
1 普通 国語 国語総合 212 桐原 国総363
新探求国語総合
現代文・表現編

教材数が豊富であり、生徒の物の見方を広げ、考えを深め
られるよう教材配列がなされており、本校生徒のレベルにも
合っている。

1 普通 国語 国語総合 212 桐原 国総364
新探求国語総合
古典編

文法から解釈に至る学習がスムーズに行える教材配列が
なされている。１年次に習得するべき文法事項がわかりや
すくまとめられている。

1 普通 公民 現代社会 183 第一 現社321
高等学校改訂版
現代社会

内容が詳細で図表なども多数盛り込まれており受験指導
の教科書として最適である。

1 普通 数学 数学Ⅰ 2　東書 数Ⅰ317 数学Ⅰ　Advanced
基礎・基本から発展まで、練習問題の配列に工夫がなされ
ており、生徒の実態に合わせた選択をすることができる。

1 普通 数学 数学Ⅱ 2　東書 数Ⅱ317 数学Ⅱ　Advanced
文系　3年まで継続使用
理系　2年まで継続使用

数学Ⅰで使用する教科書との関連づけがなされており、基
礎・基本から発展まで、練習問題の配列に工夫がなされて
いる。

1 普通 数学 数学Ａ 2　東書 数A317 数学A　Advanced
基礎・基本から発展まで、練習問題の配列に工夫がなされ
ており、生徒の実態に合わせた選択をすることができる。

1 普通 理科 物理基礎 104　数研 物基319 改訂版 新編　物理基礎
法則や公式が整理されており、図や写真も見やすくなって
いる。また、準拠ノートがあり、理系科目が苦手な生徒にも
学びやすく、本校生徒のレベルにあったものである。

1 普通 理科 生物基礎 104　数研 生基 316 改訂版　生物基礎
他社と比べて量的にもすっきりとしており、それでいて発展
的な内容も十分掲載されている。視覚的にも美しく、教科
書だけでも十分な学習効果が期待できる。

1 普通 保健体育 体育 50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

3年まで継続
表や写真が多用してあり、活字の大きさも適当で見やす
い。内容・分量とも本校の生徒の実状に応じている。また、
運動スポーツの学び方についての内容が充実している。

1 普通 保健体育 保健 50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

2年まで継続使用
表や写真が多用してあり、活字の大きさも適当で見やす
い。内容・分量とも本校の生徒の実状に応じている。また、
現代の健康問題についての内容が充実している。
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1 普通 芸術 音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ 310 ＭＯＵＳＡ１ 選択

様々なジャンルから精選された教材によって充実した内容
となっており、音楽科の目標達成に適切である。また音楽
史や鑑賞についても社会的背景と絡めながら指導が可能
な内容となっており、より理解を深めることができる。

1 普通 芸術 美術Ⅰ 116　日文 美Ⅰ　305 高校生の美術１ 選択
各分野を図版を多く掲載しながら多角的な視点で掘り下げ
ている。また、技法や美術の歴史についても詳しく紹介し
ており、作品制作と並行して生徒がより活用しやすい。

1 普通 芸術 書道Ⅰ 2 東書 書Ⅰ　３０５ 書道Ⅰ 選択

各分野において、内容や分量がバランスよく配分されてい
る。また、書についてのコラムを取り入れることで、生徒の
興味・関心を高める工夫がされたり、字形や筆順、筆使い
の説明などがあり、生徒にとって学習しやすい。

1 普通 外国語 コミュニケーション英語Ⅰ17教出 コⅠ336
NEW ONE WORLD
Communication I
Revised Edition

トピックが面白く、生徒が興味関心をもって学べる内容である。各
パートに内容に関連した表現活動があり、話したり、聞いたり、書
いたりする活動につなげやすい構成となっている。またワーク
ブックが充実している。

1 普通 外国語
英語表現
Ⅰ

231いいずな 英Ⅰ340
be
English Expression I
Standard

発信するための英語力を身につけることを主眼に置いた編纂で
り、高校生の生活レベルに合った英文が多く掲載されていること
から、よりコミュニカティブな活動が展開できる。

1 普通 家庭 家庭基礎 2 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造
本文の内容が分かりやすく、また理解を深めるための資料が充
実している。各章ごとにホームプロジェクトやコラムがあり、生徒の
興味を広げるような内容になっている。

1 普通 情報 情報と社会 104 数研 社情 314 改訂版　高等学校社会と情報
図や写真が非常に多く、理解がしやすい内容である。ま
た、情報モラルに関する新聞記事が豊富であり、身近な事
例で生徒に教えることができる。

2 普通 国語 現代文Ｂ 104 数研 現Ｂ 333 改訂版　現代文Ｂ 3年まで継続使用
定番の教材、筆者が配列されている。評論文でおさえるべ
き論の展開、構造が分かりやすく図式化されている。

