
令和４年度使用教科用図書検討結果一覧表
                                         佐賀県立三養基高等学校

　　　　　　
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 検討結果

1 普通科 国語 現代の国語 2東書 現国702 精選現代の国語

定番教材と新しい教材がバランスよく収録されている。写真や単元ごとの
関連事項解説も充実しており、生徒が興味関心を持って学習をさらに深
めることにつながる期待が持てる。表現活動も充実しており、生徒の力を
伸ばしやすいと考える。

1 普通科 国語 言語文化 2東書 言文702 精選言語文化
定番教材と新しい教材がバランスよく収録されている。写真や単元ごとの
関連事項解説も充実している。また、言語活動についても充実しており、
生徒の力を伸ばしやすいと考える。

1 普通科 地歴 地理総合 2東書 地総701 地理総合
資料が適切にまとめられ、単元ごとの探求課題や振り返りの構成も工夫
されている。またＧＩＳや地域調査の手法に関する内容も充実している。こ
れらを通し、地理的な見方・考え方を深化できるものとなっている。

1 普通科 地歴 歴史総合 81山川 歴総709
わたしたちの歴史
日本から世界へ

１年次で学習しやすい内容となっており、図や資料が多く、本文冒頭にも
生徒に興味・関心が持てるように題が設定されている。見開きで内容が
まとられており、学習しやすいレイアウト構成となっている。

1 普通科 地歴 地図 46帝国 地図702 新詳高等地図
一般図だけではなく主題図やグラフが項目ごとに適切にまとめられ、視
覚的に見やすく配置されている。生徒にとって地図情報を整理しやすい
地図帳である。

1 普通科 数学 数学Ⅰ 61啓林館 数Ⅰ711 深進数学Ⅰ

例、例題、問が本校生徒の基礎・基本の定着を図る上で、量、質ともに充
実していると考える。また、巻末の探求では数学的な見方・考え方を深め
ることができるようになっており、段階を追って学習がしやすい配列に
なっている。

1 普通科 数学 数学Ⅱ 61啓林館 数Ⅱ708 深進数学Ⅱ 2年まで継続使用

例、例題、問が本校生徒の基礎・基本の定着を図る上で、量、質ともに充
実していると考える。また、巻末の探求では数学的な見方・考え方を深め
ることができるようになっており、段階を追って学習がしやすい配列に
なっている。

1 普通科 数学 数学Ａ 61啓林館 数Ａ711 深進数学A

例、例題、問が本校生徒の基礎・基本の定着を図る上で、量、質ともに充
実していると考える。また、巻末の探求では数学的な見方・考え方を深め
ることができるようになっており、段階を追って学習がしやすい配列に
なっている。



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 検討結果

1 普通科 理科 物理基礎 104数研 物基708
新編

物理基礎

1年生が学習することを考えて、イメージがつかみやすいような作図が多
く掲載されている。特に力学の分野では物体の動きをアニメーションとし
てとらえることができる。物理量と記号の対応が付くように各物理量に英
訳が付けてある。公式の使い方・解説も丁寧で演習も豊富であり、初学
者が学ぶテキストとして適している。

1 普通科 保健体育 体育 50大修館 保体701 現代高等保健体育 3年まで継続使用

学習指導要領に示された内容が、バランスよくまとめられている。保健
編・体育編で構成されており、無理なく指導できる分量である。口絵や統
計グラフなどが適所に施されており、生徒の興味・関心をひきやすく、ま
た理解させやすい。

1 普通科 保健体育 保健 50大修館 保体701 現代高等保健体育 2年まで継続使用

学習指導要領に示された内容が、バランスよくまとめられている。保健
編・体育編で構成されており、無理なく指導できる分量である。口絵や統
計グラフなどが適所に施されており、生徒の興味・関心をひきやすく、ま
た理解させやすい。

