
発行所 教    科    書    名 定価 文系 理系

三省堂 現Ｂ 323 高等学校現代文Ｂ 改訂版 885

三省堂 古Ｂ 333 高等学校古典Ｂ 古文編 改訂版 542

三省堂 古Ｂ 334 高等学校古典Ｂ 漢文編 改訂版 384

帝国 地Ａ 308 高等学校 新地理Ａ 655

二宮 地図 314 高等地図帳 改訂版 1,386

三省堂 コⅡ 331 CROWN English Communication Ⅱ New Edition 670

三省堂 英Ⅱ 318 CROWN English Expression Ⅱ New Edition 639

大修館 家基 318 新家庭基礎 主体的に人生をつくる 538

とうほう ニューコンパスノート　地理　2022 735

帝国 新詳　地理資料　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　2022 940

三省堂 CROWN English CommunicationⅡ　リスニングCD 1,045

朝日 CNN　WORKBOOK　Extended Course　2022 966

いいずな Listening Coach 共通テスト対策 Training Stage 700

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

教図 LIFE おとなガイド　家庭科　資料＋グラフ式成分表 910

尚文 共通テスト＋センター国語過去問題　総合版　Ｈ３０－Ｒ３年＋プレテスト 930 ×
Z会 共通テスト分野別演習　数学Ⅰ・A/Ⅱ・B　改訂第2版 890 ×
教出 現Ａ 302 現代文Ａ 青春文学名作選―歴史の中の青春 767

東書 古Ａ 301 古典Ａ 660

数研 数Ⅲ 322 改訂版 数学Ⅲ 813

啓林館 化学 312 化学 改訂版 1,120

数研 改訂版　教科書傍用　4STEP 数学Ⅲ 785

数研 改訂版　教科書傍用　4STEP 数学Ⅲ　解答編 295

数研 改訂版　4STEP 数学Ⅲ　完成ノート【複素数平面】 200

数研 改訂版　4STEP 数学Ⅲ　完成ノート【式と曲線】 265

数研 改訂版　4STEP 数学Ⅲ　完成ノート【関数、極限】 265

数研 改訂版　4STEP 数学Ⅲ　完成ノート【微分法とその応用】 265

数研 改訂版　4STEP 数学Ⅲ　完成ノート【積分法とその応用】 265

浜島 新課程　ニューステージ新生物図表 905

数研 2022　化学重要問題集　化学基礎・化学 840

数研 フォローアップドリル化学－無機物質－ 300

発行所 教    科    書    名 定価 科目 チェック欄

山川 日Ｂ 309 詳説日本史　改訂版 848
浜島 新詳　日本史　資料の基礎210選付 910
実教 新詳述日本史史料集 800 ¥2,558
実教 世Ｂ 309 世界史Ｂ 新訂版 865 世界史選択

実教 世界史Ｂ　新訂版　演習ノート 755 ¥1,620
数研 大学入試共通テスト対策　チェック＆演習　化学基礎　2022 765 化学基礎 □
数研 地基 304 地学基礎 895
第一 2022 セミナー地学基礎 700
第一 十訂版　スクエア最新図説地学 890 ¥2,485
数研 生基 316 改訂版 生物基礎 885
浜島 新課程　ニューステージ新生物図表 905
第一 新課程版　標準セミナーノート生物基礎 705 ¥2,495

数研 生基 316 改訂版 生物基礎 885
数研 四訂版　リードLightノート　物理 890
第一 新課程版　標準セミナーノート生物基礎 705 ¥2,480
東書 生基 311 改訂 生物基礎 885
東書 生物 306 改訂 生物 1273
東書 ニューグローバル生物基礎＋生物 1095 ¥3,253

芝浦工大柏高等学校　新２学年　ＧＬコース
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必修合計 文系 ¥13,560 理系 ¥19,485
選択科目の合計 　　　￥

全ての合計 　　　￥



※ 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

※　教科書購入のためのお願い　※

販売日
芝浦工大柏高校　　2年生

10：00～18：00

3/29・3/30日
（2年生はできるだけ29日にご来店ください）

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。


