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佐賀県立小城高等学校

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 国語総合 183第一 国総358
高等学校　改訂版

新訂国語総合　現代文編
適切な分量の評論教材が多く収録され、幅広い内容の文章読解ができるよう配慮さ
れている。また、生徒に学ばせたい各分野の教材が、バランスよく配置されている。

1 普通科 国語 国語総合 183第一 国総359
高等学校　改訂版

新訂国語総合　古典編
適切な分量の古典教材が多く収録され、幅広い内容の文章読解ができるよう配慮さ
れている。また、生徒に学ばせたい各分野の教材が、バランスよく配置されている。

1 普通科 地歴 世界史Ａ 7実教 世Ａ311 世界史Ａ　新訂版
地図・年表・写真・統計などの資料が豊富で理解しやすい内容になっている。特に
写真については充実しており、ビジュアルな面から説明をする際に有効な教科書で
ある。

1 普通科 数学 数学Ⅰ 104数研 数Ⅰ329 改訂版　新編　数学Ⅰ
結論に至る過程が丁寧であり、理解力を養うようしっかりと工夫されている。また、生
徒の理解を深める為に必要な問題の分量や程度が適当である。

1 普通科 数学 数学Ⅱ 104数研 数Ⅱ329 改訂版　新編　数学Ⅱ
３年まで

継続使用

複雑な計算についても適切な助言が付け加えてある。また、具体的な例を挙げ、極
限の考え方が理解しやすいように工夫してある。例や練習の配列や量も適当であ
る。

1 普通科 数学 数学Ａ 104数研 数Ａ329 改訂版　新編　数学Ａ
具体的な例を挙げ、直感的な判断力や論理的な思考力を養えるような工夫がなさ
れている。また、例や例題の量、配列が適当である。

1 普通科 理科 物理基礎 104数研 物基318 改訂版　物理基礎
式の導出や説明が、具体例や図などを多く用いて工夫されている。また、デジタル
教材内の動画が豊富であり、生徒に説明する時に有効である。

1 普通科 理科 生物基礎 7実教 生基313 生物基礎　新訂版
写真が豊富で発展内容の記載も工夫されており、理解度に応じた指導がしやす
い。

1 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
３年まで

継続使用
教科書の内容が充実している。また、図説等、説明が詳細で分かり易い。

1 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
２年まで

継続使用
教科書の内容が充実している。また、図説等、説明が詳細で分かり易い。

令和２年度使用教科用図書一覧表
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1 普通科 芸術 音楽Ⅰ 27教芸 音Ⅰ310 ＭＯＵＳＡ１
西洋音楽ばかりでなく、日本音楽や和楽器についても詳細に記載されている。扱っ
ている教材も多種にわたり、また理解しやすく、生徒の興味をひく内容になってい
る。

1 普通科 芸術 美術Ⅰ 116日文 美Ⅰ305 高校生の美術１
美術Ⅰで学ぶべき基礎・基本を、より丁寧に網羅している。また、現代美術と伝統文
化についても分かりやすく解説してあり、図版も豊富な丁寧な教科書である。ＩＣＴ教
育にも、対応しやすく資料が準備されているといえる。

1 普通科 芸術 書道Ⅰ 17教出 書Ⅰ307 新編　書道Ⅰ
取り上げられている古典が適切であり、解説も理解しやすいような配慮が十分にさ
れている。ＩＣＴ教育についても教師側に親切な準備がされている。

1 普通科 外国語
コミュニケー
ション英語

Ⅰ
15三省堂 コⅠ333

CROWN
English Communication I

New Edition

学習意欲を喚起する時代をとらえたジャンルの題材が魅力的で、生徒に読ませたい
内容である。activityを通して、生徒が深く考えることができるだけでなく、指導しや
すいように工夫もなされている。

1 普通科 外国語 英語表現Ⅰ 231いいずな 英Ⅰ341
be English Expression Ⅰ

Advanced
例文が簡潔な表現で示してあり、基本文法事項の習得に適している。表現活動に
つながる題材も適度に含まれている。書き込みノートなど周辺教材が充実している。

