
筑波大学附属中学校 
令和３年度使用教科用図書の採択結果とその理由 
教科／出版社／教科書  
国語  
（国語） 
 
教育出版 
伝え合う言葉 中学国語 

「確かな言葉の力を身につけ、生かす」ことを念頭に、各領域等の教材を適切
に配列し、他教科との関連も視野に入れた構成をとっている。「まなびリンク」
や「学びナビ」の活用により主体的に学びを深めることができるよう、工夫が
施されている。また、近代文学に親しむことをねらいとした作家紹介や、読書
へといざなう図書紹介が豊富になされている。 

（書写） 
光村図書 
中学書写 

１～３年の学習内容が１冊におさまっている点で本校での授業形態に適して
いる。全体にカラーやイラストを使い分かりやすく親しみやすい。また、新た
に加わった硬筆のワークブックである『書写ブック』や、QRコードによる動
画リンクが掲載された毛筆手本など、資料も充実している。巻末の楷書・行書
の一覧表も使いやすい。 

社会  
（地理） 
日本文教出版 
中学社会 地理的分野 

各授業時間の学習課題が単元を通して追求する学習テーマに即して適切に設
定されている。また単元のまとめ部分において学習内容を多面的・多角的にと
らえ直す活動が組み込まれていて、活用しやすい構成になっている。 

（歴史） 
帝国書院 
社会科 中学生の歴史 

「タイムトラベル」等の生徒が主体的・能動的に学習に取り組む上で活用しや
すい教材や基本的な事項を自主的に定着させる問が多く、世界の歴史を背景と
して考えたり時代の特色を追究したりするための資料も充実している。 

（公民） 
帝国書院 
社会科 中学生の公民 

質の高い写真資料が豊富で，生徒に社会を身近に感じさせ，自ら学ぶ意欲を 
喚起できる。また，「アクティブ公民」という学習テーマにより，生徒が主体
的・対話的に思考・議論・調査を行うことができ、深い学びが実現できる。 

地図 
帝国書院 

主題図や鳥観図が充実しており、生徒が主体的・能動的に学習に取り組む上で
活用しやすい教材が多い。 

数学 
啓林館 
未来へひろがる数学 

授業で大切にしている数学的活動に関連して、学習過程を振り返ることができ
るようなフレーズや学びをいかすことができる題材が豊富である。またノート
の取り方の例が示されていたり、学びの記録を残して自己評価へとつなげたり
するなど、生徒にとって自宅でも使用しやすい構成となっている。 

理科 
啓林館 
 
未来へひろがる 
サイエンス 

自然の事物・事象に対する概念や原理・法則、科学的に探究する過程が分かり
やすく、また詳しく掲載されている。各単元の学習に必要な資料が豊富であり、
応用・発展学習に対する課題や実験・観察が充実している。小学校での学習事
項との関連や各学年での学習事項が分かりやすく表記され、生徒の自学自習も
期待できる。生徒の抱く疑問や学習段階における課題や実験・観察およびその
結果や考察などの構成が良くできている。 

音楽 
教育芸術社 
中学生の音楽・器楽 

図・写真と説明のバランスが良く、学習効率の向上が見込まれるため。 
教材や資料をオリジナルに開発し補完することが多い本校において、各領域が
満遍なく盛り込まれているため、活用にあたっての自由度が高いため。 

美術 
 

「各題材とその作例」「日本および世界の美術に関する資料の内容」「表現技法
と材料・用具の扱い方に関する資料」の３点に着目して選定した。各単元での



開隆堂 学習の目標が具体的に示された構成となっていて、生徒にとって取り組みやす
いものとなっている。生徒が自分で構想を練り作品に仕上げる際の資料として
扱いやすく、また画像が大きく見やすい。 
 

保健体育 
 
東京書籍 
新しい保健体育 

各課題の発見から、その課題を解決するために必要な学習の流れが明確であ
る。また、要点を押さえ、考えを深めるための手がかりとなる問いが各項目で
示され、それにより内容理解を深めることができる。掲載資料においては、内
容が精選されており、教科横断的な視点から、他教科との関連性や学習課題に
関連する動画資料が準備されている。 

