
記載についての凡例１  ◆    　              (  ) 必履修（共通履修）科目 △      　            (  ) 選択必履修科目(地歴）

◎　　　           　(  ) 選択必履修科目(理科） □　　　   　      　(  ) 選択必履修科目(芸術）

　　　　    　　　    (  ) 選択科目

記載についての凡例２ ２期にわたって継続履修しないといけない。

選択条件がある、継続履修が望ましいなど
（詳しくは各科目のページで確認しなさい）

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 3年後期

総 合
◆産業社会と人間(1)
（夢チャレンジⅠ）

◆産業社会と人間(1)
（夢チャレンジⅠ）

◆総合的な探究(1)
（夢チャレンジⅡ）

◆総合的な探究(1)
（夢チャレンジⅡ）

◆総合的な探究(1)
（夢チャレンジⅡ）

国 語 ◆国語総合（2） ◆国語総合（3） ◆精選国語（2） 精選国語（2） 現代文Ｂ（2） 現代文演習（2）

発展国語（2） 発展国語（2） 古　　典Ｂ（2） 古典演習（2）

国語演習(2) 国語演習(2)

小論文演習（2） 漢字に親しむ（1）

医療・看護系国語（2） 文学・表現演習（1）

地 理 歴 史 ◆世界史Ａ(2) 世界史Ｂ（2） 世界史Ｂ（2） 世界史演習（2）

△日本史Ｂ（2） △日本史Ｂ（2） 近現代日本史（2） 日本史演習（2）

△日本史Ａ（2） △日本史Ａ（2） 歴史研究（1）

△地　　理Ｂ（2） △地　　理Ｂ（2） 世界地誌（2） 地理演習（2）

△地　　理Ａ（2） △地　　理Ａ（2） 地理研究（1）

歴史探訪（集中講座）（1） 堺学フィールドワーク(集中講座) 歴史探訪（集中講座）（1） 堺学フィールドワーク(集中講座) 堺学入門（1）

公 民 ◆現代社会(2) 時事問題（2） 政治・経済(2) 現代社会演習(2)

倫理(2) 国際理解（1）

一般社会(2)

数 学 ◆数　　学Ⅰ（3） ◆数   学Ａ（2） 数学Ⅲα(2) 数学Ⅲα(2) 数学演習発展Ｃ (2)

数学Ｂα【理系】(2) 数学Ⅲ(2) 数学Ⅲ(2)

精選数学演習Ｃ (2) 補充数学Ｃ(1)

数学Ⅱ【理系】(2) 数学Ⅱ【理系】(2) 精選数学演習B (2) 数学演習発展B (2)

補充数学Ｂ（１）

数学Ⅱ【文系】(2) 数学Ⅱ【文系】(2) 数学Ｂβ(2) 数学演習Ａ・Ｂ (2)

数学Ｂα【文系】(2) 精選数学演習Ａ (2)

数学演習基礎Ａ (2) 数学演習基礎Ａ (2) 精選看護数学Ａ (2) 看護数学演習Ａ (2)

補充数学Ａ（１）

理 科 ◎物理基礎（2） 物　理（2） 物　理（2） 物理演習（2）

物理演習理系(1)

物理基礎演習（2）

◆化学基礎(1) ◆化学基礎(1) 化　学（2） 化　学（2） 化学演習（2）

化学基礎演習（2） 化学演習理系(1)

看護化学(1)

◆生物基礎(1) ◆生物基礎(1) 生　物（2） 生　物（2） 生物演習（2）

生物基礎演習（2） 探求生物(1)

◎地学基礎（2） 地　学（2） 地　学（2） 地学演習（2）

地学基礎演習（2）

防災地学(1)

大阪府立堺東高等学校　　令和２年度入学生（４９期生）　　科目設定年次表

数学Ⅱα・γ (4)

「◎物理基礎」、「◎
地学基礎」、のいず
れかをを選択します。

「◎物理基礎」「◎地
学基礎」のいずれかを
選択します。

「物理（４単位）」、「地学（４単位）」は、
それぞれ「物理基礎」、「地学基礎」の
選択が必要です。

情報、商業の同一名

単位数

情報、商業の同一名

「数学Ⅲ」は、その科目以前
に「数学Ⅱ」を終えることが
必要です。

「△日本史Ｂ」、「△日本史Ａ」、「△地
理Ｂ」、「△地理Ａ」の中から一つ以上
を必ず選択しなければなりません。
（地歴選択必履修のため）

「日本史Ａ」、「地理Ａ」は
複数回選択できません

「歴史探訪」「堺学フィールドワーク」
は複数回選択できません
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1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 3年後期

