
佐賀県立太良高等学校

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

1 普通 国語 国語総合 高等学校　改訂版　標準国語総合 株式会社第一学習社 高校一年生に読ませたい定番の教材が収録されているため。また、多
くのカラー写真が使われ、視覚的に理解を助けている。

1 普通 国語 日本語教養 日本語検定公式テキスト「日本語」中級 東京書籍
株式会社 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。

1 普通 国語 文字・言語力基礎 生きる漢字・語彙力 駿台文庫株式会社 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。

1 普通 地理歴史 世界史Ａ 明解　世界史Ａ 株式会社帝国書院 生徒の興味を引く資料が豊富で、本校生徒の理解に適した内容であ
る。

1 普通 数学 数学Ⅰ 改訂版 新 高校の数学Ⅰ 数研出版株式会社 学習内容が分かりやすく、生徒の興味・関心を引くよう配慮されてい
る。

1 普通 数学 数学Ａ 改訂版 新 高校の数学Ａ 数研出版株式会社 学習内容が分かりやすく、生徒にとって理解しやすい内容である。

1 普通 数学 ベーシック数学 ベーシック数学 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。

1 普通 理科
科学と
人間生活

改訂 科学と人間生活 東京書籍株式会社

図や写真が大きく、生徒の興味・関心を引くと共に、理解しやすい内
容になっている。数式を最小限に留め、各項目毎に、最も大切だと思
われる内容が載っている。生徒の理解を助けるために、絵や写真の配
置も工夫されている。

1 普通 保健体育 体育 最新高等保健体育改訂版 株式会社大修館書店 ３年まで
継続使用

図表・イラストが豊富であり、生徒の理解を助けている。

1 普通 保健体育 保健 最新高等保健体育改訂版 株式会社大修館書店 ２年まで
継続使用

図表・イラストが豊富であり、生徒の興味・関心を高めるよう配慮し
てある。

1 普通 芸術 音楽Ⅰ 高校音楽Ⅰ 改訂版 Music View 教育出版株式会社
学習指導要領に示された学習項目を網羅している。また、音楽文化に
ついての理解を深め、表現と鑑賞の能力を伸ばすのにふさわしい教材
や写真・図版が精選されている。

1 普通 芸術 美術Ⅰ 高校生の美術１ 日本文教出版株式会社
学習の内容が明確で資料や写真が大きく掲載されている。また、本文
と関連づけて適切に配列されていて、生徒が理解しやすい内容だか
ら。

1 普通 芸術 書道Ⅰ 書Ⅰ 光村図書出版株式会社 写真や資料が大きく、多く掲載され、本文の内容も明瞭簡潔でわかり
やすい。

1 普通 外国語
コミュニケーショ
ン英語Ⅰ

Viva! English Communication Ⅰ 株式会社第一学習社 生徒の興味・関心を引き出す工夫がなされていて、生徒の実態に応じ
て弾力的な運用ができる。

1 普通 外国語 英語表現Ⅰ Vision Quest English Expression Ⅰ Core 株式会社新興出版社社啓林館
身近な題材と簡潔で分かりやすい導入文で、生徒が取り組みやすい構
成になっている。練習問題も豊富に組み込まれている。

1 普通 外国語 ビジュアル英語 Watching Joyful 2018-2019 株式会社浜島書店 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。

1 普通 家庭 家庭基礎 家庭基礎　自立・共生・ 創造 東京書籍株式会社 資料が豊富で、図説等分かりやすく生徒が理解しやすい。

1 普通 情報 社会と情報 最新社会と情報 新訂版 実教出版株式会社 図表・イラストがカラーで豊富で、より丁寧な解説となっているの
で、生徒の興味・関心が高まり、本校の生徒にとって理解しやすい。

1 普通 商業 ビジネス基礎 ビジネス基礎 新訂版 実教出版株式会社 生徒の興味・関心を引き出す工夫がされている。写真や図形を適宜挿
入してあり生徒の理解を助けている。

1 普通 商業 ICT活用基礎 できるクリエイターGIMP2.8　独習ナビ 株式会社
インプレス 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。

1 普通 家庭 服飾手芸
これならできる！みんなの教科書ソーイング
きほんの基本

株式会社高橋書店 当該科目の教科書が発行されていないため、一般書より選定してい
る。説明が分かりやすく、図や写真も多く、生徒の理解を助ける。

1 普通 総合 手話 手話 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。

1 普通 総合 日本文化 お茶のおけいこ１
はじめて学ぶ客のマナー 株式会社世界文化社 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。

