
教育課程Ⅲ（高等学校　2019・2020・2021年度入学生　コース別）

2019・2020・2021年度入学生（特別進学コース）　　　

第１学年 第２学年 第２学年 第３学年 第３学年

特別進学 特別進学文系 特別進学理系 特別進学文系 特別進学理系

1 国語総合④ 現代文B④ 現代文B④ 現代文B④ 現代文B④

2 (5) (4) (4) (3) (3)

3

4 古典B④ 古典B④

5 古典B④ 古典B④ (2) (2)

6 世界史A② (3) (3) 国語探究 政治・経済②

7 (2) (3) (2)

8 倫理②   日本史Ｂ④ 日本史Ａ②

9 (2) (4) (2) 日本史B④ 数学Ⅲ⑤／

10 数学Ⅰ③ 政治・経済②  (3) 数学探究

11 (3) (2) (7)

12 政治・経済② 数学Ⅱ④ 政治・経済②

13 数学Ⅱ④ (1) (2) (4) (2)

14 数学Ａ② 数学Ⅱ④ 公民探究

15 (3) (4) (2) 物理④／

16 数学Ｂ② 数学探究 生物④ (5)

17 化学基礎② (3) (4)

18 (2) 数学Ｂ②

19 生物基礎② (3) 物理基礎②

20 (2) (2) 物理探究／生物探究 化学④

21 体育⑦～⑧ 物理基礎② 化学④ (2) (4)

22 (3) (2) (2) 化学探究

23 体育⑦～⑧ 体育⑦～⑧ (2)

24 保健② (1) (2) (2) 体育⑦～⑧ 体育⑦～⑧

25 音楽Ⅰ／美術Ⅰ② 保健① (1) 保健① (1) (2) (2)

26 (2) コミュニケーション英語Ⅱ④ コミュニケーション英語Ⅱ④ コミュニケーション英語Ⅲ④ コミュニケーション英語Ⅲ④

27 コミュニケーション英語Ⅰ③ (4) (4) (4) (4)

28 (4)

29

30 英語表現Ⅱ④ 英語表現Ⅱ④ 英語表現Ⅱ④ 英語表現Ⅱ④

31 英語表現Ⅰ② (3) (3) (2) (2)

32 (2) 英語探究 英語探究

33 社会と情報② 家庭基礎② 家庭基礎② (3) (3)

34 (2) (2) (2)

35 宗教　(1) 宗教　(1) 宗教　(1) 宗教　(1) 宗教　(1)

36 ＨＲ① ＨＲ① ＨＲ① ＨＲ① ＨＲ①

37 総合的な探究の時間③～⑥ 総合的な探究の時間③～⑥ 総合的な探究の時間③～⑥ 総合的な探究の時間③～⑥ 総合的な探究の時間③～⑥

数学Ⅰ履修後に数学Ⅱ

を履修  



2019・2020・2021年度入学生（幼児保育進学コース）　　　

第１学年 第２学年 第３学年

幼児保育進学 幼児保育進学 幼児保育進学

1 国語総合④ 国語表現③ 国語表現③

2 (4) (2) (3)

3 現代文Ｂ④

4 (3) 現代文Ｂ④

5 世界史A② (3)

6 (2) 地理A②

7 数学Ⅰ③ (2) 政治・経済②

8 (4) 現代社会② (3)

9 (2)

10 数学Ⅱ④ 数学Ⅱ④

11 数学Ａ② (2) (2)

12 (2) 科学と人間生活② 体育⑦～⑧

13 化学基礎② (2) (3)

14 (2) 体育⑦～⑧

15 生物基礎② (2) 絵画と造形②

16 (2) 保健① (2)

17 体育⑦～⑧ 音楽Ⅰ② (1) コミュニケーション英語Ⅱ④

18 (2) 美術Ⅰ② (4)

19 保健② (1) (2)

20 音楽Ⅰ② コミュニケーション英語Ⅱ④

21 (2) (4) 英語探究　(2)

22 コミュニケーション英語Ⅰ③ ／フランス語 (2)

23 (4) ピアノとリズム

24 英語探究　(2) (2)

25 ／フランス語 (2) 子どもの発達と保育

26 英語表現Ⅰ② 家庭基礎② (4)

27 (2) (2)

28 社会と情報② ピアノとリズム(1)

29 (2) 保育キャリア　(1) 保育キャリア　(1)

30 宗教　(1) 宗教　(1) 宗教　(1)

31 ＨＲ① ＨＲ① ＨＲ①

32 総合的な探究の時間③～⑥ 総合的な探究の時間③～⑥ 総合的な探究の時間③～⑥

 



