
1 普通 国語 現代の国語
183
第一

高等学校　現代の国語

・理解編、表現編の部立による明確な構成であり、作品や単元毎
の目標が確認しやすい。また、論理的文章の読解の基礎となる
作品から今日的な論点を扱った作品まで、豊富な掲載群であ
る。更に、実用的文章も身近な題材が取り上げられており、表現
編の「伝える力を培う」というテーマとも併せて、日常の各場面で
の理解応用に役立つと考えられる。生徒個々人が意欲的に言葉
への関心を広げ、そして深化させていくのに適した教科書であ
る。

1 普通 国語 言語文化
212
桐原

探求　言語文化

・基本的な古文教材が適切に収められ、高校の古文学習のス
タートとして取り組み易い。有名な故事成語や思想が多く収めら
れており、漢文学習の基礎固めに最適である。文法や句法、文
学史等の補足説明が充実しており、一冊の教科書を通して多く
のことを学ぶことができる。また、近代以降の作品と古典の世界を
つなぐ教材も含まれており、日本の言語文化の流れを理解する
ことができる。

1 普通 地理歴史 歴史総合
81
山川

現代の歴史総合　みる・読みとく・考え
る

全員必修
・近現代の世界情勢を、世界史と日本史のつながりを意識しなが
ら学習ができる構成になっている。また、資料や図版が豊富で、
想像を働かせて学習することができる。

1 普通 地理歴史 地理総合
46
帝国

高等学校　新地理総合 全員必修
・豊富な写真や図表と因果関係が分かる本文をとおして、地理的
な見方・考え方を働かせた学習ができるように工夫された構成が
なされている。

1 普通 地理歴史 地図
46
帝国

新詳高等地図
全員必修
２年次地理探究履修者は３
年まで継続使用

・世界の様々な地域とのつながりを意識した区分になっていた
り、重要な場所は拡大して表示したりとポイントを押さえた編集に
なっている。統計・資料などがバランスよく配置されており、単元
との関連を意識しやすくなっている。

1 普通 公民 公共
183
第一

高等学校　公共 全員必修

新科目であるが、旧課程の現代社会との連続性を意識した構成
であり、教えやすい作りとなっている。共通テストで出題されやす
いと予測されている図版やグラフなどが豊富に収録されており、
高校生の理解を深めることができる。

1 普通 数学 数学Ⅰ
104
数研

NEXT　数学Ⅰ
・基礎問題から応用問題まで問題が充実しており、図や問題の
配置等、生徒の数学的思考力をより向上させるために最適であ
る。

1 普通 数学 数学Ⅱ
104
数研

NEXT　数学Ⅱ
２年まで継続使用
文系は３年まで継続使用

・基礎問題から応用問題まで問題が充実しており、図や問題の
配置等、生徒の数学的思考力をより向上させるために最適であ
る。

選定理由

令和４年度使用教科書一覧表

学校名 　　佐賀県立鳥栖高等学校　　　

学
年

使用
学科

教科名 科目名 発行者 教科書名 備考
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選定理由

令和４年度使用教科書一覧表

学校名 　　佐賀県立鳥栖高等学校　　　

学
年

使用
学科

教科名 科目名 発行者 教科書名 備考

1 普通 数学 数学A
104
数研

NEXT　数学A
・基礎問題から応用問題まで問題が充実しており、図や問題の
配置等、生徒の数学的思考力をより向上させるために最適であ
る。

1 普通 理科 化学基礎
2
東書

化学基礎

・単元の最初に学習の課題を明記しているので，化学以外の教
員も指導がしやすい。教科書の記述も見開きで見やすく構成さ
れている。写真や図およびデータが豊富に用いられており、具体
例を示すのに役立つ。

1 普通 保健体育 体育
50
大修館

現代高等保健体育 ３年まで継続使用

・イラストや写真を多く使用されており、イメージが湧きやすい構成に
なっている。また、従来の教科書記述をベースに、より分かりやすく表現
されており、文体が「ですます調」で丁寧であるため、生徒にとって理解
しやすいし、何よりも身近な内容が充実している。情報活用能力を育む
いい教科書である。

