教科
国語

社会

長岡京市立中学校において使用する教科書一覧
（平成 28 年度～平成 31 年度）
種目
採択教科書
採択理由
国語 「国語」
 国語で学習する事柄を日常生活や学
（光村図書出版㈱）
習のさまざまな場面で活用できるよう
に構成している。
 見通しをもって学習できるように学習
のプロセスを明確に示している。
 「話す・聞く」「書く」の教材では、習得
から活用までが有機的に深化される
ように工夫している。
 普遍的な読む力が身につく着眼点や
手順を具体的に示している。
 教材の一部として適切な役割を担っ
た写真やイラストを豊富に採用してい
る。
書写 「中学書写」
 一つの教材を見開きの紙面構成で掲
（光村図書出版㈱）
載し、見やすく工夫している。
 硬筆の書き込み欄が設定されており、
毛筆で学んだことを硬筆で生かして
学習できるように構成している。
 学習の幅を広げ、他の教科や日常生
活での活用を想定した具体的な例を
豊富に収めている。
 発展的な毛筆教材が充実している。
 国語との連携が可能な教材を取り入
れている。
地理 「社会科 中学生の地理
 写真資料や地図を豊富に使用し、生
的分
世界の姿と日本の国土」
徒の興味・関心を引き出す工夫をして
野
（㈱帝国書院）
いる。
 地図や資料の読み取り方を丁寧に示
しており、地理学習の基礎的な知識･
技能等が習得できる工夫をしてい
る。
 見開き２ページ毎に学習内容が分か
るように写真資料を掲載し、生徒自ら
が学習課題をもち主体的に取り組め
るように工夫している。
歴 史 「新編 新しい社会 歴史」
 家庭学習等で取り組む内容を具体的
的分
（東京書籍㈱）
に示す等生徒が主体的に学習できる
野
ように工夫している。
 レポートやプレゼンテーションの方法
等を明示し、思考力・判断力・表現力
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教科

種目

採択教科書




公民
的分
野



「新編 新しい社会 公民」
（東京書籍㈱）






地図

数学

数学



「中学校社会科地図」
（㈱帝国書院）




「未来へひろがる数学」
「未来へひろがる数学
ＭａｔｈＮａｖｉブック」
（㈱新興出版社啓林館）
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採択理由
を伸ばすことができるように工夫して
いる。
写真や図表等の資料を大判で掲載
し、見やすく工夫している。
「長岡京」に関する記述が詳しい。(本
文、都の変遷、年表)
人権問題の扱いについて、全体的に
バランスが良い。
導入→展開→まとめの流れが構造化
してあり、１時間の授業の基礎的・基
本的内容を理解できるように工夫して
いる。
「対立と合意、効率と公正」について、
本文の他、全体に記載されており、公
民全体を通して学習することができ
る。
１時間の授業、単元末、終章におい
て思考力・判断力・表現力の育成を
図ることができるように工夫している。
資料等が豊富で、取り上げ方を工夫
している。
地図の色合いが良く、全体として生徒
の興味・関心を深めることができるよう
に工夫している。
「長岡京跡」の記載がある。
生徒が見通しをもって学習ができるよ
うに、数学的活動を通した学習の進
め方を丁寧に説明している。
別冊のＭａｔｈＮａｖｉブックは、生徒の
実態に応じて学習が進められるように
工夫している。
既習内容を丁寧に振り返り、基礎的・
基本的な内容の定着を確実に図るこ
とができるように工夫している。
生徒が数学の有用性を実感し、学習
意欲の向上につながるよう、日常生活
や他教科と関連する内容を豊富に扱
っている。
数学的な表現を用い、根拠を明らか
にして説明・伝えあう、言語活動が充
実している。

