
保護者各位                                                        ２０２０年３月２３日(水) 

                                                             日本福祉大学付属高等学校 

 

 ２０２０（令和２）年度 第３学年 教科書と副教材の購入について 

  

日差しに春の気配を感じる日々となりました。保護者の皆様におかれましては、ご健勝のことと存じます。 

 新年度を迎えるに当たり、教科書及び副教材の購入について，下記のとおりご案内申し上げます。今年度は，ご自宅に郵送の形で実施させていただくこととなり

ました。教科書及び副教材代金につきましては，共通科目分とコース科目分を併せて，新年度第 1回授業料納入の際にお支払いいただきます。ご了承ください。 

 受け取られた教科書・副教材について過不足，落丁，乱丁などありましたら，下記の書店までご連絡をお願いいたします。 

 

             教科書 ： 【連絡先】 知多書店 ： TEL ０５６９－４２－１５６５  

             副教材 ： 【連絡先】 ほっとブックス新栄 ： TEL ０５２－９３６－７５５１ 

 

 

 

 ＜共通科目教材及び代金表＞     共通科目教材費 教科書 535 円 ＋ 副教材 1,630 円 ＝ 2,165 円 

  ・ 教科書                        ・ 副教材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜コース科目及びコース別代金表＞ 

 コース コース別科目 ・ ( )は単位数  <合計 21 単位> 教科書代 副教材代 

1 文理（理）物・数Ⅲ 地理 A(2) ・ 数学Ⅲ(5) ・ 数学演習(2) ・ 物理(6) ・ コミュ英Ⅲa(4) ・ 英語演習(2) 3,216 7,100 

2 文理（理）生・数Ⅲ 地理 A(2) ・ 数学Ⅲ(5) ・ 数学演習(2) ・ 生物(6) ・ コミュ英Ⅲa(4) ・ 英語演習(2) 3,369 6,100 

3 文理（理）物・国数 地理 A(2) ・ 数学演習(5) ・ 物理(6) ・ コミュ英Ⅲa(4) ・ 英語演習(2) ・ 国語演習(2) 2,407 8,240 

4 文理（理）生・国数 地理 A(2) ・ 数学演習(5) ・ 生物(6) ・ コミュ英Ⅲa(4) ・ 英語演習(2) ・ 国語演習(2) 2,560 7,240 

5 文理（文）世史 国語演習(2) ・ 世界史 B(5) ・ 現代社会演習(2) ・ 数学演習(3) ・ 化学基礎演習(2) ・ コミュ英Ⅲa(4) ・ 英語演習(2) ※１単位分は現代文Ｂへ 1,502 9,400 

6 文理（文）日史 国語演習(2) ・ 日本史 B(5) ・ 現代社会演習(2) ・ 数学演習(3) ・ 化学基礎演習(2) ・ コミュ英Ⅲa(4) ・ 英語演習(2) ※１単位分は現代文Ｂへ 1,485 9,370 

7 総合進学（看護） 国語演習(2) ・ 日本史 B(5) ・ 数学演習(3) ・ 化学基礎演習(2) ・ コミュ英Ⅲb(4) ・ 英語演習(2) ・ GFSⅢ(2)       ※１単位分は現代文Ｂへ 1,485 9,530 

8 総合進学（大学） 国語演習(2) ・ 日本史 B(5) ・ 政治経済(3) ・ 地学基礎(2) ・ コミュ英Ⅲb(4) ・ 英語演習(2) ・ GFSⅢ(2)         ※１単位分は現代文Ｂへ 2,849 9,430 

9 スポーツ（文系） 国語演習(2) ・ 日本史 B(5) ・ 政治経済(3) ・ スポーツ演習(4) ・ コミュ英Ⅲb(4) ・ 英語演習(2)                   ※１単位分は現代文Ｂへ 1,958 7,870 

10 スポーツ（理系） 日本史 B(5) ・ 数学演習(3) ・ 化学基礎演習(2) ・ スポーツ演習(4) ・ コミュ英Ⅲb(4) ・ 英語演習(2)               ※１単位分は現代文Ｂへ 1,485 5,110 

11 グローバル英語（世） 世界史 B(5) ・ Exercise in Mathematics(2) ・ コミュ英Ⅲa(4) ・ 英語演習(3) ・ 英語総合(4) ・ 英語会話(2)        ※１単位分は現代文Ｂへ 1,502 6,590 

12 グローバル英語（日） 日本史 B(5) ・ Exercise in Mathematics(2) ・ コミュ英Ⅲa(4) ・ 英語演習(3) ・ 英語総合(4) ・ 英語会話(2)        ※１単位分は現代文Ｂヘ 1,485 6,560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教科 科目 教材 出版社 価格(円）

家庭 家庭基礎 新図説家庭基礎 実教出版 535

    共通教科書代金合計 535

教科 科目 教材 出版社 価格(円) 

家庭 家庭基礎 2020 生活学 Navi 資料＋成分表 実教出版 900 

学校設定科目 キャリア開発 志望理由書・自己 PR 文 完成ノート 第一学習社 730 

共通副教材代金合計 1,630 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】コース別科目使用教材一覧                                      

