
 

 

 

 

平成２６年度使用川崎高等学校附属中学校教科用図書

の採択について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　平成24～27年度使用　中学校教科用図書について
国語　５種

発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況
　　２　東書 新しい国語 －

　１１　学図 中学校国語 －

　１５　三省堂 中学生の国語 －

　１７　教出 伝え合う言葉　中学国語 －

　３８　光村 国語 全地区使用

書写　６種
発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況

　　２　東書 新しい書写 全地区使用

　　４　大日本 中学校書写 －

　１１　学図 中学校書写 －

　１５　三省堂 中学生の書写 －

　１７　教出 中学書写 －

　３８　光村 中学書写 －

社会（地理的分野）　４種
発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況

　　２　東書 新しい社会　地理 －

　１７　教出 中学社会　地理　地域にまなぶ －

　４６　帝国 社会科　中学生の地理　世界のすがたと日本の国土 全地区使用

１１６　日文 中学社会　地理的分野 －

社会（歴史的分野）　７種
発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況

　　２　東書 新しい社会　歴史 －

　１７　教出 中学社会　歴史　未来をひらく 全地区使用

　３５　清水 新中学校　歴史　日本の歴史と世界 －

　４６　帝国 社会科　中学生の歴史　日本の歩みと世界の動き －

１１６　日文 中学社会　歴史的分野 －

２２５　自由社 新しい歴史教科書 －

２２７　育鵬社 中学社会　新しい日本の歴史 －

社会（公民的分野）　７種
発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況

　　２　東書 新しい社会　公民 －

　１７　教出 中学社会　公民　ともに生きる 全地区使用

　３５　清水 新中学校　公民　日本の社会と世界 －

　４６　帝国 社会科　中学生の公民　よりよい社会をめざして －

１１６　日文 中学社会　公民的分野 －

２２５　自由社 新しい公民教科書 －

２２７　育鵬社 中学社会　新しいみんなの公民 －



　平成24～27年度使用　中学校教科用図書について
地図　２種

発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況
　　２　東書 新しい社会科地図 －

　４６　帝国 中学校社会科地図 全地区使用

数学　７種
発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況

　　２　東書 新しい数学 －

　　４　大日本 数学の世界 －

　１１　学図 中学校数学 －

　１７　教出 中学数学 全地区使用

　６１　啓林館 未来へひろがる数学 －

１０４　数研 中学校数学 －

１１６　日文 中学数学 －

理科　５種
発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況

　　２　東書 新しい科学 －

　　４　大日本 理科の世界 －

　１１　学図 中学校科学 －

　１７　教出 自然の探究　中学校理科 －

　６１　啓林館 未来へひろがるサイエンス 全地区使用

音楽（一般）　２種
発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況

　１７　教出 中学音楽　音楽のおくりもの －

　２７　教芸 中学生の音楽 全地区使用

音楽（器楽合奏）　２種
発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況

　１７　教出 中学器楽　音楽のおくりもの －

　２７　教芸 中学生の器楽 全地区使用

美術　３種
発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況

　　９　開隆堂 美術 －

　３８　光村 美術 －

１１６　日文 美術 全地区使用

保健体育　４種
発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況

　　２　東書 新しい保健体育 第1・2・4地区使用

　　４　大日本 中学校保健体育 －

　５０　大修館 保健体育 －

２２４　学研 中学保健体育 第3地区使用



　平成24～27年度使用　中学校教科用図書について
技術・家庭（技術分野）　３種

発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況
　　２　東書 新しい技術・家庭　技術分野 全地区使用

　　６　教図 技術・家庭　技術分野 －

　　９　開隆堂 技術・家庭　（技術分野） －

技術・家庭（家庭分野）　３種
発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況

　　２　東書 新しい技術・家庭　家庭分野 全地区使用

　　６　教図 技術・家庭　家庭分野 －

　　９　開隆堂 技術・家庭　（家庭分野） －

英語　６種
発行者の番号・略称 書　　　　　名 採択地区の状況

　　２　東書 NEW　HORIZON －

　　９　開隆堂 SUNSHINE －

　１１　学図 TOTAL　ENGLISH 全地区使用

　１５　三省堂 NEW　CROWN －

　１７　教出 ONE　WORLD －

　３８　光村 COLUMBUS 21 －

発行者の正式名称

２　東書・・・ 東京書籍株式会社

４　大日本・・・ 大日本図書株式会社

６　教図・・・ 教育図書株式会社

９　開隆堂・・・ 開隆堂出版株式会社

１１　学図・・・ 学校図書株式会社

１５　三省堂・・・ 株式会社　三省堂

１７　教出・・・ 教育出版株式会社

２７　教芸・・・ 株式会社　教育芸術社

３５　清水・・・ 株式会社　清水書院

３８　光村・・・ 光村図書出版株式会社

４６　帝国・・・ 株式会社　帝国書院

５０　大修館・・・ 株式会社　大修館書店

６１　啓林館・・・ 株式会社　新興出版社啓林館

１０４　数研・・・ 数研出版株式会社

１１６　日文・・・ 日本文教出版株式会社

２２４　学研・・・ 株式会社　学研教育みらい

２２５　自由社・・・ 株式会社　自由社

２２７　育鵬社・・・ 株式会社　育鵬社

採択地区

第１地区・・・川崎区

第２地区・・・幸区・中原区

第３地区・・・高津区・宮前区

第４地区・・・多摩区・麻生区


