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1 総合 国語 国語総合 新編国語総合 東京書籍株式会社
生徒の関心をひきつける教材がバランスよく配置さている。基礎的な国語力を養うのに特に
適しており、付録資料も見やすく豊富である。

1 総合 地理歴史 世界史A 要説世界史 株式会社　山川出版社
全体の分量や活字の大きさが適切で、内容も適度に整理されており、本校における目標を達
成するために適当である。

1 総合 数学 数学Ⅰ 高校数学Ⅰ 実教出版株式会社 全体の分量、活字の大きさが適切で、本校における目標を達成するために適当である。

1 総合 数学 数学A 新編　数学A 数研出版株式会社 文理系列 本校における目標を達成するために、適当な分量で、例題や問も適切である。

1 総合 理科 科学と人間生活 科学と人間生活 実教出版株式会社
豊富な図・表に加え、平易な説明文で構成されており
授業展開に最適である。また準拠する副教材も充実している。

1 総合 保健体育 保健 現代保健体育改訂版 株式会社　大修館書店 ２年まで継続使用
学習指導要領に示された内容が、バランスよく配当され、生徒の学力レベルにあった授業が
できる。

1 総合 芸術 美術Ⅰ 高校美術１ 日本文教出版株式会社
生徒の興味と関心を喚起するように、挿絵、写真と本文との関係が工夫されており、生徒の理
解を助けている。

1 総合 芸術 書道Ⅰ 書Ⅰ 光村図書出版株式会社
活動しやすい教科書サイズであり、図版がより鮮明で大きくなり、とても見やすい。また、文字
情報が分かりやすく整理され、生徒の学習をスムーズに運ぶと予想される。

1 総合 外国語 コミュニケーション英語Ⅰ
VISTA
English CommunicationⅠ

株式会社　三省堂
学習指導要領に示された内容が、バランスよく配分されている。また、生徒の興味関心をひく
内容でコミュニケーション活動を行える工夫がなされている。

1 総合 家庭 家庭基礎 家庭基礎　明日の生活を築く 開隆堂株式会社
全体の分量、活字の大きさ適切で、本校における目標を達成するために適当である。また、
実習がしやすいように、写真が多く、流れを視覚的にとらえることが出来る。

1 総合 情報 社会と情報 最新社会と情報 実教出版株式会社
情報社会を支える情報技術の役割やその影響、問題解決に対しての学習内容において、イ
ラストやカラー図によって、わかりやすくまとめてある。

1 総合 商業 ビジネス基礎 ビジネス基礎 実教出版株式会社 情報ビジネス系列
商業の学習のガイダンスを、カラーの図や画像を用いて、興味関心を高めるように配慮してあ
り、各章もわかりやすく解説してある。

1 総合 福祉 社会福祉基礎 社会福祉基礎 実教出版株式会社 生活福祉系列
新教育課程に従って作られている。また、精選された内容でわかりやすく、図なども見やすく
生徒の興味・関心を喚起しながら学習が進められるように工夫されている。

2 総合 国語 現代文Ｂ 高等学校　標準現代文Ｂ 株式会社　第一学習社 ３年まで継続使用
生徒の関心をひきつける教材がバランスよく配置さている。基礎的な国語力を養うのに特に
適しており、付録資料も見やすく豊富である。

2 総合 国語 古典Ｂ 新編古典Ｂ 教育出版株式会社 ３年まで継続使用
読解と文法事項の両方面で安定した教材を多く配置し、文章量も適切である。レイアウトも
ゆったりと見やすい。

2 総合 地理歴史 日本史A 日本史A　現代からの歴史 東京書籍株式会社 文理系列以外
全体の分量が適切で、カラー図版が豊富であり、本校における目標を達成するために適当
である。

2 総合 地理歴史 日本史B 詳説日本史 株式会社　山川出版社
文理系列文系
３年まで継続使用

大学入試に対応する最も基本的な教科書であり、生徒たちの進路実現を達成するために適
当であり、学習の深化もさせやすい。

2 総合 地理歴史 地理B 詳細地理B 株式会社　帝国書院
文理系列理系
３年まで継続使用

全体の分量が適切で、カラー図版が豊富であり、地理的思考力を高めるのに適している。ま
た、本校における目標を達成するために適当である。
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2 総合 地理歴史 地理B 詳細高等地図 株式会社　帝国書院
文理系列理系
３年まで継続使用