技術・家庭  
（技術分野） 
 
開隆堂 

情報の技術の分野「情報の表現と伝達」では、身の回りにあるネットワークに
接続されている機器や構成に関連して多くの事例をわかりやすく掲載してい
る。「情報のセキュリティ」では、情報の３要素をしっかりとおさえ、その重要
性について事例をあげて生徒の興味、関心が持てるような構成となっている。 

（家庭分野） 
 
開隆堂 

防災教育・環境教育・食育の紙面作りが充実しており、図表や写真も大きく見
やすい構成になっている。実習等も、分かりやすく示されており、予習や復習
に役立つ作りになっている。また発展的な課題や資料も充実しており、興味・
関心に応じて探究的な深い学びを追求したり、実践に結びつけたりすることが
できるように作られている。 

外国語（英語） 
 
教育出版 
ONE WORLD 

各レッスンの構成が本校英語科が実践している授業スタイルにもっとも適し
ていて扱いやすい。また、教えるべき文法項目が登場する順番が本校英語科の
考えに一番近いので、そのままの順番で教えていくことができる。 

 



筑波⼤学附属中学校
令和２年度使⽤教科⽤図書の採択結果とその理由

教科／出版社／教科書
国語
（国語）

教育出版
伝え合う⾔葉 中学国語

「⾔葉の⼒」を確実に⾝につけるという点において、領域のバランスや教材の
配列が適切になされている。学びの流れを可視化した「みちしるべ（学習の⼿
引き）」や「学びのチャレンジ」の活⽤により、⾒通しをもち主体的に学習を進
めることができるよう⼯夫が施されている。また、近代⽂学に親しむことをね
らいとした作家紹介や、読書の幅を広げる⼿⽴てとしての図書紹介が豊富にな
されており、指導の際に活⽤しやすい。

（書写）
光村図書
中学書写

１〜３年の学習内容が１冊におさまっている点で本校での授業形態に適して
いる。全体にカラーやイラストを使い分かりやすく親しみやすい。また、資料
も充実していて、楷書・⾏書の⼀覧表も使いやすい。

社会
（地理）
東京書籍
新しい社会 地理

「世界のさまざまな地域の調査」「⾝近な地域の調査」等、⽣徒が主体的・能動
的に学習に取り組む上で活⽤しやすい教材が多い。

（歴史）
帝国書院
中学⽣の歴史

「タイムトラベル」等、⽣徒が主体的・能動的に学習に取り組む上で活⽤しや
すい教材が多い。

（公⺠）
帝国書院
中学⽣の公⺠

質の⾼い写真資料が豊富で，⽣徒に社会を⾝近に感じさせ，⾃ら学ぶ意欲を
喚起できる。また，「トライアル公⺠」「未来に向けて」というテーマ学習によ
り，⽣徒が主体的・対話的に思考・議論・調査を⾏って深い学びが実現できる。 

地図
帝国書院

⿃瞰図や主題図が充実しており、⽣徒が主体的・能動的に学習に取り組む上で
活⽤しやすい教材が多い。

数学
東京書籍
新編新しい数学

授業で⼤切にしている数学的活動に関わるフレーズや活動を振り返るノート
例、⽣徒にとって⾃宅でも使⽤しやすい構成例が豊富である。

理科
啓林館

未来へひろがる
サイエンス

各単元の学習に必要な資料が豊富であり、応⽤・発展学習に対する課題や実験・
観察が充実している。⼩学校での学習事項との関連や各学年での学習事項が分
かりやすく表記され、⽣徒の⾃学⾃習も期待できる。⽣徒の抱く疑問や学習段
階における課題や実験・観察およびその結果や考察などの構成が良くできてい
る。
別冊の「マイノート」が学習事項のまとめや定着に役⽴つと考えられる。

