
【生徒用控え】 2015年3月11日（水）　京都市立塔南高等学校

　　■購入後、その場で教科書や補助教材が揃っているか、下記表の確認欄を使って必ず確認してください。
□必修科目

科　目 出版社 番号 書　　　　名 定価（税込） 確認欄

現代文Ｂ 大修館書店 310 精選現代文B 860

古典Ｂ 大修館書店 312 精選古典B 900

数研出版 311 新編　数学Ⅱ 770
数研出版 - ３TRIAL数学Ⅱ 854

第一学習社 305 高等学校　地学基礎 870
第一学習社 - ネオパルノート地学基礎 596

文英堂 319 Grove English Communication Ⅱ 655

数研出版 - Joy　Reader　２ 484
桐原書店 - 即戦ゼミ11大学入試ベストポイント英語頻出問題740 1,274
啓林館 307 VISION QUEST English Expression Ⅱ 625
啓林館 - Vision Quest English Expression Ⅱ　workbook Hope 535
啓林館 - VISION QUEST English Expression Ⅱ　確認ノート 257

□選択科目　：　選択した科目に○印をつけ、購入してください。

　　■社会の選択は　『世界史Ａ＋日本史Ｂ』　または　『世界史Ｂ＋日本史Ａ』　です。

科　目 出版社 番号 書　　　　名 定価（税込） 確認欄
選択

科目に
○

山川出版社 306 要説世界史 675
浜島書店 - アカデミア世界史 926

山川出版社 301 詳説日本史 825
帝国書院 - 図説日本史通覧 926

山川出版社 304 詳説世界史 840
浜島書店 - アカデミア世界史 926

山川出版社 303 現代の日本史 660

　　■芸術の選択は次から1科目です。

科　目 出版社 番号 書　　　　名 定価（税込） 確認欄
選択

科目に
○

音楽Ⅰ 音楽之友社 305 高校生の音楽１ 470

音楽Ⅱ 音楽之友社 305 高校生の音楽２ 315

美術Ⅰ 日本文教出版 302 高校美術１ 1,040

美術Ⅱ 日本文教出版 302 高校美術２ 830

工芸Ⅰ 日本文教出版 301 工芸Ⅰ 845

工芸Ⅱ 日本文教出版 301 工芸Ⅱ 690

書道Ⅰ 光村図書出版 304 書Ⅰ 490

書道Ⅱ 光村図書出版 304 書Ⅱ 410

【　提出用　】 京都市立塔南高等学校

　　■購入状況を確認しますので、必要事項を記入し、切取り線で切り離して代金とともに書店に提出してください。

科　目 出版社 番号 書　　　　名 選択科目に○ 定価（税込）
山川出版社 306 要説世界史
浜島書店 - アカデミア世界史

山川出版社 301 詳説日本史
帝国書院 - 図説日本史通覧

山川出版社 304 詳説世界史
浜島書店 - アカデミア世界史

日本史Ａ 山川出版社 303 現代の日本史
音楽Ⅰ 音楽之友社 305 高校生の音楽１ 470
音楽Ⅱ 音楽之友社 305 高校生の音楽２ 315
美術Ⅰ 日本文教出版 302 高校美術１ 1,040
美術Ⅱ 日本文教出版 302 高校美術２ 830
工芸Ⅰ 日本文教出版 301 工芸Ⅰ 845
工芸Ⅱ 日本文教出版 301 工芸Ⅱ 690
書道Ⅰ 光村図書出版 304 書Ⅰ 490
書道Ⅱ 光村図書出版 304 書Ⅱ 410
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世界史Ａ

世界史Ｂ
領収書がいる場合は、

教科書購入時に
必ず窓口で
申出なさい。

支払額
【　　　　　　　　　　　　】円

3,352

2,426

英語表現Ⅱ

日本史Ｂ

世界史Ａ　＋　日本史Ｂ　　合計金額
日本史Ｂ

世界史Ｂ　＋　日本史Ａ　　合計金額
日本史Ａ

　　■購入する選択科目に○印をつけてください。（【生徒用控え】に○をつけた選択科目と同じ科目）
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術
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択
科
目

　　■　必修科目の合計金額　　＋　　社会選択科目の合計金額　　＋　　芸術選択科目の金額　　　　　　　　　＝　支払い合計金額

現在の名列番号   １年　　〔　　　〕組　　〔　　　〕番　　氏名〔　　　　　　　　　　　　〕

切取り線

新２年生　普通科　普通進学コース　教科書・補助教材購入確認表

8,680円＋【社会科選択　　　　　　　　　　円】＋【芸術選択　　　　　　　　　円】＝【支払額　　　　　　　　　　円】

新２年生　普通科　普通進学コース　教科書・補助教材購入票
　
　　3月24日（火）に教科書・補助教材の販売を行います。できるだけ、おつりのないようお願いいたします。また、領収書が必要なご家庭は必ず、購入時に書店に申し出てください。
学校での販売は3月24日（火）だけですので、この日に購入できなかった場合は、各自で下記取り扱い書店に連絡し、書店にて購入してください。
 また、4月10日（金）には授業が始まります。授業開始までには教科書・補助教材の購入を全て終えておくようお願いいたします。
　なお、一部の補助教材で、納品等、購入日に間に合わず、後日、購入をお願いすることがございます。その場合は別途、連絡いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　販売日時・場所
　　2015年3月24日（火）　13：00～13：40　 本校  【　食　　堂　】

　取り扱い書店
　　【萬字堂書店】　営業時間：10:00～17:00　休業日：土日祝　　℡：075-672-0066
　　　　　　　　　　　　場　　　所：南区九条通り京阪国道西入ル北側
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