1 普通科 芸術 音楽Ⅰ 27教芸 音Ⅰ703 MOUSA１ 選択科目
音楽の興味・関心に関する部分をより理解しやすく明記してあり、イラスト
や写真等をうまく取り入れ、視覚的に捉えやすい教科書である。また、授
業で取り扱いやすい楽曲・題材が豊富である。

1 普通科 芸術 美術Ⅰ 116日文 美Ⅰ702 高校生の美術1 選択科目

古来の美術作品だけでなく、現代的な美術表現も紹介してあり、時代に
おける美術のありかたや可能性を理解しやすくできている。また、絵画、
彫刻、映像メディア表現に加えデザインも丁寧な解説がされており、授業
に活用しやすい。

1 普通科 芸術 書道Ⅰ 38光村 書Ⅰ705 書Ⅰ 選択科目

古典学習を尊重し、基本となる古典教材の解説・コラムが充実している。
手本となる古典も大きく見やすい。また、主体的に鑑賞活動ができる工夫
がされている。篆刻の小冊子が付けられており、細部まで分かりやすくま
とめられており学習の手助けとなる。

1 普通科 外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

104数研 CⅠ715
BLUE MARBLE

English
Communication Ⅰ

生徒が興味・関心を持てるような最新のトピックが扱われており、論理的
な流れを追って読み、読後に内容に対する自分の考えを表現できるよう
な工夫もなされている。また、付属のCD-ROMや教材が充実しており、効
果的な学習が実践できる。

1 普通科 外国語 論理・表現Ⅰ 9開隆堂 論Ⅰ703
APPLAUSE

ENGLISH LOGIC AND
EXPRESSION Ⅰ

基本的な文法事項がシンプルにまとめてあり、それを使って段階を踏み
ながら４技能をバランスよく伸ばせるような種々の活動が準備されてい
る。

1 普通科 家庭 家庭基礎 6教図 家基704

Ｓｕｒｖｉｖｅ!!
高等学校 家庭基

礎

各内容の導入に４コマ漫画を用い、人生の様々な場面が描かれている。
漫画の主人公が遭遇する課題を考えながら、学習内容を「自分のこと」と
してとらえやすくする工夫がなされている。生徒が興味関心を抱くような
実習題材が掲載されており、各所に設けられたＱＲコードからは動画にア
クセスすることができるようになっている。また、持続可能な社会について
考えるための「グローバル」「サスティナビリティ」に関するコラムを３０点
以上掲載し、考えを深める事ができる工夫がなされている。

1 普通科 情報 情報Ⅰ 7実教 情Ⅰ703
高校情報Ⅰ

Python

章末に問題がまとめられており、学習内容の定着が図りやすい。適切に
図やイラストが持ち入れられており、理解しやすい工夫がされている。新
課程となり、共通テストに「情報Ⅰ」が加わり、受験科目としての学習する
ために必要な内容が含まれている。。



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 検討結果

2 普通科 国語 現代文B 212桐原 現Ｂ341 新　探求現代文Ｂ 3年まで継続使用
入試に頻出の筆者の教材が多く収録されており、新テストにも対応してい
る。収録されている作品が読解力をつけるのに適したものである。活字
等の記載も見やすい。

2 普通科 国語 古典B 15三省堂 古Ｂ333
高等学校古典B
古文編　改訂版

3年まで継続使用
入試に頻出の作品や定番教材が多く収録されている。試験でよく出題さ
れる作品が多数収録されており、教材が他の教科書会社より充実してい
る。学習のてびきも生徒の思考を深めやすい。

2 普通科 国語 古典B 15三省堂 古Ｂ334
高等学校古典B
漢文編　改訂版

3年まで継続使用
入試に頻出の作品や定番教材が多く収録されている。また図や問も充実
している。古典の扉の内容も詳しく生徒の知識を深めやすい。

2 普通科 地理歴史 世界史A 46帝国 世A314 明解　世界史A 選択科目
地理や日本史と関連付けながら世界の各時代の概要や全体の流れやを
つかむのに適した構成となっている。本文記述が丁寧で分かりやすく、効
果的な写真・地図・年表が使用してある。

