
○印は必修科目です。

番号 略称 記号 番号

国語総合 143 筑摩 国総　 355 精選国語総合 現代文編 改訂版 581 ○ ○ ○

国語総合 143 筑摩 国総　 356 精選国語総合 古典編 改訂版 346 ○ ○ ○

世界史A 081 山川 世Ａ　 315 現代の世界史 改訂版 692 ○ ○ ○

世界史B 081 山川 世Ｂ　 310 詳説世界史 改訂版 861 ○ ○ ○

現代社会 002 東書 現社　 313 現代社会 641 ○ ○ ○

数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ　 327 改訂版 数学Ⅰ 733 --- --- ○

数学Ⅱ 104 数研 数Ⅱ　 327 改訂版 数学Ⅱ 788 ○ ○ ○

数学A 104 数研 数Ａ　 327 改訂版 数学A 596 --- --- ○

数学B 104 数研 数Ｂ　 325 改訂版 数学B 763 ○ ○ ○

物理基礎 104 数研 物基　 319 改訂版 新編 物理基礎 773 ○ ○ ○

化学基礎 002 東書 化基　 313 改訂 化学基礎 768 --- --- ○

生物基礎 104 数研 生基　 316 改訂版 生物基礎 881 ○ ○ ○

保健体育 050 大修館 保体　 304 現代高等保健体育改訂版 636 ○ ○ ○

音楽Ⅰ 017 教出 音Ⅰ　 307 音楽Ⅰ改訂版 Tutti 478 選択 選択 選択

美術Ⅰ 116 日文 美Ⅰ　 305 高校生の美術1 1,069 選択 選択 選択

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 212 桐原 コⅠ　 355 PRO-VISION English Communication Ⅰ New Edition 646 --- --- ○

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 212 桐原 コⅡ　 353 PRO-VISION English Communication Ⅱ New Edition 667 ○ --- ---

英語表現Ⅰ 061 啓林館 英Ⅰ　 328 Revised Vision Quest English Expression Ⅰ Advanced 586 --- --- ○

社会と情報 116 日文 社情　 316 新･社会と情報 962 ○ ○ ○

芸術教科は音楽・美術から一科目選択となります。 検定教科書は非課税です。

○印は必修科目です。

★ ｺﾐｭ英Ⅰ xreading.com Xreading Virtual Library 2,100 ○ ○ ○
準教科書（教材）は課税対象品です。

※該当するところに○印をつけてください 

↓

↓

立命館慶祥高等学校　新一年生
《 令和2年度　検定教科書　定価表 》

検定教科書は　文部科学大臣が認可し官報で告示した定価　です。

科目名
発行者 教科書

教科書名 定価 内進
リメ

ディアル

総合計

高入

≪　令和2年度　準教科書（教材） 定価表　≫

科目名 発行者 準教科書（教材）名
本体
価格

内進
リメディ

アル
高入

共通 教科書合計
準教科書（教材）

合計

準教科書（教材）

消費税

★『Xreading Virtual Library』はオンライン教材ですので、後日学校にてお渡し致します。

\11,970

内進生：音楽選択 9,069 2,100 210 \11,379

内進生：美術選択 9,660 2,100 210

\11,303

内進生リメディアル：

音楽選択
8,402 2,100 210 \10,712

内進生リメディアル：

美術選択
8,993 2,100 210

\14,632

高入生：音楽選択 11,731 2,100 210 \14,041

高入生：美術選択 12,322 2,100 210

■販売日時
内進生：４月 ４日 (土) ～ ４月 ６日 (月)

午前１０：３０ ～ 午後 ７：００

高入生：４月 ６日 (月) ～ ４月 ８日 (水)
午前１０：３０ ～ 午後 ７：００

■販売場所
新札幌ＤＵＯ店
DUO-Ⅰ ４階 特設会場

立命館慶祥中学校高等学校 教科書取扱店
高校生専用電子辞書取扱店

教科書ガイド(教科書レーダー)取扱店

お願い
☆ この定価表を必ずご持参の上、係員にご提示ください。

☆ 袋に入っている教科書・準教科書（教材）の確認をお願い致します。

☆ 購入間違いが生じるおそれもあります。

レシート等は保管しておいてください。

☆ セットごとに簡易袋に入れてありますが、ご購入の際は、

バッグ等をご用意ください。

☆ 販売中は非常に混雑することが予想されます。ご了承ください。

☆ お支払いは現金にてお願い致します。各種カード・金券類はご利用頂けません。

☆ 教科書・準教科書はポイントサービス対象外となります。