2 普通 国語 古典Ｂ 183 第一 古Ｂ 352 高等学校　改訂版　古典B 3年まで継続使用
古文、漢文ともに各時代、ジャンルの定番教材を数多く収
録されている。デジタル教科書の内容が充実している。

2 普通 地理歴史 世界史Ａ 7 実教 世Ａ 312 新版世界史Ａ　新訂版 選択
重要用語が精選されており、事項配列が適切である。ま
た、豊富な資料により、生徒が視覚的イメージを持てるよう
に工夫されている。
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2 普通 地理歴史 日本史Ａ 2 東書 日Ａ308 日本史Ａ　現代からの歴史 選択
歴史的な資料が充実しており、生徒の視覚に訴える教科
書として最適である。またデジタル化にも対応できている。

2 普通 地理歴史 地理Ａ 2 東書 地Ａ３０７ 地理Ａ 選択
見開き２ページで単元が構成されており、写真やグラフ等
が適切に配置され、生徒の理解を助ける構成がなされてい
る。またデジタル化にも対応できている。

2 普通 地理歴史 地理Ａ 46 帝国 地図309 標準高等地図
－地図でよむ現代社会－

選択
大判で、すべての地図が大変見やすい。また、現代の諸
課題に関する資料も充実しており、資料集としての利用も
できる。

2 普通 地理歴史 世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版
選択
3年まで継続使用

簡潔な文章表現で書かれており、生徒にとって理解しやす
く、資料も生徒の興味・関心を喚起するような特色ある工夫
がなされている。

2 普通 地理歴史 日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版 選択３年まで継続使用
豊富な歴史的資料が掲載されており、またわかりやすい文
章表現で生徒の興味・関心を喚起するなどの工夫が施さ
れている。

2 普通 地理歴史 地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ
選択
3年まで継続使用

地図やグラフ、写真が適切に用いられ、生徒の理解を確か
なものにできる。基本の用語から最新の情報まで、生徒が
興味関心を持つような工夫が施されている。

2 普通 地理歴史 地理Ｂ 46 帝国 地図310 新詳高等地図
選択
3年まで継続使用

正確な地理的知識を生徒が身につけられるよう，よく配慮
されている。

2 普通 公民 政治・経済 ７　実教 政経　312 高校政治・経済新訂版 文系
最新のデータが採用されており、内容もコンパクトで使いや
すい。

2 普通 数学 数学Ⅱ 2　東書 数Ⅱ317 数学Ⅱ　Advanced 文系　3年まで継続使用 継続使用

2 普通 数学 数学Ⅲ 2　東書 数Ⅲ317 数学Ⅲ　Advanced 理系3年まで継続使用

数学Ⅰ,数学Ⅱで使用する教科書との関連付けがなされて
おり，基礎・基本、応用、発展と配列され、内容を深化させ
ることができる。また、練習問題に工夫がなされており、生
徒の実態に合わせた選択をすることができる。
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2 普通 数学 数学Ｂ 2　東書 数B317 数学B　Advanced

数学Ⅰ,数学Ⅱで使用する教科書との関連づけがなされて
おり、内容を深化させることができる。また、授業が進めや
すいように工夫されており、発展的な内容も取り上げてい
る。

2 普通 理科 物理基礎 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 選択

法則や公式が整理されており、図や写真も見やすくなって
いる。また、導入などで用いることができる動画などもあり、
生徒の興味関心を引き立てる教科書で、本校生徒のレベ
ルにあったものである。

2 普通 理科 物理 104 数研 物理 314 改訂版　総合物理　１
選択
3年まで継続使用

導入などで用いられる動画があり、生徒の興味関心を引く
教科書となっている。また、コラムや参考などで、多くの理
科に関する知識を選択的に学ぶこともでき、学力の幅が大
きい本校の生徒には最適の内容である。

2 普通 理科 物理 104 数研 物理 315 改訂版　総合物理　２
選択
3年まで継続使用

導入などで用いられる動画があり、生徒の興味関心を引く
教科書となっている。また、コラムや参考などで、多くの理
科に関する知識を選択的に学ぶこともでき、学力の幅が大
きい本校の生徒には最適の内容である。

2 普通 理科 化学基礎 7 実教 化基　316 新版化学基礎　新訂版 必履修

本文の記載内容が必要十分で、本校の学習目標を1年間
で達成できる。また、生徒の理解を助ける補足が随所に盛
り込まれており、授業をスムーズに展開できる上に、問題が
豊富で生徒が使いやすい教科書である。

