
　　　　　教科書を下記の通り販売しますので、この用紙を使い購入してください。

        〔かならず購入する教科書〕

教科
教科書
番号 定価

３４４ 530

３４５ 397

３１３ 641

地歴 ３１７ 692

公民 ３０９ 672

３１０ 1,379

３２７ 購入済

３２７ 購入済

東京書籍 ３１１ 773

３１３ 768

３３３ 646

三省堂 副教材 1,100

三省堂 副教材 660

いいずな書店 副教材 総合英語Evergreen 1,672

いいずな書店 副教材 総合英語Evergreen English Grammar30 Lesson updated 704

数研出版 ３３３ 586

アルク 副教材 夢をかなえるﾘｽﾆﾝｸﾞ ﾕﾒﾘｽ1 CEFR A2ﾚﾍﾞﾙﾜｰｸﾌﾞｯｸ 990

家庭 ３０８ 733

情報 ３１６ 962

英語表現Ⅰ有

英語表現Ⅰ無

教科
教科書
番号 定価 ○印

３０９ 478

　　　　　※購入する教科書の金額の右欄に○印を付け、合計金額を記入してください。芸術 ３０４ 1,069

３０５ 498

英語 副教材 1,210

冊 円

冊 円

CROWN English Communication Ⅰ NEW EDITION
ﾘｽﾆﾝｸﾞCD生徒用
CROWN English Communication Ⅰ NEW EDITION
Workbook Standard

13,905円

12,329円

教育芸術社 高校生の音楽 １

※来年度、英語の帰国生特別授業を希望する者は、
英語表現Ⅰの教科書と副教材は購入しないこと。

教科書名・教材名出版社

英語表現Ⅰ Revised BIG DIPPER English ExpressionⅠ

  音楽Ⅰ

　合計金額（必修）
17冊

15冊

 ↑　いずれかに○を　　

  美術Ⅰ

  書道Ⅰ

購入場所　本館ロビー
※合計金額に間違いがないかを確認し、なるべくおつりがないように用意してください。
※都合で購入できなかった生徒は、3月29日～3月31日までに神代書店で購入してください。

※不良品以外は、返品・交換できませんのでご注意ください。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ
英単語ターゲット１４００　5訂版　　　　　　(共通)
※すでに持っている人は購入しないこと

※来年度、自分の選択したコースの副教材を
購入すること。

　合計金額（選択）

合計金額（必修+選択）

購入日　令和２年３月11日(水)

東京書籍

 旺文社

光村図書 美術１

書道Ⅰ

科　目

日本文教出版

教育図書家庭総合 新 家庭総合 今を学び 未来を描き 暮らしをつくる

社会と情報 新・社会と情報

小　　　　計

数学

（日本史Ａ） 実教出版

数学Ⅰ 数研出版

帝国書院

数学Ａ

小　　　　計

改訂版　数学Ａ

改訂版　数学Ⅰ

数研出版

新詳高等地図

理科
物理基礎

化学基礎

英語

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ

英語表現Ⅰ

三省堂 CROWN English Communication Ⅰ New Edition

小　　　　計

改訂　化学基礎東京書籍

改訂　物理基礎

国語 国語総合
大修館 国語総合　改訂版　現代文編

大修館 国語総合　改訂版　古典編

高校日本史A　新訂版

地図 

小　　　　計

現代社会 東京書籍 現代社会

（世界史Ａ） 第一学習社 高等学校　改訂版　世界史A

令和２年度　桐朋女子高等学校　新１学年・教科書購入について

　氏 名

科　目

　桐朋女子高等学校　　

 出版社 教科書名・教材名

ふりがな
　中　３　　　　　　　組

〔必ず購入する教科書〕

在

校

生



　　　　　　教科書を下記の通り販売しますので、この用紙を使い購入してください。

教科 科　目
教科書
番号 定価 ○印

 国語表現 大修館書店 ３０７ 407

 現代文B 筑摩書房 ３３７ 881

 古典B 大修館書店 ３３９ 570

 古典B 大修館書店 ３４０ 351

 世界史Ｂ 山川出版社 ３１４ 861

 日本史Ｂ 実教出版 ３１２ 844

 地理Ｂ 東京書籍 ３０６ 799

数学  数学Ｂ 数研出版 ３２５ 763

 生物基礎 東京書籍 ３１１ 881

 地学基礎 啓林館 ３０８ 891

 物理 数研出版 ３１３ 1,114

 化学 東京書籍 ３０８ 1,114

 音楽Ⅱ 教育芸術社 ３０９ 321

 美術Ⅱ 光村図書 ３０３ 850

 書道Ⅱ 東京書籍 ３０５ 417

 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 大修館 ３３６ 667

 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 大修館 副教材 770

 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 大修館 副教材 1,100

 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 数研出版 副教材 540
※1
 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

三省堂 副教材 1,210

 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 美誠社 副教材 715
※２
 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

旺文社 副教材 1,210

 英語表現Ⅱ 数研出版 ３２６ 636

 英語会話 桐原書店 副教材 748

 家庭総合 東京書籍 ３０７ 購入済

 衣服 実教出版 ３０６ 1,109

 食物 教育図書 ３１２ 626

※　合計金額に間違いがないかを確認し、なるべくおつりがないように用意してください。

小　　　　　計

小　　　　　計

古典B　改訂版　漢文編

改訂版　数学Ｂ

地歴

高校世界史　改訂版

日本史B　新訂版

地理Ｂ

国語表現　改訂版

精選現代文B　改訂版　

古典B　改訂版　古文編

小　　　　　計

氏 名

※購入する教科書の金額の右欄に○印を付け、合計金額を記入してください。

国語

   令和２年度　桐朋女子高等学校　新２学年・教科書購入について

桐朋女子高等学校

出版社 教科書名・教材名

１年　　　組
ふりがな

※　不良品以外は､返品・交換できませんのでご注意ください。

ブレイクスルー　英文法36章　　　　　　　　(共通)