2 普通科 地理歴史 世界史Ｂ 81山川 世B310
詳説世界史

改訂版
選択科目
3年まで継続使用

図版や資料等の内容が充実しており、生徒の興味・関心を引き出す工夫
が各所にみられ、構成も適切である。

2 普通科 地理歴史 日本史Ａ 2東書 日A308
日本史Ａ

現代からの歴史
選択科目 生徒の興味・関心を引き出す工夫が各所にみられ、構成も適切である。

2 普通科 地理歴史 日本史Ｂ 81山川 日Ｂ309
詳説日本史

改訂版
選択科目
3年まで継続使用

内容が充実しており、生徒の学習を深化させることができる。

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

写真や統計地図・グラフなどが項目ごとに適切にまとめられ、視覚的に
見やすく配置されている。また、地理学習を深化できるものとなっており、
本校生徒の興味・関心を引き出す構成である。

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

一般図だけではなく主題図やグラフが項目ごとに適切にまとめられ、視
覚的に見やすく配置されている。生徒にとって非常に使いやすい地図帳
である。

2
普通科
文系

公民 現代社会研究 ― ― 現代社会研究
平成30年度申請済
【学校設定科目】

該当科目の教科書が発行されていないため、自主編成教科書を採択し
ている。

2 普通科 数学 数学Ⅱ 61啓林館 数Ⅱ326
新編

数学Ⅱ改訂版
1年から継続使用 令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

2 普通科 数学 数学Ⅲ 61啓林館 数Ⅲ321
新編

数学Ⅲ改訂版
3年まで継続使用

本校生徒の基礎・基本の定着を図る上で、量、質ともに充実していると考
える。また、生徒が復習する上で、問題構成、解答例が適当である。

2 普通科 数学 数学Ｂ 61啓林館 数Ｂ324
新編

数学B改訂版
本校生徒の基礎・基本の定着を図る上で、量、質ともに充実していると考
える。また、生徒が復習する上で、問題構成、解答例が適当である。



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 検討結果

2
普通科
理系

理科 物理 104数研 物理313 改訂版　物理
選択科目
3年まで継続使用

基礎・基本から応用・発展へと学習の深化が可能となる配慮をしている。
図や説明にもこだわりがあり、要点をしっかりおさえてある。文章を読みこ
むことで発見が得られるように作ってある。詳細な部分や発展的な事が
下段に脚注として示してある。

2 普通科 理科 化学基礎 2東書 化基314
改訂

新編化学基礎
文系は3年まで継続
使用

大判であり、文が簡潔にまとめてあり、図や表も見やすく生徒の自学にも
適している。また、改訂による化学用語の変更が的確にされており、文系
理系を問わず生徒の指導に適している。

2
普通科
理系

理科 化学 2東書 化学309 改訂　新編化学 3年まで継続使用
学習内容をわかりやすくまとめてある。また、改訂により、語の変更や厳
選された図が掲載されており、大学入学共通テストにも対応可能な内容
である。

2
普通科
理系

理科 生物 104数研 生物310 改訂版　生物
選択科目
3年まで継続使用

分量、内容ともに適当である。本校生徒にとってわかりやすい内容であ
る。

2
普通科
文系

理科 生物科学 ― ― 生物科学
平成30年度申請済
3年まで継続使用
【学校設定科目】

該当科目の教科書が発行されていないため、自主編成教科書を採択し
ている。

2 普通科 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

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

2 普通科 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 令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

2
普通科
文系

芸術 音楽Ⅱ 27教芸 音Ⅱ310 MOUSA２ 選択科目

授業に取り上げやすい楽曲が多く、表現・鑑賞・創作の各分野において、
細部にわたり説明が明記されている部分が多く見られることにより、内容
を深く理解することができる。また、音楽Ⅰから段階的を踏んで音楽Ⅱと
して創意工夫をしていく作業に必要な知識と作業内容が的確に示してあ
る。

