
発行所 教    科    書    名 定価 中入生 高入生
筑摩 現国 712 現代の国語 599

筑摩 言文 712 言語文化 747

山川 歴総 708 現代の歴史総合　みる・読みとく・考える 736

数研 数Ⅰ 717 NEXT　数学Ⅰ 789

数研 数Ⅱ 713 NEXT　数学Ⅱ 830

数研 数Ａ 717 NEXT　数学A 625

数研 物基 707 物理基礎 839

啓林館 化基 707 ｉ版　化学基礎 842

数研 生基 708 高等学校　生物基礎 954

大修館 保体 701 現代高等保健体育 705

CUP ＣⅠ 725 Cambridge Experience Ⅰ 680

数研 論Ⅰ 710 EARTHRISE English Logic and Expression Ⅰ Advanced 628

実教 情Ⅰ 705 最新情報　Ⅰ 1,027

京都 新国語総合ガイド　五訂版 900

筑摩 ちくま評論選　二訂版　高校生のための現代思想エッセンス 1,045

第一 【2022】 セミナー化学基礎＋化学 930

実教 サイエンスビュー化学総合資料　四訂版 870

数研 新課程　フォローアップドリル化学基礎　②物質量・化学反応式 315

第一 新課程版　標準セミナーノート生物基礎 705

浜島 ニューステージ新生物図表　新課程 905

第一 【2022】 セミナー物理基礎＋物理 930

数研 改訂版　フォトサイエンス物理図録 805

数研 新課程　リードLightノート　物理基礎 775

いいずな Ｖｉｎｔａｇｅ 英文法・語法　3ｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　ＣＤ付 1,469

朝日 CNN　WORKBOOK　Extended Course　2022 965

数研 三訂版　Listening Laboratory Standard β 525

数研 三訂版　Listening Laboratory Standard β 学習用CD 255

数研 三訂版　Listening Laboratory Advanced 525

数研 三訂版　Listening Laboratory Advanced 学習用CD 255

桐原 transfer英語総合問題演習　コースＣ[4th Edition] 745

桐原 transfer英語総合問題演習　コースＤ[4th Edition] 745

Z会 現代文キーワード読解 945

Z会 速読英単語・必修編　増補版 1,470

第一 新版二訂　ニューエイジ漢文　達成2＋ 670

数研 新課程版 6ヵ年教育をサポートする　体系数学 4 1,100

数研 体系問題集 数学 4 920

第一 新版二訂　ニューエイジ漢文　必修2 660

京都 新修　古典文法　二訂版 600

京都 新修　古典文法　二訂版　ドリル編 370

尚文 必携　新明説漢文 565

浜島 ニューステージ世界史詳覧 910

数研 新課程　チャート式　解法と演習　数学I＋A 1,925

数研 新課程　ﾁｬｰﾄ式　解法と演習　数学Ⅰ完成ﾉｰﾄ　数と式、集合と命題 230

数研 新課程　ﾁｬｰﾄ式　解法と演習　数学Ⅰ完成ノート　2次関数 265

数研 新課程　ﾁｬｰﾄ式　解法と演習　数学Ⅰ完成ノート　図形と計量、データの分析 230

数研 新課程　ﾁｬｰﾄ式　解法と演習　数学Ａ 完成ノート　場合の数と確率 230

数研 新課程　ﾁｬｰﾄ式　解法と演習　数学Ａ 完成ノート　図形の性質 200

数研 改訂版 Jet Reading　英語速読テスト  Level 1 545

数研 改訂版 Jet Reading　英語速読テスト  Level 2 545

Z会 出る順に学ぶ頻出古文単語400改訂版 840

教芸 音Ⅰ 703 MOUSA １ 500

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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修
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後日学校販売

芸術科目【後日学校販売】

令和４年度　教科書定価表

芝浦工大柏高等学校　新１学年　ＧＬコース
教科書番号

副
読
本
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修

合計 中入生 ¥28,770 高入生 ¥34,195



※ 新型感染症対策のため販売日・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。

※ 手提げ袋は各自ご用意ください。

※ 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交換対応は致しかねます。

※ 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。

3月31日
10：00～18：00

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。

※　教科書購入のためのお願い　※

予備日　

3月27日
10：00～18：00

販売日
芝浦工大柏高校　　１年生


