
項目 出版社 価格（円） 取扱業者 徴収月 項目 出版社 価格（円） 取扱業者 徴収月 項目 出版社 価格（円） 取扱業者 徴収月

国語便覧（千葉県版） 浜島書店 ¥690 学習社 ６月 学習漢字ノート２ 浜島書店 ¥390 学習社 ７月 学習漢字ノート３ 浜島書店 ¥390 学習社 ７月

学習漢字ノート１ 浜島書店 ¥390 学習社 ６月 よくわかる国語の学習２ 明治図書 ¥620 学習社 ７月 国語の学習３ 明治図書 ¥620 学習社 ７月

新文法ノート 浜島書店 ¥470 学習社 ６月 フラットファイル（水色）B5S コクヨ ¥80 ダイイチサプライ ７月 千葉県入試対策問題４回 新学社 ¥310 総武教育 ７月

新基礎の学習　国語の１年 新学社 ¥630 総武教育 ６月 キャンパスノート　ノーHAN　B５ノビA罫 コクヨ ¥170 ダイイチサプライ ７月 フラットファイルB5紫 コクヨ ¥80 ダイイチサプライ ７月

フラットファイル（ピンク）B5S コクヨ ¥80 ダイイチサプライ ６月 社会の自主学習　歴史２・３　自主学習ノート付き 新学社 ¥550 総武教育 ７月 ５ｍｍ方眼罫（リーダー罫入り）ノート（B5　３０枚） ¥170 ダイイチサプライ ７月

筆ペン（中字） ぺんてる ¥500 ダイイチサプライ ６月 社会の自主学習　地理２　自主学習ノート付き 新学社 ¥490 総武教育 ７月 新しい公民 浜島書店 ¥690 学習社 ７月

アクティブ地理・世界 浜島書店 ¥600 学習社 ７月 数学 わかる数学　２年 学宝社 ¥600 総武教育 ７月 千葉県リハーサル直前対策６回 浜島書店 ¥360 学習社 ７月

千葉県版　学び考える歴史　A4版 浜島書店 ¥710 学習社 ７月 理科の完全学習 正進社 ¥650 総武教育 ７月 社会の自主学習　公民　自主学習ノート付き 新学社 ¥630 総武教育 ７月

単元プリント　基礎をきずく　地理① 浜島書店 ¥320 学習社 ７月 実験費 ¥200 ７月 数学 わかる数学　３年 学宝社 ¥600 総武教育 ７月

単元プリント　基礎をきずく　歴史① 浜島書店 ¥290 学習社 ７月 新英語のワーク２　NEWノートつき 明治図書 ¥680 学習社 ７月 千葉県理科リハーサルB 浜島書店 ¥500 学習社 ７月

A4ファイル　A4S（たて）・紫色 ¥90 ダイイチサプライ ７月 英語ベストノートW２　前期 学宝社 ¥270 総武教育 ７月 理科の完全学習 正進社 ¥650 総武教育 ７月

A4ノート　A4　７ｍｍ幅・表紙赤・３０枚 ¥280 ダイイチサプライ ７月 英語ベストノートW２　後期 学宝社 ¥270 総武教育 ７月 実験費 ¥200 ７月

数学 わかる数学　１年 学宝社 ¥600 総武教育 ７月 木彫りセット BSS図工・美術 ¥430 有限会社和光 ７月 千葉県リハーサル直前対策　６　 浜島書 ¥360 学習社 ７月

最新理科便覧　千葉県版 浜島書店 ¥690 学習社 ６月 水墨画セット BSS図工・美術 ¥130 有限会社和光 ７月 ジョイフルワーク３　Cパターン 新学社 ¥710 総武教育 ７月

理科の完全学習 正進社 ¥650 総武教育 ６月 デッサン費 BSS図工・美術 ¥300 有限会社和光 ７月 入試リスニング　全１６回 正進社 ¥350 総武教育 ７月

実験費 ¥200 ６月 NEW体力テスト診断システム 東京書籍 ¥220 総武教育 ７月 NEW　HORIZON　学習ノート　前期 東京書籍 ¥270 総武教育 ７月

新英語のワーク１　NEWノートつき 明治図書 ¥680 学習社 ７月 ケント紙B5（1人10枚1組） ¥200 タバタ教材 ７月 NEW　HORIZON　学習ノート　後期 東京書籍 ¥270 総武教育 ７月

英語ベストノートW１　前期 学宝社 ¥270 総武教育 ７月 LEDライト ¥3,000 エターナル ７月 デッサン用材 BSS図工・美術 ¥500 有限会社和光 ７月

英語ベストノートW１　後期 学宝社 ¥270 総武教育 ７月 ハンドノート技術C エネルギー変換の技術 正進社 ¥290 総武教育 ７月 篆刻セット　高麗石 BSS図工・美術 ¥627 有限会社和光 ７月

読み書きラボ 正進社 ¥350 総武教育 ７月 B-１  衣食住の生活　食生活 地域教材社 ¥380 総武教育 ７月 篆刻実習費 BSS図工・美術 ¥200 有限会社和光 ７月