1 普通 総合 奉仕 奉仕 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。

1 普通 総合 郷土学習 豊足の里　タラ 株式会社
ディスジャパン 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。

1 普通 総合 栽培体験 栽培体験 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。

1 普通 総合 体験学習 体験学習 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。

2 普通 国語 現代文Ｂ 明解現代文Ｂ　改訂版 株式会社三省堂 ３年まで
継続使用

定番教材から新しい教材まで幅広く網羅しており、生徒の関心意欲を
引き出しやすい。

2 普通 国語 古典Ｂ 新編古典Ｂ　改訂版 株式会社大修館書店 ３年まで
継続使用

フォントサイズが大きく、図や写真も多いので視覚的援助を得られ
る。また、教材も幅広く収載されているため、多様な文章に触れられ
る。

2 普通 国語 文章入門 文章トレーニングノート 株式会社第一学習社 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。

2 普通 国語 文字･言語力基礎 生きる漢字・語彙力 駿台文庫株式会社 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。

2 普通 地理歴史 世界史Ｂ 新詳　世界史Ｂ 株式会社帝国書院 ３年まで
継続使用

同時代のつながりや、現代とのつながりがつかみやすい記述・資料
で、歴史的思考力を養うのに適している。

2 普通 地理歴史 日本史Ａ 新日本史Ａ　新訂版 実教出版株式会社

写真・図表、さまざまなコラムや特設ページが掲載され、日本史を分
かりやすく学ぶことができる。また、イラストや写真を使った問いか
けが設定され、近現代史への興味関心を喚起できるよう工夫されてい
る。

2 普通 地理歴史 日本史Ｂ 詳説日本史　改訂版 株式会社山川出版社 ３年まで
継続使用

政治･経済･外交･文化などの各分野をバランスよく記述され、図版や地
図、写真なども読み取りやすさや分かりやすさを考慮した内容になっ
ている。

2 普通 地理歴史 地理Ａ 高等学校　新地理Ａ 株式会社帝国書院 現代世界の特色や最新動向が分かりやすい資料が豊富で、記述も簡潔
であり、本校生徒の理解に適している。
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2 普通 地理歴史 地理Ａ 新詳高等地図 株式会社帝国書院 広範囲が見渡せるように改良され、拡大図も豊富で、地域間の結びつ
きが読み取りやすい。

2 普通 数学 数学Ⅰ 改訂版 新 高校の数学Ⅰ 数研出版株式会社 学習内容が分かりやすく、生徒の興味・関心を引くよう配慮されてい
る。

2 普通 数学 数学Ⅱ 改訂版 新 高校の数学Ⅱ 数研出版株式会社 学習内容が分かりやすく、生徒の興味・関心を引くよう配慮されてい
る。

2 普通 数学 数学Ａ 改訂版 新 高校の数学Ａ 数研出版株式会社 学習内容が分かりやすく、生徒にとって理解しやすい内容である。

2 普通 数学 数学Ｂ 改訂版 新 高校の数学Ｂ 数研出版株式会社 学習内容が分かりやすく、生徒の興味・関心を引くよう配慮されてい
る。

2 普通 理科 物理基礎 改訂版　新編　物理基礎 数研出版株式会社
生徒の興味・関心を引きやすい身近な写真や、分かりやすい絵を多く
用いており、そのページ配置も、工夫がなされている。公式やグラフ
も明確である。

2 普通 理科 化学基礎 改訂　新編化学基礎 東京書籍株式会社 本文の縦の列が揃っており、見やすいレイアウトになっている。身近
な例を写真を用いて掲載しており、生徒の興味・関心を引きやすい。

2 普通 理科 生物基礎 高校生物基礎　新訂版 実教出版株式会社 生徒の興味・関心につながる図や写真が多く、基礎的・基本的内容が
平易な文章で書かれており、生徒の理解を助けている。

2 普通 理科 自然と実験Ａ よくわかる身のまわりの現象・物質の不思議 丸善出版株式会社 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。

2 普通 理科 自然と実験Ｂ よくわかる気象・環境と生物のしくみ 丸善出版株式会社 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。

