
番号
〔１〕 (２７冊)

〔２〕 (２６冊)

〔３〕 (２１冊)

〔４〕 (１３冊)

〔５〕 (１３冊)

普通科（フロンティア・特進・選抜・進学） 情報会計科
発行所 教科書番号 定価 備考 発行所 教科書番号 教科書名 定価 備考

数研 714 789 F・特進・選抜・進学 三省堂 705 新 現代の国語 599 全員

数研 714 625 F・特進・選抜・進学 三省堂 704 新 言語文化 747 〃

東書 702 839 F・特進・選抜・進学 第一 711 高等学校 新歴史総合過去との対話、つなぐ未来 736 〃

東書 701 954 F・特進・選抜・進学 数研 716 新 高校の数学Ⅰ 789 〃

大修館 701 705 F・特進・選抜・進学 東書 701 科学と人間生活 744 〃

桐原 714 628 F・特進・選抜・進学 第一 722 Vivid English Communication Ⅰ 680 〃

東書 701 588 F・特進・選抜・進学 東書 701 家庭基礎 自立・共生・創造 588 〃

数研 709 1,027 F・特進・選抜・進学 実教 701 ビジネス基礎 935 〃

第一 713 599 F・特進・選抜 実教 715 最新情報処理  970 〃

桐原 717 747 F・特進・選抜 TAC 713 簿記 1,371 〃

山川 707 736 F・特進・選抜 副教材名 販売価格 備考

啓林館 712 680 F・特進・選抜 常用漢字クリア 五訂版 561 全員

三省堂 705 599 進学 ワードボックス　英単語・熟語［エッセンシャル］ 1,100 〃

三省堂 704 747 進学 新歴史総合ノート 693 〃

第一 711 736 進学 500 全員

第一 722 680 進学

販売価格 備考

2,024 F・特

803 F・特進・選抜・進学

275 F・特進・選抜・進学

1,100 F・特進・選抜・進学 工学科
1,680 F・特進・選抜・進学 発行所 教科書番号 教科書名 定価 備考

700 F・特進・選抜 三省堂 705 新 現代の国語 599 全員

700 進学 三省堂 704 新 言語文化 747 〃

1,540 F・特進・選抜 第一 711 高等学校 新歴史総合過去との対話、つなぐ未来 736 〃

561 F・特進・選抜・進学 数研 716 新 高校の数学Ⅰ 789 〃

561 F・特進・選抜・進学 東書 701 科学と人間生活 744 〃

902 F・特進・選抜・進学 第一 722 Vivid English Communication Ⅰ 680 〃

990 F・特進・選抜 東書 701 家庭基礎 自立・共生・創造 588 〃

627 F・特進・選抜 実教 701 工業技術基礎 1,718 〃

770 F・特進・選抜 実教 707 製図 1,991 〃

1,023 F・特進・選抜 実教 718 工業情報数理 1,526 〃

970 F・特進・選抜 副教材名 販売価格 備考

693 進学 常用漢字クリア 五訂版 561 全員

500 全員 ワードボックス　英単語・熟語［エッセンシャル］ 1,100 〃

新歴史総合ノート 693 〃

500 全員

芸術選択※後日，授業で配布し徴収します。

発行所 教科書番号 定価 備考

教芸 703 MOUSA1 500 選択 （取扱い店）

日文 702 美術１ 1,215 〃 広島積善館

日文 701 工芸Ⅰ 830 〃 広島市中区紙屋町２−３−２６
東書 701 書道Ⅰ 531 〃 TEL（０８２）２４８−３１５１

 科(選択コース)を必ずお書きください。

※注意事項 (購入についてのプリント参照)

選抜      ２１，９１9円

進学       １６，６９２円

・払込取扱票に左記の金額をお振込みください。(選択コース番号・

 選択コース・受験番号・住所・生徒氏名・電話番号を必ず記載してください。)

工学科 １２，９７２円

金額

フロンティア・特進 ２３，９４3円

情報会計科 １１，０１３円

選択コース
振込金額一覧表

・宅配便送り状は、お届け先住所・電話番号・名前・選択コース番号・

教科書名

発行所

第一

宅配代

Breakthrough Upgraded ブレイクスルー総合英語 改訂２版

ブレイクスルー英文法２７章 改訂２版

ブレイクスルーキーストーン英文法　改訂２版

Vintage 英文法・語法 ３ｒｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ

常用漢字クリア 五訂版

新 言語文化

高等学校 新歴史総合過去との対話、つなぐ未来

Vivid English Communication Ⅰ

副教材名

チャート式 解法と演習 数学Ⅰ+A 新課程版

高等学校 現代の国語

探求 言語文化

歴史総合 近代から現代へ

ELEMENT English Communication Ⅰ

新 現代の国語

美誠社

             令和4年度 山陽高等学校 1年生 教科書・副教材定価表

発行所

尚文

美誠社

第一

宅配代

教科書名

新編 数学Ⅰ

新編 数学A

新編物理基礎

生物基礎

現代高等保健体育

FACTBOOK English Logic and Expression Ⅰ

家庭基礎 自立・共生・創造

情報 Ⅰ Next

数研

数研

数研

美誠社

新課程版 クリアー数学Ⅰ＋A

新課程版 クリアー数学Ⅰ＋A解答

ワードボックス 英単語・熟語［エッセンシャル］

発行所

大修館

山川

桐原

数研 体系古典文法 九訂版

現代高等保健体育ノート

歴史総合問題集

漢文必携 五訂版

美誠社

美誠社

いいずな

尚文

東書

第一

第一 尚文

美誠社

スクエア最新図説 生物NEO新課程版

新歴史総合ノート

宅配代

実教

ニューグローバル生物基礎

エクセル物理総合版


