
山陽高校・普通科（フロンティア[F]・特進・選抜・進学） 山陽高校・情報会計科

新１年 新１年

発行所 教科書番号 教科書名 定価 備考 発行所 教科書番号 教科書名 定価 備考

東書 332 国語総合 927 全員 東書 332 国語総合 927 全員

第一 322 現代社会 641 〃 第一 322 現代社会 641 〃

数研 329 数学Ⅰ 733 〃 数研 331 数学Ⅰ 733 〃

数研 329 数学A 596 〃 東書 306 科学と人間生活 692 〃

東書 311 物理基礎 773 〃 文英堂 346 Ｇｒｏｖｅ・Ｅ・Ｃ・Ⅰ　 646 〃

実教 315 化学基礎 768 〃 東書 311 家庭基礎 535 〃

大修館 304 保健体育 636 〃 実教 334 ビジネス基礎 921 〃

東書 311 家庭基礎 535 〃 実教 338 新簿記 1,425 〃

東書 309 社会と情報 962 〃 実教 343 最新情報処理 957 〃

文英堂 311 UNICORN・E・EⅠ 586 〃 副教材名 販売価格 備考

文英堂 345 UNICORN・E・CⅠ 646 F・特・選 常用漢字クリア　五訂版 561 全員

文英堂 346 Ｇｒｏｖｅ・Ｅ・Ｃ・Ⅰ　 646 進学 ワードボックス　英単語・熟語［エッセンシャル］ 1,100 〃

副教材名 販売価格 備考 500 〃

常用漢字クリア　五訂版 561 全員 教科書・副教材合計　　　　　　　

体系古典文法　九訂版 561 〃 ④情報会計科　　　　　　　　　　　　　　　１１冊　

漢文必携　四訂版 616 F・特・選

チャート式　解法と演習　数学Ⅰ+A　 1,881 F・特

改訂版クリアー数学Ⅰ＋A 792 全員 新１年

改訂版クリアー数学Ⅰ＋A解答 253 〃 発行所 教科書番号 教科書名 定価 備考

ワードボックス　英単語・熟語［エッセンシャル］ 1,100 〃 東書 332 国語総合 927 全員

Ｂｒｅａｋｔｈｒｏｕｇｈ　Ｕｐｇｒａｄｅｄ　ブレイク

スルー総合英語　改訂２版
1,680 〃 第一 322 現代社会 641 〃

ブレイクスルー英文法２７章　改訂二版 700 F・特・選 数研 331 数学Ⅰ 733 〃

ブレイクスルーキーストーン英文法 700 進学 東書 306 科学と人間生活 692 〃

Ｖｉｎｔａｇｅ　3ｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 1,540 F・特・選 文英堂 346 Ｇｒｏｖｅ・Ｅ・Ｃ・Ⅰ　 646 〃

ニューグローバル物理基礎 760 〃 東書 311 家庭基礎 535 〃

エクセル化学基礎 748 〃 実教 307 製図 1,756 〃

500 全員 実教 308 工業数理基礎 1,496 〃

教科書・副教材合計　 実教 385 情報技術基礎 1,496 〃

副教材名 販売価格 備考

②選抜 　　　　２２冊 常用漢字クリア　五訂版 561 全員

③進学　 　　　　１８冊 ワードボックス 英単語・熟語　［エッセンシャル］ 1,100 〃

500 〃

教科書・副教材合計　　　　　　

⑤工学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11冊　

芸術選択

発行所 教科書番号 教科書名 定価 備考

教芸 310 MOUSA1 478 選択

日文 305 美術１ 1,069 〃

日文 301 工芸Ⅰ 866 〃

教出 307 書道Ⅰ 498 〃

※後日，授業で配布し徴収します。

（取扱い店）

広島積善館

広島市中区紙屋町２－３－２６

TEL（０８２）２４８－３１５１

　　　　　　　　　　　　　令和3年度　教科書・副教材定価表　

①フロンティア・特進　　　２３冊

１１，０８３円

美誠社

いいずな

東書

実教

宅配代

数研

数研

美誠社

美誠社

美誠社

発行所

発行所

１７，６１４円 尚文

１３，９５０円 美誠社

宅配代

１９，４９５円

数研 ９，６３８円

桐原

数研 山陽高校・工学科

尚文

美誠社

発行所 宅配代

尚文


