
教科名       　国　　　　　語

科目名 教科書

（単位数） 副教材・問題集等 6月考査まで 9月考査まで 11月考査まで 学年末考査まで

・評論１　水の東西 ・評論２　＜顔＞という現象 ・小説２　城の崎にて ・評論４　映像文化の変貌

1 ＳＺ ＳＺ 国語総合 国語総合 東京書籍 ・小説１　羅生門 ・評論２　時間と自由の関係について ・評論３　広告の形而上学 ・小説３　富嶽百景

現代文 現代文編 ・詩歌

（2単位）

〈古文〉１　古典入門　「検非違使忠明」 〈古文〉２随筆　徒然草「筑紫になにがしの押領使」 〈古文〉３物語　伊勢物語「芥川」 〈古文〉６紀行　土佐日記「馬のはなむけ」

1 SZ ＳＺ 国語総合 国語総合 東京書籍 　　　　　　　　　　　　　　「絵仏師良秀」 　　　　　　　　　　　　　「ある人弓を射ることを習ふに」　　　　　　　　　　　　　　　　「東下り」 　　　　　　　　　　　　　　　　「帰京」

古典 古典編 　　　　　　　　　　　　　　「大江山の歌」 　　　　　　　「九月二十日のころ」 　　　　　　　　　　　　　　　　「筒井筒」

（３単位） 〈漢文〉１　漢文入門　訓読の基本 〈漢文〉２寓話　「苛政猛於虎也」　　　　　　 〈漢文〉４史話　「管鮑之交」 〈漢文〉３唐代の詩文　「雑説」

　　　　　　　　　故事成語「助長」 　　　　　　　　　　「臥薪嘗胆」

　　　　　　　　　　　　　　　「推敲」

2 ＳＺ SZ12 現代文 探求現代文Ｂ 桐原書店 ３　評論Ⅰ　「イスラム感覚」 ５　評論Ⅱ　「科学者とは何か」 ７　評論Ⅲ　  「木を伐る人／植える人」 ８　小説Ⅲ　　「こころ」

（文系） （３単位） ２　小説Ⅰ　「山月記」 ４　詩　　　　「永訣の朝」 ９　評論Ⅳ　　「である」ことと「する」こと

図説国語 東京書籍 ・　評論・小説演習：力をつける現代文２ ・　評論・小説演習：力をつける現代文２ ・　評論・小説演習：力をつける現代文２ ・　評論・小説演習：力をつける現代文２

力をつける現代文２ 数研出版

2 ＳＺ SZ12 現代文 探求現代文Ｂ 桐原書店 ３　評論Ⅰ　「イスラム感覚」 ５　評論Ⅱ　「科学者とは何か」 ７　評論Ⅲ　  「木を伐る人／植える人」 ８　小説Ⅲ　　「こころ」

（理系） （２単位） ２　小説Ⅰ　「山月記」 ４　詩　　　　「永訣の朝」 ９　評論Ⅳ　　「である」ことと「する」こと ・評論演習

図説国語 東京書籍

力をつける現代文２ 数研出版

精選古典Ｂ（古文編・漢文編 明治書院 〈古文〉１　説話　「博雅の三位と鬼の笛」 〈古文〉８　日記　更級日記「門出」 〈古文〉９　歴史物語　大鏡　「花山天皇の退位」 〈古文〉５　物語　源氏物語　「光源氏誕生」

2 ＳＺ SZ12 古典 　　　　　　　　　　　「袴垂、保昌に会ふこと」 　　　　　　　　　　　　　　　　　「源氏物語を読む」 　　　　　　　　　　　　　　　　　　「南院の競射」 　　　　　　　　　　　　　　　　　　「小柴垣のもと」

（３単位） 新しい古典文法 桐原書店 　　　　　２　随筆　方丈記　「ゆく河の流れ」　 　　　　　６　随筆　枕草子　「雪のいと高う降りたるを」

新明説漢文 尚文出版 〈漢文〉４　史話　「鴻門之会」 〈漢文〉６　文　「漁父辞」

古文単語３３０ いいずな書店 〈漢文〉１　故事逸話　「漱石枕流」「塞翁馬」　 　　　　　　　　　　　「四面楚歌」 　　　　　　　　　「師説」 〈漢文〉５　寓話　「曳尾於塗中　「慈恵亡国」

