
発行所 教　　科　　書　　名 定価 普通科 理数科
第一 現国 713 高等学校　現代の国語 599
第一 言文 713 高等学校　言語文化 747
山川 歴総 707 歴史総合　近代から現代へ 736

啓林館 数Ⅰ 711 深進数学Ⅰ 789
啓林館 数A 711 深進数学A 625
啓林館 化基 707 ｉ版　化学基礎 842
数研 生基 707 生物基礎 954

大修館 保体 701 現代高等保健体育 705
東書 CⅠ 703 ENRICH LEARNING Ⅰ ENGLISH COMMUNICATION 680

増進堂 論Ⅰ 713 MAINSTREAM English Logic and Expression Ⅰ 628
実教 情Ⅰ 705 最新情報Ⅰ 1,027
東書 新精選古典文法　三訂版 600
東書 新精選古典文法準拠ノート改訂版 355

いいずな 精説漢文　改訂版 560
いいずな 精説漢文　改訂版　完成ノート 480

浜島 常用国語便覧　新訂版　　 900
桐原 新版完全征服　頻出　入試漢字コア２８００　改訂版 750
帝国 明解　歴史総合図説　シンフォニア　最新版　【2022】 757

啓林館 Focus Gold  5th Edition 数学Ⅰ＋Ａ 1,900
啓林館 アドバンスα　数学Ⅰ＋A 740
啓林館 アドバンスα　数学Ⅰ＋A　解答編 285
第一 新課程版　スクエア最新図説生物 895
第一 新課程版　セミナー生物基礎 690
第一 【2022】新課程版　プログレス化学基礎 670
実教 サイエンスビュー新化学資料 850
数研 チャート式シリーズ アースライズ総合英語 1,570
数研 EARTHRISE English Grammar in 33 Stages 690
数研 Getting Ready for EARTHRISE　―基礎英文法確認ノート― 390
駿台 システム英単語　Ｂａｓｉｃ　５訂版 1,010
数研 三訂版　英語の発音ノート Elementary Course of English Pronunciation 370
東書 ENRICH LEARNING ENGLISH COMMUNICATION Ⅰ　ワークブック 650

増進堂 MAINSTREAM　Logic and Expression　Ⅰ　ワークブック　 710
数研 Workbook for EARTHRISE English Grammar in 33 Stages 530
実教 ポイントでマスター　基礎からはじめる情報リテラシー　Office2019対応 630
実教 最新情報Ⅰ　学習ノート 610

大修館 ステップアップ高校スポーツ　2022 1,012
大修館 図説　現代高等保健 924
二宮 地総 704 地理総合　世界に学び地域へつなぐ 715
二宮 地図 705 詳解現代地図　最新版 1,495
帝国 新詳　地理資料　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　2022 910

啓林館 数Ⅱ 708 深進数学Ⅱ 830
啓林館 地基 703 高等学校　地学基礎 951
啓林館 理数 701 理数探究基礎　未来に向かって 780
第一 新課程版　スクエア最新図説地学 860

●芸術科目（学校のHPで発表された教科の教科書を購入する）
教芸 音Ⅰ 703 MOUSA１ 500
日文 美Ⅰ 702 高校生の美術１ 1,215
教図 書Ⅰ 702 書Ⅰ 375
教図 書Ⅰ 703 書Ⅰ　プライマリーブック（教科書に挟んであります） 156
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令和4年度　教科書定価表

千葉県立柏高等学校   新１学年
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副教材

音楽選択 美術選択 書道選択
普 通 科 ¥31,480 ¥32,195 ¥31,511
理 数 科 ¥31,781 ¥32,496 ¥31,812



※ 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。

記入済みの商品の返品など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。

※　教科書購入のためのお願い　※

販売日
県立柏高校　　１年生

3月20日（日）

10：00～18：00

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


