
学校番号

教科 科目 番号 略称 記号 番号 教科書名 学年 学科

53 長崎県立島原翔南高等学校令和５年度使用教科書採択一覧表

発行者 教科書 使用

国語 言語文化 15 三省 言文 704 新　言語文化 1 全

国語 現代の国語 15 三省 現国 705 新　現代の国語 1 全

国語 論理国語 50 大修 論国 706 新編　論理国語 2 全

国語 文学国語 50 大修 文国 705 新編　文学国語 2 総合

国語 国語表現 50 大修 国表 701 国語表現 2 総合

国語 古典探究 2 東書 古探 701 新編古典探究 2 総合

国語 現代文Ａ 50 大修 現Ａ 308 現代文Ａ 改訂版 3 総合

地理歴史 地理総合 46 帝国 地総 707 高校生の地理総合 2 全

地理歴史 地図 46 帝国 地図 702 新詳高等地図 2 全

地理歴史 歴史総合 7 実教 歴総 703 詳述歴史総合 2 総合

地理歴史 日本史A 7 実教 日A 313 新日本史A　新訂版 3 総合

地理歴史 地理A 183 第一 地A 310 高等学校　新版　地理A　　　　　　世界に目を向け，地域を学 3 総合

地理歴史 地図 46 帝国 地図 310 新詳高等地図 3 総合

公民 公共 7 実教 公共 704 公共 1 全

公民 政治・経済 2 東書 政経 311 政治・経済 3 総合

数学 数学Ⅰ 2 東書 数Ⅰ 703 数学Ⅰ　Essence 1 全

数学 数学A 2 東書 数A 703 数学Ａ　Essence 1 全

数学 数学Ⅱ 2 東書 数Ⅱ 716 数学Ⅱ　Essence 2 全

理科 科学と人間生活 7 実教 科人 702 科学と人間生活 1 全

理科 化学基礎 2 東書 化基 702 新編化学基礎 2 総合

理科 生物基礎 2 東書 生基 702 新編生物基礎 2 総合

理科 物理基礎 2 東書 物基 312 改訂　新編物理基礎 3 総合

理科 生物基礎 2 東書 生基 312 改訂　新編生物基礎　 3 総合

保健体育 保健 50 大修 保体 701 現代高等保健体育 1 全

芸術 音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１ 1 総合

芸術 音楽Ⅱ 27 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA2 3 総合

芸術 美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ 701 美術１ 2 総合

芸術 美術Ⅱ 116 日文 美Ⅱ 304 高校生の美術2 3 総合

芸術 書道Ⅰ 38 光村 書Ⅰ 705 書Ⅰ 1 総合

芸術 書道Ⅱ 38 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ 3 総合

芸術 工芸Ⅰ 116 日文 工Ⅰ 701 工芸Ⅰ 2 総合

芸術 工芸Ⅰ 116 日文 工Ⅰ 301 工芸Ⅰ 3 総合

外国語 英CⅠ 15 三省 ＣⅠ 709 VISTA English CommunicationⅠ 1 全

外国語 英CⅡ 2 東書 ＣⅡ 701 All Aboard!  English CommunicationⅡ 2 全

外国語 論理・表現Ⅰ 15 三省 論Ⅰ 705 MY WAY  Logic and Expression Ⅰ 2 総合

家庭 家庭基礎 9 開隆 家基 708 家庭基礎　明日の生活を築く 1 全

家庭 保育基礎 6 教図 家庭 706 保育基礎　ようこそ，ともに育ち合う保育の世界へ 2 総合

家庭 フードデザイン 6 教図 家庭 312 フードデザイン　 ｃｏｏｋｉｎｇ＆ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ 3 総合

家庭 ファッション造形基礎 7 実教 家庭 306 ファッション造形基礎 3 総合

情報 情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ 701 新編情報Ⅰ 1 全

商業 ビジネス基礎 7 実教 商業 701 ビジネス基礎 2 総合

商業 簿記 7 実教 商業 709 新簿記 2 総合

商業 情報処理 7 実教 商業 716 情報処理　Prologue of Computer 2 総合

商業 ビジネス実務 7 実教 商業 345 ビジネス実務　新訂版 3 総合

福祉 社会福祉基礎 7 実教 福祉 701 社会福祉基礎 2 総合

福祉 生活支援技術 7 実教 福祉 703 生活支援技術 2 総合

福祉 こころとからだの理解 7 実教 福祉 704 こころとからだの理解 2 総合