力をつける古文２・漢文２ 数研出版 　　　　　　　　　　　　　　「杞憂」　「震畏四知」 　　　　　３　漢詩 　　　　　　　　　　　「不死之薬」

Ⅱ部　 Ⅱ部 Ⅱ部

3 SP SP1 現代文 精選現代文 桐原書店 ２小説Ⅰ　「檸檬」 ３評論Ⅱ　「市民社会化する家族」 ９評論Ⅴ　「こころとことわり」

（文系） （３単位） ３評論Ⅱ　「クローン人間の脅威」 ５評論Ⅲ　「日本文化私観」

オリジナルテキスト オリジナルテキスト オリジナルテキスト

Ⅱ部　 Ⅱ部 Ⅱ部

3 SP SP2 現代文 精選現代文 桐原書店 ２小説Ⅰ　「檸檬」 ３評論Ⅱ　「市民社会化する家族」 ９評論Ⅴ　「こころとことわり」

（理系） （２単位） ３評論Ⅱ　「クローン人間の脅威」 ５評論Ⅲ　「日本文化私観」

オリジナルテキスト オリジナルテキスト オリジナルテキスト

新精選古典 明治書院 ・後編　古文編 ・後編　古文編 ・後編　古文編

3 ＳＰ 12 古典 新しい古典文法 桐原書店 　　　　　・２　大鏡　「三船の才」「面をや踏まぬ」 　　　　　・３　紫式部日記「秋のけはひ」「和泉式部・清少納言」 　　　　　・６　源氏物語「心づくしの秋風」「野分の朝」

（３単位） 新明説漢文 尚文出版 　　　　　・４　和歌・歌論　「無名抄」 　　　　 ・5　蜻蛉日記「町の小路の女」

古文単語３３０ いいずな書店 ・後編　漢文編 ・後編　漢文編 ・後編　漢文編

力をつける古典３ 数研出版 　　　　　・２　小説　「離魂記」 　　　　 ・3　史伝「士為知己者死」 　　　　　・４　思想　「韓非子」

・問題演習 ・問題演習 ・問題演習

平成26年度　　進度表

学年 コース クラス 出版社
進度範囲（単元名等記入）



科目名 教科書

（単位数） 副教材・問題集等 6月考査まで 9月考査まで 11月考査まで 学年末考査まで

世界史の歴史 山川出版社 第1部　世界の一体化と日本 　　　第3章　近代の世界 　　　　第2章　帝国主事時代 　　　第4章　平和と冷戦

1 SZ 1SZ 　　　第1章　世界の諸文明 第2部　地球社会と日本 　　　　第3章　二つの世界大戦 　　　第5章　現代世界と日本

グローバルワイド 第一学習社 　　　第2章　世界の一体化の始まり 　　　第1章　急変する人類社会

最新世界史図表

第２部　中世

詳説日本史 山川出版社 第１部　原始・古代 　　　第４章　中世社会の成立　 　　　第７章　幕藩体制の展開 　　　第10章　近代日本とアジア

2 SZ 最新日本史図表 第一学習社 　　　第１章　日本のあけぼの 　　　第５章　武家社会の成長 　　　第８章　幕藩体制の動揺 　　　第11章　占領下の日本

詳説日本史10分テスト 山川出版社 　　　第２章　律令国家の形成 第３部　近世 第４部　近代・現代 　　　第12章　高度成長の時代

　　　第３章　貴族政治と国風文化 　　　第７章　幕藩体制の確立 　　　第９章近代国家の成立 　　　第13章　激動する世界と日本

第５編　地球世界の成立 第１編　さまざまな地域世界

世界史B 東京書籍 第３編　一体化する世界 第４編　一体化の進展と世界の再編 　　第19章　国民国家体制と東西の成立 　　第３章　南アジア世界

最新世界史図表グローバルワイド 第一学習社 　　第13章　大交易時代 　　第16章　産業資本主義の発展と帝国主義 　　終章　経済のグローバル化と新たな地域秩序 　　第４章　東アジア世界

