
●必修科目 56

発行所 教    科    書    名 定価 教科 文系 文理系 理系

2 実教 政経 312 高校政治・経済 新訂版 482 政治経済

4 東書 コⅢ 326 Power On English Communication Ⅲ 653 ＥＣⅢ

4 いいずな 英Ⅱ 332 be English Expression Ⅱ 648 英表Ⅱ

4 第一 論理の力を育てる　論理力ワークノート 460 現代文B

4 数研 評論速読トレーニング1000 540 現代文B

5 東書 Power On English CommunicationⅢ　ワークブック 650 ＥＣⅢ 納品

5 数研 リスニングラボラトリー　スタンダードβ 620 英表Ⅱ バラ納品

5 １０分完成　英語速読トレーニング　３

（先に代金を頂き、学校で配布されます）

5 Ｒｅａｄｉｎｇ　Ｆｌａｓｈ　Ｓｔａｇｅ２

（先に代金を頂き、学校で配布されます）

5 第一 Active Listening④ 680 ＥＣⅢ バラ納品

5 いいずな be English ExpressionⅡ　My English Portfolio 110 英表Ⅱ

4 第一 最新政治経済資料集　新課程版 930 政治経済

2 実教 化学 311 新版化学 新訂版 1,136 化学 × ×

2 実教 アクセスノート化学　改訂版 760 化学 × ×

3 第一 古Ｂ 352 高等学校 改訂版 古典B 939 古典Ｂ 必修 必修 ×

●選択科目 文系 文理系 理系 チェック欄

177-4
山川 日Ｂ 309 詳説日本史 改訂版 860 日本史B

日本史研究 選択 選択 × □

28-1 二宮 地Ｂ 305 新編 詳解地理Ｂ改訂版 814 地理B

1 二宮 地図 314 高等地図帳 改訂版 1,405 ¥2,219

35-2 数研 数Ⅲ 323 改訂版　高等学校 数学Ⅲ 824

3 数研 改訂版　教科書傍用　4プロセス 数学Ⅲ 770

3 数研 改訂版　教科書傍用　4プロセス 数学Ⅲ　解答編 260 ¥1,854

51-2 東書 物理 308 改訂 物理 1,136 物理

2 数研 四訂版　リードLightノート　物理 874 ¥2,010

5-3 数研 四訂版　リードLightノート　化学基礎 680 化学研究 選択 選択 × □

17-0 実教 化学 311 新版化学 新訂版 1,136 化学

実教 アクセスノート化学　改訂版 764 ¥1,900

60-4 数研 生物 310 改訂版 生物 1,291

3 第一 現行版 スクエア最新図説生物 neo 900

3 第一 現行版 セミナー生物基礎＋生物 940 ¥3,131

24-0 第一 現行版 セミナー生物基礎＋生物 940 生物研究 選択 選択 × □

144-4 いいずな 現代文読本　評論編　② 520 現代文 研究 納品

4 いいずな 現代文読本　小説・随想編　② 520 ¥1,040 納品

64-4 いいずな プログレス　古典総演習　標準編　三訂版 650 古典 研究 選択 × × □ 納品
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文系・文理系必修 ¥7,802 理系必修 ¥8,759
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教科書の合計金額をお書きください
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