
【必修】
発行所 教     科     書     名 定価 特進文系 Ｓ特文系 特進理系 Ｓ特理系

5 ラーンズ 進研WINSTEP現代文3（学校にて配布） 610
5 ラーンズ 進研WINSTEP古典3（学校にて配布） 610
6 啓林館 コⅢ 335 Revised LANDMARK English Communication Ⅲ 653

10 Z会 共通テストドリル　英語リスニング10minutes 858 納品

5 ラーンズ 2024共通テスト対策【実力養成】重要問題演習 現代文 980
5 ラーンズ 2024共通テスト対策【実力養成】重要問題演習 古典 980

ラーンズ 共通テスト対策【実力養成】国語　現・古・漢 基礎問題集中演習 370
桐原 大学入試 国語対策知識問題演習 ＜共通テスト・私大対応＞ 583
駿台 生きる　現代文キーワード　増補改訂版 1,023
駿台 生きる　漢字・語彙力　三訂版 1,023

7 啓林館 Revised LANDMARK English CommunicationⅢ　ワークブック 730
7 山口 三訂　総合英語ユニット18　実力養成 748 納品

2 東書 現行版Advanced Buddy　PRIME　数学Ⅲ　問題編 770 × ×
2 東書 現行版Advanced Buddy　PRIME　数学Ⅲ　解答編 280 × ×

【選択】 ※　購入されるものをチェック欄に記入してください　※
発行所 教     科     書     名 定価 科目 文系 理系 チェック欄

帝国 地B 304 新詳　地理B 814 ７限補講

帝国 地図 310 新詳高等地図　 1,405 「共通テスト」

帝国 新詳　地理資料　ＣＯＭＰＬＥＴＥ　2023 988 地理Ｂ対策講座

東京法令 ウィニングコンパス　地理の整理と演習　2023 790 ¥3,997

19-3 数研 大学入学共通テスト対策　チェック＆演習　生物基礎 792 生物

3 数研 大学入学共通テスト対策　チェック＆演習　生物 979 ¥1,771

44-4 数研 大学入学共通テスト対策　チェック＆演習　化学 979 化学 × 選択 □

3-1 東書 数B 316 数学B　Advanced 778 数学B 未所持者 × □

【金曜選択】
実教 政経 312 高校政治・経済　新訂版 482

2024 ﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ　大学入学共通テスト　政治・経済重要問題集

（販売時に名前を記入し学校にて配布)
2024ﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ　大学入学共通テスト　世界史B重要問題集

（販売時に名前を記入し学校にて配布)

確認中 現行版　WINSTEP数学Ⅰ・A　 Ｓ文
（販売時に名前を記入し学校にて配布) 選択

さんぺい ポテンシャル日本史　入試対策編 855 日本史特講

ナガセ 日本史Ｂレベル別問題集　４ 880 ¥1,735

7-2 数研 大学入学共通テスト対策　チェック＆演習　生物基礎 792 生物応用 選択 × □
0 数研 大学入学共通テスト対策　チェック＆演習　生物基礎 792 生物特講

0 数研 大学入学共通テスト対策　チェック＆演習　生物 979 ¥1,771

4 数研 大学入学共通テスト対策　チェック＆演習　化学 979 化学特講 × 選択 □
アスク 新装版　できる韓国語　初級Ⅰ 2,200 韓国語 選択 選択 □

朝日出版 しゃべっていいとも中国語 　中高版　初級完成編 2,420 高校中国語 選択 選択 □

【推薦図書】　※　希望者は購入する　※
啓林館 Focus Gold 4th Edition 数学Ⅱ＋B 2,300 数学ⅡＢ □

啓林館 Focus Gold 4th Edition 数学Ⅲ 2,500 数学Ⅲ □

三省堂 化学の新研究 改訂版 2,860 化学 □

選択 □
副読本

ラーンズ 副読本 520 × □数学ⅠA応用

×

副教材

政治経
済（金曜
選択）

選択
実教 副読本 880

教科書番号

×

副読本
×

令和５年度教科書定価表

二松学舎柏高等学校　新３学年　特進・Ｓ特コース
99 96

教科書番号

学校で配布

必
修

必
修 必

修
必
修

選択 □
副読本

副読本

副読本

実教 副読本 900 世界史特講 選択 □

副読本
選択 × □

副読本

副読本

副読本
× 選択 □

副読本

副読本

副読本

副読本 希望者は
購入する

副読本

副読本

× □

副読本

特進文系 Ｓ特文系 特進理系 Ｓ特理系
¥9,168 ¥9,168 ¥10,218 ¥10,218

全部の
合計金額

￥

※　購入する教科書の価格をお書きください　※

必修合計

選択科目
の合計

￥