2
普通科
文系

芸術 美術Ⅱ 116日文 美Ⅱ304 高校生の美術２ 選択科目

美術Ⅰの内容を踏まえ、美術作品だけでなく映像、写真、建築といった生
活の中にある幅広い美術の活躍を紹介している。興味を引く内容である
ことに加えて、美術が身近に活用されていることに気づかせるのに最適
である。現代美術の情報も最新のものである。

2
普通科
文系

芸術 書道Ⅱ 38光村 書Ⅱ308 書Ⅱ 選択科目

書道Ⅰからの発展的な学習内容にそった課題の選定がなされている。手
本となる古典も図版が鮮明で大きく見やすい。また、主体的に鑑賞活動
ができる工夫がされている。コラムも充実しており、より多角的に歴史や
古典の魅力を伝えやすい。

2 普通科 外国語
コミュニケー
ション英語Ⅱ

61啓林館 コⅡ339
LANDMARK Fit

English
Communication Ⅱ

生徒が興味を持てる身近な題材を取り扱っている。既習事項を効果的に
復習しながら文法項目をわかりやすく説明し、４技能をバランスよく身に
付けられるよう工夫されている。

2 普通科 外国語 英語表現Ⅱ 61啓林館 英Ⅱ323
Vision Quest

English ExpressionⅡ
Hope

3年まで継続使用

ターゲットの文法項目の解説と練習問題がシンプルにまとめてある。文
法を使ってまとまった内容を表現する力、論理的なパラグラフを書く力、
外部試験に活かせる実践的なSpeaking・Writingの力など発信力の育成
に力点が置かれている。



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 検討結果

3 普通科 国語 現代文B 212桐原 現Ｂ341 新　探求現代文Ｂ 2年から継続使用 令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

3 普通科 国語 古典B 104数研 古Ｂ343
改訂版　古典Ｂ

古文編
2年から継続使用 令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

3 普通科 国語 古典B 104数研 古Ｂ344
改訂版　古典Ｂ

漢文編
2年から継続使用 令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

3 普通科 地理歴史 世界史Ｂ 81山川 世B310
詳説世界史

改訂版
選択科目
2年から継続使用

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

3 普通科 地理歴史 日本史Ｂ 81山川 日Ｂ309
詳説日本史

改訂版
選択科目
2年から継続使用

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

3 普通科 地理歴史 地理B 46帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ
選択科目
2年から継続使用

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

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

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

3
普通科
文系

公民 倫理 7実教 倫理312 高校倫理　新訂版 選択科目
要点をおさえ，難解な用語が具体的な記述で説明されており，内容の理
解につながると思われる資料が豊富である。生徒の興味・関心を引き出
す構成となっている。

3
普通科
文系

公民 政治・経済 2東書 政経311 政治・経済 選択科目
生徒の興味・関心を高めるための図版・資料等が充実しており，時事問
題への対応も適当である。

3
普通科
理系

数学 数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ324
改訂版　新編 数学

Ⅲ
2年から継続使用 令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

3 普通科 数学
総合

数学Ⅰ

総合数学
教材作成
委員会

- 総合数学
理系は選択科目
平成18年度申請済
【学校設定科目】

該当科目の教科書が発行されていないため、自主編成教科書を採択し
ている。

3 普通科 数学
総合

数学Ⅱ

総合数学
教材作成
委員会

- 総合数学
平成18年度申請済
【学校設定科目】

該当科目の教科書が発行されていないため、自主編成教科書を採択し
ている。

3
普通科
理系

理科 物理 104数研 物理313 改訂版　物理
選択科目
2年から継続使用

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

3
普通科
文系

理科 化学基礎 2東書 化基314
改訂

新編化学基礎
2年から継続使用 令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

3
普通科
理系

理科 化学 2東書 化学309 改訂　新編化学 2年から継続使用 令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