2 SZ 詳説世界史史10分テスト 山川出版社 　　第14章　近世のヨーロッパ 　　第17章　アジア諸地域の変革運動 第１編　さまざまな地域世界 　　第５章　内陸ユーラシア世界

ウィニングコンパス 東京法令出版 　　第15章　欧米の工業化と国民国家の形成 　　第18章　世界戦争の時代　 　　序章　文明以前の人類 　　第６章　東南アジア世界

　　第１章　オリエント世界と東地中海世界 　　第７章　古アメリカ世界

　　第２章 地中海世界と西アジア 　　第８章　イスラーム世界の形成

第２部　身近な地域の課題

高等学校新地理A 帝国書院 第１部　世界の諸地域の姿と地球的課題 　３章　世界の諸地域の生活・文化 　３章　世界の諸地域の生活・文化 　１章　身近にあるさまざまな地図

2      SZ 新詳高等地図 帝国書院 　１章　地球儀や地図からとらえる現代社会 　４章　地球的課題と私たち 　２章　日本の自然環境と防災

最新地理図表 第一学習社 　２章　人間生活を取り巻く環境 　 　３章　身近な地域の課題と地域調査

第１章　青年期の課題と自己形成 第３章　国際社会に生きる日本人の自覚 第４章　現代を生きる人間の倫理 ここから政経

倫理 東京書籍 第２章　人間としての自覚 　＊考査範囲は第４章まで 第１章　現代の政治

2 SZ 文 第５章　現代の課題を考える 　１節　民主政治の基本原理

倫理ワークノート 東京書籍 　＊課題解決型学習 　２節　日本国憲法の基本原理

倫理１０分間テスト 山川出版 ここまで倫理

第Ⅰ部　さまざまな地図と地理的技能 第Ⅱ部　現代世界の系統地理的考察 　２章 　資源と産業 　　６節　世界の工業

新地理B 帝国書院 　１章　地理情報と地図   １章　自然環境 　　１節　産業の発達と変化 　　７節　第三次産業

2      SZ 新詳高等地図 帝国書院 　２章　地図の活用と地域調査 　　　２節　世界の気候 　  ２節 世界の農林水産業 　　８節　世界を結ぶ交通・通信

最新地理図表 第一学習社 　　  ３節　日本の自然の特徴と人々の生活     ３節 食料問題 　　９節　現代世界の貿易と経済圏

地理用語集 山川出版社 第Ⅱ部　現代世界の系統地理的考察 　　　４節　環境問題     ４節　世界のエネルギ－ ・鉱産資源　 　３章　人口、村落・都市

  １章　自然環境　　　１節　世界の地形 　　５節　資源・エネルギ－問題   　１節　世界の人口

第１部　わたしたちの生きる社会 　第２章　日本国憲法と民主政治 　第３章　個人の尊重と法の支配 　第５章　国際社会と人類の課題

現代社会 東京書籍 第２部 　　１　民主政治とは 　　１　個人の尊重と法の支配 　　１　国際経済のしくみと動向

2      SZ 要点マスター演習ノート 東京書籍 　第１章　青年期と自己形成の課題 　　２　日本国憲法の原理 　第４章　現代の経済と国民福祉 　　２　国際政治のしうみと動向

　　１　現代社会と青年の生き方 　　３　日本政治機構 　　１　経済のしくみ 　　３　国際社会の現状と課題

　　２　よりよく生きることを求めて 　　４　現代政治の特質と課題 　　２　変化する日本経済 第３部　ともに生きる社会をめざして

　　３　豊かな生活の実現

第９章　近代国家の成立 第10章　二つの世界大戦とアジア

　２　明治維新と富国強兵 　３　市民生活の変容と大衆文化 センター試験演習 センター試験演習

　３　立憲国家の成立と日清戦争 　４　恐慌の時代

詳説日本史 山川出版社 　４　日露戦争と国際関係 　５　軍部の台頭

