を用いて教科書に使われているマークの
説明をするなど，学習に主体的に取り組めるように配
慮し，自主的・自律的に問題に取り組む能力を養うよ
うにした。（第 2号）
また，数学的活動の過程を具体的に提示し，真理を求
める態度の大切さを実感できるようにした。（第 1号）

● この教科書の使い方：p.4-6

数学の世界へようこそ
（学習の進め方）
ノートのつくり方

学習の進め方やノートのつくり方を具体的に示し，真
理を求める態度の大切さを実感できるようにした。（第
1号）
また，家庭学習の大切さや保護者に向けてのメッセー
ジを示すなど，自主的・自律的に問題に取り組む能力
を養えるようにした。（第 2号）

● 数学の世界へようこそ：p.7
　（学習の進め方）
● ノートのつくり方：p.8

各学習単位における「導入問
題 →学習のねらい →学習
活動 1 →まとめ→適用問題
Q1」の流れ

数学的活動を重視して学習の流れを構成した。見開き
単位で各項を完結することによりその過程を明確に示
し，幅広い知識と教養を習得し真理を求める態度の育
成ができるようにした。（第 1号）

● 各章の本文ページ：p.16-17 など

適用問題，プラス・ワン，練
習，章の問題，いろいろな問
題，考えてみよう，小学校の
復習，まとめの問題

知識の定着をはかるための問題や学んだことを生かし
て解決できる問題，多様な考え方のできる課題などを
各学習段階に配置することで，幅広い知識と教養の習
得を確かなものとした。（第 1号）

● 練習：１章p.24-25 など
● 章の問題：１章p.32-33ほか全章
● いろいろな問題・考えてみよう：
１章 p.34 ほか全章
● まとめの問題：p.220-226

で示した深めよう，説明
しよう，調べよう，読み取ろ
う，表現しよう

学習内容を深めるための問題に，深めよう，説明しよ
う，調べよう，読み取ろう，表現しようなどの活動を
提示し，自主的・自律的に問題に取り組む能力を養う
ようにした。（第 2号）

●  p.13, 17, 77, 109, 141など

各章に設けた利用の節 すべての章に「利用の節」を設け，学習内容の有用性
を実感できるようにし，幅広い知識と教養の習得を確
かなものとした。（第 1号）

● 利用の節：１章p.26-27ほか全章

もっと数学！（発展） 幅広い知識と教養を習得するために，発展的な内容を
取り上げた。（第 1号）

● もっと数学！（発展）：p.63, 64, 
199, 217, 218

プラス・ワン，練習，章末の
問題の解答，巻末の問題の解
答

自主的・自律的に問題に取り組む能力を養うために，
解答を掲載した。（第 2号）

● 解答：p.227-245

研究をしよう／レポートを書
こう

自ら見つけた問題の解決の過程を，研究のしかたやレ
ポートの書き方の具体例を交えてていねいに紹介した。
個人の考えに基盤を置き，それを尊重しながら自主的・
自律的な数学活動を行えるようにした。（第 2号）

● 研究をしよう：p.137
● レポートを書こう：p.138

社会にリンク 実社会で活躍する人物による数学の知識の活用を紹介
し，自らの学習と職業及び日常生活との関連を重視で
きるようにした。（第 2号）
数学の知識を活用することで，主体的に社会の形成に
参画し，その発展に寄与できることを紹介した。（第 3
号）

● 社会にリンク：p.36 JAXA 開発
員，102 ダイヤグラム制作者，
176 数理論理学者，200 アクチュ
アリー（保険数理人）

3.  対照表
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図書の構成・内容 特に意を用いた点や特色 該当箇所

考え方を比べる場面 問題解決の過程で多様な考え方をできるだけ取り上げ
るようにし，男女が話し合う場面を示すなど，個人の
価値を尊重し合い，男女の平等と協力の精神が培える
ようにした。（第３，４号）

● 考え方を比べる場面：p.28, 50, 
132, 188 など

挑戦しよう 学習したことを活用して問題解決を主体的にはかる活
動を取り上げるようにし，真理を求める活動を自主的・
自律的に行う能力の育成を目指した。（第１，２号）

● 挑戦しよう：p.35, 101, 175

郷土の話題と写真 掲載した写真の撮影地を示したり，地域の身近な場所
や建造物等を思い，触れさせる機会をもたせるなど，
郷土を愛する気持ちを養うようにした。（第５号）

