
学番５４

国際文化科　

学年 教科 科目 出版社名 教科書名
1 1学年 国語 国語総合 東書 国語総合　現代文編
2 1学年 国語 国語総合 東書 国語総合　古典編
3 1学年 地歴 世界史Ｂ 山川 詳説世界史　改訂版
4 1学年 数学 数学Ⅰ 数研 改訂版　高等学校　数学Ⅰ
5 1学年 数学 数学Ⅱ 数研 改訂版　高等学校　数学Ⅱ
6 1学年 数学 数学Ａ 数研 改訂版　高等学校　数学Ａ
7 1学年 理科 科学と人間生活 東書 改訂　科学と人間生活
8 1学年 理科 化学基礎 数研 改訂版　化学基礎
9 1学年 保体 保健体育 大修館 最新高等保健体育改訂版
10 1学年 芸術 音楽Ⅰ 教芸 MOUSA１
11 1学年 芸術 美術Ⅰ 日文 高校生の美術１
12 1学年 芸術 書道Ⅰ 教図 書Ⅰ
13 1学年 情報 社会と情報 実教 最新社会と情報　新訂版
14 2学年 国語 現代文Ｂ 数研 改訂版　現代文Ｂ
15 2学年 国語 古典Ｂ 第一 高等学校　改訂版　古典B　古文編
16 2学年 国語 古典Ｂ 第一 高等学校　改訂版　古典B　漢文編
17 2学年 地歴 日本史Ｂ 山川 詳説日本史　改訂版
18 2学年 地歴 地理Ｂ 帝国 新詳地理Ｂ
19 2学年 地歴 地図 帝国 新詳高等地図
20 2学年 公民 現代社会 第一 高等学校　改訂版　現代社会
21 2学年 数学 数学Ｂ 数研 改訂版　高等学校　数学Ｂ
22 2学年 理科 生物基礎 数研 改訂版　生物基礎
23 2学年 家庭 家庭基礎 大修館 未来をつくる　新高校家庭基礎

情報科学科

学年 教科 科目 出版社名 教科書名
1 1学年 国語 国語総合 東書 国語総合　現代文編
2 1学年 国語 国語総合 東書 国語総合　古典編
3 1学年 地歴 世界史Ａ 山川 現代の世界史　改訂版
4 1学年 公民 現代社会 第一 高等学校　改訂版　現代社会
5 1学年 数学 数学Ⅰ 数研 改訂版　高等学校　数学Ⅰ
6 1学年 理科 科学と人間生活 東書 改訂　科学と人間生活
7 1学年 理科 化学基礎 数研 改訂版　化学基礎
8 1学年 保体 保健体育 大修館 最新高等保健体育改訂版
9 1学年 芸術 音楽Ⅰ 教芸 MOUSA１
10 1学年 芸術 美術Ⅰ 日文 高校生の美術１
11 1学年 芸術 書道Ⅰ 教図 書Ⅰ
12 1学年 英語 コミュニケーション英語Ⅰ 東書 PROMINENCE English Communication Ⅰ
13 1学年 英語 英語表現Ⅰ いいずな be English Expression I Standard
14 1学年 情報 社会と情報 実教 最新社会と情報　新訂版
15 2学年 国語 現代文Ｂ 数研 改訂版　現代文Ｂ
16 2学年 国語 古典Ｂ 第一 高等学校　改訂版　古典B　古文編
17 2学年 国語 古典Ｂ 第一 高等学校　改訂版　古典B　漢文編
18 2学年 地歴 地理Ｂ 帝国 新詳地理Ｂ
19 2学年 地歴 地図 帝国 新詳高等地図
20 2学年 理科 物理基礎 数研 改訂版　物理基礎
21 2学年 理科 生物基礎 数研 改訂版　生物基礎
22 2学年 英語 コミュニケーション英語Ⅱ 大修館 Genius English CommunicationⅡ Revised
23 2学年 英語 英語表現Ⅱ いいずな be English Expression Ⅱ
24 2学年 家庭 家庭基礎 大修館 未来をつくる　新高校家庭基礎
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