3 SP 最新日本史図表 第一学習社 　５　近代産業の発展 　６　第二次世界大戦

詳説日本史10分テスト 山川出版社 　６　近代文化の発達 第11章　占領下の日本

第10章　二つの世界大戦とアジア 第12章　高度経済成長

平成26年度　　進度表 教科名　　　地歴・公民

学年 コース クラス 出版社
進度範囲（単元名等記入）

倫理
（２）

2SZ
理系

地理B
（２）

2SZ
理系

現代社会
（２）

3SP1
文系

（選択）

日本史B
（５）

世界史Ａ
（２）

2SZ
文系

（選択）

日本史B
（５）

2SZ
文系

（選択）

世界史B
（５）

2SZ
文系

地理A
（２）



　１　第一次世界大戦と日本 第13章　激動する世界と日本

　２　ワシントン体制

詳説世界史B 山川出版社 第Ⅲ部 センター試験演習 センター試験演習 センター試験演習

3 SP 最新世界史図表グローバルワイド 第一学習社 　　第16章　冷戦と第三世界の自立

詳説世界史史10分テスト 山川出版社 　　第17章　現代の世界

ウィニングコンパス 東京法令出版

第１章　現代の政治 第２章　現代の政治 第２章　現代の政治

政経 東京書籍 　３節　日本の政治機構 　１節　現代の資本主義経済 　４節　福祉社会と日本経済の課題 　　　　※　センター試験対策（問題集等）

3 SP 　４節　現代政治の特質と課題 　２節　現代経済のしくみ 　５節　国民経済と国際経済

政経ワークノート 東京書籍 　５節　現代の国際政治 　３節　日本経済の発展と産業構造の変化 　＊考査範囲は第２章まで

政経１０分間テスト 山川出版 第３章　現代社会の諸課題

　＊課題解決型学習

第Ⅱ部　世界の諸地域 4章　地域区分でとらえる現代世界 　総復習 大学入試センタ－試験対策

新地理B 帝国書院  3章　国家規模の地域の調査 第Ⅳ部　地球的な課題

新詳高等地図 帝国書院  4章　州・大陸規模の調査　韓国・中国・ロシア  1章　人口・食料問題

最新地理図表 第一学習社 第Ⅲ部　グローバル化する現代世界　　1章近隣諸国 2章　都市・居住問題

地理用語集 山川出版社  2章　結びつきを強める現代世界の課題のとらえ方  3章　環境・エネルギ－ 問題   

 3章　地図でとらえる現代世界  4章　民族・領土問題

3SP1
文系

（選択）

世界史B
（５）

3SP1
文系 政治・経済

（２）

3 SP 3SP2
地理B
（３）



科目名 教科書

（単位数） 副教材・問題集等 6月考査まで 9月考査まで 11月考査まで 学年末考査まで

新編　数学Ⅰ 東京書籍

２章　集合と論証　　１節　集合　　２節　命題と論証

ニューアシスト新編数学Ⅰ＋A 東京書籍

新編　数学Ⅱ 東京書籍

ニューアシスト新編数学Ⅱ＋B 東京書籍

新編　数学Ａ 東京書籍

ニューアシスト新編数学Ⅰ＋A 東京書籍

新編数学Ⅱ 数研出版

クリアー数学ⅡB 数研出版

新編数学Ⅱ 数研出版

クリアー数学ⅡB 数研出版

アップリフトⅠAⅡB必修編 Z会

新編数学Ⅲ 数研出版

第３章　関数

クリアー数学Ⅲ 数研出版

新編数学B 数研出版

クリアー数学ⅡB 数研出版

第３章　空間のベクトル

新編数学B 数研出版

第３章　空間のベクトル

クリアー数学ⅡB 数研出版

アップリフトⅠAⅡB必修編 Z会

平成26年度　　進度表 教科名　　数学

学年 コース クラス 出版社
進度範囲（単元名等記入）

1 SZ SZ 数学Ⅱ(1)

１章　方程式・式と証明　　１節　整式・分数式の計
