
品名 価格 品名 価格

校章 ¥540 校章 ¥540

ボタン ¥630 リボン ¥1,700

長袖カッター（校章入り） ¥3,200 長袖ブラウス（校章入り） ¥3,150

Ｔシャツ 半袖 ¥2,000 Ｔシャツ 半袖 ¥2,000

Ｔシャツ 長袖 ¥2,300 Ｔシャツ 長袖 ¥2,300

ハーフパンツ ¥3,300 ハーフパンツ ¥3,300

体育館シューズ ¥3,700 体育館シューズ ¥3,700

スリッパ ¥1,800 スリッパ ¥1,800

ジャージ上（ハーフジップ） ¥4,800 ジャージ上（ハーフジップ） ¥4,800

ジャージ下（セミストレートパンツ） ¥4,800 ジャージ下（セミストレートパンツ） ¥4,800

制服（上着・ベスト・スカート又はスラックス） ¥46,800

合計 27,070 ¥74,890

品名 価格 品名 価格

半袖カッターシャツ(指定) 指定外の半袖不可 ¥3,150 半袖ブラウス（指定）指定外の半袖不可 ¥3,100

夏ズボン ¥9,000 夏スカート ¥15,700

剣道衣（授業で必要ですがお持ちの場合は購入不要） ¥4,200 剣道衣（授業で必要ですがお持ちの場合は購入不要） ¥4,200

剣道袴（授業で必要ですがお持ちの場合は購入不要） ¥4,000 剣道袴（授業で必要ですがお持ちの場合は購入不要） ¥4,000

セータ－（指定）

 上着の下に着用する場合は購入すること。
¥6,100

セータ－（指定）

 上着の下に着用する場合は購入すること。
¥6,100

体操服入れ袋 ¥800 体操服入れ袋 ¥800

制服 上衣＊ ¥25,250

制服 ズボン＊ ¥11,150

＊黒色詰襟上下をお持ちの場合は購入不要

奈良県立郡山高等学校 令和5年度 入学生徒学校指定品購入一覧表 

希望者のみ購入する物品

男子用 女子用

男子用 女子用

全員購入する物品（指定）



販売日時　令和５年３月20日(月)　合格者説明会後物品購入時

販売場所　本校　冠山会館１Ｆ食堂

販売店　　ジャパンブックス郡山店　アスモ大和郡山１階

　℡　0743-53-7001㈹

《注意》　購入の際には、かなりの量になりますので、必ず大型のカバン類を持参ください。

１．教科書（ただし芸術は４に別掲）

教　科 出 版 社 番　号 書　　　　　　　　　名

筑摩書房 712 現代の国語 607 円

筑摩書房 712 言語文化 757 円

帝国書院 703 高等学校新地理総合 725 円

東京書籍 701 新選歴史総合 746 円

帝国書院 703 標準高等地図 1516 円

数研出版 712 数学Ⅰ 800 円

数研出版 709 数学Ⅱ 842 円

数研出版 712 数学Ａ 634 円

数研出版 707 物理基礎 851 円

東京書籍 701 生物基礎 967 円

保健 大修館書店 701 現代高等保健体育 715 円

第一学習社 721 CREATIVE English Communication Ⅰ 690 円

啓林館 708 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Advanced 637 円

家庭基礎 第一学習社 710 高等学校　家庭基礎　持続可能な未来をつくる 596 円

２．副教材（ただし芸術は４に別掲）

教　科 出 版 社

尚文出版 385 円

561 円

407 円

627 円

385 円

浜島書店 990 円

682 円

682 円

筑摩書房 880 円

東京書籍 570 円

帝国書院 630 円

803 円

275 円

啓林館 2070 円

高等学校新地理総合ノート
地歴

Focus Gold数学Ⅰ+Ａ　5th Edition解答編付き

英語

三訂版　読解をたいせつにする　体系古典文法学習ノート

4STEP Ⅰ+Ａ 問題編
数研出版

新選歴史総合ワークノート

九訂版　読解をたいせつにする　体系古典文法

三訂版　プログレス　古典総演習　基本編

地歴

最新国語便覧 新訂版

教科書・副教材の購入について

定　価書　　　　　　　　　　　名

三訂版  プログレス現代文総演習　基本編

国語

国語

これからの国語Bコース発展編

理科

定　価

数学

数研出版

語彙力をつける入試漢字2600

4STEP Ⅰ+Ａ 解答編

数学

桐原書店

いいずな書店

基礎から解釈へ 漢文必携 五訂版

基礎から解釈へ 漢文必携 五訂版 チェックノート 基本編



教　科 発　行　所

啓林館 190 円

781 円

891 円

649 円

990 円

東京書籍 660 円

第一学習社 781 円

駿台文庫 1100 円

1700 円

750 円

560 円

450 円

家庭基礎 実教出版 920 円

総合探究 大修館書店 2420 円

※購入後は、その場で必ず図書の種類・総冊数を確認してください。

教科書（14種）・副教材（28種）

４．芸術の教科書・副教材については、４月当初（入学後）に別途販売を予定しています。

教科書

教　科 発　行　所 番　号 書　　　　　　　　　名

音楽 教育芸術社 703 ＭＯＵＳＡ１ 507 円

美術 日本文教出版 702 高校生の美術Ⅰ 1232 円

書道 光村図書出版 705 書Ⅰ 538 円

副教材

教科 書　　　　　　　　　名

音楽 The Basics of Music 550 円

書道 高等書範 600 円

第一学習社

啓林館

奈良県高等学校
書道教育研究会

教育芸術社

発　行　所

Vision Quest New English Grammar 47

大学生・社会人のための言語技術トレーニング

定　価

合計金額 33872円

2023 生活学Navi 資料+成分表

３．教科書・副教材購入費の合計額

定　価

Vision Quest New English Grammar Workbook 47

ｻﾝﾀﾞｲﾔﾙ　高校英語へのアクセス 長文編

※教科書は非課税、副教材は10％消費税込定価です。

※おつりの無いようにあらかじめご用意下さい。

定　価

フォトサイエンス物理図録
数研出版

CREATIVE English Communication Ⅰ 予習･授業ノート

システム英単語５訂版ポケットサイズ

理科
ネオパルノート物理基礎

レッツトライノート生物基礎

新課程リードα物理基礎

物理基礎入門～物理のための数学トレーニング～

書　　　　　　　　　　　名

英語
Vision Quest 総合英語 3rd Edition

新課程二訂版　スクエア最新図説生物


