
令和3年度 浦和実業学園中学校 使用教科用図書 採択一覧及び理由書

教
科

科目 発行社 教科用図書名 採択理由

国 

語

国　語 三省堂
現代の国語 1 
現代の国語 2 
現代の国語 3

巻頭で「つけたい力」からをわかりやすく簡潔に掲示
し、各教材末にある「学びの道しるべ」の「学びを広
げよう」では、様々な発展的課題を掲示するなど、学
習者が主体的に取り組むための工夫が見られる。ま
た、読むことの教材には、「読み方を学ぼう」のペー
ジがあり、読みの視点について段階的に習得できるよ
うに工夫されている。

書　写 三省堂
現代の書写 一 
現代の書写 二 
現代の書写 三

巻頭見開きの部分で、学習の進め方が示されており、
学習の流れがわかりやすい。毛筆の学習においては、
朱墨の濃淡や筆の写真を用いて筆遣いが示されてお
り、基本的技能が習得できるように工夫されている。
また、中学生の作品や写真がふんだんに掲載されてお
り、親しみやすくなっている。

社 

会

地　理 帝国書院
社会科 中学生の地理 
世界の姿と日本の国土

「地理プラス」「未来に向けて」で、国際的な視点か
ら社会的思考を促すことのできる今日的な社会問題を
取り上げている。その内容や考察の視点も地理的分野
にとどまることなく、歴史的視点や公民的視点からア
プローチされている。また、「説明しよう」では本文
を参考に説明する活動を促すことができるため、表現
力の育成に役立っている。加えて、各節に二次元コー
ドがついており、タブレットパソコンなどを使って読
み取ることができ、学習の理解を助ける動画などのコ
ンテンツが入っている。

歴　史 東京書籍 新しい社会 歴史

生徒にとって学びやすい紙面構成（見開き1単元）にな
っている。地図が見やすく、写真資料も豊富で授業で
扱いやすい。また、「みんなでチャレンジ」「歴史に
アクセス」「スキルアップ」など諸技能を養いやすい
構成になっているなど、歴史を通じて本校で身に付け
てほしいグローバルリーダーの育成に資することができ
る。

公　民 東京書籍 新しい社会 公民

教科書を通じて、活動的な学習を行いやすい紙面構成
（見開き1単元）になっている。「公民にアクセス」
「みんなでチャレンジ」「スキルアップ」の項目で
は、話し合いを通して進めていく授業やシミュレーシ
ョン教材など多様な教材が用意されている。これら教
材を用いながら教科の知識のみならず、生徒の主体性や
協調性を育むことができる。

地　図 帝国書院 中学校社会科地図

単なる見やすい地図帳ではなく、諸資料・諸データと
の関連付けられており、産業や社会問題等を読み取ら
せる工夫がある。世界と日本との関係や地域文化と歴
史を関連付けた資料が豊富であり、国内においても、
日本文化や産業が豊富なイラストや写真で提示されて
いる。加えて、各節に二次元コードがついており、タ
ブレットパソコンなどを使って読み取ることができ、
学習の理解を助ける動画などのコンテンツが入ってい
る。

教
科
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数 

学
数　学 数研出版

日々の学びに数学的な見
方・考え方をはたらかせ
る これからの数学 1  
日々の学びに数学的な見
方・考え方をはたらかせ
る これからの数学 2 
日々の学びに数学的な見
方・考え方をはたらかせ
る これからの数学 3

基本問題が多く反復しやすい。また、忘れがちな部分
にはどのページに戻れば良いかが書かれている。数学
旅行では身の回りの題材が扱われており親しみやす
い。巻末には応用問題が掲載してあり考える力をつけ
る事に役立つ。全体的に内容が充実し生徒が自ら学
び、考え、問題を解決していく力の育成に資すること
ができる。

理 
　　
科

理　科 啓林館
未来へ広がるサイエンス 1 
未来へ広がるサイエンス 2 
未来へ広がるサイエンス 3

レイアウトに工夫がなされており、全体として読みやす
くわかりやすい紙面としてまとめられている。また、
実験や観察の内容が本校の教育レベルに則している。
紙面内に示されているQRコードによって、教育の幅が
広がる点や、「なるほど」や「ためしてみよう」で発展
的な内容についても触れている点が良い。章末問題
は、自宅での復習用として利用する際、質・量の面に
おいて適当である。

