
●必修科目
発行所 教    科    書    名 定価 教科 文系 文理系 理系

実教 政経 312 高校政治・経済 新訂版 475 政治経済

啓林館 コⅢ 335 Revised LANDMARK English Communication Ⅲ 644 ＥＣⅢ

いいずな 英Ⅱ 332 be English Expression Ⅱ 639 英表Ⅱ

桐原 大学入試・小論文　ジャンル別キーワード解説　四訂版 480 現代文B

桐原 大学入試・小論文　ジャンル別キーワード解説　四訂版　準拠ワークブック 420 現代文B

啓林館 Revised LANDMARK English CommunicationⅢ　予習ノート 685 ＥＣⅢ

エミル 共通テストリスニング 分野別10ｍｉｎ.2訂版 640 ＥＣⅢ

桐原 Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｆｌａｓｈ　Ｓｔａｇｅ２ 661 ＥＣⅢ

第一 【2022】 最新政治・経済資料集　新版 910 政治経済

実教 化学 311 新版化学 新訂版 1,120 化学 × ×

実教 アクセスノート化学　改訂版 751 化学 × ×

第一 古Ｂ 352 高等学校 改訂版 古典B 926 古典Ｂ ×

数研 解法古文単語350 830 古典Ｂ ×

●選択科目 文系 文理系 理系 チェック欄

山川 日Ｂ 309 詳説日本史 改訂版 848 日本史B 選択 選択 × □

二宮 地Ｂ 305 新編 詳解地理Ｂ改訂版 803 地理B

二宮 地図 314 高等地図帳 改訂版 1,386 ¥2,189

数研 改訂版　ﾘﾝｸ数学演習Ⅰ・A　受験編　approach＋basic 560 数学Ⅰ・A研究 選択 選択 × □

数研 数Ⅲ 323 改訂版　高等学校 数学Ⅲ 813

数研 改訂版　教科書傍用　4STEP 数学Ⅲ 760

数研 改訂版　教科書傍用　4STEP 数学Ⅲ　解答編 290 ¥1,863

東書 物理 308 改訂 物理 1,120 物理

数研 四訂版　リードLightノート　物理 860 ¥1,980

実教 四訂版　リードLightノート　化学基礎 670 化学研究 選択 選択 × □

実教 化学 311 新版化学 新訂版 1,120 化学

実教 アクセスノート化学　改訂版 751 ¥1,871

数研 生物 310 改訂版 生物 1,273

第一 十訂版　スクエア最新図説生物 neo 892

第一 【2022】 セミナー生物基礎＋生物 930 ¥3,095

第一 【2022】 セミナー生物基礎＋生物 930 生物研究 選択 選択 × □

いいずな 現代文読本　評論編　② 510 現代文 研究

いいずな 現代文読本　小説・随想編　② 510 ¥1,020

いいずな プログレス　古典総演習　標準編　三訂版 640 古典 研究 選択 × × □
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令和4年度　教科書定価表
千葉県立我孫子高等学校　新３学年

教科書番号

必修 必修

必修
副読本

文系・文理系必修 ¥7,310 理系必修 ¥7,425
選択合計

全ての合計     \

教科書の合計金額をお書きください

    \



※ 新型感染症対策のため学校ごとに販売日・販売時間を指定しております。

※ 三密対策のためにお客様の誘導を行う場合がございます。

また混雑時は時間を改めてご来店されるなどのご協力をお願いします。

※ 体調が悪い場合来店をご遠慮ください。予備日がありますので予備日をご利用ください。

※ 販売日・予備日両日とも体調など特段の理由で来られない方は電話でご相談ください。

※ ４月以降の教科書購入は全て注文扱いになり、少々お時間を頂きます。

※ 購入した教科書に間違いが無いか、購入日にご確認下さい。

記入済みの教科書の返品はお受けできかねます。

※ 教科書の宅配はお受付できません。最寄りのコンビニ等で各自ご対応ください。

※ 教科書購入には、図書カード・クレジットカードはご使用になれません。現金のみとなります。

※ 電子辞書・紙辞書の購入には、クレジットカードをご使用いただけます。（VISA/MASTER/楽天のみ）

※ 駐車場の用意はございません。近隣のコインパーキングなどをご利用ください。

※ 必修（全員共通分）はセットになっています。

選択科目については各自ご確認のうえ、必要なものをスタッフにお伝えください。

※ 不足・乱丁交換の際には購入から2週間以内にレシートをお持ちの上、お申し出ください。

期間外・レシートをお持ちでない場合お受けできかねます。

予備日　

他の学校と同一のため混雑が予想されます。
できる限り指定販売日にご来店ください。

3月31日（木）
10:00～18:00

販売日
我孫子高校　新3年生

3月28日（月）
10:00～18:00

※　教科書購入のためのお願い　※


