
●文系必修
発行所 教     科     書     名 定価 科目
大修館 現Ｂ 329 現代文Ｂ 改訂版 上巻 466
大修館 現Ｂ 330 現代文Ｂ 改訂版 下巻 419
教出 古Ｂ 336 精選古典Ｂ 古文編 573
教出 古Ｂ 337 精選古典Ｂ 漢文編 353
山川 世Ｂ 310 詳説世界史 改訂版 865 世界史B

啓林館 数Ⅱ 325 数学Ⅱ改訂版 792 数学Ⅱ
文英堂 コⅡ 343 NEW EDITION UNICORN English Communication 2 670 コ英Ⅱ
東書 家基 311 家庭基礎 自立・共生・創造 538 家庭基礎

京都 完成　日本文学史ノート　三訂版 530 現代文B
いいずな Key & Point　古文単語330　三訂版 830 古典AB
いいずな 入試頻出漢字+現代文重要語彙　TOP2500　三訂版 790 現代文B

帝国 最新　世界史図説　タペストリー　二十訂版　【2022】 880 世界史AB

啓林館 アドバンス　数学Ⅱ＋Ｂ　改訂版　 800
啓林館 アドバンス　数学Ⅱ＋Ｂ　改訂版　解答編 375
旺文社 英単語ターゲット1400　5訂版　大学JUKEN新書 1,114
文英堂 UNICORN English Communication 2 予習ノート New Edition 730

Sigma Player 2（NEW EDITION UNICORN English Communication Ⅱ対応）

【この商品は先に代金を頂き、学校より配布されます】
第一 【2022】 最新生活ハンドブック　資料＆成分表 880 家庭基礎

●文系選択
第一 化基 321 高等学校 改訂 化学基礎 772
第一 2022  改訂　プログレス化学基礎 670
第一 十訂版　スクエア最新図説化学 880 ¥2,322
数研 物基 318 改訂版　 物理基礎 777
第一 2022　セミナー物理基礎 670
数研 フォローアップドリル物理基礎－波・電気－ 300 ¥1,747

啓林館 数Ｂ 323 数学Ｂ　改訂版 767 数 B □
教芸 音Ⅱ 310 MOUSA　２ 323 音Ⅱ □
日文 美Ⅱ 304 高校生の美術　２ 854 美Ⅱ □
教図 書Ⅱ 306 書Ⅱ 419 書Ⅱ □

●理系必修【選択は無し】
発行所 教     科     書     名 定価 科目
大修館 現Ｂ 329 現代文Ｂ 改訂版 上巻 466
大修館 現Ｂ 330 現代文Ｂ 改訂版 下巻 419
教出 古Ａ 302 古典文学選 古典Ａ 660 古典A
帝国 世Ａ 314 明解　世界史Ａ 695 世界史A

啓林館 数Ⅱ 325 数学Ⅱ　改訂版 792 数学Ⅱ
啓林館 数Ｂ 323 数学Ｂ　改訂版 767 数学B
数研 物基 318 改訂版　 物理基礎 777 物理基礎

第一 化基 321 高等学校 改訂 化学基礎 772 化学基礎

文英堂 コⅡ 343 NEW EDITION UNICORN English Communication 2 670 コ英Ⅱ
東書 家基 311 家庭基礎 　自立・共生・創造 538 家庭基礎

京都 完成　日本文学史ノート　三訂版 530 現代文B
いいずな Key & Point　古文単語330　三訂版 830 古典AB
いいずな 入試頻出漢字+現代文重要語彙　TOP2500　三訂版 790 現代文B

帝国 最新世界史図説　タペストリー　二十訂版 880 世界史A

啓林館 アドバンス　数学Ⅱ＋Ｂ　改訂版　　 800
啓林館 アドバンス　数学Ⅱ＋Ｂ　改訂版　　　解答 375
第一 十訂版　スクエア最新図説化学 880
第一 【2022】 セミナー化学基礎 670
第一 【2022】 セミナー物理基礎 670
数研 フォローアップドリル物理基礎－波・電気－ 300

旺文社 英単語ターゲット1400　5訂版　大学JUKEN新書 1,114
文英堂 UNICORN English Communication 2 予習ノート New Edition 730

Sigma Player 2（NEW EDITION UNICORN English Communication Ⅱ対応）

【この商品は先に代金を頂き、学校より配布されます】
第一 【2022】 最新生活ハンドブック　資料＆成分表 880 家庭基礎
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令和４年度　教科書定価表
千葉県立柏南高等学校　新２学年
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文系合計 ¥12,175 　＋選択科目分の代金

理系合計 ¥16,575



※ 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。

記名された商品は返品をお受けできません。

※ 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。

10:00～18:00

3月24日
10:00～18:00

※　教科書購入のためのお願い　※

販売日
柏南高校　　新２年生

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30日