1 普通 保健体育 保健
50
大修館

現代高等保健体育 ３年まで継続使用

・イラストや写真を多く使用されており、イメージが湧きやすい構成に
なっている。また、従来の教科書記述をベースに、より分かりやすく表現
されており、文体が「ですます調」で丁寧であるため、生徒にとって理解
しやすいし、何よりも身近な内容が充実している。情報活用能力を育む
いい教科書である。

1 普通 芸術 音楽Ⅰ
27
教芸

ＭＯＵＳＡ１ 選択

・全般にわたり学習指導要領の目的に沿った学習内容を基本と
し、音楽そのものだけでなく音楽と他の芸術分野、歴史と関連付
けられており、学習の理解や深化を図りやすいよう配慮されてい
る。

1 普通 芸術 美術Ⅰ
116
日文

高校生の美術１ 選択
・中学校美術科との連続性に配慮した内容になっている。図版
や技法が多く提示されていて、内容も幅広く網羅しており充実し
ている。

1 普通 芸術 書道Ⅰ
2
東書

書道Ⅰ 選択
・各領域においての資料が充実しており、古典の写真資料も原
寸・拡大と鮮明でわかりやすい。書道用語や年表についてもわ
かりやすい。

1 普通 外国語
英語コミュニ
ケーションⅠ

212
桐原

Heartening English CommunicationⅠ 　

・実生活に密着した話題を扱う評論文や、小説など幅広いジャン
ルの分野を扱っている。５領域を伸ばすためのタスクが充実し、
授業の構成がしやすく、導入の際に利用できるパワーポイント等
の補助資料がある。音声のQRコードが全課あるため、生徒が各
自でリスニングの練習をできる。

1 普通 外国語
論理・表現
Ⅰ

231
いいずな

be  English Logic and ExpressionⅠ
Smart

・教科書が見やすく授業の構成を組み立てやすい。知識の習得
とそれを用いたタスク、発展的言語活動がバランス良く配置され
ている。実践的なコミュニケーション力を伸ばすと同時に文法事
項を整理して確認しやすく、音声QRコードもあるので、生徒が自
宅でも学習に取り組みやすい。
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選定理由

令和４年度使用教科書一覧表

学校名 　　佐賀県立鳥栖高等学校　　　

学
年

使用
学科

教科名 科目名 発行者 教科書名 備考

1 普通 家庭 家庭基礎
183
第一

高等学校　家庭基礎
持続可能な未来をつくる

・本文の分量が適量で、学習指導要領に示された学習項目が、
偏りなく扱われている。指導をする上で必要と考えるイラスト・図・
表などが多く、本文の説明が具体化・可視化されており、生徒の
理解を深めることが出来る。

2 普通 国語 現代文B
212
桐原

新　探求現代文B 3年まで継続使用。

・多様なテーマの文章や入試頻出作家の文章が掲載されてお
り、論理的思考力を鍛え、新入試に対応できる力、課題解決に
向け文章を正確に読み解く力を養うことができる。また、AL教
材、表現教材も収録されており、生徒の思考力や表現力を育む
ことも可能である。解析マスター・コラム等によって生徒が主体的
に学びを深めることも可能である。

2 普通 国語 古典B
104
数研

改訂版　古典Ｂ　古文編

・収録教材が多種多様にわたるだけでなく、同じ題材を扱った別
教材を読み比べることによって異なった視点を持つことができる。
古典常識もコラムでまとめられているので、新入試に対応しうる読
解力や鑑賞力を鍛えることができる。資料や挿絵がカラーで掲載
されているので生徒の読解の手助けにもなる。

2 普通 国語 古典B
104
数研

改訂版　古典Ｂ　漢文編

・古文の分冊で、古文と同様様々なジャンルの教材が生徒が漢
文への興味関心を喚起しやすいように配列されている。人物に
焦点を充てた教材は生徒の人間観や人生観を深め、共感力を
高めることができる。適宜配列されているズームアップが生徒の
漢文知識を深め、読解を助ける。