算　　２節　２次方程式　　３節　高次方程式　　４節
式と証明

３章　三角関数　　１節　三角関数　　２節　加法定
理

４章　指数関数・対数関数　　１節　指数関数　　２節
対数関数２章　図形と方程式　　１節　点と直線　　２節　円

３節　軌跡と領域

1 SZ SZ 数学Ⅰ(3)

１章　数と式　　１節　式の計算　　２節　実数　　３節
１次不等式

４章　図形と計量　　１節　鋭角の三角比　　２節　三
角比の拡張　　３節　三角形への応用

５章　データの分析　　１節　データの整理と分析
２節　データの相関３章　２次関数　　１節　２次関数とそのグラフ　　２

節　２次方程式と２次不等式

2 SZ 文系 数学Ⅱ(4)

第６章　微分法と積分法　　第１節　微分係数と導
関数　　第２節　関数の値の変化　　第３節　積分法

２章　整数の性質　　１節　約数と倍数　　２節　ユー
クリッドの互除法と不定方程式　　３節　整数の性質
の活用

2 SZ 理系 数学Ⅱ(3)

第６章　微分法と積分法　　第１節　微分係数と導
関数　　第２節　関数の値の変化　　第３節　積分法

1 SZ SZ 数学A(2)

１章　場合の数と確率　　１節　集合と場合の数
２節　確率とその基本性質　　３節　いろいろな確率

３章　図形の性質　　１節　三角形と比　　２節　円の
性質　　３節　作図　　４節　空間図形

2 SZ 文系 数学Ｂ(2)

第１章　平面上のベクトル　　第１節　ベクトルとその
計算　　第２節　ベクトルと平面図形

第３章　数列　　第１節　等差数列と等比数列　　第
２節　いろいろな数列　　第３節　　数学的帰納法

第５章　微分法　　第１節　導関数　　第２節　いろい
ろな関数の導関数

第６章　微分法の応用　　第１節　導関数の応用
第２節　いろいろな応用

第７章　積分法とその応用　　第１節　不定積分
第２節　定積分　　第３節　積分法の応用

2 SZ 理系 数学Ｂ(3)

第３章　数列　　第１節　等差数列と等比数列　　第
２節　いろいろな数列　　第３節　　数学的帰納法

第１章　平面上のベクトル　　第１節　ベクトルとその
計算　　第２節　ベクトルと平面図形

2 SZ 理系 数学Ⅲ(2)

第１章　複素数平面　　第２章　式と曲線　　第１節
２次曲線　　第２節　媒介変数表示と極座標

第４章　極限　　第１節　数列の極限　　第２節　関
数の極限

第７章　積分法とその応用　　第１節　不定積分



新編数学Ⅲ 数研出版

クリアー数学Ⅲ 数研出版

アップリフトⅠAⅡB必修編 Z会

アップリフトⅠAⅡB必修編 Z会 問題演習 問題演習 問題演習 問題演習

アップリフトⅠAⅡB必修編 Z会 問題演習 問題演習 問題演習 問題演習

標準演習PLAN120 数研出版 問題演習 問題演習 問題演習 問題演習

3 SP 理系 数学Ⅲ(5)

第２節　定積分　　第３節　積分法の応用

3 SP 文系 数学Ｂ(2)

3 SP 理系 数学特講(3)

3 SP 文系 数学特講(4)



科目名 教科書

（単位数） 副教材・問題集等 6月考査まで 9月考査まで 11月考査まで 学年末考査まで

第１編物質の構成 第2編 2章酸と塩基 3章酸化還元反応

1 ＳＺ 1 1章物質の探究 1章物質量と化学反応式 　１酸と塩基　２水素イオン濃度とｐＨ　 　１酸化と還元　２酸化剤と還元剤

化学基礎 化学基礎 東京書籍  １純物質と混合物　２化合物と元素　３物質の三態 　１原子量・分子量・式量　２物質量　３溶液の濃度 　３中和反応と塩の生成　４中和滴定 　３金属の酸化還元反応　４さまざまな酸化還元反応