英単語ターゲット１９００　6訂版　　  　(共通)

芸術

高校生の音楽２

美術２

書道Ⅱ

購入日時　令和２年３月７日(土)
購入場所　本館ロビー

Revised BIG DIPPER English Expressioｎ Ⅱ

Hyper Listening Pre-Intermediate (発展ｺｰｽ)

フードデザインcooking&arrangement

※１帰国生特別コースを希望した人はｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ(発展
コース)の副教材を購入しないでください。
※２既に持っている人は購入する必要はありません。

合計金額 　　　　冊　　　　　　　　　円

小　　　　　計

小　　　　　計

Genius　English　CommunicationⅡ　Revised

小　　　　　計

※　都合で購入できなかった生徒は、3月29日～3月31日までに神代書店で購入してください。

小　　　　　計

家庭総合　自立・共生・創造

外国語

Listening Laboratory Standard α　　　　　(共通) 

CROWN PLUS English Series Level 3
(発展コース)

家庭 ファッション造形基礎

Genius　English　CommunicationⅡ　Revised
ﾜｰｸﾌﾞｯｸｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ  (共通)
Genius　English　CommunicationⅡ　Revised
生徒用音声CD (共通・希望者のみ)

理科
改訂版　物理

改訂　化学

改訂　生物基礎

地学基礎　改訂版

在
校
生
（
現
高
１
）



　　　　　　教科書を下記の通り販売しますので、この用紙を使い購入してください。

 氏　名

　　　※購入する教科書の金額の右欄に○印を付け、合計金額を記入してください。

教科 教科書
番号 定価 ○印

 現代文Ｂ 筑摩書房 ３３７ 購入済

 古典Ｂ 大修館書店 ３３９ 購入済

 古典Ｂ 大修館書店 ３４０ 購入済

京都書房 副教材 524

 世界史Ｂ 山川出版社 ３１４ 861

 日本史Ｂ 実教出版 ３１２ 844

 地理Ａ 清水書院 ３１１ 652

 地理Ｂ 東京書籍 ３０６ 799

 地図 帝国書院 ３１０ 1,379

 倫理 東京書籍 ３１１ 473

 政治・経済 東京書籍 ３１１ 473

 数学Ⅲ 数研出版 ３２２ 購入済

 数学Ⅲ 数研出版 副教材 購入済

 物理 数研出版 ３１３ 1,114

 化学 東京書籍 ３０８ 1,114

 生物 数研出版 ３１０ 1,267

 音楽Ⅲ 教育芸術社 ３０５ 321

芸術  美術Ⅲ 光村図書 ３０３ 631

 書道Ⅲ 東京書籍 ３０１ 402

啓林館 ６１ 641

啓林館 副教材 750

啓林館 副教材 730

第一学習社 副教材 935

第一学習社 副教材 341

標 数研出版 副教材 682

発 数研出版 副教材 682

啓林館 ３２２ 636

啓林館 副教材 620

第一学習社 ３２８ 636

第一学習社 副教材 792

標 美誠社 850

発 Z会出版 770

※　上記の教科書、副教材以外に担当の先生から副教材としてテキストを購入するよう指示がある場合があります。

改訂版　生物

４STEP　数学Ⅲ(問題集+解答編)

合計金額  　　　　　冊 　   　　   　   　 円

Perspective English Expression ⅡWORKBOOK  NEW EDITION

Joy of Music

美術３

書道Ⅲ

Revised LANDMARK English Communication Ⅲ

Vision Quest English Expression Ⅱ Ace

WORD Power Reading Stage 2

アップリフト英語長文読解　入試演習３

発
Perspective English Expression Ⅱ NEW EDITION

※　後日選択を変更することがあっても、不良品以外は返品・交換できませんのでご注意ください。

精選　現代文B　改訂版

古典B　改訂版　漢文編

古典B　改訂版　古文編
国語

新日本文学史 現代文 or 古典 履修者

令和２年度　桐朋女子高等学校　新３学年・教科書購入について

桐朋女子高等学校

科　目 教科書名・教材名出版社

２年　　　組
ふりがな

 英語演習

外国語

※　都合で購入できなかった生徒は、3月29日～3月31日までに神代書店で購入してください。
※　合計金額に間違いがないかを確認し、なるべくおつりがないように用意してください。

購入日時　令和２年３月１２日(木)

購入場所　本館ロビー

Revised LANDMARK English CommunicationⅢ 学習者用CD

新訂版　CLOVER 英文法・語法ランダム演習 入試標準

新訂版　CLOVER 英文法・語法ランダム演習 入試発展

　コミュニケーション
　　　英語Ⅲ

 英語表現Ⅱ

小　　　　　計

共
通

Active Listening 大学共通テスト対応ﾘｽﾆﾝｸﾞ10分+30分　生徒用CD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（授業時配付）

Revised LANDMARK English CommunicationⅢ WORKBOOK

Active Listening 大学共通テスト対応ﾘｽﾆﾝｸﾞ10分+30分

地歴

新詳高等地図

標

Vision Quest English Expression ⅡWORKBOOK  Ace

高校世界史　改訂版

日本史Ｂ　新訂版　

高等学校　現代地理A　新訂版

地理Ｂ

公民
倫理

政治・経済

数学
改訂版　数学Ⅲ

理科

改訂版　物理

改訂　化学

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

在
校
生
（
現
高
２
）




