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14 長崎県立大村高等学校令和４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 709 高等学校　現代の国語 1 全

国語 言語文化 104 数研 言文 708 高等学校　言語文化 1 全

国語 現代文Ｂ 143 筑摩 現Ｂ 337 精選現代文Ｂ　改訂版 2 全

国語 古典Ｂ 183 第一 古Ｂ 352 高等学校　改訂版　古典Ｂ 2 全

地理歴史 歴史総合 2 東書 歴総 701 新選歴史総合 1 普通

地理歴史 地理総合 46 帝国 地総 703 高等学校　新地理総合 1 全

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 世界史Ａ 46 帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 2 普通

地理歴史 地理Ａ 46 帝国 地Ａ 308 高等学校　新地理Ａ 2 普通

地理歴史 地理Ａ 46 帝国 地図 310 新詳高等地図 2 普通

地理歴史 世界史Ｂ 2 東書 世Ｂ 308 世界史Ｂ 2 普通

地理歴史 日本史Ａ 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 2 家政

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 地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 2 普通

地理歴史 地理Ｂ 46 帝国 地図 310 新詳高等地図 2 普通

地理歴史 地理Ｂ 46 帝国 地Ｂ 304 新詳地理Ｂ 2 数理

地理歴史 地理Ｂ 46 帝国 地図 310 新詳高等地図 2 数理

公民 現代社会 183 第一 現社 321 高等学校　改訂版　現代社会 2 数理

公民 現代社会 183 第一 現社 321 高等学校　改訂版　現代社会 3 数理

公民 倫理 2 東書 倫理 311 倫理 3 普通

数学 理数数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ 714 新編　数学Ⅰ 1 数理

数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ 714 新編　数学Ⅰ 1 普通

数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ 714 新編　数学Ⅰ 1 家政

数学 理数数学Ⅰ 104 数研 数Ａ 714 新編　数学A 1 数理

数学 数学A 104 数研 数Ａ 714 新編　数学A 1 普通

数学 数学A 104 数研 数Ａ 714 新編　数学A 1 家政

数学 理数数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ 711 新編　数学Ⅱ 1 数理

数学 数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ 711 新編　数学Ⅱ 1 普通

数学 数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ 329 改訂版　新編　数学Ⅱ 2 家政

数学 理数数学特論 104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ 2 数理

数学 数学B 104 数研 数Ｂ 327 改訂版　新編　数学Ｂ 2 普通

数学 理数数学Ⅱ 104 数研 数Ⅲ 324 改訂版　新編　数学Ⅲ 2 数理

数学 数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ 324 改訂版　新編　数学Ⅲ 2 普通

理科 理数物理 104 数研 物基 707 物理基礎 1 数理

理科 理数物理 104 数研 物理 314 改訂版　総合物理１　力と運動・熱 2 数理

理科 理数物理 104 数研 物理 315 改訂版　総合物理２　波・電気と磁気・原子 2 数理

理科 物理基礎 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 2 普通

理科 物理 104 数研 物理 314 改訂版　総合物理１　力と運動・熱 2 普通

理科 物理 104 数研 物理 315 改訂版　総合物理２　波・電気と磁気・原子 2 普通

理科 理数生物 2 東書 生基 701 生物基礎 1 数理

理科 生物基礎 2 東書 生基 702 新編生物基礎 1 家政

理科 生物基礎 183 第一 生基 318 高等学校　改訂　生物基礎 2 普通

理科 生物 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 2 普通

理科 理数生物 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 2 数理

理科 理数化学 104 数研 化基 708 化学基礎 1 数理

理科 化学基礎 104 数研 化基 708 化学基礎 1 普通

理科 化学基礎 104 数研 化基 320 改訂版　新編　化学基礎 2 家政

理数 理数化学 104 数研 化基 319 改訂版　化学基礎 2 数理

理科 化学 104 数研 化学 313 改訂版　化学 2 普通

理数 理数化学 104 数研 化学 313 改訂版　化学 2 数理

理科 地学基礎 104 数研 地基 704 高等学校　地学基礎 1 普通

理科 地学基礎 61 啓林館 地基 308 地学基礎　改訂版 3 家政

保健体育 保健 50 大修館 保体 701 現代高等保健体育 1 全

芸術 音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ 702 高校生の音楽１ 1 数理

芸術 音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ 702 高校生の音楽１ 1 普通

芸術 音楽Ⅰ 27 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 2 家政

芸術 美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１ 1 数理
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芸術 美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１ 1 普通

芸術 美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 2 家政

外国語 英語コミュニケーションⅠ 183 第一 ＣⅠ 721 CREATIVE　English CommunicationⅠ 1 数理

外国語 英語コミュニケーションⅠ 183 第一 ＣⅠ 721 CREATIVE　English CommunicationⅠ 1 普通

外国語 英語コミュニケーションⅠ 104 数研 ＣⅠ 716 BIG DIPPER　English CommunicationI 1 家政

外国語 論理・表現Ⅰ 61 啓林館 論Ⅰ 709 Vision Quest　English Logic and ExpressionⅠ Standard 1 全

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 2 東書 コⅡ 328 PROMINENCE　English CommunicationⅡ 2 数理

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 2 東書 コⅡ 328 PROMINENCE　English CommunicationⅡ 2 普通

外国語 コミュニケーション英語Ⅱ 104 数研 コⅡ 341 Revised BIG DIPPER　English CommucnicationⅡ 2 家政

外国語 英語表現Ⅱ 231 いいず 英Ⅱ 332 be English ExpressionⅡ 2 数理

外国語 英語表現Ⅱ 231 いいず 英Ⅱ 332 be English ExpressionⅡ 2 普通

外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 104 数研 コⅢ 337 Revised POLESTAR　English CommunicationⅢ 3 数理

外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 104 数研 コⅢ 337 Revised POLESTAR　English CommunicationⅢ 3 普通

外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 104 数研 コⅢ 338 Revised BIG DIPPER　English CommunicationⅢ 3 家政

家庭 家庭基礎 2 東書 家基 701 家庭基礎　自立・共生・創造 1 数理

家庭 家庭基礎 2 東書 家基 701 家庭基礎　自立・共生・創造 1 普通

家庭 家庭総合 2 東書 家総 701 家庭総合　自立・共生・創造 1 家政

家庭 フードデザイン 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 2 家政

家庭 子どもの発達と保育 7 実教 家庭 311 子どもの発達と保育　新訂版 2 家政

家庭 子ども文化 6 教図 家庭 309 子ども文化 3 家政

情報 情報Ⅰ 7 実教 情Ⅰ 705 最新情報Ⅰ 1 普通

情報 情報Ⅰ 7 実教 情Ⅰ 705 最新情報Ⅰ 1 家政

情報 情報の科学 7 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 2 数理