目次・索引・凡例その他教科書使用上の便宜が図られており、教科書の理解を助けるのに適
当である。また、主題図が豊富であり、視覚効果が期待できる

2 総合 公民 現代社会 高校現代社会 実教出版株式会社 文理系列
全体の内容が豊富で、説明も詳しく書かれている。大学進学を目指す文理系列の生徒にとっ
て、進路目標を実現するために適当である。

2 総合 数学 数学Ⅱ 新編　数学Ⅱ 数研出版株式会社
文理系列
文系のみ３年まで継続使用

本校における目標を達成するために、適当な分量で、例題や問も適切である。

2 総合 数学 数学A 高校数学A 実教出版株式会社 文理系列以外 全体の分量、活字の大きさが適切で、本校における目標を達成するために適当である。

2 総合 数学 数学B 新編　数学B 数研出版株式会社 文理系列 本校における目標を達成するために、適当な分量で、例題や問も適切である。

2 総合 理科 化学基礎 新編　化学基礎 東京書籍株式会社
文理系列理系
２年から継続使用

精選された内容で、図・グラフ等も見やすく、本校生徒の実態に即した大変使いやすく、文理
系列理系の生徒が自学するのに適している。

2 総合 理科 化学 新編　化学 東京書籍株式会社
文理系列理系
３年まで継続使用

精選された内容で、図・グラフ等も見やすく、本校生徒の実態に即した大変使いやすく、文理
系列理系の生徒が自学するのに適している。

2 総合 理科 生物基礎 高校生物基礎 実教出版株式会社 文理系列理系以外 基礎・基本の内容に加え、発展の内容が充実しており大変使用しやすいものである。

2 総合 保健体育 保健 現代保健体育改訂版 株式会社　大修館書店 １年から継続使用 平成２７年度使用教科書採択で継続使用決定

2 総合 芸術 美術Ⅱ 高校美術２ 日本文教出版株式会社 自由選択
生徒の興味と関心を喚起するように、挿絵、写真と本文との関係が工夫されており、生徒の理
解を助けている。

2 総合 外国語 コミュニケーション英語Ⅱ
COMET
English CommunicationⅡ

数研出版株式会社 文理系列
学習指導要領に示された内容が、バランスよく配当されている。
また、生徒の興味関心をひく内容が多い

2 総合 外国語 英語表現Ⅱ
New ONE WORLD
ExpressionsⅡ

教育出版株式会社 文理系列 教科書の構成がシンプルにまとめられており、生徒が理解しやすいように工夫されている。

2 総合 外国語 英語会話
SELECT
English Conversation

株式会社　三省堂 文理系列以外
生徒のレベルに合った授業展開が可能である。イラストが多く用いてあり、視覚から生徒の理
解を助ける工夫がなされている。

2 総合 家庭 ファッション造形基礎 ファッション造形基礎 実教出版株式会社 自由選択
基礎・基本を重視し、わかりやすく解説してある。また、用具の名称や採寸、基礎縫いなど小
中学校の復習となる内容もイラスト入りで説明してあり、内容も充実している。

2 総合 商業 ビジネス実務 ビジネス実務 実教出版株式会社
情報ビジネス系列
（選択）

視覚的に見やすく、生徒の理解を助ける効果的な編集がされている。

2 総合 商業 簿記 新簿記 実教出版株式会社
情報ビジネス系列（選択）
３年まで継続使用

生徒の興味・関心を喚起しながら学習が進められるように工夫されている。

2 総合 商業 情報処理 情報処理 実教出版株式会社 文理系列以外
精選された内容で、図・グラフ等も見やすく、本校生徒のレベルにあった大変使いやすいも
のである。

2 総合 福祉 介護福祉基礎 介護福祉基礎 実教出版株式会社 生活福祉系列
新教育課程に従って作られている。介護の基本的な考え方や知識について分かりやすく説
明がされており、専門的知識の習得が可能である。
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2 総合 福祉 コミュニケーション技術 コミュニケーション技術 実教出版株式会社 生活福祉系列
新教育課程に従って作られている。高齢者や障害のある人へのコミュニケーションについて
具体的な事例を用いて説明がされている。