保 健 体 育 ◆体　　育（1） ◆体　　育（2） ◆体　　育（1） ◆体　　育（1） ◆体　　育（1） ◆体　　育（1）

◆保　　健（1） ◆保　　健（1）

テニス（2） サッカー（2） テニス（2） サッカー（2）

バレーボール（2） バスケットボール（2） バレーボール（2） バスケットボール（2）

スポーツ体験（２） ゴルフ（２）

水辺スポーツ（２） 体力トレーニング実習（１）

マリン実習（集中講座）（１）

芸 術 □音　　楽Ⅰ(1) □音　　楽Ⅰ(1) 音　　楽Ⅱ（2） 芸術表現音楽（2）

音 楽 ピアノ奏法（2） ピアノ奏法（2） 声楽とソルフェージュ（2）

美 術 演奏法（2） 演奏法（2） 音楽鑑賞演習(1)

書 道 □美　　術Ⅰ(1) □美　　術Ⅰ(1) 美　　術Ⅱ（2） 美　　術Ⅲ(2)

造形演習（2） 造形演習（2）

生活デザイン（2） 生活デザイン（2）

素材体験（2）

素描演習（2） 素描演習（2）

□書　　道Ⅰ(1) □書　　道Ⅰ(1) 書　　道Ⅱ（2） 書　　道Ⅲ(2)

漢字の書（2） 漢字仮名まじり書（2） ペン字講座（2）

書造形演習（2） 書造形演習（2） 仮名の書(1)

英 語 ◆コミュニケーション英語Ⅰ（2） ◆コミュニケーション英語Ⅰ（2） ◆コミュニケーション英語Ⅱ（2） ◆コミュニケーション英語Ⅱ（2） コミュニケーション英語Ⅲ（2） コミュニケーション英語Ⅲ（2）

外 国 語 ◆英文法基礎（１） 英語表現Ⅰ（2） 英文法（2） 英文法演習（2） 英文法演習（2）

標準長文演習（2） 標準長文演習（2）

発展長文演習（2） 発展長文演習（2）

英会話基礎（2） 英会話基礎（2） 英会話（1）

英語総合基礎（2） 英語総合（2） 英語総合（2）

映画英語（2）

英検・ＴＯＥＩＣ（1）

スペイン語（2）

中国語（2）

韓国・朝鮮語（2）

家 庭 ◆家庭基礎（1） ◆家庭基礎（1） 暮らしを創る（1）

ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ（2） 栄養（2） ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ（2） 栄養（2）

ﾌｧｯｼｮﾝ造形基礎（2） 服飾手芸（2） ﾌｧｯｼｮﾝ造形基礎（2） 食文化（2）

子どもの発達と保育（2）

情 報 ◆社会と情報(1) ◆社会と情報(1) 情報の科学(2) 情報デザイン実習（1）

ワープロ文書表現（2） ワープロ文書表現（2）

マルチメディア実習（2） マルチメディア実習（2）

プログラミング実習（2） プログラミング実習（2）

コンピュータデザイン実習（2）

医療・看護 看護基礎（2） 看護基礎（2） 成人と母子の看護（2） 成人と母子の看護（2）

施設実習成人（集中講座）（1） 施設実習成人（集中講座）（1） 看護演習（2）

福 祉 社会福祉基礎(2) 介護福祉基礎（2） 社会福祉基礎（2） 介護福祉基礎（2）

「○○Ⅱ」の科目は、その科目より前

に同じ科目名の「○○Ⅰ」を履修した

生徒のみが履修できます
同様に、「○○Ⅲ」の科目は、その科
目より前に同じ科目名の「○○Ⅱ」を
履修した生徒のみが履修できます

「標準長文演習」「発展長文演習」
はどちらか一方しか選択できません

「ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ」「ﾌｧｯｼｮﾝ造形

基礎」「栄養」は複数回選択

できません

「マルチメディア実習」「ワープロ文書表現」「プロ

グラミング実習」は複数回選択できません

「施設実習成人（集

中講座）」は複数回

選択できません
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