（２） 2章原子の構造と元素の周期表 　４化学反応式と量関係

基本セレクト化学基礎 数研出版 　１原子の周期表　２元素の周期律と元素の性質

3章化学結合

　１イオン　２イオン結合　３共有結合　４配位結合

　５分子間の結合　６金属結合　７化学結合と物質の性質

第１編　生物の特徴 第２編　遺伝子とそのはたらき 第３編　生物の体内環境の維持 第４編　生物の多様性と生態系

　１章　生物の多様性と共通性 　１章　生物と遺伝子 　１章　体内環境 　１章　植生の多様性と分布

　２章　生命活動とエネルギー 　２章　遺伝情報の分配 　２章　体内環境の調節 　２章　気候とバイオーム

　３章　遺伝情報とタンパク質の合成 　３章　免疫 　３章　生態系とその保全

　

１編　物体の運動とエネルギー １編　３力学的エネルギー ２編　さまざまな物理現象 ２編　さまざまな物理現象

１　速度・加速度 ２編　さまざまな物理現象 ２　波 ４　エネルギーとその利用

2 SZ 理系 物理基礎 物理基礎 東京書籍 ２　さまざまな力 １　熱現象 ３　電気

（２）

リードα物理・物理基礎 数研出版

フォトサイエンス化学図録 数研出版 　1章物質量と化学反応式

２ SZ １・２ 化学基礎 化学基礎 東京書籍 第1編　物質の構成 第1編　物質の構成 第2編　物質の変化 第2編　物質の変化

文科系 （２） 基本セレクト化学基礎 数研出版 　1章　物質の探究 　3章　化学結合 　2章　酸と塩基 　3章　酸化還元反応

　2章　原子の構造と元素の周期表 第2編　物質の変化

　1章　物質量と化学反応式

２ SZ １・２ 化学基礎 化学基礎 東京書籍 《化学基礎》 第2編　物質の変化 第2編　化学反応とエネルギー 第4編　無機物質

理科系 （２） セミナー化学基礎＋化学 第一学習社 第1編　物質の構成 　3章　酸化還元反応 　1章　化学反応と熱・光 　1章　周期表と元素

化学 化学 東京書籍 　1章　物質の探究 《化学》 　2章　電池と電気分解 　2章　非金属元素の単体と化合物

（４） セミナー化学基礎＋化学 第一学習社 　2章　原子の構造元素の周期表 第1編　物質の状態と平衡 第3編　化学反応の速さと平衡 　3章　典型金属元素の単体と化合物

化学図録 数研出版 　3章　化学結合 　1章　物質の状態 　1章　化学反応の速さ　 　4章　遷移元素の単体と化合物

第2編　物質の変化 　2章　気体の性質 　2章　化学平衡 　5章　無機物質と人間生活
　1章　物質量と化学反応式 　3章　溶液の性質 　3章　水溶液中の化学平衡
　2章　酸と塩基 　4章　固体の構造

第１編　惑星としての地球 第２編　活動する地球 第４編　移り変わる地球 第５編　地球の環境

ＳＺ １・２ １章　太陽系の中の地球 ２章　火山 １章　地層の形成 １章　環境と人間

2 地学基礎 地学基礎 数研出版 ２章　地球の形と大きさ ３章　地震と地殻変動 ２章　古生物の変遷 ２章　日本の自然環境

（２） ３章地球の構造 第３編　大気と海洋 第６編　宇宙の構成

文科系 リードアルファ地学基礎 数研出版 第２編　活動する地球 １章　地球の熱収支 １章　太陽と構成

図説地学 第一学習社 １章プレートの運動 ２章　大気と海水の運動 ２章　宇宙のすがた

第１編　力と運動 ２編　熱 ４編　電気と磁気

ＳＺ １　剛体のつりあい １　気体分子の運動 １　静電気

３ 理系 物理 物理 東京書籍 ２　平面運動　　３　円運動　　４　単振動 ２　期待の状態変化 ２　電流

（６） ５　運動量保存則 ３編　波 ３　電流と磁界　４　電磁誘導と交流

セミナー物理 第一学習社 音波と光波 ５編　原子

３ SZ ２ 化学 化学 東京書籍 第5編　有機化合物 第6編　高分子化合物 基本演習
理科系 （３） セミナー化学基礎＋化学 第一学習社 　1章　有機化合物の特徴と構造 　1章　高分子化合物 総合演習

化学図録 数研出版 　2章　炭化水素 　2章　天然高分子化合物
　3章　酸素を含む有機化合物 　3章　合成高分子化合物
　4章　芳香族化合物 　4章　高分子化合物と人間生活

