
令和４(2022)年度　使用教科書一覧
長野県飯田風越高等学校　　　　　

学年 教科 科目 出版社 記号番号 　　　　　　　　　教科書名

1 国語 現代の国語 第一学習社 現国713 高等学校　現代の国語

1 国語 言語文化 第一学習社 言文713 高等学校 言語文化

1 地歴公民 歴史総合 山川出版社 歴総707 歴史総合 近代から現代へ

1 地歴公民 公共 実教出版 公共704 公共

1 数学 数学Ⅰ 東京書籍 数Ⅰ702 数学Ⅰ Standard

1 数学 数学Ａ 東京書籍 数Ａ702 数学Ａ Standard

1 理科 化学基礎 実教出版 化基704 化学基礎

1 理科 生物基礎 実教出版 生基703 生物基礎

1 保健体育 保健体育 大修館書店 保体701 現代高等保健体育

1 芸術 音楽Ⅰ 音楽之友社 音Ⅰ704 ON!１

1 芸術 美術Ⅰ 日本文教出版 美Ⅰ702 高校生の美術１

1 芸術 書道Ⅰ 光村図書出版 書Ⅰ705 書Ⅰ

1 外国語 英語コミュニケーションⅠ 桐原書店 ＣⅠ723 Heartening English Communication Ⅰ

1 外国語 総合英語Ⅰ 桐原書店 ＣⅠ723 Heartening English Communication Ⅰ

1 外国語 論理・表現Ⅰ 桐原書店 論Ⅰ714 FACTBOOK English Logic and Expression Ⅰ

1 外国語 総合英語Ⅰ 桐原書店 論Ⅰ714 FACTBOOK English Logic and Expression Ⅰ

1 家庭科 家庭基礎 実教出版 家基706 Agenda  家庭基礎

1 情報 情報Ⅰ 実教出版 情Ⅰ705 最新情報Ⅰ

2 国語 国語表現 大修館書店 国表307 国語表現　改訂版

2 国語 現代文Ｂ 第一学習社 現Ｂ339 高等学校　改訂版　現代文B

2 国語 日本文化 第一学習社 古Ａ314 高等学校　改訂版　標準古典A　物語選

2 国語 古典Ａ 第一学習社 古Ａ314 高等学校　改訂版　標準古典A　物語選

2 国語 古典Ｂ 第一学習社 古Ｂ352 高等学校　改訂版　古典B

2 地歴公民 世界史Ｂ 山川出版社 世Ｂ310 詳説世界史　改訂版

2 地歴公民 日本史Ａ 山川出版社 日Ａ311 日本史Ａ　改訂版

2 地歴公民 日本史Ｂ 山川出版社 日Ｂ309 詳説日本史　改訂版

2 地歴公民 地理Ａ 二宮書店 地Ａ309 基本地理Ａ

2 地歴公民 地理Ｂ 帝国書院 地Ｂ304 新詳地理Ｂ

2 地歴公民 地図 二宮書店 地図311 詳解現代地図

2 数学 数学Ⅱ 東京書籍 数Ⅱ318 数学Ⅱ　Standard

2 数学 数学Ｂ 東京書籍 数Ｂ317 数学Ｂ　Standard

2 理科 物理基礎 数研出版 物基318 改訂版　物理基礎

2 理科 物　理 数研出版 物理313 改訂版　物理

2 理科 化学基礎 実教出版 化基316 新版化学基礎　新訂版

2 理科 化学 数研出版 化学313 改訂版　化学

2 理科 生物 東京書籍 生物307 スタンダード生物

2 理科 地学基礎 数研出版 地基309 新編　地学基礎

2 芸術 音楽Ⅱ 音楽之友社 音Ⅱ312 改訂版　ON!２

2 芸術 美術Ⅱ 光村図書出版 美Ⅱ303 美術２

2 芸術 書道Ⅱ 光村図書出版 書Ⅱ308 書Ⅱ

2 外国語 英語コミュニケーションⅡ 増進堂 コⅡ347 FLEX English Communication Ⅱ

2 家庭科 フードデザイン 実教出版 家庭313 フードデザイン　新訂版

2 情報 社会と情報 実教出版 社情 312 高校社会と情報　新訂版

3 国語 現代文Ａ 第一学習社 現Ａ307 高等学校　改訂版　新編現代文Ａ

3 国語 古典Ａ 第一学習社 古Ａ316 高等学校　改訂版　古典Ａ　大鏡　源氏物語　諸家の文章

3 地歴公民 政治経済 実教出版 政経312 高校政治・経済　新訂版

3 地歴公民 国際政治経済 実教出版 政経312 高校政治・経済　新訂版

3 数学 数学Ⅲ 東京書籍 数Ⅲ315 数学Ⅲ　Advanced

3 理科 化学 数研出版 化学313 改訂版　化学

3 理科 生物 東京書籍 生物307 スタンダード生物

3 外国語 コミュニケーション英語Ⅲ 啓林館 コⅢ335 Revised LANDMARK English Communication Ⅲ

4 外国語 英語理解 啓林館 コⅢ335 Revised LANDMARK English Communication Ⅲ

5 外国語 英語会話 チアーズ 英会305 ATLANTIS English Conversation

3 家庭科 子どもの発達と保育 実教出版 家庭311 子どもの発達と保育　新訂版

3 家庭科 食文化 実教出版 家庭313 フードデザイン　新訂版