1 普通科 家庭 家庭基礎 2東書 家基311
家庭基礎

自立・共生・創造

分野ごとにキャリア教育の参考となる資料があり、生活の自立に向けての指導がし
やすい。コラムやグラフ、写真も豊富で、生徒の興味関心を高める工夫がされてい
る。

1 普通科 情報 社会と情報 104数研 社情314
改訂版　高等学校

社会と情報

情報モラル・セキュリティ、インターネットのしくみの基本的な内容が詳しく説明され
ており、実践的な知識と能力の指導に適している。また、情報活用能力の育成を目
指し、問題解決学習やプレゼンテーションに関する内容も多く掲載されている。

2 普通科 国語 現代文Ｂ 104数研 現Ｂ333 改訂版　現代文B
３年まで

継続使用

入試に対応できる教材が豊富であり、評論は新旧様々な文章を配列し生徒に学ば
せたい各分野の教材が、バランスよく配置されている。また学習の手引きが丁寧で
授業を進める上で役立つ。

2 普通科 国語 古典Ｂ 104数研 古B343 改訂版　古典B　古文編
３年まで

継続使用
様々なジャンルの文章が効率よく配置されていて、入試に対応できる教材も豊富に
掲載されている。資料が詳細かつ利用しやすい。

2 普通科 国語 古典Ｂ 104数研 古B344 改訂版　古典B　漢文編
３年まで

継続使用
様々なジャンルの文章が効率よく配置されていて、入試に対応できる教材も豊富に
掲載されている。資料が詳細かつ利用しやすい。

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
３年まで

継続使用

構成がしっかりしており、説明が詳しく重要語句が網羅されている。また、資料構成
も適切であり、世界の歴史を年代・地域の観点から説明していく際には扱いやす
い。

2 普通科 地理歴史 日本史Ａ 81山川 日Ａ314 現代の日本史  改訂版
全体的にカラー印刷で見やすく、資料・年表なども豊富で、生徒の興味・関心を引
きやすくなっている。記述内容もコンパクトで要点がおさえられており、日本史の概
観を理解できる。
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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
３年まで

継続使用

歴史的内容の配列が基礎・基本に忠実であり、尚且つ応用・発展的な学習も可能と
なるよう配慮して作成されている。歴史的史料や視覚的資料も豊富で、授業をする
側にとって扱いやすく、説明がしやすい。

2 普通科 地理歴史 地理Ａ 2東書 地Ａ307 地理Ａ

多面的・多角的に利用できる資料が豊富に掲載されており、現代世界の地理的な
諸課題を考察し、理解を深めることができるように工夫が施されている。指導用デジ
タル教材が充実しており、教科書との併用によって、より学習効果を高めることがで
きる。

2 普通科 地理歴史 地図 46帝国 地図310 新詳高等地図 地理Ａで使用
世界全図から始まり、各地域ごとに地図がまとめられており使いやすい。一般図に
限らず、主題図・統計地図や各種統計も充実している。今回判型が大きくなったこと
で折り込みページがなくなり、より使いやすくなった。

2 普通科 地理歴史 地理Ｂ 46帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ
３年まで

継続使用

地理の基礎事項とそれを読み解く資料が適切に配置されている。図や写真は典型
的なものが掲載されわかりやすい。発展的テーマや内容も充実している。また、地
図帳との連携も取りやすい。

2 普通科 地理歴史 地図 46帝国 地図310 新詳高等地図
３年まで

継続使用

世界全図から始まり、各地域ごとに地図がまとめられており使いやすい。一般図に
限らず、主題図・統計地図や各種統計も充実している。今回判型が大きくなったこと
で折り込みページがなくなり、より使いやすくなった。

2 普通科 公民 現代社会 183第一 現社321
高等学校　改訂版  現代社

会
構成がしっかりしており、説明が詳しく書かれている。また、本文に加え、資料・写
真・年表などが充実しており、ビジュアル面から説明をする際に有効である。

2 普通科 数学 数学Ⅱ 104数研 数Ⅱ329 改訂版　新編　数学Ⅱ

１年から
継続使用
３年まで

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

2 普通科 数学 数学Ⅲ 104数研 数Ⅲ324 改訂版　新編　数学Ⅲ
３年まで

継続使用
教材を精選し、単純な例によって基本概念を理解し把握することが容易になるように
問題の量および配列が配慮されている。例題と解説が多く、自学自習にも適する。