● 水戸芸術館：口絵 2
● 由布院駅：p.65 など

統計資料の活用 学習内容に関連させて，2002 年から 2012 年までの日
本における男女別出生数，ハワイにおけるCO2 濃度の
変化などを提示して，我が国や他国の環境について考
えられるようにした。（第４，５号）

● 日本の男女別出生数：p.179
● ハワイにおけるCO2 濃度の変化：
p.208

Mathful（マスフル） 数学の発展の歴史や数学者についての話題，数学の理
論が科学技術に活用されている例などを豊富に取り上
げ，国際的に通用する幅広い知識と教養を身につけら
れるようにした。（第１，５号）

●  Mathful( マスフル )：p.201-218

学習内容に関連させて，大工道具や川柳・短歌など，
我が国の伝統を提示して尊重できるようにした。（第５
号）

● 平行や垂直をつくる道具：p.211
● 数学で五・七・五：p.207

　学校教育法第 21条の「第 6号　生活に必要な数量的な関係を正しく理解し，処理する基礎的な能力を養

うこと。」については上記の１や別紙の「学習指導要領との対照表」に掲げた通りです。その他，同法 21条

と関連して以下のことを留意し，編修を行いました。

  1   同条「第４号」における「情報，産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養
うこと」に関連して以下の記述を記載した。

   ● 研究（情報の集め方，表し方など）：p.137 ～ 138
   ● 身近にある 1次関数（緊急地震速報のしくみ）：p.206

  2    同条「第５号」における「 読書に親しませ，生活に必要な国語を正しく理解し，使用
する基礎的な能力を養うこと」に関連して，以下の記述を記載した。

   ●ことばの定義：p.141
   ●証明は数学の「作文」：p.176
   ●本の紹介：p.203，209，210

4.  上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色
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編　修　趣　意　書
（学習指導要領との対照表，配当授業時数表）

受理番号 学　校 教　科 種　目 学　年

26-54 中学校 数学 数学 2年

発行者の
番号・略称

教科書の
記号・番号 教　科　書　名

4・大日本 数学・829 新版 数学の世界 2

［１］学習指導要領の総則に示された方針を実現するために
総　則 特　色

1 

生
き
る
力
を
育
む

○ 基礎的・基本的な知識・技能の習得 数学的活動を具体的に示し，学習の流れをわかりやすく構成することで，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や，数学的
な表現や処理の方法を習得できるようにしました。

○ 思考力，判断力，表現力その他の能
力を育む

学習活動を通して事象を数理的に考察する学習活動を重視し，思考する能力，
その考えを表現する能力，さらにそれらを活用して考え判断する能力を育む
ようにしました。

○ 主体的に学習に取り組む態度を養う，
個性を生かす教育の充実

数学の学習の進め方について巻頭でていねいに説明し，主体的に学習に取り組
めるようにしました。また，個に応じて取り組める学習活動を充実させました。

○家庭との連携，学習習慣の確立 家庭での自学自習のために，「いろいろな問題」「考えてみよう」「挑戦しよう」
「まとめの問題」など，自分で取り組むための豊富な課題を設け，保護者にも
わかるようにしました。また，その解答を掲載し，自己評価ができるように
しました。

2 

道
徳
教
育

○ 人間尊重の精神を生活の中に生かす 生徒どうしが話し合いながら問題解決をする場面を示したり，多様な考え方
を紹介するなど，それを通じて人間尊重の精神を養えるようにしました。

○ 豊かな心をもち，伝統と文化を尊重
し，我が国と郷土を愛し，個性豊か
な文化の創造

数学に関わって，建築物の造形や芸術作品のすばらしさを紹介したり，我が
国の伝統を説明したり，学習に関連する全国各地の写真を取り上げたりして，
我が国と郷土を愛し，伝統・文化を尊重できるようにしました。

○ 他国を尊重し，国際社会の平和と発
展に貢献

世界史に残る著名な数学者を取り上げたり，他国における数学の歴史や文化
などを紹介したりして他国の理解をはかり，国際社会の平和・発展をめざす
心を養えるようにしました。

○環境の保全に貢献 ペットボトルのリサイクルや地球温暖化などの話題を積極的に取り上げ，環
境の保全の大切さを考えられるようにしました。

○主体的に社会の形成に参画 実社会で数学の知識を活用して活躍する人物を，その体験談を交えて具体的
に紹介し，数学を通じて主体的に社会に参画できることに実感をもてるよう
にしました。

