
使用教科書一覧表 

長野県明科高等学校 

教科 科目 発行者の略称 教科書の記号・番号 教科書名 使用学年 

国語 

言語文化 大修館 言文 ７０６ 新編 言語文化 1 

現代文Ｂ 三省堂 現 B ３２５ 明解現代文 B 改訂版 2,3 

古典 A 三省堂 古 A ３０６ 古典 A 2 

古典 B 大修館 古 B ３４２ 新編古典 B 改訂版 3 

地歴公民 

地理総合 二宮 地総 ７０５ わたしたちの地理総合 世界から日本へ 1 

地図 帝国 地図 ７０３ 標準高等地図 1 

公共 実教 公共 ７０４ 公共 1 

世界史 A 帝国 世 A ３４１ 明解 世界史 A 2 

日本史 B 実教 日 B ３１１ 高校日本史 B 新訂版 2,3 

政治・経済 実教 政経 ３１３ 最新政治・経済 新訂版 3 

数学 

数学Ⅰ 実教 数Ⅰ ７０８ 高校数学Ⅰ 1 

数学Ⅱ 実教 数Ⅱ ３２３ 高校数学Ⅱ 新訂版 2 

数学 B 実教 数 B ３２１ 高校数学 B 新訂版 3 

理科 

化学基礎 東書 化基 ７０２ 新編化学基礎 1 

化学 東書 化学 ３０９ 改訂 新編化学 3 

生物基礎 実教 生基 ３１４ 高校生物基礎 新訂版 2 

生物 第一 生物 ３１１ 高等学校 改訂 生物 3 

地学基礎 実教 地基 ３０７ 地学基礎 新訂版 3 

保健体育 
保健 大修館 保体 ７０１ 現代高等保健体育 1 

保健 大修館 保体 ３０５ 最新高等保健体育改訂版 2 

芸術 

音楽Ⅰ 教出 音Ⅰ ７０１ 音楽Ⅰ Tutti＋ 1 

音楽Ⅱ 教芸 音Ⅱ ３１０ MOUSA２ 2 

音楽Ⅲ 教芸 音Ⅲ ３０５ Joy of Music 3 

美術Ⅰ 日文 美Ⅰ ７０２ 高校生の美術１ 1 

美術Ⅱ 日文 美Ⅱ ３０４ 高校生の美術２ 2 

美術Ⅲ 光村 美Ⅲ ３０３ 美術３ 3 

書道Ⅰ 教図 書Ⅰ ７０２ 書Ⅰ 1 

書道Ⅰ 教図 書Ⅰ ７０３ 書Ⅰプライマリーブック 1 

書道Ⅱ 教出 書Ⅱ ３０７ 新編 書道Ⅱ 2 

外国語 

英語コミュニケーションⅠ 開隆堂 CⅠ ７０４ Amity English Communication Ⅰ 1 

コミュニケーション英語Ⅱ 三省堂 コⅡ ３３３ VISTA English Communication Ⅱ New Edition 2,3 

英語表現Ⅰ チアーズ 英Ⅰ ３２１ ATLANTIS English Expression Ⅰ 3 

家庭科 

家庭総合 東書 家総 ７０１ 家庭総合 自立・共生・創造 1 

家庭総合 東書 家総 ３０７ 家庭総合 自立・共生・創造 2 

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

ファッション造形基礎 実教 家庭 ３０６ ファッション造形基礎 3 

子どもの発達と保育 実教 家庭 ３１１ 子どもの発達と保育 新訂版 3 

情報 情報Ⅰ 東書 情Ⅰ ７０１ 新編情報Ⅰ 1 

商業 

情報処理 実教 商業 ３４３ 最新情報処理 新訂版 2,3 

簿記 実教 商業 ３３８ 新簿記 新訂版 2 

ビジネス情報 実教 商業 ３５２ ビジネス情報 新訂版 3 

 