3
普通科
理系

理科 生物 104数研 生物310 改訂版　生物
選択科目
2年から継続使用

令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

3
普通科
文系

理科 生物科学 ― ― 生物科学
平成30年度申請済
２年から継続使用
【学校設定科目】

該当科目の教科書が発行されていないため、自主編成教科書を採択し
ている。



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 検討結果

3 普通科 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 令和２年度使用教科書採択で継続使用決定

3
普通科
文系

芸術 音楽Ⅲ 27教芸 音Ⅲ305 Joy of Music 選択科目

1年次2年次に学習したMOUSA１．２の内容を引き継ぎながら作成されて
いるため、関連性を持ちながら授業を展開しやすい。また適宜、舞台写
真等を用い、生徒の興味関心を強く高めるような効果もあり、適している
と考える。

3
普通科
文系

芸術 美術Ⅲ 116日文 美Ⅲ304 高校生の美術３ 選択科目

美術Ⅱの内容を踏まえ、美術作品だけでなく映像、写真、建築と
いった生活の中にある幅広い美術の活躍を紹介している。興味
を引く内容であることに加えて、美術が身近に活用されているこ
とに気づかせるのに最適である。現代美術の情報も最新のもの
である。

3
普通科
文系

芸術 書道Ⅲ 38光村 書Ⅲ305 書Ⅲ 選択科目

写真図版が鮮明で、鑑賞に適している。また、書道Ⅱからの発展的な学
習内容に沿った古典教材が多く掲載されており、多くの作品に触れること
ができる。また身近な書の作品も多く紹介され生徒の興味・関心を喚起
し、学習の幅を広げることが出来るよう工夫がなされている。

3 普通科 外国語
コミュニケー
ション英語Ⅲ

104数研 コⅢ338

Revised BIG
DIPPER
English

Communication Ⅲ

前半には多種多様なジャンル及びスタイルの短めの英文を使いながら、
正しく読むためのコツが簡潔かつ体系的にまとめられている。後半には
レベルが高くボリュームのある英文と英語での設問が掲載されており、
様々な力の生徒に対応できるように作られている。

3 普通科 外国語 英語表現Ⅱ 61啓林館 英Ⅱ323
Vision Quest

English ExpressionⅡ
Hope

2年から継続使用 令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

3
普通科
文系

外国語 中国語Ⅰ 白帝社 ― 高校生からの中国語
選択科目
平成20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、一般図書から選定・採択し
ている。



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 検討結果

3
普通科
文系

家庭
子どもの
発達と
保育

7実教 家庭311
子どもの発達と保育

新訂版
選択科目

　各章とも写真やイラストをふんだんに使い、生徒の興味・関心を引くよう
に構成されている。特に「子どもの発達の特性」や「発達の過程」の章に
おいて、子どもの発達内容が充実しており理解しやすい。「子どもの生
活」の分野も実践活動を多く取り入れたわかりやすい内容構成で、実習
にも組みやすい。コラムなどの豆知識も数多く盛り込まれ、主体的に協働
的な深い学びにつなげやすいと考える。

3
普通科
文系

家庭
フード

デザイン
7実教 家庭313

フードデザイン
新訂版

選択科目

　カラーのイラストや図表をふんだんに用いてあり、難しくなりがちな分野
もわかりやすく解説してある。内容も食育や郷土の食文化を意識した内
容で、わかりやすい構成である。調理実習のページは手順をイラストで示
してあり、視覚に訴え非常に理解しやすい。また手軽にできる実験も多く
取り入れられており、科学的にも理解しやすいよう工夫されている。ま
た、テーブルコーディネートについてもわかりやすく解説してあり、生徒の
実生活に生かせる内容である。その他、食育の意義やキャリア教育につ
ながる内容も盛り込まれており、主体的・協働的な深い学びを期待でき
る。

3
普通科
文系

英語 英語表現 浜島書店 ―
Watching  NEWS

2020-2021
選択科目
令和３年度申請済

当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書から選定してい
る。