3 

体
育
・
健
康

○ 日常生活において適切な体育・健康・
安全に関する活動の実践

スポーツに関わる話題として，デュアスロンやハイキング，サッカーなどの
場面を紹介したり，緊急地震速報，予測式体温計の話題を取り上げたりして，
健康や安全に関することがらに興味をもったり考えたりすることができるよ
うにしました。

1.  編修上特に意を用いた点や特色
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［２］数学の目標を達成するために

　　数学的活動を通して，数学的な見方や考え方を身につけられるようにしました。

数学的活動の重視 ● 巻頭に「この教科書の使い方」，「数学の世界へようこそ」を

示し，数学的活動を通して学ぶことについて生徒にわかるよ

うに具体的に記載しました。予想をしたり，見通しをもって

課題を解決したりすることができるようにしています。ま

た，各項は数学的活動を重視して構成し，典型的な活動には

「見いだそう」「利用しよう」「伝えよう」のマークをつけて

わかりやすくしました。

数学における「言語活
動」の充実

● 説明し合う活動や互いの考えを紹介し合う活動を積極的に取

り入れ，数学における言語活動の充実をはかりました。また，

ノートのつくり方，研究のしかたやレポートの書き方など，

自らの言葉で問題解決の過程を表現する例を掲載しました。

p.8　　　　　　　　　　　 p.137, 138　

　　

　　　　　　　　　

　　　　　　

p.141 など

コミュニケーション ● 課題解決の過程では多様な考え方を取り上げるようにし，相

手の考えの理解や自分の考えの伝達など，数学を通して他者

とのコミュニケーションを身につける機会を設けました。

Ａさん，Bさんの考え：

p.28, 50, 132, 188など

　　基礎的・基本的な概念への理解を深め，数学的な表現や処理のしかたを習得し，事象を数理的に考察
し，表現する能力を高められるようにしました。

ていねいな導入・振り
返り

● 導入を特にていねいに扱っています。わかりやすくていねい

な記述を心がけるとともに各領域における数学の系統性を重

視しました。また，側注に「思い出そう」を設け，既習事項

を振り返ることができるようにしました。

p.17

数学的活動を重視した
学習活動形式

● 教科書全体を学習活動形式にすることで，数学的活動を通し

て基礎的・基本的な概念が理解できるようにしました。

学習活動 

繰り返し学ぶ機会の充
実

● 学習した内容の定着をはかるために，繰り返し練習する機会

を充実させました。節末の「練習」のほか，学ぶ意欲にこた

え，理解度に応じた学習ができるよう，章末や巻末には豊富

で多様な問題のページを設けました。また，巻末にこれらの

問題の解答を掲載しました。

など

事象を数理的に考察
し，表現すること

● すべての章に「利用」の節を設けました。学んだことを利用

して事象を数理的にとらえ，数や式，図，表，グラフなどを

用いて考察し表現できるようにするとともに，数学の有用性

を実感できるようにしました。

利用の節：1章 p.26な

ど全章

1

2

1
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　　数学を学ぶことのよさを実感し，それらを活用して考え判断しようとする態度を育てるようにしました。

数学を学ぶことのよさ ● 巻頭の「はじめに」では，１学年は「考えることの楽しさ」，

２学年は「数学のよさ」，３学年は「論理的な考え方」につ

いて触れています。生徒が教科書の学習活動を通して，自ら

の成長や数学的表現力の高まりを意識できるようにしまし

た。これにより，数学を学ぶことのよさを実感し，意欲的に

取り組むことができるようにしました。

はじめに：口絵 3

もくじ：p.2

生活や職業とのつなが

り

● 現代社会における問題を題材として取り上げるなど，学習し

た内容と日常生活との関連がはかれるように配慮しました。

また，「社会にリンク」では，実社会で活躍する人物による

数学を学ぶことについてのコラムを掲載しました。

p.36, 102, 176, 200

他教科との関連 ● 理科や社会科，国語科など他教科の内容に関連する題材を提

示し，視野を広げて学習への興味・関心をもてるようにしま

した。また，書籍の紹介や研究のしかたを掲載し，読書への

関心や数学を活用することへの意欲が高まるようにしまし

た。

（理科）濃度の問題：p.58
フックの法則：p.94，
水溶液の加熱実験：p.95
（社会）裁判員制度の話
題：p.217（国語）こと
ばの定義：p.141，数学
で五・七・五：p.207