音 
　 
楽

一　般 教育芸術社
中学生の音楽 1 

中学生の音楽2・3上 
中学生の音楽 2・3下

教科書内の学習内容が領域ごとに明確に関連付けられ
ているため、発達段階や学習段階を踏まえた指導を行
うことができる。また、多くの情報が掲載されている
ことから、音楽資料としての価値も高く、生徒が音楽
の学習に対し興味を抱き、生涯に渡り音楽を愛好する
心を育てることが可能である。

器楽合奏 教育芸術社 中学生の楽器

教科書に掲載されている楽器の種類が多く、様々な学
習状況に対応することができる。また、各楽器に対し
て奏法が図や写真で示されている。同時に演奏するた
め、個別指導が難しい器楽実技授業のスムーズな進行
が可能となる。さらに、基本的な奏法を身に付けるた
めの練習曲が豊富であり、段階を踏んだ実技指導を行
うことができる。

美 

術
美　術 開隆堂

美術 1発券と創造 
美術 ２・3探求と継承

生徒が興味関心を抱きやすい題材や図版、作品が豊富
に掲載されている。解説文も題材や図版の内容も適切
である。美術の幅広い分野にわたり、バランス良く題
材が紹介されており、生徒が鑑賞を通して考えるヒント
が適切に示されている。また、色彩論や美術史、鑑賞
資料として実践的に活用できるものが多い。

保
健
体
育

保健体育 大修館 最新 中学校保健体育

資料・写真等が豊富に配置され、わかりやすく本文の
説明がされている。1単位時間２ページの構成で分量も
良好である。さらに、学んだ知識が実生活においてど
のように自分と繋がるのかを考えるコラムも多く設定
されている。学習ノートとも連動されており、学習者が
授業内容をイメージしやすく、興味を引く内容だった
ため採択につながった。

科目 発行社 教科用図書名 採択理由
教
科
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技
術
・
家
庭

技術・家庭 
（技術分野）

東京書籍
新しい技術・家庭  

技術分野 未来を作る　 
　　　　　 　Technology

見やすい図や写真。わかりやすくまとめられた、もの
の仕組みや作業手順と注意点。QRコードから見ること
ができる動画等の資料から、学習者が主体的に学びな
がら技術科の見方や考え方に気が付ける。また各題材
や他教科との関連性が示されており、物事を多面的に
見る力を養うことができるよう構成されているため。

技術・家庭 
（家庭分野）

東京書籍
新しい技術・家庭  

家庭術分野 自立と共生を
目指して

A4サイズよりも大きいので情報量が多く、特に写真や
図を多様しているなど、学習者の興味・関心を高める
工夫がされている。また調理の実習例はわかりやすく
丁寧に説明されており、学習者が家庭においても意欲
的に学習できるよう構成されている。さらに、インタ
ーネットを活用した学習できるコンテンツも豊富であ
る。

外
国
語

英　語 光村図書

Here We Go! ENGLISH 
COURSE 1 
Here We Go! ENGLISH 
COURSE ２

「読む」「聞く」「話す」「書く」全ての活動を総合
的に行う本校の授業形式に合致するため。また、３年
間ひと続きからなる話のストーリーで、登場する中学
生たちの身の回りで起こる出来事をテーマにしている
内容のため、教科書内で英語が使われる状況と、本校
生徒が学校内で英語を使用する状況が似ていることか
ら、生徒の学習に対するモチベーションが保ちやすい
ため。

英　語 三省堂
NEW CROWN English 
Series 3

4技能をバランスよく学習できるように配列されてい
る。特にLet’s toikがより中学生にとって吸収しやすい
題材と語彙が採用されるようになり、Use speak で、
相づちやつなぎ言葉など新たに追加されたことで、よ
り生徒が英語を「話す」ための活動に、より重点を置
いた授業展開が可能なため。

特
別
の
教
科

道　徳 東京書籍
新訂 新しい道徳 1 
新訂 新しい道徳 2 
新訂 新しい道徳 3

学習者が他者と協調しながら未来を切り拓いていく力
を身につけ、そして、未来を切り拓いていく力が、より
良い自己形成やより良い社会づくりに向かうための教
材として本校の教育に合致している。また、授業の内
容がひと目でわかるようまとめられている。

科目 発行社 教科用図書名 採択理由
教
科