2 普通 地理歴史 世界史A 7
実教

世界史A　新訂版 選択
・生徒が一人で読んでも理解できるような読みやすい文章であ
る。また、豊富な写真でイメージ豊かに世界史を学習できる。

2 普通 地理歴史 世界史B 81
山川

詳説世界史　改訂版
選択
３年まで継続使用

・発展的で信頼できる学習内容が記述されており、学習を深化で
きる。また、課題をもって学習ができるよう、編集に工夫がなされ
ている。

2 普通 地理歴史 日本史A
2
東書

日本史Ａ　現代からの歴史 選択

・近現代の世界情勢の中での日本国内の情勢について、わかり
やすい記述となっている。世界史Ｂを選択している生徒にとっ
て、日本史Ａも世界史Ｂもどちらも効果的に学習することができ
る。また、コラム等が充実しており、生徒の自学自習にも適した教
材である。

2 普通 地理歴史 日本史Ｂ
81
山川

詳説日本史　改訂版
選択
３年まで継続使用

・最新の研究成果を取り入れ、コンパクトに分かりやすい記述と
なっている。また、フルカラーで写真・地図が豊富に掲載されて
いる。さらに大学入試で必要な情報が漏れなく記述されている
上、論述問題の模範解答になるように本文が記述されていること
から、生徒が自学する上で、役に立つため。

3 / 8



選定理由

令和４年度使用教科書一覧表

学校名 　　佐賀県立鳥栖高等学校　　　

学
年

使用
学科

教科名 科目名 発行者 教科書名 備考

2 普通 地理歴史 地理A
46
帝国

高等学校　新地理Ａ 選択
・本文の内容が分かりやすく、図や写真も効果的に配置されてい
るので、生徒が興味深く学習できるように工夫されている。現代
世界を大まかに概観できるようになっている。

2 普通 地理歴史 地理B
46
帝国

新詳地理Ｂ
選択
３年まで継続使用

・大学入試に必要な事項が網羅され、かつ生徒が興味深く学習
できるように写真や図、データが適切に配置されている。最新の
内容やデータも採り入れられているため、現代世界の内容を詳し
く学習するために最も適している。

2 普通 地理歴史 地図
46
帝国

新詳高等地図
選択
３年まで継続使用

・世界の様々な地域とのつながりを意識した区分になっていた
り、重要な場所は拡大して表示したりとポイントを押さえた編集に
なっている。統計・資料などがバランスよく配置されており、単元
との関連を意識しやすくなっている。

2 普通 数学 数学Ⅱ
104
数研

改訂版　高等学校　数学Ⅱ
１年から継続使用
文系は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 数学 数学Ⅲ
104
数研

改訂版　高等学校　数学Ⅲ
理系
３年まで継続使用

・基礎から応用まで問題が充実しており、生徒の数学的思考力を
向上させるために最適である。

2 普通 数学 数学B
104
数研

改訂版　高等学校　数学B
・基礎から応用まで問題が充実しており、生徒の数学的思考力を
向上させるために最適である。

2 普通 理科 物理基礎
104
数研

改訂版　物理基礎 理系

・コラムに身近な自然現象が掲載されているため、学習内容と日
常生活との関連が分かりやすい。基礎から発展的内容まで網羅
されており、生徒の理解度に応じて活用することができる。演習
問題も充実している。

2 普通 理科 物理
104
数研

改訂版　物理
理系選択
３年まで継続使用

・理解を深めるための演習問題が多数掲載されている。また、身
近な自然現象を題材にしたコラムが多数掲載されており、学習内
容と日常生活との関連が分かりやすい。

4 / 8



選定理由

令和４年度使用教科書一覧表

学校名 　　佐賀県立鳥栖高等学校　　　

学
年

使用
学科

教科名 科目名 発行者 教科書名 備考

2 普通 理科 化学
2
東書

改訂　化学
理系
３年まで継続使用

・基本的な学習内容から発展的な内容までを豊富に取り上げて
おり，難関大学を目指す生徒にも対応できる。写真や図および
データが豊富に用いられており、具体例を示すのに役立つ。練
習問題の解説も詳しく記載されており，生徒の自学にも役立つ。
また、単元の最初に学習の課題を明記してあり、教科書の記述も
見開きで見やすく構成されている。

