
番号 略称

国語総合 002 東書 国総 333 精選国語総合 普通：１年

国語表現 017 教出 国表 306 国語表現　改訂版 普通：３年

現代文Ｂ 017 教出 現Ｂ 327 現代文Ｂ 普通：２年、３年

古典Ｂ 183 第一 古Ｂ 352 高等学校　改訂版　古典B 普通：２年、３年

世界史A 002 東書 世A 310 世界史A 普通：１年

日本史Ｂ 081 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 普通：３年

地理Ｂ 046 帝国 地Ｂ 304 新鮮地理Ｂ 普通：３年

地図 046 帝国 地図 310 新詳高等地図 普通：３年

倫理 183 第一 倫理 310 高等学校　改訂版　倫理 普通：２年

政治・経済 007 実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版 普通：２年

数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ 普通：１年

数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ 普通：２年

数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ 323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ 普通：３年

数学Ａ 104 数研 数Ａ 328 改訂版　高等学校　数学Ａ 普通：１年

数学Ｂ 104 数研 数Ｂ 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ 普通：２年

物理基礎 104 数研 物基 319 改訂版　新編　物理基礎 普通：２年

物理 104 数研 物理 313 改訂版　物理 普通：２年、３年

化学基礎 002 東書 化基 314 改定　新編化学基礎 普通：１年

化学 002 東書 化学 309 改訂　新編化学 普通：２年、３年

生物基礎 104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 普通：１年

生物 104 数研 生物 310 改訂版　生物 普通：２年

生物 183 第一 生物 311 高等学校　改訂　生物 普通：３年

地学基礎 002 東書 地基 306 改訂　地学基礎 普通：２年

地学 061 啓林館 地学 303 地学　改訂版 普通：２年、３年

保健体育 保健体育 050 大修館 保体 305 最新高等保健体育改訂版 普通：１年、2年

音楽Ⅰ 027 教芸 音Ⅰ 309 高校生の音楽１ 普通：１年

音楽Ⅱ 027 教芸 音Ⅱ 310 MOUSA２ 普通：２年

美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ 305 高校生の美術１ 普通：１年

美術Ⅱ 038 光村 美Ⅱ 303 美術２ 普通：２年

美術Ⅲ 038 光村 美Ⅲ 303 美術３ 普通：３年

書道Ⅰ 038 光村 書Ⅰ 308 書Ⅰ 普通：１年

書道Ⅱ 038 光村 書Ⅱ 308 書Ⅱ 普通：２年

コミュニケー

ション英語Ⅰ
177 増進堂 コⅠ 349

FLEX English

Communication Ⅰ
普通：１年

コミュニケー

ション英語Ⅱ
177 増進堂 コⅡ 347

FLEX English

CommunicationⅡ
普通：２年

コミュニケー

ション英語Ⅲ
177 増進堂 コⅢ 343

FLEX English

CommunicationⅢ
普通：３年

英語表現Ⅰ 061 啓林館 英Ⅰ 328
Revised Vision Quest English

Expression Ⅰ Advanced
普通：１年

英語表現Ⅱ 061 啓林館 英Ⅱ 322
Vision Quest English

Expression ⅡAce
普通：２年、３年

家庭基礎 002 東書 家基 311 家庭基礎　自立・共生・創造 普通：１年

家庭（専門） 006 教図 家庭 312
フードデザイン

cooking&arrangement
普通：２年、３年

社会と情報 007 実教 社情 311 最新社会と情報　新訂版 普通：１年

情報の科学 007 実教 情科 307 最新情報の科学　新訂版 普通：３年
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