2 普通 保健体育 体育 現代高等保健体育改訂版 株式会社大修館書店
１年から
３年まで
継続使用

平成30年度使用教科書採択で継続使用決定

2 普通 保健体育 保健 現代高等保健体育改訂版 株式会社大修館書店
１年次よ
り継続使
用

平成30年度使用教科書採択で継続使用決定

2 普通 芸術 音楽Ⅱ 高校生の音楽２ 株式会社教育芸術社 曲数も多く興味を引きやすい楽曲が記載されている。鑑賞教材が具体
的でわかりやすい。

2 普通 芸術 美術Ⅱ 高校生の美術２ 日本文教出版株式会社 学習の内容が明確で、生徒が理解しやすい内容だから。資料が本文と
関連づけて適切に配置されている。

2 普通 芸術 書道Ⅱ 書Ⅱ 光村図書出版株式会社 資料、写真が多く基礎から応用まで学習できる内容になっている。文
章内容も明瞭簡潔で分かりやすいため。

2 普通 外国語
コミュニケーショ
ン英語Ⅰ

Viva! English Communication Ⅰ 株式会社第一学習社 生徒の興味・関心を引き出す工夫がなされていて、生徒の実態に応じ
て弾力的な運用ができる。

2 普通 外国語
コミュニケーショ
ン英語Ⅱ

Viva! English Communication Ⅱ 株式会社第一学習社 生徒の興味・関心を引き出す工夫がなされていて、生徒の実態に応じ
て弾力的な運用ができる。

2 普通 外国語 英語表現Ⅱ Vision Quest English Expression Ⅱ Hope 株式会社新興出版社社啓林館
身近な題材と簡潔で分かりやすい導入文で、生徒が取り組みやすい構
成になっている。練習問題も豊富に組み込まれている。

2 普通 外国語 ビジュアル英語 Watching Joyful 2018-2019 株式会社浜島書店 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。

2 普通 商業
ビジネス
基礎

ビジネス基礎 新訂版 実教出版株式会社 生徒の興味・関心を引き出す工夫がされている。写真や図形を適宜挿
入してあり生徒の理解を助けている。

2 普通 商業 情報処理 最新情報処理　新訂版 実教出版株式会社 ３年まで
継続使用

生徒の興味・関心を引き出す工夫がされている。写真や図形を適宜挿
入してあり生徒の理解を助けている。また、例題や練習問題が適宜組
み込まれている。

2 普通 商業 簿記 新簿記　新訂版 実教出版株式会社

選択者の
一部は
３年まで
継続使用

生徒の興味・関心を引き出す工夫がされている。写真や図形を適宜挿
入してあり生徒の理解を助けている。

2 普通 商業 ビジネス情報 ビジネス情報　新訂版 実教出版株式会社
生徒の興味・関心を引き出す工夫がされている。写真や図形を適宜挿
入してあり生徒の理解を助けている。

2 普通 商業 電子商取引 電子商取引　新訂版 実教出版株式会社 生徒の興味・関心を引き出す工夫がされている。写真や図形を適宜挿
入してあり生徒の理解を助けている。

2 普通 商業 ICT活用基礎 できるクリエイターGIMP2.8　独習ナビ 株式会社
インプレス 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。

2 普通 家庭 生活と福祉 生活と福祉 実教出版株式会社 当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書から採択してい
る。

2 普通 家庭 服飾手芸
これならできる！みんなの教科書ソーイング
きほんの基本

株式会社高橋書店 当該科目の教科書が発行されていないため、一般書より選定してい
る。説明が分かりやすく、図や写真も多く、生徒の理解を助ける。

2 普通 体育 スポーツⅡ アクティブスポーツ２０１８（総合版） 株式会社大修館書店 図表・イラストが豊富であり、ルールなども分かりやすく生徒の理解
を助けている。

2 普通 体育 スポーツⅥ スポーツⅥ（体つくり） 自主編成教材 当該科目の教科者が発行されていないため、自主編成教材を使用。

2 普通 総合 秘書実務 秘書実務 早稲田教育出版 理論・技能分野ともに学習内容が体系的に分かりやすくまとめられて
いる。

2 普通 総合 有明海学
平成１９年度佐賀県立宇宙科学館夏の特別企
画展　玄海と有明海　ふるさとを育んだふた
つの海

佐賀県立
宇宙科学館
当該科目の教科書が発行されていないため。簡単に分かりやすく「有
明海」に関連する自然・生物・人々の生活についてまとめてあり、授
業で取り扱う内容も十分に確保できる。

2 普通 総合 手話 手話 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。

2 普通 総合 日本文化 お茶のおけいこ１
はじめて学ぶ客のマナー 株式会社世界文化社 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。

2 普通 総合 グリーンデザイン まんがでわかる花づくり１２か月 株式会社
ブティック社 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。