2 総合 福祉 生活支援技術 生活支援技術 実教出版株式会社
生活福祉系列
３年次まで継続使用

新教育課程に従って編集されている。介護従事者の心構えから、根拠のある介護技術までイ
ラスト付きで解説されている。

3 総合 国語 国語表現 国語表現 株式会社　大修館書店 文理系列 実生活の場に活かせる教材が幅広く配置されている。

3 総合 公民 現代社会 最新現代社会 実教出版株式会社 文理系列以外
活字や図版の大きさが適切で、使いやすい構成となっている。また、全体の分量が適切であ
る。

3 総合 数学 数学Ⅱ 新編　数学Ⅱ 数研出版株式会社
文理系列文系
２年から継続使用

平成２７年度使用教科書採択で継続使用決定

3 総合 数学 数学Ⅲ 新編　数学Ⅲ 数研出版株式会社 文理系列理系 本校における目標を達成するために、適当な分量で、例題や問も適切である。

3 総合 理科 物理 物理 東京書籍株式会社 文理系列理系（選択）
既習の基礎的な内容をもとに、継続して学習するのに
大変使いやすいものである。

3 総合 理科 化学 新編　化学 東京書籍株式会社
文理系列理系
２年から継続使用

精選された内容で、図・グラフ等も見やすく、本校生徒の実態に即した大変使いやすく、文理
系列理系の生徒が自学するのに適している。

3 総合 理科 生物基礎 高校生物基礎 実教出版株式会社
文理系列文系、文理系列以
外は２年から継続使用

基礎・基本の内容に加え、発展の内容が充実しており大変使用しやすいものである。

3 総合 理科 生物 生物 東京書籍株式会社 文理系列理系（選択）
既習の基礎的な内容をもとに、継続して学習するのに
大変使いやすいものである。

3 総合 芸術 美術Ⅲ 高校美術３ 日本文教出版株式会社 自由選択
様々な作家について多くの図版を使用しながら説明がなされており、そこから美術への深い
理解が期待できる。

3 総合 芸術 書道Ⅱ 書Ⅱ 光村図書出版株式会社 自由選択
生徒の興味と関心を喚起するように、法帖、写真と本文との関係が工夫されている。作品例も
多く生徒の理解を助けている。

3 総合 外国語 コミュニケーション英語Ⅱ
BIG DIPPER
English CommunicationⅡ

数研出版株式会社 文理系列 内容が充実しており、自己表現活動に必要な文法事項がきちんと網羅されているため。

3 総合 外国語 コミュニケーション英語Ⅱ
All Aboard!
Communication EnglishⅡ

東京書籍株式会社 文理系列以外（選択）
学習指導要領に示された内容が、バランスよく配当されている。
また、生徒の興味関心をひく内容が多い

3 総合 外国語 英語表現Ⅱ
Vivid
Englsih ExpressionⅡ

株式会社　第一学習社 文理系列
教科書の構成がシンプルにまとめられており、きちんと段階を踏んで生徒が理解できるように
作成されているため。

3 総合 外国語 英語表現Ⅱ
MY WAY
English ExpressionⅡ

株式会社　三省堂 文理系列以外（選択）
生徒が理解しやすいように構成が工夫されており、演習問題などがバランス良く入れられて
いる。

3 総合 外国語 英語会話
Sailing
English Conversation

株式会社　新興出版社啓
林館

文理系列以外（自由選択）
実生活に即した場面を扱った活動ができるように工夫されており、生徒のモチベーションを上
げるように構成されているため。

3 総合 家庭 ファッション造形基礎 ファッション造形基礎 実教出版株式会社
生活福祉系列（選択）
２年次より継続履修

基礎・基本を重視し、わかりやすく解説してある。また、用具の名称や採寸、基礎縫いなど小
中学校の復習となる内容もイラスト入りで説明してあり、内容も充実している。



学
年

使用
学科

教科名 科目名 教科書名 発行者 備　　　考 選　定　理　由

佐賀県立唐津青翔高等学校　平成28年度使用教科用図書一覧

3 総合 家庭 子ども文化 子ども文化 教育図書株式会社 自由選択
基礎・基本を重視し、わかりやすく解説してある。また、こどもと関わることに重点を置いてあ
り、子どもと遊びや表現活動、文化などの内容が充実している。

3 総合 商業 ビジネス実務 ビジネス実務 実教出版株式会社 自由選択 視覚的に見やすく、生徒の理解を助ける効果的な編集がされている。

3 総合 商業 簿記 新簿記 実教出版株式会社
情報ビジネス系列（選択）
２年から継続使用

生徒の興味・関心を喚起しながら学習が進められるように工夫されている。

3 総合 商業 ビジネス情報 ビジネス情報 実教出版株式会社 自由選択
精選された内容で図なども見やすく生徒の興味・関心を喚起しながら学習が進められるように
工夫されている。

3 総合 福祉 こころとからだの理解 こころとからだの理解 実教出版株式会社 生活福祉系列
新教育課程に従って内容がまとまっている。また、視覚的にも見やすく、生徒の理解を深める
図やイラストが多様され、理解の深化に効果的な編集がされている。


