
番号 略称 記号 番号
1 国語 国語総合 2 東書 国総 334 国語総合　　現代文編 1 普通
2 国語 国語総合 2 東書 国総 335 国語総合　　古典編 1 普通
3 国語 現代文B 15 三省堂 現B 324 精選現代文Ｂ　改訂版 2 普通
4 国語 現代文B 183 第一 現B 339 高等学校　改訂版　現代文B 3 普通 〇
5 国語 古典B 183 第一 古B 350 高等学校　改訂版　古典Ｂ　古文 2 普通
6 国語 古典B 183 第一 古B 351 高等学校　改訂版　古典Ｂ　漢文 2 普通
7 国語 古典B 143 筑摩 古B 348 古典B　古文編　改訂版 3 普通 〇
8 国語 古典B 143 筑摩 古B 349 古典B　漢文編　改訂版 3 普通 〇
9 地理歴史 地理B 46 帝国 地B 304 新詳地理B 3 普通 ○

10 地理歴史 地図 46 帝国 地図 310 新詳高等地図 3 普通 ○
11 地理歴史 地理B 46 帝国 地B 304 新詳地理B 2 普通
12 地理歴史 地図 46 帝国 地図 310 新詳高等地図 2 普通
13 地理歴史 地理A 46 帝国 地A 308 高等学校　新地理A 3 普通
14 地理歴史 地図 46 帝国 地図 310 新詳高等地図 3 普通
15 地理歴史 世界史Ａ 81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 1 普通
16 地理歴史 世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 2 普通
17 地理歴史 世界史Ｂ 81 山川 世Ｂ 310 詳説世界史　改訂版 3 普通 ○
18 地理歴史 世界史Ａ 81 山川 世Ａ 316 世界の歴史　改訂版 3 普通
19 地理歴史 日本史Ａ 81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 1 普通
20 地理歴史 日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 2 普通
21 地理歴史 日本史Ｂ 81 山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 3 普通 ○
22 地理歴史 日本史Ａ 81 山川 日Ａ 311 日本史Ａ　改訂版 3 普通
23 公民 倫理 104 数研 倫理 314 改訂版　倫理 2 普通
24 公民 倫理 104 数研 倫理 314 改訂版　倫理 3 普通 〇
25 公民 政治経済 183 第一 政経 309 高等学校　改訂版　政治・経済 3 普通
26 公民 現代社会 2 東書 現社 313 現代社会 1 普通
27 公民 現代社会 2 東書 現社 313 現代社会 3 普通 ○
28 数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅰ 1 普通
29 数学 数学A 104 数研 数Ａ 328 改訂版　高等学校　数学Ａ 1 普通
30 数学 数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ 1 普通
31 数学 数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ 328 改訂版　高等学校　数学Ⅱ 2 普通 ○
32 数学 数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ 323 改訂版　高等学校　数学Ⅲ 2 普通
33 数学 数学Ｂ 104 数研 数B 326 改訂版　高等学校　数学B 2 普通
34 数学 数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ 311 新編　数学Ⅱ 3 普通 ○
35 数学 数学Ⅲ 104 数研 数Ⅲ 310 新編　数学Ⅲ 3 普通 ○
36 数学 数学Ｂ 104 数研 数B 327 改訂版　新編　数学B 3 普通 ○
37 数学 数学Ａ 104 数研 数Ａ 329 改訂版　新編 数学Ａ 3 普通 ○
38 理科 科学と人間生活 183 第一 科人 309 高等学校　改訂　科学と人間生活 1 普通
39 理科 物理基礎 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 2 普通
40 理科 物理 104 数研 物理 313 改訂版　物理 2 普通
41 理科 化学基礎 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 2 普通
42 理科 化学 2 東書 化学 308 改訂　化学 2 普通
43 理科 生物基礎 104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 2 普通
44 理科 生物 104 数研 生物 310 改訂版　生物 2 普通
45 理科 化学基礎 2 東書 化基 313 改訂　化学基礎 3 普通 ○
46 理科 化学 2 東書 化学 308 改訂　化学 3 普通 ○
47 理科 物理基礎 104 数研 物基 318 改訂版　物理基礎 3 普通 ○
48 理科 物理 104 数研 物理 313 改訂版　物理 3 普通 ○
49 理科 生物基礎 104 数研 生基 316 改訂版　生物基礎 3 普通 ○
50 理科 生物 104 数研 生物 310 改訂版　生物 3 普通 ○
51 保健体育 保健体育 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1 普通
52 保健体育 保健体育 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 2 普通 ○
53 保健体育 保健体育 50 大修館 保体 304 現代高等保健体育改訂版 3 普通 ○
54 芸術 美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ 302 高校美術１ 1 普通
55 芸術 音楽Ⅰ 89 友社 音Ⅰ 312 改訂版　ON！1 1 普通

56 外国語 英語表現Ⅰ 231 いいずな 英Ⅰ 340
be English ExpressionⅠ
Standard

1 普通

57 外国語
コミュニケーショ
ン英語Ⅰ

183 第一 コⅠ 350
Perspective
English Communication I
NEW EDITION

1 普通

58 外国語 英語表現Ⅱ 177 増進堂 英Ⅱ 327
MAINSTREAM
English Expression Ⅱ
Second Edition

2 普通

59 外国語
コミュニケーショ
ン英語Ⅱ

177 増進堂 コⅡ 347
FLEX
English Communication Ⅱ

2 普通

60 外国語 英語表現 Ⅱ 231 いいずな 英 Ⅱ 332 be English ExpressionⅡ 3 普通 ○

61 外国語
コミュニケーショ
ン英語Ⅲ

61 啓林館 コⅢ 334
Revised　ELEMENT
English Communication Ⅲ

3 普通

62 家庭 家庭基礎 9 開隆堂 家基 317 家庭基礎　明日の生活を築く 1 普通
63 家庭 フードデザイン 7 実教 家庭 313 フードデザイン　新訂版 3 普通
64 情報 情報の科学 2 東書 情科 306 情報の科学 1 普通
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