2 普通科 数学 数学Ｂ 104数研 数Ｂ327 改訂版　新編　数学Ｂ
数学的なものの見方・考え方を具体的に理解できるような展開・説明をしている。生
徒が数学Ｂの理解を深める為の問題の表記や質および量が適当である。

2 普通科 数学 総合数学Ａ
総合数学教材
作成委員会
作成教材

― 総合数学Ａ

平成29年度申請
済【学校設定科
目】理系。３年まで
継続使用。

自主編纂の教材であり、難易度や分量がより生徒の実態に合ったものとなってい
る。不得意とする分野を多く充当したり逆に得意分野を少なくしたりなど自由度の高
い教材とすることができる。

2 普通科 理科 物理 104数研 物理313 改訂版　物理
３年まで

継続使用

導入部分や基本的な例題が、図や写真を用いて丁寧に説明されており、物理基礎
の復習も内容に取り上げられているので、非常に理解しやすい構成である。また、
デジタル教材も充実しているので、教える側も説明しやすい。

2 普通科 理科 化学基礎 2東書 化基313 改訂　化学基礎
理系生徒が

使用

理系の生徒に使用させる。中学校の学習や「化学」とのつながりを重視してあり、生
徒が学習しやすい構成になっている。個々の内容に対し、専門的な補足事項や、
発展的内容の解説が詳しく記載されているため、より専門性を要求する理系の生徒
の学習に適している。
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2 普通科 理科 化学基礎 2東書 化基314 改訂　新編化学基礎
文系生徒が

使用

文系で選択の生徒に使用させる。中学校の学習や「化学」とのつながりを重視して
あり、個々の内容に対し、図を用いた説明を適切に用いている点や、生活に関連す
る身近な物質や環境問題についても豊富に記載されている点は、文系の生徒にも
関心を持ちやすく、理解させやすい構成となっている。

2 普通科 理科 化学 2東書 化学308 改訂　化学
３年まで

継続使用
図や写真が豊富に載っており、デジタル教材も充実していて授業が理解しやすくな
る。また、発展的内容の解説が詳しく、成績上位の生徒も学習しやすい。

2 普通科 理科 生物 ２東書 生物306 改訂　生物
３年まで

継続使用
写真や図が豊富で視覚的な情報から内容へつなげやすく、理系生徒の学習に適し
ている。また、章末のまとめも充実しており、復習や演習が行いやすい。

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

平成31年度使用教科書選定・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
平成31年度使用教科書選定・採択で継続使用決定

2 普通科 芸術 音楽Ⅱ 27教芸 音Ⅱ310 ＭＯＵＳＡ２
歌唱、器楽、鑑賞の各教材がそれぞれバランスよく取り上げられている。また、創作
やソルフェージュの内容も理解しやすく、生徒が興味をもって取り組むことができる。

2 普通科 芸術 美術Ⅱ 116日文 美Ⅱ304 高校生の美術２
幅広く美術を学ぶための制作過程、図解、コラムなど多角的視点で美術をとらえら
れるよう工夫された教科書である。また、図番や制作過程の写真も多く、生徒が興味
を持って見られるように工夫されている。

2 普通科 芸術 書道Ⅱ 17教出 書Ⅱ307 新編　書道Ⅱ
古典の選択や取り上げ方が適切で、理解しやすく編成されており、写真等も効果的
に工夫されている。

2 普通科 外国語
コミュニケー
ション英語

Ⅱ
61啓林館 コⅡ３３７

Revised ELEMENT English
Communication Ⅱ

見開き構成で読みやすい。生徒にとって興味深く且つ学術的内容も含まれており、
情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりする基本的な能力を養うことが
できる構成となっている。また、冒頭にreading skillsがまとめてあるので、読解指導に
適している。

2 普通科 外国語 英語表現Ⅱ 231いいずな 英Ⅱ332 be English Expression Ⅱ
３年まで

継続使用

自己表現を行う前段として、文法表現・語句・文の構造・文章の構成について学び、
様々なトピックについて自己表現する機会を各レッスンに設けてあり、発信能力を向
上させるための工夫がなされている。