2 普通 理科 化学 2 東書 化学 308 改訂　化学
選択
3年まで継続使用

高校で必要な学習内容がすべて網羅され、記述もわかり
やすい。さらに、学びを深めるための学習問題や発展的内
容も詳しく取り上げられており、本校の学習目標を達成す
るために最適の内容である。

2 普通 理科 生物基礎 104　数研 生基 316 改訂版　生物基礎
選択
3年まで継続使用(文系)

平成31年度(令和元年度）使用教科書選定・採択で継続使
用決定

2 普通 理科 生物 104 数研 生物 310 改訂版　生物
理系のみ
選択
3年まで継続使用

他社と比較しても一番コンパクトですっきりしている。精選さ
れた図版と資料により、授業の効率化を図ることができる。
生物基礎とのセットで重複も無く、効率的な学習効果が期
待できる。

2 普通 保健体育 体育 50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

1年から継続使用
3年まで継続使用

平成29年度使用教科書選定・採択で継続使用決定

2 普通 保健体育 保健 50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

1年から継続使用 平成29年度使用教科書選定・採択で継続使用決定
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2 普通 芸術 音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ 310 ＭＯＵＳＡ２
選択
3年まで継続使用

1年次からの系統立てた指導が可能である。また、様々な時代、
諸国の音楽を取り扱っており、音楽を幅広い視野で理解し、表現
できる内容となっている。

2 普通 芸術 美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２
選択
3年まで継続使用

画材の成り立ちや制作手順が丁寧な解説と写真で掲載されてお
り、応用的な内容もしっかりと理解できるよう工夫されている。

2 普通 芸術 書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ 304 書Ⅱ
選択
3年まで継続使用

基本点画の連続写真で、文字の特徴や運筆を分かりやすく示し
たり、臨書に適した拓本を選び、鮮明な印刷で再現してある。ま
た、「漢字仮名交じりの書」の学習がしやすいように教材の配列
に工夫がされている。デジタル教材が良い。

2 普通 外国語 コミュニケーション英語Ⅱ212 桐原 コⅡ354
WORLD TREK
English Communication Ⅱ
New Edition

生徒の知的好奇心を刺激するような教材が用意されてい
る。また英文読解力を養成するだけでなく、コミュニケー
ション活動につながる内容が用意されていて、4技能をバラ
ンスよく伸長できる内容である。

2 普通 外国語 英語表現Ⅱ177 増進堂 英Ⅱ327
MAINSTREAM
English Expression Ⅱ
SECOND EDITION

スピーキング・ライティングを中心とした構成で、順序やバラ
ンスが非常によく、取り組みやすいトピックも多い。また、モ
デル文が提示されていることから、生徒の学習にも有効に
活用できるため。

2 普通 家庭 家庭基礎 2 東書 家基 3１1 家庭基礎　自立・共生・創造 1年から継続使用 平成3１年度使用教科書選定・採択で継続使用決定

3 普通 国語 現代文Ｂ 104 数研 現Ｂ 333 改訂版　現代文Ｂ ２年から継続使用
定番の教材、筆者が配列されている。評論文でおさえるべ
き論の展開、構造が分かりやすく図式化されている。

3 普通 国語 古典Ｂ 183 第一 古Ｂ 352 高等学校　改訂版　古典B ２年から継続使用
古文、漢文ともに各時代、ジャンルの定番教材を数多く収
録されている。デジタル教科書の内容が充実している。

3 普通 地理歴史 世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版
選択
2年から継続使用

平成31年度使用教科書選定・採択で継続使用決定

3 普通 地理歴史 日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版
選択
2年から継続使用

平成31年度使用教科書選定・採択で継続使用決定
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3 普通 地理歴史 地理Ｂ 2 東書 地Ｂ306 地理Ｂ
選択
2年から継続使用

平成31年度使用教科書選定・採択で継続使用決定

3 普通 地理歴史 地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ 310 新詳高等地図　
選択
2年から継続使用

平成31年度使用教科書選定・採択で継続使用決定

3 普通 公民 政治・経済 ７　実教 政経　312 高校政治・経済新訂版 文系
最新のデータが採用されており、内容もコンパクトで使いや
すい。

3 普通 数学 数学Ⅱ １０４　数研 数Ⅱ　328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ 継続使用

3 普通 数学 数学Ⅲ １０４　数研 数Ⅲ 323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ 継続使用

3 普通 数学 総合数学 自主編成教材
平成25年度申請済
【学校設定科目】

当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成の
教材を採択している。

3 普通 理科 物理 104 数研 物理 314 改訂版　総合物理　１
選択
2年から継続使用

導入などで用いられる動画があり、生徒の興味関心を引く
教科書となっている。また、コラムや参考などで、多くの理
科に関する知識を選択的に学ぶこともでき、学力の幅が大
きい本校の生徒には最適の内容である。