⾳楽
教育芸術社
中学⽣の⾳楽・器楽

図・写真と⽂字とのバランスが良く、学習効率の向上が⾒込まれる。
教材や資料をオリジナルに開発し補完することが多い本校では、各領域が満遍
なく盛り込まれ、活⽤にあたっての⾃由度が⾼い。

美術

開隆堂

「各題材とその作例」「⽇本および世界の美術に関する資料の内容」「表現技法
と材料・⽤具の扱い⽅に関する資料」の３点に着⽬して選定した。制作過程が
感じられる構成であり、⽣徒が⾃分で構想を練り作品に仕上げる際の資料とし
て扱いやすく、また画像が⼤きく⾒やすい。



保健体育

東京書籍
新しい保健体育

授業の導⼊では、「やってみよう」で興味関⼼を持たせたり、「考えてみよう」
では、課題を主体的に活⽤できる構成になっていたりと⼯夫されている。
また、キーワードやポイント、リンクするところが明確に⽰されており学習を
進めやすいことや、資料が多く客観的な情報も多彩である。関連する学習内容
が、他の教科にあることも⽰されており、視野を広げられ、そして理解を深め
られる。

技術・家庭
（技術分野）

開隆堂

学習指導要領の内容を踏まえて、学習が系統的に進められるよう基礎・基本か
ら応⽤・発展へと段階を踏んで構成されている。作品例も⽣徒にとって理解し
やすい内容が多く、指導しやすい内容となっている。「技術の具体的な評価活
⽤⽅法を考えてみよう」という項⽬では、社会的側⾯、環境的側⾯、経済的側
⾯をとりあげ、「考えさせる⼯夫」が⾒られる。情報の分野において「⼈権」
「個⼈情報の保護」について問題解決的な指導ができるようになっており、適
切な情報量で指導しやすい教科書の構成になっている。

（家庭分野）

開隆堂

⾷の領域の紙⾯作りが充実しており、写真も⼤きく⾒やすい構成になってい
る。実習等の作り⽅も、ポイントを押さえて⽰されており、予習や復習に役⽴
つ作りになっている。また発展的な課題や資料も充実しており、興味・関⼼に
応じて深く追求したり、実践に結びつけたりすることができるように作られて
いる。

外国語（英語）

三省堂
NEW CROWN

各レッスンの構成が、①まず教科書本⽂が⽰され、②次に重要⽂が載っており、
③最終的に充実した練習問題が載っている、となっている。本書が本校英語科
が実践している授業スタイルに対してもっとも適した構成になっている。



筑波大学附属中学校
平成31年度使用教科用図書の採択結果とその理由

学んだことを生徒たちが自分に引きつけ、さらに深く考えるきっかけになる問いか
けが随所にあり、様々な意見を交わしながら学び合うことができるような工夫がな
されている。別冊「道徳ノート」も議論を促進させるようデザインされており、か
つ学期末や年度末に、生徒が自分の学びや成長をふり返ったり、教員が評価や指導
に役立てたりすることもできる。

教科／出版社／教科書

道徳

日本文教出版
あすを生きる



筑波大学附属中学校

平成 28 年度使用教科用図書の採択結果とその理由

教科／出版社／教科書

国語

(国語)

教育出版
伝え合う言葉 中学国語

(書写)

光村図書
中学書写

社会
（地理）

東京書籍
新しい社会　地理

（歴史）

帝国書院
中学生の歴史

（公民）

清水書院
中学公民
日本の社会と世界

地図

帝国書院

数学
東京書籍
新編新しい数学

理科
啓林館

未来へひろがる
サイエンス

音楽
教育芸術社

美術

開隆堂

保健体育

東京書籍
新しい保健体育

技術・家庭
（技術 分野 ）

（家庭 分野 ）

開隆堂

外国語（英語） 

「言葉の力」を確実に身につけるという点において、領域のバランスや教材の
配列が適切になされている。学びの流れを可視化した「みちしるべ（学習の手
引き）」や「学びのチャレンジ」の活用により、見通しをもち主体的に学習を
進めることができるよう工夫が施されている。また、近代文学に親しむことを
ねらいとした作家紹介や、読書の幅を広げる手立てとしての図書紹介が豊富に
なされており、指導の際に活用しやすい。

