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52 長崎県立五島海陽高等学校令和５年度使用教科書採択一覧表

発行者 教科書 使用

国語 現代の国語 104 数研 現国 708 現代の国語 1 全

国語 言語文化 104 数研 言文 707 言語文化 1 全

国語 論理国語 15 三省 論国 703 精選　論理国語 2 全

国語 古典探究 183 第一 古探 720 高等学校　標準古典探究 2 人文

国語 国語表現 50 大修 国表 307 国語表現　改訂版 3 選択

地理歴史 地理総合 46 帝国 地図 702 新詳高等地図 1 全

地理歴史 地理総合 2 東書 地総 701 地理総合 1 全

公民 公共 104 数研 公共 709 高等学校　公共 これからの社会について考える 2 全

公民 政治・経済 35 清水 政経 314 高等学校　現代政治・経済　新訂版 3 選択

数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ 716 新　高校の数学Ⅰ 1 全

数学 数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ 719 新　高校の数学Ⅱ 2 人文

数学 数学A 104 数研 数A 716 新　高校の数学A 2 全

理科 科学と人間生活 2 東書 科人 701 科学と人間生活 1 全

理科 化学基礎 183 第一 化基 711 高等学校　化学基礎 2 人文

理科 生物基礎 104 数研 生基 708 高等学校　生物基礎 2 全

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 選択

芸術 美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１ 1 選択

外国語 英語コミュニケーションⅠ 104 数研 CⅠ 717 COMET English CommunicationⅠ 1 全

外国語 論理・表現Ⅰ 15 三省 論Ⅰ 705 MY WAY Logic and Expression Ⅰ 1 全

外国語 英語コミュニケーションⅡ 2 東書 CⅡ 701 All Aboard! English Communication Ⅱ 2 人文以外

外国語 英語コミュニケーションⅡ 2 東書 CⅡ 702 Power On English Communication Ⅱ 2 人文

外国語 論理・表現Ⅱ 2 東書 論Ⅱ 701 NEW FAVORITE English Logic and Expression Ⅱ 2 人文

外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 183 第一 コⅢ 345 Vivid English Communication Ⅲ NEW EDITION 3 人文

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

家庭 家庭基礎 6 教図 家基 704 Survive!!　高等学校　家庭基礎 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 生活

家庭 ファッション造形基礎 7 実教 家庭 705 ファッション造形基礎 2 生活

家庭 フードデザイン 7 実教 家庭 703 フードデザイン 2 生活

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 地域振興・情報ビジ

商業 マーケティング 7 実教 商業 718 マーケティング 2 地域振興

商業 簿記 190 東法 商業 710 簿記 2 地域振興・情報ビジ

商業 ビジネス・コミュニケーション 7 実教 商業 704 ビジネス・コミュニケーション 2 地域振興

商業 情報処理 7 実教 商業 716 情報処理　Prologue of Computer 2 情報ビジネス

商業 原価計算 7 実教 商業 350 原価計算　新訂版 3 情報ビジネス（選択

商業 財務会計Ⅰ 7 実教 商業 347 新財務会計Ⅰ　新訂版 3 情報ビジネス（選択

商業 商品開発 7 実教 商業 315 商品開発 3 地域振興

商業 情報処理 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 3 地域振興

商業 広告と販売促進 7 実教 商業 325 広告と販売促進 3 情報ビジネス

商業 ビジネス情報 7 実教 商業 352 ビジネス情報　新訂版 3 情報ビジネス（選択

商業 プログラミング 7 実教 商業 324 最新プログラミング 3 情報ビジネス（選択


