
出版社 総合進学(文系) 総合進学(理系) 特別進学(文系) 特別進学(理系) 美術デザイン コース １年 組　　氏名

1 明治 ¥881 ¥881 ¥881 ¥881 ¥881
2 明治 ¥560 ¥560 ¥560 ¥560 ※該当する欄に○印を記入して下さい。

3 明治 ¥361 ¥361 ¥361 ¥361
4 数研 ¥763 ¥763
5 数研 ¥763
6 数研 ¥788 ¥788 ¥788
7 第一 ¥1,267 ¥1,267 ¥1,267
8 第一 ¥773 ¥773
9 数研 ¥1,114
10 数研 ¥1,114
11 教出 ¥667 ¥667 ¥667
12 三省堂 ¥667 ¥667
13 実教 ¥733 ¥733 ¥733

¥6,030 ¥6,986 ¥3,232 ¥4,346 ¥5,257

出版社 価格

山川 ¥473

出版社 価格

第一 ¥1,267
数研 ¥1,114

出版社 価格

教芸 ¥321
教図 ¥417

出版社 総合進学(文系) 総合進学(理系) 特別進学(文系) 特別進学(理系) 美術デザイン

1 第一学習社 ¥792 ¥792 ¥792

2 第一学習社 ¥880

3 浜島書店 ¥902 ¥902

4 実教出版 ¥858 ¥858 ¥858

5 教育出版 ¥700 ¥700 ¥700

6 旺文社 ¥946 ¥946 ¥946

7 旺文社 ¥946 ¥946

8 いいずな書店 ¥792 ¥792 ¥792 ¥792 ¥792

9 いいずな書店 ¥737 ¥737 ¥737 ¥737 ¥737

10 いいずな書店 ¥781 ¥781

11 いいずな書店 ¥341 ¥341

12 三省堂 ¥660 ¥660

13 第一学習社 ¥880

14 数研出版 ¥759 ¥759

15 数研出版 ¥638 ¥638

16 数研出版 ¥242 ¥242

17 数研出版 ¥946

18 数研出版 ¥286

19 浜島書店 ¥957 ¥957 ¥957

20

¥7,421 ¥7,718 ¥5,214 ¥6,039 ¥6,662
総合日本史選択者 特進日本史選択者 特進物理選択者 美術日本史選択者

¥6,464 ¥4,257 ¥6,039 ¥5,705
総合世界史選択者 特進世界史・政経選択者 特進生物選択者 美術世界史選択者

改訂版４プロセス数学Ⅱ

改訂版４プロセス数学Ⅱ別冊解答

改訂版４プロセス数学Ⅱ+B

改訂版４プロセス数学Ⅱ+B別冊解答

新詳日本史

CROWN　English CommunicationⅡ　予習サブノート

セミナー物理　※物理選択者のみ

リードLightノート物理基礎

NEW ONE WORLD CommunicationⅡ Revised 予習・復習ノート

新演習７５０

総合進学コース＋(芸術選択：美術選択者〔教科書なし〕）＋副教材（日本史選択）

インプレス化学ノート　

ニューライブラリー家庭科2020

総合進学コース（理系）＋(芸術選択：書道選択者）＋副教材

¥13,451

総合進学コース＋(芸術選択：音楽選択者）＋副教材（日本史選択）

総合進学コース＋(芸術選択：書道選択者）＋副教材（日本史選択）

総合進学コース＋(芸術選択：美術選択者〔教科書なし〕）＋副教材（世界史選択）

総合進学コース＋(芸術選択：音楽選択者）＋副教材（世界史選択）

◇◇教科書・副教材受領票（第２学年）◇◇

¥12,494

¥12,815

【総合進学コース文系】

合　計　金　額

新演習７５０　スタディ・ポイント

STARTING LINE　リーディング

合　計　金　額

【特別進学コース理系】

潤徳女子高等学校

備考

STARTING LINE　リスニング

CROWN English Communication Ⅱ　New Edition

注意：日本史･世界史選択者は1年次の教科書を使用します。

第２学年
教科書名

New ONE WORLD CommunicationⅡRevised

新家庭総合パートナーシップでつくる未来

英検総合トレーニング２級

備考

改訂スタディノート生物

セミナー生物 ※生物選択者のみ

英検総合トレーニング準２級

副教材名

¥13,772

¥13,868

【総合進学コース理系】

総合進学コース（理系）＋(芸術選択：美術選択者〔教科書なし〕）＋副教材

総合進学コース（理系）＋(芸術選択：音楽選択者）＋副教材

総合進学コース＋(芸術選択：書道選択者）＋副教材（世界史選択）

¥8,446

¥7,489

¥7,962

特別進学コース＋副教材（日本史選択）

特別進学コース＋副教材（世界史選択）

特別進学コース＋政治･経済＋副教材

¥15,025

¥15,121

【特別進学コース文系】

¥11,919

¥10,962

特別進学コース＋生物＋副教材 ¥11,652

¥11,499

＊＊令和２年度　教科書・副教材購入表＊＊　(訂正)

冊数

18冊

19冊

19冊

高等学校　改訂　生物

高等学校　改訂　物理基礎

改訂版　化学

引き渡し日　３月２５日（水）

新編化学

17冊

18冊

18冊

冊数

18冊
教科書名

【特別進学コース社会選択】 ¥12,911

¥14,704

19冊

19冊

冊数

15冊

14冊

15冊

（おつりのないようにして下さい。）

冊数

17冊

17冊

冊数

16冊

15冊

特別進学コース＋物理＋副教材

★当日、教科書・副教材に記名します。必ず、ネームペンを持参してください。

【注意事項】

新精選現代文Ｂ

新精選古典Ｂ古文編

新精選古典Ｂ漢文編

改訂版　数学Ｂ 

改訂版 高等学校　数学Ｂ

改訂版　高等学校　数学Ⅱ

教科書名

★右記の受領票に必要事項を記入し、点線から切り取って現金を添えて係に渡して下さい。

特別進学コースの政治･経済選択者

特別進学コースの生物選択者

特別進学コースの物理選択者

詳説　政治･経済　改訂版

【特別進学コース理科選択】

★教科書・副教材の冊数をその場で確認して下さい。不足があるときは申し出て下さい。

【美術デザインコース】

美術デザインコース＋副教材（日本史選択）

美術デザインコース＋副教材（世界史選択）

総合進学コースの選択者

総合進学コースの選択者

【芸術選択】

高等学校　改訂　生物

改訂版　物理

高校生の音楽２

書Ⅱ

備考教科書名