2 普通科 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

３年まで
継続使用

写真やイラストで分かりやすく解説してあり、生徒の学習意欲を高める工夫がなされ
ている。

3 普通科 国語 現代文Ｂ 104数研 現Ｂ333 改訂版　現代文B
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 普通科 国語 古典Ｂ 15三省堂 古B335 精選古典B　改訂版
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 普通科 地理歴史 世界史Ｂ 81山川 世Ｂ310 詳説世界史　改訂版
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 普通科 地理歴史 日本史Ｂ 81山川 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版
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 普通科 地理歴史 地理Ｂ 46帝国 地Ｂ304 新詳地理Ｂ
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 普通科 地理歴史 地図 46帝国 地図310 新詳高等地図
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 普通科 公民 倫理 2東書 倫理311 倫理
記述内容が丁寧で、本文に加え、図表や脚注で理解を深めることができる。また、
発展的内容が提示され、学習進度に応じた学習ができる。

3 普通科 公民 政治・経済 183第一 政経309
高等学校　改訂版　政治・経

済
構成がしっかりしており、説明が詳しく書かれている。また、本文に加え、資料・写
真・年表などが充実しており、ビジュアル面から説明をする際に有効である。

3 普通科 数学 数学Ⅱ 104数研 数Ⅱ329 改訂版　新編　数学Ⅱ
１年から

継続使用
平成30年度使用教科書選定・採択で継続使用決定

3 普通科 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
平成31年度使用教科書選定・採択で継続使用決定

3 普通科 数学 総合数学Ａ
総合数学教材
作成委員会
作成教材

― 総合数学Ａ
平成29年度申
請済【学校設定
科目】文系。

自主編纂の教材であり、難易度や分量がより生徒の実態に合ったものとなってい
る。不得意とする分野を多く充当したり逆に得意分野を少なくしたりなど自由度の高
い教材とすることができる。

3 普通科 数学 総合数学Ａ
総合数学教材
作成委員会
作成教材

― 総合数学Ａ

平成29年度申
請済【学校設定
科目】理系。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 普通科 数学 総合数学Ｂ
総合数学教材
作成委員会
作成教材

― 総合数学Ｂ
平成29年度申
請済【学校設定
科目】理系。

自主編纂の教材であり、難易度や分量がより生徒の実態に合ったものとなってい
る。不得意とする分野を多く充当したり逆に得意分野を少なくしたりなど自由度の高
い教材とすることができる。
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3 普通科 理科 物理 104数研 物理313 改訂版　物理
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 普通科 理科 化学 2東書 化学308 改訂　化学
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 普通科 理科 生物 ２東書 生物306 改訂　生物
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 普通科 理科 科学探究Ａ 講談社
ブルーバックス
科学手帳２０１９

令和元年度申
請済【学校設

定科目】
科学全般の様々なデータや最新の知見が記載されている

3 普通科 理科 科学探究Ｂ 講談社
ブルーバックス

地球をめぐる不都合な物質

令和元年度申
請済【学校設

定科目】

プラスチック問題や環境ホルモンなど世界規模の環境問題について、各国の状況
や問題点について論じられている

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
平成30年度使用教科書選定・採択で継続使用決定

3 普通科 芸術 音楽研究 音楽之友社 － 楽典－理論と実習
平成23年度申
請済【学校設

定科目】

音楽理論について学ぶ際に最も使用されている。基礎的内容から応用問題まで掲
載されており、受験に対応できる。

3 普通科 芸術 美術研究 日本文教出版 － 美術－表現と技法
平成23年度申
請済【学校設

定科目】

より専門的に美術について学べる内容である。多くの芸術家の言葉と作品が掲載さ
れており、人となりや生き方について学ぶことができる。

3 普通科 芸術 書道研究 中教出版 － 書道芸術漢字編
平成23年度申
請済【学校設

定科目】

書道理論だけでなく技法についても細かく解説がなされている。また五書体の主要
な古典が掲載されており、受験に対応できる。

3 普通科 外国語
コミュニケー
ション英語

Ⅲ
2東書 コⅢ327

PROMINENCE English
Communication Ⅲ

見開き構成で読みやすく、partやsection毎に分かれておらず、本文語数に応じて構
成され、様々な使用法が考えられる。また、新テストや外部試験を意識した4技能習
得を目指し、コミュニケーション活動や応用リスニング問題なども充実した内容に
なっており、到達度を把握しやすい。

3 普通科 外国語 英語表現Ⅱ 61啓林館 英Ⅱ322
Vision Quest

English Expression Ⅱ Ace
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

2 普通科 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

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


