
1年生

特進コース

科目 発行所 番号 教科書・副教材名

現代の国語 大修館 706 現代の国語

言語文化 数研 707 言語文化

地理総合 帝国 703 高等学校 新地理総合

地理総合 帝国 702 新詳高等地図

歴史総合 実教 703 詳述歴史総合

公共 東書 701 公共

数学Ⅰ 数研 713 高等学校 数学Ⅰ

数学Ⅱ 数研 710 高等学校 数学Ⅱ

数学A 数研 713 高等学校 数学A

物理基礎 東書 701 物理基礎

生物基礎 第一 710 高等学校 生物基礎

保健 大修館 701 現代高等保健体育

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 東書 702 Power On English CommunicationⅠ

倫理・表現Ⅰ 三省堂 704 CROWN Logic and ExpressionⅠ

情報Ⅰ 数研 708 高等学校 情報Ⅰ

総合コース

科目 発行所 番号 教科書・副教材名

現代の国語 数研 710 新編 現代の国語

言語文化 大修館 706 新編 言語文化

地理総合 帝国 703 高等学校 新地理総合

地理総合 帝国 702 新詳高等地図

歴史総合 実教 703 詳述歴史総合

公共 東書 701 公共

数学Ⅰ 数研 715 最新 数学Ⅰ

数学A 数研 715 最新 数学A

科学と人間生活 啓林館 703 高等学校 科学と人間生活

保健 大修館 701 現代高等保健体育

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 三省堂　 709 VISTA English CommunicationⅠ

情報Ⅰ 数研 708 高等学校 情報Ⅰ

調理科

科目 発行所 番号 教科書・副教材名

現代の国語 数研 710 新編 現代の国語

言語文化 大修館 706 新編 言語文化

公共 帝国 310 新詳高等地図

公共 東書 701 公共

数学Ⅰ 数研 715 最新 数学Ⅰ

科学と人間生活 啓林館 703 高等学校 科学と人間生活

保健 大修館 701 現代高等保健体育

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 三省堂 709 VISTA English CommunicationⅠ

家庭基礎 東書 701 家庭基礎 自立・共生・創造

情報Ⅰ 数研 708 高等学校 情報Ⅰ



2年生

特進コース

科目 発行所 番号 教　科　書　名

現代文B 東書 322 精選現代文B

古典B 数研 343 改訂版　古典B　古文編

古典B 数研 344 改訂版　古典B　漢文編

現代社会 数研 320 改訂版　高等学校　現代社会

地理B 帝国 304 新詳地理B

数学Ⅱ 数研 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ

数学B 数研 326 改訂版　高等学校　数学Ｂ

物理 東書 308 改訂　物理

化学基礎 数研 319 改訂版　化学基礎

生物 数研 310 改訂版　生物

地学基礎 啓林館 308 地学基礎　改訂版

保健 大修館 305 最新高等保健体育　改訂版

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 大修館 336 Ｇｅｎｉｕｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ Commuication　Ⅱ　Revised

英語表現Ⅱ 東書 317 NEW FAVORITE　English Expression　Ⅱ

社会と情報 東書 310 社会と情報

総合コース

科目 発行所 番号 教　科　書　名

現代文B 三省堂 325 明解現代文B　改訂版

地理A 帝国 308 高等学校　新地理A

現代社会 数研 320 改訂版　高等学校　現代社会

数学Ⅱ 数研 330 改訂版　最新　数学Ⅱ

化学基礎 実教 317 高校化学基礎　新訂版

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

社会と情報 東書 310 社会と情報

数学B 数研 328 改訂版　最新　数学Ｂ

保健 大修館 305 最新高等保健体育　改訂版

英語表現Ⅰ 三省堂 325 SELECT English Expression Ⅰ New Edition

情報処理 実教 343 最新情報処理　新訂版

音楽Ⅱ 教芸 310 ＭＯＵＳＡ２

書道Ⅱ 東書 305 書道Ⅱ

調理科

科目 発行所 番号 教　科　書　名

現代文B 三省堂 325 明解現代文Ｂ　改訂版

数学Ⅱ 数研 330 改訂版　最新数学Ⅱ

数学A 数研 330 改訂版　最新数学A

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

社会と情報 東書 310 社会と情報

美術Ⅰ 光村 304 美術１



3年生

特進コース

科目 発行所 番号 教　科　書　名

現代文B 東書 322 精選現代文B

古典B 数研 343 改訂版　古典B　古文編

古典B 数研 344 改訂版　古典B　古文編

地理B 帝国 304 新詳地理Ｂ

現代社会 数研 320 改訂版　高等学校　現代社会

物理 東書 308 改訂　物理

生物 数研 310 改訂版　生物

地学基礎 啓林館 308 地学基礎　改訂版

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 東書 326 Power On English Communication　Ⅲ

英語表現Ⅱ 東書 317 NEW FAVORITE English Expression Ⅱ

倫理 実教 312 高校倫理　新訂版

数学Ⅲ 数研 323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ

化学 数研 313 改訂版　化学

総合コース

科目 発行所 番号 教　科　書　名

現代文B 三省堂 325 明解現代文Ｂ　改訂版

日本史A 東書 308 日本史A　現代からの歴史

生物基礎 啓林館 315 生物基礎　改訂版

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

情報の科学 東書 306 情報の科学

国語表現 大修館 307 国語表現　改訂版

調理科

科目 発行所 番号 教　科　書　名

現代文B 三省堂 325 明解現代文Ｂ　改訂版

日本史A 東書 308 日本史A　現代からの歴史

現代社会 数研 320 改訂版　高等学校現代社会

数学Ⅱ 数研 330 改訂版　最新　数学Ⅱ

生物基礎 啓林館 315 生物基礎　改訂版

化学基礎 実教 317 高校化学基礎　新訂版

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