１～３年の学習内容が１冊におさまっている点で本校での授業形態に適してい
る。全体にカラーやイラストを使い分かりやすく親しみやすい。また、資料も
充実していて、楷書・行書の一覧表も使いやすい。

授業で大切にしている数学的活動に関わるフレーズや活動を振り返るノート
例、生徒にとって自宅でも使用しやすい構成例が豊富である。

「調査」「深める公民」等により、生徒が自発的・発展的に思考・議論・調査
を行うための視点が提示されており、多面的・多角的に考える教材が多い。

「タイムトラベル」等、生徒が主体的・能動的に学習に取り組む上で活用しや
すい教材が多い。

「世界のさまざまな地域の調査」「身近な地域の調査」等、生徒が主体的・
能動的に学習に取り組む上で活用しやすい教材が多い。

中学生の音楽・器楽

鳥瞰図や主題図が充実しており，生徒が主体的・能動的に学習に取り組む上で
活用しやすい教材が多い。

開隆堂

図・写真と文字とのバランスが良く、学習効率の向上が見込まれる。
教材や資料をオリジナルに開発し補完することが多い本校では、各領域が満遍
なく盛り込まれ、活用にあたっての自由度が高い。

三省堂
ＮＥＷ　ＣＲＯＷＮ

各レッスンの構成が、①まず教科書本文が示され、②次に重要文が載ってお
り、③最終的に充実した練習問題が載っている、ということであった。本書が
本校英語科が実践している授業スタイルに対してもっとも扱いやすい構成に
なっている。

各単元の学習に必要な資料が豊富であり、応用・発展学習に対する課題や実
験・観察が充実している。小学校での学習事項との関連や各学年での学習事項
が分かりやすく表記され、生徒の自学自習も期待できる。生徒の抱く疑問や学
習段階における課題や実験・観察およびその結果や考察などの構成が良くでき
ている。
別冊の「マイノート」が学習事項のまとめや定着に役立つと考えられる。

学習指導要領の内容を踏まえて、学習が系統的に進められるよう基礎・基本か
ら応用・ 発展へと段階を踏んで構成されている。作品例も生徒にとって理解し
やすい内容が多く、指導しやすい内容となっている。「技術の具体的な評価 活
用方法を 考えてみよう」という項目では、社会的側面、環境的側面、経済的側
面をとりあげ、「考 えさせる工夫」が見られる。情報の分野において「人権」
「個人情報の保護」について問題解決的な指導ができるようになっており、適
切な情報量で指導しやすい教科書の構成になっている。

食の領域の紙面作りが充実しており、写真も大きく見やすい構成になってい
る。実習等の作り方も、ポイントを押さえて示されており、予習や復習に役立
つ作りになっている。また発展的な課題や資料も充実しており、興味・関心に
応じて深く追求したり、実践に結びつけたりすることができるように作られて
いる。

授業の導入では、「やってみよう」で興味関心を持たせたり、「考えてみよ
う」では、課題を主体的に活用できる構成になっていたりと工夫されている。
また、キーワードやポイント、リンクするところが明確に示されており学習を
進めやすいことや、資料が多く客観的な情報も多彩である。関連する学習内容
が、他の教科にあることも示されており、視野を広げられ、そして理解を深め
られる。

「各題材とその作例」「日本および世界の美術に関する資料の内容」「表現技
法と材料・用具の扱い方に関する資料」の３点に着目して選定した。制作過程
が感じられる構成であり、生徒が自分で構想を練り作品に仕上げる際の資料と
して扱いやすく、また画像が大きく見やすい。


	附属中学校
	tyu
	chu
	chu29