豊かな題材・話題 ● 巻末に「Mathful（マスフル）」を設け，数学の歴史や数学

者の紹介，身近な事象と数学の関係，関連書籍の紹介，美術

や音楽などの芸術との関連など，豊富な資料を通して，数学

が人間社会の歴史や文化とともに発展してきたことを紹介

し，数学と社会とのつながりを実感できるようにしました。

p.201-218

興味・関心を高めるさ

まざまな工夫

● 生徒が興味・関心をもって主体的に学習に取り組めるように，

口絵や各章の扉，節の最初のページには，美しい写真を数多

く掲載しました。また，巻末には対頂角や四角形を実際に作っ

て操作できるよう，切り取って使える付録を添付しました。

模型を作って動かして

みよう：付録

　　上記の他に，すべての生徒の学習の便宜をはかるために次のような配慮をしました。

発達段階への配慮 ● 使用する文字の大きさを１年と２，３年で変え，小学校算数

や高等学校数学教科書とのギャップを少なくしています。

色覚特性への配慮 ● 色覚のちがいによって学習に支障がでることがないように，

色遣いに配慮し，誰にでもわかりやすい紙面にしています。

特別支援教育への配慮 ● 専門家の監修により特別支援教育への配慮をしています。

● 振り仮名の書体にはユニバーサルデザインフォントを使用

し，本文の改行位置を読みやすくしています。

環境・福祉などへの配

慮

● 社会生活を営むうえで欠かせない弱者に対する配慮や人権，

環境問題などに対する意識を高める配慮をしています。

スロープの勾配：p.77

地球の温暖化：p.208

発展的な学習内容 ● 「もっと数学！」は発展的な学習として位置づけ，一人ひと

りの興味や関心に応じて活用できるようにしています。

もっと数学！（発展）：

p.63, 64, 199, 217など

印刷・製本 ● 環境に配慮した紙と植物油インキを使用する，表紙にフィルム

貼り抗菌加工を施すなど，環境や健康，堅牢性に配慮しています。

3

4
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教科書の構成

本教科書は，見開き１時間構成，数学的活動を通して学べる教科書です。
★印は自分で取り組むページや問題です。

本文

導入課題
新たな学習を始めるための導入課題です。既習内容とのつながりを大切にして
います。

学習のねらい 学習のねらいを明らかにしています。授業展開の見通しをもつことができます。

学習活動
学習する内容です。数学的活動を通して見通しをもって課題を解決していきま
す。

適用問題 学習した内容の理解を確かめ，基礎・基本を定着させるための問題です。

プラス・ワン★ 適用問題の補充問題です。習熟度に応じて取り組めます。

ハートの問題 
学習した内容をさらに深めたり，調べたりするきっかけとなる問題です。
数学的な見方や考え方を育成するための工夫がされています。

p. ○○練習 練習ページとの関連を示しています。

練習
学習した内容の定着のための問題です。わからないときに復習するページを

で示しています。　と　の 2段階の構成にしています。

章末

章の問題
章で学習した内容が身についたかどうかを確かめる問題です。
　  については話し合ったり，レポートにまとめたりすることができます。

いろいろな問題★ 学んだことをもとにして解決できる問題です。

考えてみよう★
答えが 1 つとは限らないものや，いろいろな考え方ができる問題です。レポー
ト課題として取り組むこともできます。

研究をしよう★ 数学の研究の進め方を示しています。

レポートを書こう★ レポートの書き方と具体例を示しています。

挑戦しよう★
学んだことを活用して考える問題です。課題解決のための見通しをもち，その
方法を説明する問いなどを設けています。全国学力・学習状況調査にも対応し
ています。