2 普通 理科 生物基礎
183
第一

高等学校　改訂　生物基礎
・必要な内容が簡潔で分かりやすく、生徒の興味・関心を引くよう
考えてある。また、詳しい内容は、コラムとして取り扱ってあり、発
展への深化が可能である。補助教材も充実している。

2 普通 理科 生物
183
第一

高等学校　改訂　生物
理系選択
３年まで継続使用

・内容説明が簡潔になっており、生徒が学習する上で扱いやす
い。生物の写真も豊富で、理解しやすい。発展的内容も豊富で、
受験指導にも有効である。補助教材も充実している。

2 普通 理科 地学基礎
183
第一

高等学校　改訂　地学基礎 文系
・図表や写真が豊富であり、分かりやすく詳しい説明がなされて
いる。基本事項から発展的な内容まで幅広く学べ、大学受験の
参考書としても十分堪えうると考えた。

2 普通 保健体育 体育
50
大修館

現代高等保健体育改訂版 １年から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 保健体育 保健
50
大修館

現代高等保健体育改訂版 １年から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 外国語
コミュニケー
ション英語
Ⅱ

61
啓林館

Revised LANDMARK
English Communication Ⅱ

・１年次より使用しているシリーズの教科書であり、継続的な学習
をすることができる。いろいろなジャンルを扱っているため、興味
関心を引くことができ、1年からの発展した内容を取り扱うことがで
きる。

2 普通 外国語 英語表現Ⅱ
212
桐原

EMPOWER English Expression Ⅱ
Mastery Course

３年まで継続使用
・１年次より使用しているシリーズの教科書であり、継続的な学習
をすることができる。パラグラフライティングに関する活動が充実
しており、効果的にライティングの指導を行うことができる。

3 普通 国語 現代文B
2
東書

精選　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
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選定理由

令和４年度使用教科書一覧表

学校名 　　佐賀県立鳥栖高等学校　　　

学
年

使用
学科

教科名 科目名 発行者 教科書名 備考

3 普通 国語 古典Ａ
183
第一

高等学校　改訂版　古典Ａ
大鏡　源氏物語　諸家の文章

・「大鏡」「源氏物語」を中心に、収録された教材の数が多く、文
法事項のまとめや古典常識についての資料も充実している。大
学入試問題の新傾向である複数テクストの読み比べにも対応し
ており、生徒が主体的に学ぶための工夫がされている。

3 普通 国語 国語表現
50
大修館

国語表現　改訂版 文系選択

・表記や言葉遣いなどの基本から小論文の書き方、プレゼン
テーションなどの本格的な表現活動までを、段階を踏んで学べる
教材配列になっている。また、生徒の表現意欲を引き出す魅力
的な教材や資料が豊富である。

3 普通 地理歴史 世界史B 81
山川

詳説世界史　改訂版
選択
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 地理歴史 日本史Ｂ
81
山川

詳説日本史　改訂版
選択
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 地理歴史 地理B
46
帝国

新詳地理Ｂ
選択
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 地理歴史 地図
46
帝国

新詳高等地図
選択
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 公民 倫理
7
実教

高校倫理　新訂版 文系選択

・難解な用語を懇切な説明をすることで、高校生の理解を深める
ことができる。また、写真や図版が豊富で興味・関心を引き出し
やすい。さらに、小論文対策のページも充実しており、受験に活
用できる。

3 普通 公民 政治・経済
7
実教

高校政治・経済　新訂版 文系選択

・政治分野では、最新の世界情勢を詳細に記述してある。経済
分野では、生活に即した事例が豊富で、理解促進の工夫がされ
ている。また、グラフや写真が充実しており、高校生にとって難解
な内容を視覚的に理解できるよう工夫されている。他にも判例が
多く記載されているため、受験勉強において生徒の学習に資す
ることができる。

3 普通 数学 数学Ⅱ
104
数研

改訂版　高等学校　数学Ⅱ
文系
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
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選定理由

令和４年度使用教科書一覧表

学校名 　　佐賀県立鳥栖高等学校　　　

学
年

使用
学科

教科名 科目名 発行者 教科書名 備考

3 普通 数学 数学Ⅲ
104
数研

改訂版　高等学校　数学Ⅲ
理系
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 数学 数学研究
総合数学教材
作成委員会