2 普通 総合 奉仕 奉仕 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。

2 普通 総合 郷土学習 豊足の里　タラ 株式会社
ディスジャパン 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。

2 普通 総合 栽培体験 栽培体験 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。

2 普通 総合 体験学習 体験学習 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。



3 普通 国語 国語表現 国語表現　改訂版 教育出版株式会社 基礎、実践、総合という教材の配列により、表現力を着実に高めてい
ける工夫がなされている。

3 普通 国語 現代文Ｂ 明解　現代文Ｂ　改訂版 株式会社三省堂 2年から
継続使用

平成30年度使用教科書採択で継続使用決定

3 普通 国語 古典Ｂ 新編　古典Ｂ　改訂版 株式会社大修館 2年から
継続使用

平成30年度使用教科書採択で継続使用決定

3 普通 地理歴史 世界史B 新詳 世界史Ｂ 株式会社帝国書院 ２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 地理歴史 日本史B 詳説日本史　改訂版 株式会社山川出版社 ２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 地理歴史 地歴演習Ａ 日本史 要点　図解整理ハンドブック 株式会社旺文社
当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書を選定してい
る。日本や世界の様々な出来事に興味関心を持ち、その土地の歴史を
振り返りながら、教養を深める。

3 普通 地理歴史 地歴演習Ａ 解決！センター世界史Ｂ[改訂第３版] 株式会社Ｚ会
当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書を選定してい
る。日本や世界の様々な出来事に興味関心を持ち、その土地の歴史を
振り返りながら、教養を深める。

3 普通 公民 現代社会 高等学校　改訂版　新現代社会 株式会社第一学習社
小単元が見開き１ページに収まっており、１時間の授業で扱いやす
い。また、写真やグラフ、図版などが数多く掲載されており、生徒が
興味関心を持ちやすい内容となっている。

3 普通 数学 数学Ⅱ 改訂版 新 高校の数学Ⅱ 数研出版株式会社 ２年から
継続使用

平成30年度使用教科書採択で継続使用決定。

3 普通 数学 数学Ⅲ 改訂版　最新　数学Ⅲ 数研出版株式会社 学習内容が分かりやすく、生徒の興味・関心を引くよう配慮されてい
る。

3 普通 数学 数学Ａ 改訂版 新 高校の数学Ａ 数研出版株式会社 学習内容が明確で、生徒の興味・関心を引くよう配慮している。

3 普通 数学 数学活用 数学活用 実教出版株式会社 生徒の興味・関心を引きやすい内容となっている。写真や図を多く用
いており、生徒が理解しやすいような工夫がなされている。

3 普通 数学 数学演習 数学演習 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。

3 普通 数学 実用数学 実用数学 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。

3 普通 理科 物理 改定版　物理 数研出版株式会社 進学コー
スで使用

生徒の興味・関心を引きやすい身近な写真や、分かりやすい絵を多く
用いており、そのページ配置も、工夫がなされている。公式やグラフ
も明確である。

3 普通 理科 化学 改訂　新編化学 東京書籍株式会社 進学コー
スで使用

原子や分子、あるいは様々な反応式がイメージしやすいように、図に
工夫がなされている。生徒が理解しやすいような写真や例えを上手に
用いている。

3 普通 理科 生物 生物　新訂版 実教出版株式会社 進学コー
スで使用

生徒の興味・関心につながる図や写真が多く、基礎的・基本的内容が
平易な文章で書かれており、生徒の理解を助けている。

3 普通 理科 生物演習 理解しやすい生物基礎 株式会社文英堂 ２年次に学習した「生物基礎」の指導内容を深める上で適しており、
内容もわかりやすい。

3 普通 理科 生物演習 高校これでわかる生物基礎 株式会社文英堂 ２年次に学習した「生物基礎」の指導内容を深める上で適しており、
内容もわかりやすい。

3 普通 理科 自然と実験A よくわかる身のまわりの現象・物質の不思議 丸善出版株式会社 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。

3 普通 理科 自然と実験B よくわかる気象・環境と生物のしくみ 丸善出版株式会社 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。