3 普通 理科 物理 104 数研 物理 315 改訂版　総合物理　２
選択
2年から継続使用

導入などで用いられる動画があり、生徒の興味関心を引く
教科書となっている。また、コラムや参考などで、多くの理
科に関する知識を選択的に学ぶこともでき、学力の幅が大
きい本校の生徒には最適の内容である。

3 普通 理科 化学基礎 7 実教 化基　316 新版化学基礎　新訂版
選択
2年から継続使用

平成31年度使用教科書選定・採択で継続使用決定

3 普通 理科 化学 2 東書 化学 308 改訂　化学
選択
2年から継続使用

平成31年度使用教科書選定・採択で継続使用決定
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3 普通 理科 生物基礎 104　数研 生基 316 改訂版　生物基礎
選択
1年から継続使用

平成31年度(令和元年度）使用教科書選定・採択で継続使
用決定

3 普通 理科 生物 104 数研 生物 310 改訂版　生物
選択
2年から継続使用

平成31年度(令和元年度）使用教科書選定・採択で継続使
用決定

3 普通 保健体育 体育 50 大修館 保体 304
現代高等保健体育
改訂版

1年から継続使用 平成29年度使用教科書選定・採択で継続使用決定

3 普通 芸術 音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ 310 ＭＯＵＳＡ２
選択
2年から継続使用

選択
2年から継続使用

3 普通 芸術 音楽Ⅲ 27 教芸 音Ⅲ 305 Ｊｏｙ ｏｆ Ｍｕｓｉｃ 選択
表現教材と鑑賞教材の関連が図られており、理解を深めた
り、関連付けたりできるような工夫がなされており、より深い
音楽の理解へとつなげやすい。

3 普通 芸術 美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ 302 高校美術２
選択
2年から継続使用

平成26年度使用教科書選定・採択で継続使用決定

3 普通 芸術 美術Ⅲ 38 光村 美Ⅲ 301 美術３ 選択
掲載作品が多く、文化財修復の実情や美術館、博物館の
紹介も斬新である。生徒の関心に柔軟に対応できる。

3 普通 芸術 書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ 304 書Ⅱ
選択
2年から継続使用

平成26年度使用教科書選定・採択で継続使用決定

3 普通 芸術 書道Ⅲ 38 光村 書Ⅲ 304 書Ⅲ 選択

名跡が多数掲載され、臨書や鑑賞の学習をした上で、個
性豊かな創作につなげられる工夫がされている。また、書
論やコラムが数多く掲載され、書文化への理解を深めるこ
とができる。

3 普通 外国語
コミュニ
ケーション
英語Ⅲ

61 啓林館 コⅢ336
LANDMARK Fit
English Communication Ⅲ

英文の質・量ともに本校生徒に合っており、掲載されている問題
も大学入試問題と似ているため、大学入試の対策にもなる。各課
の終わりにはスピーキングやライティング等のアクティビティが用
意されており、四技能試験対策にも適している。

7 / 8



検　討　結　果

令和２年度使用教科用図書検討結果一覧表

伊万里高等学校

学
年

使用
学科

教科名 科目名 発行者
教科書の
記号・番号

教科書名 備考

3 普通 外国語 英語表現Ⅱ61 啓林館 英Ⅱ323
Vision Quest
English ExpressionⅡ
Hope

2年次より継続利用

文法事項の基礎基本を体系的に学習できるだけでなく、言
語の使用場面に応じた表現活動が用意されている。またア
クティビティーの種類が豊富で繰り返して学習できる構成
である。

3 普通 家庭
子どもの発
達と保育

6 教図 家庭 304
子どもの発達と保育
育つ　育てる　育ち合う

選択
子どもの発達についての資料が豊富であり、またその解説
も詳細で分かりやすい。各章ごとのコラムは、生徒の考える
力を引き出すことができる内容になっている。

3 普通 音楽 音楽実技 音楽之友社
バイエル・ピアノ教則本
NEW Edition

平成26年度申請済
【学校設定科目】

ピアノの経験がない生徒に対しても、楽譜の読み方から基
本的なピアノ演奏法を修得させるために適した内容が盛り
込まれている。

3 普通 美術 素描 自主編成教材
平成26年度申請済
【学校設定科目】

専門科目であるため、年間指導計画表に基づいた、教員
作成の授業プリントを使用し実施。

3 普通 書道 書道表現 中教出版
書道芸術
漢字編

平成２７年度申請済
【学校設定科目】

中国や日本の有名な古典を数多く掲載し、名書家の臨書
例も添えられており、臨書学習に取り組みやすい。また、篆
刻や刻字、表装の仕方等も取り上げてあり、書活動を幅広
く学習できるように工夫してある。

8 / 8


