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17 長崎県立対馬高等学校平成３０年度使用教科書採択一覧表

発行者 教科書 使用

国語 国語総合 2 東書 国総 333 精選国語総合 1 普通

国語 現代文Ｂ 104 数研 現Ｂ 333 改訂版　現代文Ｂ 2 普通

国語 現代文Ｂ 104 数研 現Ｂ 334 新編　現代文Ｂ 2 普通

国語 古典Ｂ 183 第一 古Ｂ 352 高等学校　改訂版　古典Ｂ 2 普通

国語 国語総合 2 東書 国総 333 精選国語総合 1 商業

国語 現代文Ｂ 104 数研 現Ｂ 334 新編　現代文Ｂ 2 商業

地理歴史 世界史Ａ 183 第一 世Ａ 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ 2 普通

地理歴史 世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 2 普通

地理歴史 世界史A 183 第一 世Ａ 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ 3 普通

地理歴史 日本史Ａ 2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 2 普通

地理歴史 日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 2 普通

地理歴史 日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ 314 高校日本史　改訂版 2 普通

地理歴史 地理Ａ 東書 地A 307 地理A 2 普通

地理歴史 地理Ｂ 2 東書 地Ｂ 306 地理Ｂ 2 普通

地理歴史 地図 46 帝国 地図 310 新詳高等地図 2 普通

地理歴史 地理Ａ 東書 地A 307 地理A 3 普通

地理歴史 地図 46 帝国 地図 310 新詳高等地図 3 普通

公民 現代社会 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 1 普通

公民 倫理 7 実教 倫理 312 高校倫理　新訂版 3 普通

公民 政治・経済 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版 3 普通

地理歴史 世界史A 183 第一 世Ａ 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ 3 商業

地理歴史 日本史Ａ 2 東書 日Ａ 308 日本史Ａ　現代からの歴史 2 商業

地理歴史 地理Ａ 東書 地A 307 地理A 2 商業

地理歴史 地図 46 帝国 地図 310 新詳高等地図 2 商業

公民 現代社会 7 実教 現社 315 最新現代社会　新訂版 1 商業

公民 政治・経済 7 実教 政経 313 最新政治・経済　新訂版 3 商業

数学 数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ 318 数学Ⅰ　Standard 1 普通

数学 数学A 2 東書 数A 318 数学A　Standard 1 普通

数学 数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ 319 改訂　新数学Ⅰ 1 商業

数学 数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ 318 数学Ⅱ　Standard 2 普通

数学 数学Ｂ 2 東書 数Ｂ 317 数学Ｂ　Standard 2 普通

数学 数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ 319 改訂　新数学Ⅱ 2 普通

数学 数学A 2 東書 数A 318 数学A　Standard 2 普通

数学 数学A 2 東書 数A 319 改訂　新数学Ａ 2 商業

数学 数学Ⅲ 2 東書 数Ⅲ 302 新編数学Ⅲ 3 普通

数学 数学Ｂ 2 東書 数Ｂ 318 新数学B 3 普通

理科 科学と人間生活 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 1 普通

理科 生物基礎 2 東書 生基 311 改訂　生物基礎 2 普通

理科 化学基礎 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 2 普通

理科 物理基礎 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 2 普通

理科 地学基礎 2 東書 地基 306 改訂　地学基礎 2 普通

理科 生物基礎 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 2 普通

理科 化学基礎 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 2 普通

理科 科学と人間生活 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 2 商業

理科 物理 104 数研 物理 313 改訂版　物理 3 普通

理科 化学 2 東書 化学 309 改訂　新編化学 3 普通

理科 生物 東書 生物 306 改訂　生物 3 普通

理科 科学と人間生活 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 3 普通

理科 地学基礎 2 東書 地基 306 改訂　地学基礎 3 普通

理科 生物基礎 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎 3 普通

理科 化学基礎 2 東書 化基 314 改訂　新編化学基礎 3 商業

保健体育 保健体育 50 大修 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1 普通

保健体育 保健体育 50 大修 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1 商業

芸術 美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術Ⅰ 1 普通

芸術 美術Ⅱ 38 光村 美Ⅱ 303 美術２ 2 普通

芸術 音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ 310 ＭＯＵＳＡ１ 1 普通

芸術 音楽Ⅱ 89 友社 音Ⅱ 312 改訂版　ＯＮ！ 2 2 普通
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芸術 美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術Ⅰ 1 商業

芸術 音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ 310 ＭＯＵＳＡ１ 1 商業

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ 61 啓林 コⅠ 340 Revised LANDMARK English Communication Ⅰ 1 普通

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ 9 開隆 コⅠ 332 New Discovery English Communication Ⅰ 1 普通

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ 9 開隆 コⅠ 332 New Discovery English Communication Ⅰ 1 商業

外国語 英語表現Ⅰ 61 啓林 英Ⅰ 330 Vision Quest English Expression Ⅰ Core 1 普通

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 61 啓林 コⅡ 338 Revised LANDMARK English Communication Ⅱ 2 普通

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 109 文英 コⅡ 344 New Edition Grove English Communication Ⅱ 2 普通

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 109 文英 コⅡ 344 New Edition Grove English Communication Ⅱ 2 商業

外国語 英語表現Ⅱ 61 啓林 英Ⅱ 322 Vision Quest English Expression ⅡAce 2 普通

外国語 英語表現Ⅰ 61 啓林 英Ⅰ 330 Vision Quest English Expression Ⅰ Core 2 普通

外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 61 啓林 コⅢ 313 LANDMARK English Communication Ⅲ 3 普通

外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 109 文英 コⅢ 317 Grove English Communication Ⅲ 3 普通

外国語 英語会話 109 文英 英会 304 My Passport English Conversation 3 普通

家庭 家庭基礎 50 大修 家基 319 未来をつくる　新高校家庭基礎 1 普通

家庭 家庭基礎 50 大修 家基 319 未来をつくる　新高校家庭基礎 1 商業

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 1 普通

商業 ビジネス基礎 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 1 商業

商業 簿記 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 1 商業

商業 情報処理 7 実教 商業 343 最新情報処理　新訂版 1 商業

商業 財務会計Ⅰ 7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 2 商業

商業 原価計算 7 実教 商業 350 原価計算　新訂版 2 商業

商業 マーケティング 7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 3 商業

商業 ビジネス経済応用 実教 商業 326 ビジネス経済応用 3 商業

商業 ビジネス情報 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 3 商業