3 普通 保健体育 体育 現代高等保健体育改訂版 株式会社大修館書店
１年次よ
り継続使
用

平成29年度使用教科書採択で継続使用決定

3 普通 外国語
コミュニケーショ
ン英語Ⅱ

Viva! English Communication Ⅱ 株式会社第一学習社 2年から
継続使用

生徒の興味・関心を引き出す工夫がなされていて、生徒の実態に応じ
て弾力的な運用ができる。

3 普通 外国語 英語表現Ⅱ Vision Quest English Expression Ⅱ Hope 株式会社新興出版社社啓林館
2年から
継続使用

身近な題材と簡潔で分かりやすい導入文で、生徒が取り組みやすい構
成になっている。練習問題も豊富に組み込まれている。

3 普通 外国語 ビジュアル英語 Watching Joyful 2018-2019 株式会社浜島書店 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。

3 普通 外国語 実用英語 Watching Light 2018-2019 株式会社浜島書店 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。

3 普通 商業 情報処理 最新情報処理　新訂版 実教出版株式会社 ２年から
継続使用

平成３０年度使用教科書採択で継続使用決定。

3 普通 商業 簿記 新簿記　新訂版 実教出版株式会社

選択者の
一部は
２年から
継続使用

生徒の興味・関心を引き出す工夫がされている。写真や図形を適宜挿
入してあり生徒の理解を助けている。

3 普通 商業 ビジネス情報 ビジネス情報　新訂版 実教出版株式会社 生徒の興味・関心を引き出す工夫がされている。写真や図形を適宜挿
入してあり生徒の理解を助けている。

3 普通 商業 電子商取引 電子商取引　新訂版 実教出版株式会社 生徒の興味・関心を引き出す工夫がされている。写真や図形を適宜挿
入してあり生徒の理解を助けている。

3 普通 家庭
子どもの発達と保
育

子どもの発達と保育　新訂版 実教出版株式会社 身近な題材を用いて、興味、関心を高めるよう工夫してある。

3 普通 家庭 生活と福祉 生活と福祉 実教出版株式会社 当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書から採択してい
る。

3 普通 家庭 フードデザイン
フードデザイン　ｃｏｏｋｉｎｇ＆ａｒｒａ
ｎｇｅｍｅｎｔ

教育図書株式会社 資料と本文と関連づけて適切に配列されている。

3 普通 体育 スポーツⅡ アクティブスポーツ２０１７（総合版） 株式会社大修館書店 図表・イラストが豊富であり、ルールなども分かりやすく生徒の理解
を助けている。

3 普通 体育 スポーツⅥ スポーツⅥ（体つくり） 自主編成教材 当該科目の教科者が発行されていないため、自主編成教材を使用。

3 普通 体育 ニュースポーツ ニュースポーツ 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。

3 普通 美術
ビジュアルデザイ
ン

デザイン技術 海文堂出版株式会社 当該科目の教科書が発行されていないため、他の教科・科目の教科書
を選んだ。

3 普通 美術 クラフト クラフト 自主編成教材 当該科目の教科者が発行されていないため、自主編成教材を使用。

3 普通 音楽 音楽表現
ゼロからスタート本当にやさしいクラシック
ギター塾（入門）

株式会社ヤマハミュージック
メディア

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。



3 普通 書道 実用書道 硬筆レッスン帳 教育図書株式会社
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。ペン字の練習ができるノートになっており、葉書や封筒、表書き
の練習などができるため今後に役立つ内容になっている。

3 普通 書道 創作書道 改訂版　書道芸術　漢字編 萱原書房
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。解説も丁寧で詳しく、写真も豊富に盛り込まれているため生徒が
学習しやすく、創作意欲をかき立てる内容になっているため。

3 普通 総合 秘書実務 秘書実務 早稲田教育出版 理論・技能分野ともに学習内容が体系的に分かりやすくまとめられて
いる。

3 普通 総合 有明海学
平成１９年度佐賀県立宇宙科学館夏の特別企
画展　玄海と有明海　ふるさとを育んだふた
つの海

佐賀県立
宇宙科学館
当該科目の教科書が発行されていないため。簡単に分かりやすく「有
明海」に関連する自然・生物・人々の生活についてまとめてあり、授
業で取り扱う内容も十分に確保できる。

3 普通 総合 手話 手話 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。

3 普通 総合 日本文化
お茶のおけいこ１
はじめて学ぶ客のマナー

株式会社世界文化社 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。

3 普通 総合 グリーンデザイン まんがでわかる花づくり１２か月 株式会社
ブティック社 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。

3 普通 総合 奉仕 奉仕 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。

3 普通 総合 郷土学習 豊足の里　タラ 株式会社
ディスジャパン 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。

3 普通 総合 栽培体験 栽培体験 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。

3 普通 総合 体験学習 体験学習 自主編成教材 当該科目の教科書が発行されていないため、自主編成教材を使用。