2019・2020・2021年度入学生（キャリアデザインコース）　　　

第１学年 第２学年

キャリアデザイン キャリアデザイン

1 国語総合④ 現代文Ｂ④

2 (4) (3)

3

4 地理A②

5 世界史A② (2)

6 (2) 現代社会②

7 数学Ⅰ③ (2) 世界史B/ 数学探究 ビジネス基礎

8 (4) 数学Ⅱ④ 日本史Ｂ (3) (3)

9 (2) ④

10 科学と人間生活② (4) 理科探究 ビジネス情報

11 数学Ａ② (2) 英語探究 (2)／ (3) (3)

12 (2) 体育⑦～⑧ 　フランス語　(2)

13 化学基礎② (2)

14 (2) 保健①

15 生物基礎② コミュニケーション英語Ⅱ④

16 (2) (4)

17 体育⑦～⑧

18 (2)

19 保健② (1) 英語探究 (2)／

20 音楽Ⅰ②／美術Ⅰ② フランス語　(2)

21 (2) 家庭基礎②

22 コミュニケーション英語Ⅰ③ (2)

23 (4) 情報の科学②

24 (2)

25 ビジネス実務

26 英語表現Ⅰ② (2)

27 (2) 茶道(1)

28 社会と情報② ドミニコの森 (1)

29 (2) キャリアデザイン(1)

30 宗教　(1) 宗教　(1)

31 ＨＲ① ＨＲ①

32 総合的な探究の時間③～⑥ 総合的な探究の時間③～⑥

(3)

第３学年

キャリアデザイン

国語表現③

(3)

現代文Ｂ④

(3)

政治・経済②

(3)

数学Ⅱ④

(2)

体育⑦～⑧

キャリアデザイン (1)

宗教　(1)

ＨＲ①

総合的な探究の時間③～⑥

コミュニケーション英語Ⅱ④

(4)

アンサンブル(2)／ 

絵画と造形(2)／フードデザイン(2)

茶道(1)

ドミニコの森 (1)

 



2019・2020・2021年度入学生（総合進学コース）　　　

第１学年 第２学年 第２学年 第３学年 第３学年

総合進学 総合進学文系 総合進学理系 総合進学文系 総合進学理系

1 国語総合④ 現代文B④ 現代文B④ 現代文B④ 現代文B④

2 (4) (3) (3) (3) (3)

3

4 古典B④ 地理A② 古典B④ 国語探究

5 世界史A② (3) (2) (2) (3)

6 (2) 現代社会② 国語探究

7 数学Ⅰ③ 世界史Ｂ④／日本史B④ (2) (3) 数学探究

8 (4)  (2) 数学Ⅱ④ (5)

9 地理A② (4) 世界史Ｂ④／日本史B④

10 (2)  (4)

11 数学Ａ② 現代社会②

12 (2) (2) 数学B② 物理④／

13 化学基礎② 数学Ⅱ④ (3) 政治・経済② 生物④ (5)

14 (2) (4) (3)

15 生物基礎② 物理基礎②

16 (2) (2) 体育⑦～⑧

17 体育⑦～⑧ 物理基礎② 化学④ (3) 化学④

18 (2) (2)  (2) (4)

19 保健② (1) 体育⑦～⑧ 体育⑦～⑧ コミュニケーション英語Ⅲ④

20 音楽Ⅰ②／美術Ⅰ② (2) (2) (4)

21 (2) 保健① (1) 保健① (1) 体育⑦～⑧

22 コミュニケーション英語Ⅰ③ コミュニケーション英語Ⅱ④ コミュニケーション英語Ⅱ④ (3)

23 (4) (4) (4) 英語表現Ⅱ④/

24 フランス語 (2) コミュニケーション英語Ⅲ④

25 英語探究 (4)

26 英語表現Ⅰ② 英語表現Ⅱ④/ 英語表現Ⅱ④ (3)

27 (2) フランス語 (2)  (2)

28 社会と情報② 家庭基礎② 家庭基礎② アンサンブル(2)／絵画と造形(2) 英語表現Ⅱ④

29 (2) (2) (2) ／フードデザイン(2) (2)

30 宗教　(1) 宗教　(1) 宗教　(1) 宗教　(1) 宗教　(1)

31 ＨＲ① ＨＲ① ＨＲ① ＨＲ① ＨＲ①

32 総合的な探究の時間③～⑥ 総合的な探究の時間③～⑥ 総合的な探究の時間③～⑥ 総合的な探究の時間③～⑥ 総合的な探究の時間③～⑥

 


