
●文系必修
発行所 教     科     書     名 定価 科目
桐原 論国 713 探求　論理国語 903
数研 文国 706 文学国語 964
東書 古探 702 精選古典探究　古文編 642 古典探究

東書 古探 703 精選古典探究　漢文編 400 古典探究

三省堂 CⅡ 707 CROWN English Communication Ⅱ 708 英コミュⅡ

東書 家基 701 家庭基礎　自立・共生・創造 596 家庭基礎

東書 歴総 702 詳解歴史総合 746 歴史総合

啓林館 地基 703 高等学校　地学基礎 964 地学基礎

いいずな 入試頻出漢字＋現代文重要語彙　TOP2500　三訂版 900
京都 完成　日本文学史ﾉｰﾄ　三訂増補版 570

いいずな 三訂版　わかる・読める・解ける　古文単語330 940 古典探究

帝国 明解歴史総合図説　シンフォニア 765 歴史総合

啓林館 アドバンスα　数学Ⅱ 685 数学Ⅱ
啓林館 アドバンスα　数学Ⅱ　解答編 360 数学Ⅱ
三省堂 CROWN English Communication Ⅱ Workbook Advanced 700 英コミュⅡ

第一 Active Listening 3 680 英コミュⅡ

いいずな 英文法・語法 Engage 3rd Edition 1,550 英コミュⅡ

第一 最新生活ハンドブック　資料＆成分表 890 家庭基礎

●文系選択
啓林館 数B 707 数学B 737
啓林館 アドバンスα　数学B+C 765
啓林館 アドバンスα　数学B+C　解答編 505 ¥2,007
いいずな Smart Reader Basic 720 英語総合

桐原 transfer 英語総合問題演習 コース C [4th Edition] 730 ¥1,450
教芸 音Ⅱ 703 MOUSA２ 335 音Ⅱ □
日文 美Ⅱ 702 高校生の美術２ 941 美Ⅱ □
教図 書Ⅱ 702 書Ⅱ 431 書Ⅱ □

●理系必修【選択は無し】
発行所 教     科     書     名 科目
桐原 論国 713 探求　論理国語 903
数研 文国 706 文学国語 964
東書 古探 702 精選古典探究　古文編 642
東書 古探 703 精選古典探究　漢文編 400

三省堂 CⅡ 707 CROWN English Communication Ⅱ 708 英コミュⅡ

東書 家基 701 家庭基礎　自立・共生・創造 596 家庭基礎

実教 歴総 703 詳述歴史総合 746 歴史総合

啓林館 数B 707 数学B 737 数学B
数研 物基 707 物理基礎 851 物理基礎

数研 生物 704 生物 1280 生物
第一 化学 708 高等学校　化学 1188 化学

いいずな 入試頻出漢字＋現代文重要語彙　TOP2500　三訂版 900
京都 完成　日本文学史ﾉｰﾄ　三訂増補版 570

いいずな 三訂版　わかる・読める・解ける　古文単語330 940 古典標準

第一 新課程版　セミナー生物基礎＋生物 960 生物
第一 新課程版　セミナー化学基礎＋化学 930 化学

啓林館 センサー物理基礎　3rd Edition 785 物理基礎

数研 新課程版フォローアップドリル物理基礎　～波・電気～ 320 物理基礎

帝国 明解歴史総合図説　シンフォニア 765 歴史総合

啓林館 アドバンスα　数学Ⅱ 685 数学ⅡB

啓林館 アドバンスα　数学Ⅱ　解答編 360 数学ⅡB

三省堂 CROWN English Communication Ⅱ Workbook Advanced 700 英コミュⅡ

第一 Active Listening 3 680 英コミュⅡ

いいずな 英文法・語法 Engage 3rd Edition 1550 英コミュⅡ

第一 最新生活ハンドブック　資料＆成分表 890 家庭基礎

啓林館 アドバンスα　数学B+C 765 数学ⅡB

啓林館 アドバンスα　数学B+C　解答編 505 数学ⅡB

令和５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 ¥13,963 　＋選択科目分の代金

理系合計 ¥21,320


