
教科書の

番号 略称 記号・番号

現代の国語 2 東書 現国701 1年全コース

言語文化 2 東書 言文701 1年全コース

現代文B 15 三省堂 現B　325 2・3年全コース

古典B 50 大修館 古B　342 2・3年全コース

国語表現 17 教出 国表　306 3年特進・選抜（選択）

歴史総合 81 山川 歴総 708 1年：全コース

日本史B 7 実教 日Ｂ　312 3年全コース（選択）

地理Ｂ 130 二宮 地Ｂ　305 3年全コース（選択)

地理Ｂ 130 二宮 地図　311 3年全コース（選択)

公共 183 第一 公共　711 1年全コース

倫理 183 第一 倫理　310
2年普通全員
特進・選抜文系

現代社会 183 第一 現社　322 2年全コース

政治・経済 183 第一 政経　310
3年普通全員
特進・選抜文系

数学Ⅰ 183 第一 数Ⅰ　718 1年全コース

数学Ⅱ 183 第一 数Ⅱ　334 2年全コース

数学Ⅲ 183 第一 数Ⅲ　328
3年特進・選抜（選択）
※理系のみ

数学A 183 第一 数A　718 1年全コース

数学B 183 第一 数B　332
2年特進・選抜
3年普通(選択Ａ)
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教科書名

１０  校時表
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昼　　　食

５　校　時
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Ｓ　Ｈ　Ｒ

１　校　時
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朝の学習

１５：１０　～　１５：２５

１０：１０　～　１１：００ １０：０５　～　１０：５０

１１：１０　～　１２：００ １１：００　～　１１：４５

平常授業（５０分授業） 短縮授業（４５分授業）

１２：４０　～　１３：２５

１４：２５　～　１５：１０

国
語

国語表現　改訂版

４　校　時

１１  使用教科書

科目名

１２：１０　～　１３：００

１３：００　～　１３：４５

１１：５５　～　１２：４０

教
科

発行者

高等学校　新政治・経済

新編数学Ⅰ

新編数学Ⅱ

新編言語文化

明解現代文Ｂ　改訂版

新編古典Ｂ　改訂版

新編現代の国語

１３：５０　～　１４：４０

１４：５０　～　１５：４０

地
歴

詳解現代地図

公
民

数
学

新編数学Ⅲ

現代の歴史総合　みる・読み
とく・考える

日本史B　新訂版

新編　詳解地理Ｂ　改訂版

高等学校　新公共

高等学校　改訂版　倫理

高等学校 改訂版 新現代社
会

新編数学A

新編数学B



教科書の

番号 略称 記号・番号

物理基礎 183 第一 物基　321 2年全コース（選択）

物理 2 東書 物理　308 3年全コース（選択）

化学基礎 183 第一 化基　712 1年全コース

化学 2 東書 化学　309
2年特進･選抜(選択)
3年全コース（選択）
※特進･選抜は文系のみ

生物基礎 183 第一 生基　711 1年全コース

生物 2 東書 生物　307 3年全コース（選択）

地学基礎 183 第一 地基　310 2年全コース（選択）

地学 61 啓林館 地学　303 3年全コース（選択）

保健体育 50 大修館 保体　701 1年全コース

保健体育 50 大修館 保体　305 2年全コース

美術 116 日文 美Ⅰ702 1年全コース（選択）

美術 116 日文 美Ⅱ304
2年普通（選択）
3年特進・選抜（選択）

美術 116 日文 美Ⅲ304 3年普通（選択）

書道 17 教出 書Ⅰ704 1年全コース（選択）

書道 17 教出 書Ⅱ307 2年普通（選択）

書道 17 教出 書Ⅲ303 3年普通（選択）

音楽 27 教芸 音Ⅰ703 1年全コース（選択）

音楽 27 教芸 音Ⅱ310
2年普通（選択）
3年特進・選抜（選択）

音楽 28 教芸 音Ⅲ305 3年普通（選択）

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
Ⅰ

2 東書 CⅠ702 1年全コース

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語
Ⅱ

50 大修館 コⅡ335 2年全コース

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語
Ⅲ

177 増進堂 コⅢ341 3年特進・選抜

英語会話 2 東書 英会301 3年普通

英語表現Ⅰ 61 啓林館 英Ⅰ330
3年普通
特進・選抜文系

家
庭 家庭総合 2 東書 家総307 2年全コース

情
報 情報Ⅰ 2 東書 情Ⅰ 701 1年全コース

ビジネス基礎 7 実教 商業　334
2年普通（選択）
3年特進・選抜（選択）

ビジネス実務 7 実教 商業　345 3年普通（選択）

簿記 7 実教 商業　338 2・3年普通（選択）

情報処理 7 実教 商業　342
2年普通（選択）
3年全コース（選択）
※特進・選抜は文系のみ

使用学年
（コース）

教
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発行者

商
業

理
科

芸
術

外
国
語

科目名

ビジネス実務　新訂版

高等学校　改訂 地学基礎

MOUSA①

MOUSA②

Joy of Music

NEW FLAG
English Communication Ⅲ

高校生の美術２

高校生の美術３

書道Ⅰ

書道Ⅱ

新編情報Ⅰ

家庭総合　自立･共生･創造

新簿記　新訂版

情報処理　新訂版

高等学校 新化学基礎

改訂　新編化学

改訂　物理

高等学校 改訂 新物理基礎

教科書名

高等学校  新生物基礎

スタンダード生物

地学　改訂版

保
体

現代高等保健体育

最新高等保健体育改訂版

ビジネス基礎　新訂版

Vision Quest
English Expression ⅠCore

Hello there!
English Conversation

Power On
English Communication Ⅰ

高校生の美術１

書道Ⅲ

Compass English
Communication ⅡRevised