教科
理科

種目
理科

採択教科書
「未来へひろがるサイエンス」
「未来へひろがるサイエンス
マイノート」
（㈱新興出版社啓林館）











音楽

一般



「中学生の音楽」
（㈱教育芸術社）







器楽
合奏



「中学生の器楽」
（㈱教育芸術社）
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採択理由
生徒の興味･関心を引き出すために、
実社会･実生活からイメージさせる事
例を多く取り上げている。
観察・実験について、学習課題からま
とめまで、探究的に学習する流れで
記述しており、観察･実験の基本的な
操作を多く設定している。
別冊マイノートに記載されている学習
課題が量･質ともに充実しており、基
礎的・基本的な内容の定着や思考
力・判断力・表現力等の育成を図る内
容となっている。
言語活動の充実を図るため、理科に
おける話合いと発表の方法について
発達段階に応じ、示している。
巻末に地域・環境資料集として［サイ
エンストラベラー］を掲載し、日本中に
あるさまざまな地域の自然や特有の
技術を数多く紹介している。
話合いや調べた内容を書き込む等し
て、思考力・判断力・表現力の育成を
目指した、言語活動を促す工夫をし
ている。
楽典を巻末に見開きの紙面構成で、
表等にして掲載し、基礎的・基本的な
内容を繰り返し学べるようにしている。
郷土芸能や自然の美しさ、また希望
や勇気、思いやり、命等道徳心を培う
ような歌詞や言葉を含む教材を取り入
れている。
特別支援教育の視点から、重要な情
報が読み取れるように色合いやデザ
インがシンプルである。
楽器奏法を写真と文章で表記してお
り、特に打楽器について多くの種類や
奏法を掲載している。
アンサンブルセミナーでは、step１から
段階的な手立てがあり、自主的に考
え表現する力の育成を図っている。
「姿勢と礼儀」について取り上げ、道
徳との関連を図っている。

教科
美術

種目
美術

採択教科書
「美術 出会いと広がり」
「美術 学びの深まり」
「美術 美の探求」
（日本文教出版㈱）







保健
体育

保健
体育



「新版 中学校保健体育」
（大日本図書㈱）







技術
家庭

技術
分野



「新編 新しい技術・家庭
技術分野
未来を創る Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」
（東京書籍㈱）






家庭
分野



「新編 新しい技術・家庭
家庭分野
自立と共生を目指して」
（東京書籍㈱）
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採択理由
領域や内容が整理され、生徒にとっ
て分かりやすい教科書として編集して
いる。
発想や構想を練る際のヒントになるア
イデアスケッチを紹介し、制作の際の
アドバイスを「POINT」として紹介して
いる。
鑑賞の活動の観点から学習の目標
を、「学びのねらい」の欄に示し、それ
に応じた内容や教材を厳選している。
各学習の最初に｢考えよう｣を設定し、
学習内容を予見・推論することを通し
て思考力の育成を図っている。
各学習末にある「学習を活かして」で
は学習したことを整理し、自分の生活
に活かせるように配慮している。
興味や関心を広げることができる資料
や写真を多く掲載している。
図やグラフを読み取りやすくするた
め、太さや色づかいをより配慮してい
る。
単元の中に、学習に関連した情報を
「ミニ知識」として紹介している。
体験的な内容や実習等を数多く掲載
し、思考力・判断力の育成を図ること
ができるように工夫している。
生徒が意欲的に取り組めるようコーナ
ーを設け、自学自習を促す工夫をし
ている。
巻末の防災手帳は切り離して保管で
き、災害への備えの工夫をしている。
紙面がＡＢ判で、写真や挿絵を数多く
掲載し、学習内容を理解できるように
している。
体験的な学習事例や活動手順表示
の事例を多く記載し、基礎的・基本的
な内容の定着を図ることができるよう
に工夫をしている。
４つの内容をＢ、Ｃ、Ａ、Ｄの順で配列
し、他の内容や章との関係を「リンク」
で多く示し、学習を進めやすい工夫を
している。

教科

種目

採択教科書



外国
語

英語



「NEW CROWN
ENGLISH SERIES New
Edition」
（㈱三省堂）
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採択理由
Ａ：家族・家庭と子どもの成長
Ｂ：食生活と自立
Ｃ：快適な衣服と住まい
Ｄ：身近な消費生活と環境
紙面がＡＢ判で、写真を大きく掲載
し、挿絵とともに数多く掲載し、学習内
容を理解しやすいように工夫してい
る。
４技能を用いた基本的な活動を行
い、単元末で、学習したことの確認や
表現活動を行えるようつながりよく構
成している。
読み物教材のあとの「Think」で、内容
について自ら考え、表現する活動を
設定し、思考力・判断力・表現力等の
育成を図ることができるように工夫をし
ている。
発展的な読み物教材を掲載してお
り、個々の生徒の理解に応じたきめ細
やかな指導ができるように工夫してい
る。