総合数学
文系選択　理系
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、「総合数学」教材
作成委員会の教材を採択している。

3 普通 理科
科学と人間
生活

7
実教

科学と人間生活　新訂版 文系選択

・物理・化学・生物・地学の4分野をバランスよく構成し、見開き完
結のレイアウトでまとめられている。また、それぞれの分野で必要
な基本的な概念が、きちんと扱われている。指導要領の範囲外
の内容も「発展」で丁寧に説明されており、必要に応じて取り扱う
ことができる。光・エネルギー・環境といったキーワードを共通概
念として、各分野を関連させて扱われており、関連する項目間に
リンクがはられており、分野の枠をこえて学習することができる。

3 普通 理科 物理
104
数研

改訂版　物理
理系選択
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 理科 化学
2
東書

改訂　化学
理系
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 理科 生物
183
第一

高等学校　改訂　生物
理系選択
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 理科 化学探究 講談社 新しい高校化学の教科書
文系選択
平成30年度申請済
【学校設定科目】

・文系の生徒でもわかりやすい丁寧な説明になっている。また、
日常生活と関連させる内容も多く，興味・関心を引き，現象や物
質の性質について探究・解明する態度を育成しやすい。

3 普通 理科 生物探究 鳥栖高校生物 生物探究
文系選択
令和元年度申請済
【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、本校の生徒の学
力を考慮し、本校独自の教材を作成することが最適である。
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選定理由

令和４年度使用教科書一覧表

学校名 　　佐賀県立鳥栖高等学校　　　

学
年

使用
学科

教科名 科目名 発行者 教科書名 備考

3 普通 理科 地学探究

ワン・
パブリッシング
(旧学研プラ
ス)

日本列島５億年の秘密がわかる本
文系選択
令和元年度申請済
【学校設定科目】

・日本列島の成因を中心に地質、気象など幅広く扱っている一
般向け書籍であり、理科が苦手な生徒でも読みやすいと思われ
る。また日本人の歴史と地学との関連にも触れているため、文系
教科の学習にも参考となる内容である。

3 普通 保健体育 体育
50
大修館

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 芸術 音楽研究
アルテスパブ
リッシング

楽典～音楽の基礎から和声～
文系選択
平成24年度申請済
【学校設定科目】

・楽典の基礎的内容が明快かつ音楽的な範例解説を伴って網
羅されており、和声やソルフェージュの学習時にふさわしい。

3 普通 芸術 美術研究 日本文教出版 美術 表現と技法
文系選択
平成24年度申請済
【学校設定科目】

・美術表現の基礎・基本となる技法について網羅されており、図
版や美術用語解説なども充実している。

3 普通 芸術 書道表現 中教出版 書道芸術漢字編
文系選択
平成24年度申請済
【学校設定科目】

・古典が詳しく解説されている。中国史とは別に、書体ごとにまと
められており、わかり易い。

3 普通 外国語
コミュニケー
ション英語
Ⅲ

61
啓林館

Revised LANDMARK
English Communication Ⅲ

・１、２年次より使用しているシリーズの教科書であり、継続的な学
習をすることができる。いろいろなジャンルを扱い、使用語句や
文法事項も入試を控えた３年生にとって適切である。

3 普通 外国語 英語表現Ⅱ
212
桐原

EMPOWER English Expression Ⅱ
Mastery Course

２年より継続使用 ・令和３年度使用教科書採択で継続使用決定

3 普通 英語 英語理解 エミル出版
NEWSBREAKS for BASIC English
Learners 2021

文系選択
平成23年度申請済

・当該科目の教科書が発行されていないため、一般図書から採
択。今話題になっているニュース、トピック、社会問題を適切な難
易度の英文で紹介しており、英語を媒介にして様々な問題につ
いて考えるのに適した教材である。

3 普通 家庭  フードデザイン
6
教図

フードデザイン
ｃｏｏｋｉｎｇ ＆ ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ

文系選択
・栄養素や食品の特徴がよくまとめられている。また、図や写真に
も工夫が見られ、学習に取り組みやすい。調理実習についても
選択しやすいように、編集が工夫されている。
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