
（お客様控え） （書店控え）

2022年度 聖隷クリストファー高等学校教科書購入表 　　　2022年度 教科書購入票

第２学年・理系

販売日時 ３月11日(金)　12日（土）　の2日間
午前１０時より午後５時まで フリ ガナ

＊裏面のクラス別時差販売をご参照ください。 氏  名

販売場所 谷島屋連尺店　２Ｆ 〒

浜松市中区連尺町３０９－１ 住所

℡　053-454-8981 ＴＥＬ (    　　    )       　　　     -

           HR        番  (現在のHRと番号をご記入ください）

※太枠の中をご記入ください。 ＊住所等は教科書販売関係以外には使用いたしません。

HRNo.　（　　　　　  ）   氏名(                                     )

必修科目 必修科目

発行所 教番 書        名 定 価 き 発行所 教番 定価

大修館 331 精選現代文Ｂ　新訂版 885 り 大修館 331 885

大修館 精選現代文Ｂ　新訂版　学習課題ノート 748 と 大修館 748

大修館 341 精選古典Ｂ　改訂版 926 ら 大修館 341 926

大修館 748 な 大修館 748

東書 313 現代社会 644 い 東書 313 644

帝国 ライブ！　2022　公共、現代社会を考える 980 で 帝国 980

東書 要点マスター現代社会演習ノート 730 く 東書 730

帝国 304 新詳地理Ｂ 803 だ 帝国 304 803

とうほう ウィニングコンパス地理の整理と演習 770 さ とうほう 770

数研 327 改訂版　数学Ⅱ 792 い 数研 327 792

数研 325 改訂版　数学Ｂ 767 数研 325 767

数研 クリアー数学Ⅱ＋Ｂ改訂版（別冊有料解答付き） 1,210 数研 1,210

数研 319 改訂版　化学基礎 772 数研 319 772

数研 四訂版　リードLight化学基礎 682 数研 682

数研 902 数研 902

数研 313 改訂版　化学 1,120 数研 313 1,120

数研 四訂版　リードLightノート化学 935 数研 935

東書 311 家庭基礎　自立・共生・創造 538 東書 311 538

教図 家庭科55資料集 605 教図 605

三省堂 332 MY WAY English Communication Ⅱ New Edition 670 三省堂 332 670

三省堂 319 MY WAY English Expression Ⅱ New Edition 639 三省堂 319 639

必修科目・計 必修・計 21冊

選択科目 選択科目

発行所 教番 定価 発行所 教番 購入欄

物理 数研 313 1,120 数研 313 1,120

¥2,198 数研 1,078 数研 1,078

生物 第一 311 1,273 第一 311 1,273

¥2,153 第一 880 第一 880

物理選択者 　　　　23　冊 合計 　23　冊　 19,064円

生物選択者 　　　　23　冊 合計 　23　冊　 19,019円

※

《注意事項》 *購入欄に○印をつけて下さい。

*副教材の価格は消費税込みの価格です。（教科書は非課税） *氏名・ＴＥＬ・住所を必ず書いて下さい。

*この購入表を必ずご持参下さい。 *切り離さずにお持ち下さい。

*Ｔポイント対象外です。

*キャッシュレス決済は行っておりません。現金のみのお支払いとなります。

（図書カード･QUOカード・クレジットカード・PayPayなどは、教科書購入にはご利用いただけません。）

*谷島屋連尺店以外での受け取りはできません。

*お受け取りになった教科書等に間違いがないか、

　お早めに必ずご確認下さい。

三訂版　フォトサイエンス化学図録

※

合計

合計

16,866円

書        名 書        名

改訂版　物理 改訂版　物理

四訂版　リードα物理基礎・物理 リードα物理基礎・物理

高等学校　改訂　生物 高等学校　改訂　生物

19,064円 購
入
欄

19,019円

セミナー生物 セミナー生物

家庭基礎

家庭科55資料集

MY WAY Com.Ⅱ

MY WAY Exp.Ⅱ

リードLightノート化学

ライブ！　2022

現代社会演習ノート

新詳地理Ｂ　

地理の整理と演習

改訂版　数学Ⅱ

クリアー数Ⅱ＋Ｂ（有料解答付）

改訂版　化学基礎

リードLight化学基礎

フォトサイエンス化学図録

改訂版　化学

書        名

※太枠の購入欄に○をご記入ください。

16,866円21冊　　

普通科【特進】 聖隷クリストファー高校 ２年 普【特進】
　　　理系　　　　　　　　

※太枠の中をご記入ください。

改訂版　数学Ｂ

精選現代文　新訂版

精選現代文　学習課題ノート

精選古典　改訂版

精選古典Ｂ　改訂版　学習課題ノート 精選古典　学習課題ノート

現代社会


