
※教科書は非課税です。　 【共通副教材】 ※副教材は税込です。

科目 発行所 教番 教科書名 定価 特別進学 総合進学 科目 発行所 教材名 税込定価 特別進学 総合進学

現代の国語 東京書籍 701 新編現代の国語 ¥607 〇 言語文化 数研出版 改訂版　読解をたいせつにする　要点プラス　体系古典文法　 ¥726 〇

現代の国語 第一学習社 713 高等学校　現代の国語 ¥607 〇 言語文化 文英堂 新標準　古文単語　（赤シート付） ¥859 〇

言語文化 東京書籍 701 新編言語文化 ¥757 〇 数学I＋Ａ 数研出版 新課程　教科書傍用　4STEP　数学I+A ¥803 〇

言語文化 第一学習社 713 高等学校　言語文化 ¥757 〇 数学I＋Ａ 数研出版 新課程　教科書傍用　４ＳＴＥＰ　数学Ｉ＋Ａ　別冊解答 ¥275 〇

歴史総合 実教出版 704 歴史総合 ¥746 〇 〇 数学Ⅰ 数研出版 新課程　短期完成　データの分析ノート ¥341 〇 〇

公共 帝国書院 707 高等学校　公共 ¥700 〇 〇 数学I＋Ａ 数研出版 新課程　NEXT数学シリーズ 対応　CONNECT　数学I+A ¥814 〇

数学Ⅰ 数研出版 717 ＮＥＸＴ　数学Ⅰ ¥800 〇 〇 数学I＋Ａ 数研出版 新課程　NEXT数学シリーズ 対応　CONNECT　数学I+A　別売解答 ¥275 〇

数学Ａ 数研出版 717 ＮＥＸＴ　数学Ａ ¥634 〇 〇 生物基礎 東京書籍 新課程　ニューグローバル生物基礎 ¥770 〇

化学基礎 実教出版 703 化学基礎　ａｃａｄｅｍｉａ ¥854 〇 化学基礎 実教出版 エクセル化学基礎　新課程版　 ¥760 〇

生物基礎 数研出版 708 高等学校　生物基礎 ¥967 〇 〇 生物基礎 東京書籍 新課程　ニューサポート 新編　生物基礎 ¥600 〇

保健体育 大修館書店 701 現代高等保健体育 ¥715 〇 〇 英語
コミュニケーションⅠ 浜島書店 フレーズで英単語３０００　音声CD付 ¥906 〇

音楽Ⅰ 教育出版 701 音楽ⅠＴｕｔｔｉ＋ ¥507 〇 〇 論理・表現Ⅰ 啓林館 Vision Quest 総合英語　Ultimate　2nd Edition ¥1,800 〇
英語
コミュニケーションⅠ 啓林館 714 LANDMARK　Fit English　Communication　Ⅰ ¥690 〇 論理・表現Ⅰ 啓林館 Vision Quest New English Grammar 24 ¥710 〇
英語
コミュニケーションⅠ いいずな書店 724 New Rays English Communication Ⅰ ¥690 〇 論理・表現Ⅰ 啓林館

Vision Quest New English Grammar 24
WORKBOOK

¥530 〇

論理・表現Ⅰ 啓林館 709 Vision Quest English　Logic and Expression Ⅰ Standard ¥637 〇 英語
コミュニケーションⅠ 数研出版 新課程版　Melody -英語入門ノート- ¥363 〇

論理・表現Ⅰ 数研出版 710 EARTHRISE English Logic and Expression ⅠAdvanced ¥637 〇 英語
コミュニケーションⅠ 旺文社 英単語ターゲット１２００　改訂版　（赤シート付） ¥990 〇

情報Ⅰ 実教出版 705 最新情報Ⅰ ¥1,041 〇 〇 論理・表現Ⅰ 啓林館 Vision Quest　論理と表現　Alpha Ⅰ　Standard ¥700 〇

¥9,655 ¥8,801 保健体育 大修館書店 現代高等保健体育ノート ¥924 〇 〇

情報Ⅰ 実教出版 最新情報Ⅰ　学習ノート ¥670 〇 〇

¥10,074 ¥5,677

※副教材は、学校からの指示により、解答をお渡しできないものがあります。

　印は、購入しないものです。

【お願い】 ・　購入の際はこの定価表をご持参下さい。

・　お支払いは、現金にてお願い致します。

・　釣銭の要らないよう、代金をご用意下さい。

・　当日購入できなかった方は、販売日から1週間以内に

　  販売店にお越し下さい。

お名前

令和５年度 　　教　科　書　定　価　表
小樽双葉高等学校 1学年

（文部科学大臣が認可し官報で告知した定価）

共通＜教科書・副教材＞合計 ¥19,729 ¥14,478

【共通教科書】

共通教科書合計

＊販 売 日 … ３月２５日（土）
共通副教材合計

＊販売場所 … 紀伊國屋書店　小樽店　（地図参照）

＊販売時間 … １０：００～１８：００