A4ポケットファイル186TSPW　黄緑 キングジム ¥462 タバタ教材 ７月 ひも通しB　玉付 優良教材(ｶﾀﾛｸﾞp260) ¥55 ダイイチサプライ ７月 マグカップ実習費 ¥1,500 有限会社和光 ７月

コーラスフェスティバル 正進社 ¥830 総武教育 ６月 道徳 私の道徳ノート２　東京書籍版 学宝社 ¥200 総武教育 ７月 NEW体力テスト診断システム 東京書籍 ¥220 総武教育 ７月

PPファイル　B5　黄色 ¥100 ダイイチサプライ ６月 証明写真 ¥290 アルバム工房光 ６月 ケント紙B5（1人10枚1組） ¥200 タバタ教材 ７月

工作用紙A3 ¥35 ダイイチサプライ ７月 タイム君（生活記録ノート） 明治図書 ¥600 学習社 ６月 技術 ハンドノート技術D 情報の技術 正進社 ¥310 総武教育 ７月

デッサンセット BSS図工・美術 ¥500 有限会社和光 ７月 R２年度到達度テスト代 ¥1,400 総進図書 ６月 家庭 A 家族・家庭生活 地域教材社 ¥290 総武教育 ７月

スケッチブックA4 BSS図工・美術 ¥660 有限会社和光 ７月 R３年度到達度テスト代 ¥1,400 総進図書 ６月 道徳 私の道徳ノート３　東京書籍版 学宝社 ¥200 総武教育 ７月

中学保健学習ノート 正進社 ¥660 総武教育 ７月 中学校生活と進路 ¥600 本陣書店 ６月 証明写真 ¥290 アルバム工房光 ６月

NEW体力テスト診断システム 東京書籍 ¥220 総武教育 ７月 生徒手帳　 ¥129 ラーンズ ６月 実力テスト（５回分） ¥3,840 総進図書 ６月

ケント紙B5（1人10枚1組） ¥200 タバタ教材 ７月 副教材費 Daily  Life（年間２冊） 学宝社 ¥520 総武教育 ６月

PPファイル　B5（青） ¥100 タバタ教材 ７月 学級費（360円✕前後期） 720¥ ６月 ボックスファイル（330円×２個） ¥660 ダイイチサプライ ６月

ペンスタンド・ケース ¥1,800 エターナル ７月 総合・学年費（３60円×前後期） 720¥ ６月 中学校生活と進路 ¥600 本陣書店 ６月

鉢飾り ¥700 エターナル ７月 ＰＴＡ会費 3,000¥ ６月 生徒手帳　 ¥129 ラーンズ ６月

ハンドノート技術A 材料と加工の技術 正進社 ¥320 総武教育 ７月 生徒会費 1,440¥ ６月 副教材費

ハンドノート技術B 生物育成の技術 正進社 ¥270 総武教育 ７月 家庭科実習費 ¥350 ６月 卒業アルバム・文集 ¥8,500 アルバム工房光 ８月

B-2  衣食住の生活　衣生活・住生活 地域教材社 ¥290 総武教育 ７月 校外学習費 6,431¥ ８月 卒業記念品（証書ホルダー） ¥460 タバタ教材 ８月

キャンパスノート（ｺｸﾖ　ノｰ３HAN） コクヨ ¥170 ダイイチサプライ ７月 修学旅行積立 35,000¥ ８月～１１月 卒業記念品（印鑑） ¥460 日本コーイン ８月

カラフルトートバック ¥980 タバタ教材 ７月 合計 卒業対策費

道徳 私の道徳ノート１　東京書籍版 学宝社 ¥200 総武教育 ７月 学級費（360円✕前後期） ¥720 ６月

タイム君（生活記録ノート） 明治図書 ¥600 学習社 ６月 総合・学年費（３60円×前後期） ¥720 ６月

掲示用ホルダーＢ５ ¥85 ダイイチサプライ ６月 ＰＴＡ会費 ¥3,000 ６月

ストッカー　黄色 ¥250 ダイイチサプライ ６月 生徒会費 1,440¥ ６月

３０ポケットクリアブック（イエロー） ¥180 ダイイチサプライ ６月 進路対策費 2,500¥ ６・７月

４０ポケットクリアブック（ブルー） ¥260 ダイイチサプライ ６月 合計

名札（３７０円×２） ¥740 ヒラト商事 ６月

生徒手帳　 ¥129 ラーンズ ６月

証明写真 ¥290 アルバム工房光 ６月

中学校生活と進路 ¥600 本陣書店 ６月

副教材費

学級費（360円✕前後期） 720¥ ６月

総合・学年費（３60円×前後期） 720¥ ６月

ＰＴＡ会費 3,000¥ ６月

生徒会費 1,440¥ ６月

校外学習費 6,824¥ ６月

修学旅行積立 30,000¥ ８月～１１月

合計

令和３年度版

１学年 ２学年 ３学年

国語

国語
国語

社会

社会

社会
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英語 理科

理科

体育

英語
美術

技術

美術

英語

家庭

美術
学級

体育

学年
¥14,594

技術

音楽 体育

¥20,391

¥63,095

¥17,246

卒対

家庭

¥62,255 ¥9,420

学級 ¥35,046