 ＜教科書＞ 

教科 科目 コース 教材名 出版社 価格(円）

地歴 世界史 B 5 文・11 グローバル 詳説世界史 改訂版 山川 861

地歴 日本史Ｂ 6 文・12 グローバル 詳説日本史 改訂版 山川 844

地歴 日本史Ｂ 7 看護・8 大学・9 ス文・10 ス理 日本史Ｂ 新訂版 実教出版 844

地歴 地理 A 1・2・3・4 理 高等学校 新地理 A 帝国書院 652

公民 政治・経済 8 大学・9 ス文 高校政治・経済 新訂版 実教出版 473

数学 数学Ⅲ 1・2 理 改訂版 数学Ⅲ 数研出版 809

理科 物理 1・3 理 改訂版 物理 数研出版 1,114

理科 生物 2・4 理 改訂版 生物 数研出版 1,267

理科 地学基礎 8 大学 地学基礎 新訂版 実教出版 891

外国語 コミュ英Ⅲa 1・2・3・4 理/5・6 文/11・12 グローバル CROWN English Communication Ⅲ New Edition 三省堂 641

外国語 コミュ英Ⅲb 7 看護・8 大学・9 ス文・10 ス理 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅲ 桐原書店 641

 

 ＜副教材＞ 

 

教科 科目 選択 教材名 出版社 価格(円) 

国語 国語演習 3・4・5・6 文理 総合版 センター試験 国語過去問題 平成 26～31 年 尚文出版 1,140 

国語 国語演習 7～9 総合・ス（文） 論理的に考える LT 現代文 3 浜島書店 660 

国語 国語演習 7～9 総合・ス（文） 読み解く古典 3 浜島書店 680 

地歴 世界史 B 5・11 文世・グ世 共通テスト 実力トレーニング 世界史 啓隆社 810 

地歴 世界史 B 5・11 文世・グ世 世界史用語集 改訂版 山川出版社 940 

地歴 日本史 B 6・12 文日・グ日 共通テスト 実力トレーニング 日本史 啓隆社 780 

地歴 日本史 B 6・12 文日・グ日 日本史用語集 改訂版 山川出版社 940 

地歴 日本史 B 7～9 総合・ス（文） 新 日本史 研究ノート 標準編 啓隆社 660 

地歴 日本史 B 7～9 総合・ス（文） 改訂版 精選日本史史料集 第一学習社 700 

地歴 日本史 B 7～9 総合・ス（文） 歴史資料館 日本史のライブラリー とうほう 930 

公民 地理 A 1～4 理 COMPLETE 2020 帝国書院 980 

公民 地理 A 1～4 理 NEW COMPASS 地理 2020 とうほう 760 

公民 現代社会演習 5・6 文 進研 ウィンステップ 政治・経済 Learn-S 980 

公民 現代社会演習 5・6 文 現代社会用語集 第 2 版 山川出版社 880 

公民 政治・経済 8・9 総(大)・ス(文) 新 政治・経済ノート 啓隆社 680 

公民 政治・経済 8・9 総(大)・ス(文) テーマ別資料 政治・経済 ２０２０ とうほう 920 

数学 数学演習(2)(5) 1～4 理 大学入学共通テスト対策 数学Ⅰ・A＋Ⅱ・B 上級演習 PLAN120 数研出版 880 

数学 数学演習 5・6・7・10 文・総(看)・ス(理) 大学入学共通テスト対策 基本と演習 数学Ⅰ・A＋Ⅱ・B 標準演習 PLAN100 数研出版 830 

数学 数学演習 7・10 総(看)・ス(理) 2021 入試 短期集中ゼミ 看護・医療系のための数学Ⅰ・Ａ 実教出版 770 

数学 Exercise in Mathematics 11・12 グローバル THE SHIN-CHU-MON mathematics for 7th grade 教育開発出版 1,980 

理科 地学基礎 8 総合(大学) ビジュアルプラス 地学基礎ノート 実教出版 770 

理科 物理 1・3 理 大学 JUKEN 新書 覚えておくべき物理公式 101 新装版 旺文社 990 

理科 物理 1・3 理 四訂版 リード Light ノート 物理 数研出版 930 

理科 生物 2・4 理 三訂版 リード Light ノート 生物 数研出版 920 

理科 化学基礎演習 5・6 文 10 日あればいい 2020 大学入試 短期集中ゼミ センター化学基礎 実教出版 740 

理科 化学基礎演習 5・6 文 一問一答 文系のためのセンター化学基礎 ターゲット 旺文社 1,010 

理科 化学基礎演習 7・10 総(看)・ス(理) 改訂 Let's Try Note 化学基礎 Vol.1 物質の構成 東京書籍 270 

理科 化学基礎演習 7・10 総(看)・ス(理) 改訂 Let's Try Note 化学基礎 Vol.2 物質量と化学反応式 東京書籍 270 

理科 化学基礎演習 7・10 総(看)・ス(理) 改訂 Let's Try Note 化学 Vol.4 有機化合物 東京書籍 330 

外国語 コミュ英Ⅲa 1～6 文理  11・12 グローバル ΣBEST Listening Sparkle Advanced 文英堂 660 

外国語 英語演習 1～4 理 六訂版 LINK UP 英語総合問題集 GREEN 版 数研出版 490 

外国語 英語演習 1～6 文理  11・12 グローバル 三訂版 ＵＰＧＲＡＤＥ 英文法・語法問題 数研出版 1,410 

外国語 英語演習 7～10 総合・ス ΣBEST 英語総合問題演習 Blossom 3 文英堂 770 

外国語 英語演習 7～10 総合・ス ΣBEST Listening Sparkle Standard 文英堂 660 

外国語 英語演習 7～10 総合・ス スクランブル英文法・語法 Basic 3rd Edition 旺文社 1,210 

学校設定科目 GFSⅢ・英語総合 7・8・11・12 総合・グローバル 小論文頻出テーマ解説集 2020 現代を知る plus 第一学習社 420 

学校設定科目 GFSⅢ・英語総合 7・8・11・12 総合・グローバル 小論文頻出テーマ  2020 チェック＆ワーク 第一学習社 370 

 