もっと数学！（発展） この学年で学習する範囲をこえている発展的な学習内容です。

社会にリンク
学習した内容と関連することがらについてのコラムです。実社会で活躍するさ
まざまな職業の人物が中学生に向けて数学を学ぶことの意義を伝えます。

巻末

Mathful［マスフル］★
数学が私たちの生活に生かされていることや，楽しく豊かな数学の世界を知る
ことができる内容です。

まとめの問題 ★ 1 年間の学習が身についたかどうかを確かめる問題です。

解答 プラス・ワン，練習，章の問題，章末のページ，巻末のページの問題の解答です。

ピタ ゴラ スウ
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　教科書の構成と学習指導要領との対応

図書の構成・内容 学習指導要領の内容
該当箇所
ページ

配当時数 用語・記号

１
章
（
12
）

式
と
計
算

１節　式と計算 A(1) ア 10 ～ 25 8 同類項  12

２節　式の利用 
A(1) イ
数学的活動ア，イ，ウ

26 ～ 29
26, 27, 29

2

３節　関係を表す式 A(1) ウ 30 ～ 31 1

１章の問題 A(1) 32 ～ 33 1

２
章
（
13
）

連
立
方
程
式

１節　連立方程式 A(2) ア，イ，ウ 38 ～ 53 8

２節　連立方程式の利用 
A(2) ウ
数学的活動イ

54 ～ 59
59

4

２章の問題 A(2) 60 ～ 61 1

３
章
（
17
）

１
次
関
数

１節　1次関数 C(1) ア，イ 66 ～ 85 10
変化の割合  72
傾き  77

２節　方程式とグラフ C(1) ウ 86 ～ 91 3

３節　1次関数の利用 
C(1) エ
数学的活動イ，ウ

92 ～ 97
93, 95, 96

3

３章の問題 C(1) 98 ～ 99 1

４
章
（
17
）

平
行
と
合
同

１節　角と平行線 
B(1) ア，イ
数学的活動ア，ウ

104 ～ 119
110，111

8
対頂角  104　
内角  109, 112
外角  109, 114

２節　図形の合同 B(2) ア，イ 120 ～ 131 6 ≡  120　証明  127

３節　平行と合同の利用 
B(2) ウ
数学的活動ア，ウ

132 ～ 133
132, 133

2

４章の問題 B(1)，(2) 134 ～ 135 1

５
章
（
17
）

三
角
形
と
四
角
形

１節　三角形 B(2) ウ 140 ～ 151 6 定義  140　逆  145

２節　四角形 B(2) ウ 152 ～ 169 9

３節　三角形や四角形の性質の利用
B(2) ウ
数学的活動イ

170 ～ 171
171

1

５章の問題 B(2) ウ 172 ～ 173 1

６
章
（
10
）

確
率

１節　確率 D(1) ア 178 ～ 183 3

２節　確率の求め方 
D(1) ア
数学的活動ウ

184 ～ 193
189

5

３節　確率の利用 
D(1) イ
数学的活動イ，ウ

194 ～ 195
194, 195

1

６章の問題 D(1) 196 ～ 197 1

合計 86 （標準時数：105 時間）

巻　

末

Mathful( マスフル )

A(1)，(2) 202 ～ 205 ―

B(1)，(2) 210 ～ 214 ―

C(1) 206 ～ 209 ―

D(1) 215 ～ 218 ―

まとめの問題 A～D 220 ～ 226 ―

2.  対照表
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編　修　趣　意　書
（発展的な学習内容の記述）

受理番号 学　校 教　科 種　目 学　年

26-54 中学校 数学 数学 2年

発行者の
番号・略称

教科書の
記号・番号 教　科　書　名

4・大日本 数学・829 新版 数学の世界 2

ページ 記述 類型 関連する学習指導要領の内容や
内容の取扱いに示す事項

63，64 もっと数学！発展
３つの文字をふくむ連立方程式

1 A⑵　連立二元一次方程式について理解し，
　　　それを用いて考察することができるよ
　　　うにする。

199 もっと数学！発展
期待値

1 D⑴　不確定な事象についての観察や実験な
　　　どの活動を通して，確率について理解
　　　し，それを用いて考察し表現すること
　　　ができるようにする。

217，218 もっと数学！発展
確率の積の法則

1 D⑴　不確定な事象についての観察や実験な
　　　どの活動を通して，確率について理解
　　　し，それを用いて考察し表現すること
　　　ができるようにする。

（発展的な学習内容の記述に係る総ページ数　　5　）　　　

（「類型」欄の分類について）
１… 学習指導要領上，隣接した後の学年等の学習内容（隣接した学

年等以外の学習内容であっても，当該学年等の学習内容と直接
的な系統性があるものを含む）とされている内容

２…学習指導要領上，どの学年等でも扱うこととされていない内容


	教育基本法との対照表
	学習指導要領との対照表，配当授業時数表
	発展的な学習内容の記述


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