東京書籍

実教出版

平成26年度　　進度表 理科

学年 コース クラス 出版社
進度範囲（単元名等記入）

1 SZ SZ
生物基礎

（２）

生物基礎

サイエンスビュー生
物総合資料



　5章　有機化合物と人間生活

第１編　生命現象と物質 第１編　生命現象と物質 第４編　生物と環境 試験センター対策実践編

　第１章　細胞と分子 　第3章　遺伝情報の発言 　第９章　個体群と生物群集

　第2章　代謝 　第10章　生態系

第２編　生殖と発生

　第４章　有性生殖 第５編　生物の進化と系統

　第５章　動物の発生 　第11章　生物の進化

　第６章　植物の発生 　第12章　生物の系統

第３編　生物の環境応答

　第７章　植物の環境応答

　第８章　動物の反応と行動

第３編　生物の多様性と生態系 演習(第1章から第3章までの復習） センター試験対策 試験センター対策実践編

　第4章　生物の多様性とバイーム

　第5章　生態系とその保全

　

第１編　惑星としての地球 第３編　大気と海洋

SP 1 １章　太陽系の中の地球　２章　地球の形と大きさ １章　地球の熱収支　２章　大気と海水の運動 発展学習

3 地学基礎 地学基礎 数研出版 ３章地球の構造 第４編　移り変わる地球 総合演習

（２） チェック＆演習地学基礎 数研出版 第２編　活動する地球 １章　地層の形成　２章　古生物の変遷

文科系 リードアルファ地学基礎 数研出版 １章プレートの運動　２章　火山　３章　地震と地殻変動 第６編　宇宙の構成 過去の大学入試問題を題材とし、知識の深化を図る。

図説地学 第一学習社 以上演習 １章　太陽と構成　２章　宇宙のすがた　以上演習

3
SP

理科系
3SP2

生物
（６）

生物

二訂版スクエア最新
図説生物

セミナー生物基礎＋
生物

第一学習社

第一学習社

第一学習社

3
SP

文科系
3SP1

生物基礎
（２）

生物基礎

二訂版スクエア最新
図説生物

プログレス生物基礎

第一学習社

第一学習社

第一学習社



科目名 教科書

（単位数） 副教材・問題集等 6月考査まで 9月考査まで 11月考査まで 学年末考査まで

Pro‐VisioⅠ 桐原書店 　Lesson　１・２・３ Lesson　４・５・６ Lesson　６・７・８ Lesson　９・１０　Reading 　1

予習ノート

Vision Quest 啓林館 Lesson １・２・３・４・５ Lesson ６・７・８・９ Lesson １０・１１・１２ Grammar　の復習

English ExpressionⅠ

Advanced

Pro‐VisionⅡ 桐原書店 　Lesson　１・２・３(1) Lesson　３・４・５（１） Lesson　５・６・７ Lesson　８・９・１０

1 予習ノート

2

英語表現Ⅱ Vision　QuestⅡ 啓林館 Lesson　1 ～Lesson　5 Lesson　6 ～Lesson　10

1 -2 パスポート英作文 数件出版 目次　１～５ 目次　５～９

2 　（★Put into English はクラスのレベルに応じて） 　（★Put into English はクラスのレベルに応じて）

CROWN Reading 三省堂 Lesson 1 ～ 3

1

2 大学入試問題 EXAM 北海道大学～弘前大学

Over All 5 Z会 UNIT 1~5

1

2

3 SP 1

進研　センター型 ベネッセ 第1問型、2問型、3問型

問題演習 第4問型(半分）

教科名      　英　語

学年 コース クラス 出版社
進度範囲（単元名等記入）

1
コミュニケー
ション英語Ⅰ

（３）
SZ

1

英語表現Ⅰ
（３）SZ

平成26年度　　進度表

3 SP
Writing
（３）

英語特講
（２）

2 コミュニケー
ション英語Ⅱ

（５）

SZ

2 SZ

3 SP
Reading

（４）


