
販売日時）　　3月　31日（木 ）　10：00～16：00

販売場所）北海学園札幌高等学校　体育館　

●必修教科　全員購入です。
NO. 発行所 番号 教科書・教材名 定価

1 東書 702 精選現代の国語 599
2 東書 702 精選言語文化 747
3 帝国 703 高等学校　新地理総合 715
4 帝国 310 新詳高等地図 1,386
5 山川 709 わたしたちの歴史　日本から世界へ 736
6 東書 702 数学Ⅰ Standard 789
7 東書 702 数学A　Standard 625
8 数研 707 物理基礎 839
9 第一 712 高等学校　新化学基礎 842
10 数研 708 高等学校　生物基礎 954
11 大修館 702 新高等保健体育 705
12 第一 722 Vivid English Communication Ⅰ 680
13 啓林館 709 Vision Quest English Logic and Expression ⅠStandard 628
14 東書 701 家庭基礎　自立・共生・創造 588
15 京都書房 副教材 新国語総合ガイド　五訂版 940
16 第一 副教材 読み・解き・覚える日本文学史　必携　改訂版 690
17 東書 副教材 精選現代の国語　学習課題ノート 467
18 東書 副教材 精選言語文化　学習課題ノート 600
19 桐原 副教材 基礎から学ぶ解析古典文法　三訂版 616
20 桐原 副教材 基礎から学ぶ解析古典文法　三訂版　演習ノート 396
21 桐原 副教材 読んで見て覚える　重要古文単語315　三訂版 902
22 桐原 副教材 基礎から解釈へ　漢文必携　五訂版　 627
23 桐原 副教材 基礎から解釈へ　漢文必携　五訂版　チェックノート基本編　 385
24 東書 副教材 WIDE 数学Ⅰ＋Ａ　問題編　 700
25 東書 副教材 WIDE 数学Ⅰ＋Ａ　解答編　 270
26 第一 副教材 最新地理図表　ＧＥＯ（ジオ）　五訂版 990
27 第一 副教材 最新　日本史図表　五訂版 968
28 山川 副教材 わたしたちの歴史　日本から世界へ　ノート（歴総７０９準拠） 770
29 旺文社 副教材 英単語　ターゲット1400　５訂版 1,210
30 啓林館 副教材 Vision Quest 論理表現　Ⅰ　Standard Workbook 630
31 数研 副教材 新課程版　ネオパルノート　物理基礎 638
32 第一 副教材 新課程版　ネオパルノート　化学基礎 638
33 数研 副教材 改訂版　生物基礎　学習ノート 594
34 大修館 副教材 イラストで見る  最新スポーツルール２０２２ 902
35 大修館 副教材 最新高等保健体育ノート 改訂版　保体702準拠 924
36 実教 副教材 2022　生活学　Navi　資料＋成分表 920
37 東書 副教材 自立・共生・創造　家庭基礎　学習ノート 570

27,180

●選択教科　　＊必要な科目の横に〇を入れてください。
教出 701 音楽Ⅰ　Tutti　＋ 500
日文 702 高校生の美術　Ⅰ 1,215

＊本校から連絡のない場合、第一希望科目の教科書を販売日に購入してください。連絡があり第二希望科目に変更に
なった場合はその教科書を購入してください。

●推薦副教材　ご希望の方は〇を入れてください。
桐原 380

●推薦電子辞書　

カシオ 27,000

＊教科書は、文部科学大臣が認可し官報で告示した価格になります。
＊教科書は非課税、副教材は消費税込の価格になります。
＊図書カードやクレジットカード、電子マネーは使用できません。
　 なるべくお釣り銭が無いようにご用意下さい。 .
＊書籍の購入冊数が多いので大きめのバックやキャリーバックなどをご持参ください。

取扱店 三省堂書店　札幌営業所
札幌市北区北17条西2丁目1-17　OMレジデンス1F
TEL011-708-8880
担当）　佐藤

＊ステラプライス5Fの札幌店とは部署が異なります。
お問い合わせは上記札幌営業所へお願い致します。

※電子辞書はオンラインでの注文になります。詳細は「学校推薦電子辞書のご案内」をご参照ください。

2022年度　北海学園札幌高等学校　第1学年　

A+B（必修37冊　27,180円　+音楽選択　1冊500円）　　　　　合計37冊27,680円

A+B（必修37冊　27,180円　+美術選択　1冊1,215円）　　　　合計37冊28,395円

「基礎から解釈へ」漢文必携　チェックノート　応用編　四訂版

B

合
計

合　　　　　　計　　37冊

カラー電子辞書　AZ-SX4100Cedu　　

A



北海学園札幌高等学校                                                                       
保護者の皆様へ 

学校専用電子辞書のご案内 
  
近年、学力向上と学習の利便性を考え電子辞書を中心に学習している方も急増しており、 
多くの先輩方にもご活用いただいております。 
今年度も「学習に最適な」電子辞書として、カシオ計算機の学校専用モデルをご紹介いたします。 
電子辞書のご購入をお考えであれば是非この機会にご検討いただきますようお願い申し上げます。 

【取次店】 

㈱三省堂書店  
札幌市北区北17条西2丁目1-11 TEL 011-708-8880 
※修理受付もこちらで承ります 

《商品のご相談窓口》 0570-088977 （ナビダイヤル） 

受付時間はお客様サポートページでご確認ください。 

https://casio.jp/support/exword/advice/ 

《ご購入に関するお問い合わせ》  
右記QRコードよりご確認ください。 

【専用サイト掲載モデル】 

学 校 販 売 特 別 価 格 

学校専用モデル  

AZ-SX4100Cedu 

学校専用特別価格 

  27,000円 

 ○タッチペン対応 ○辞書追加対応(wifi) ○ネイティブ音声発音 ○マイク機能 ○120コンテンツ収録 

先生方からのご意見・ご要望の教材コンテンツも取り入れている学校専用電子辞書 

税
込 

①学校特別価格②3年間保証＆学割定額修理③専用ケース・ガイド付き 

※詳細は別紙チラシをご参照ください。 

◆お支払い方法について◆ 
 代金引換・クレジットカードがご利用いただけます。 
 ○代金引換の際は、商品代金とは別に330円の代金引換手数料が必要となります。 
 
 
◆ご購入に際しての会員サービス登録について◆ 
  商品のご購入には、弊社の無料会員制サイト「CASIO ID」にアカウント（メールアドレス）登録が必要です。 
  登録には、パソコンまたはスマートフォンが必要です。 
 

北海学園札幌高等学校の皆様限定 

専用特別 
サイト 

https://www.casio.com/jp/edu-hs/ 

【電子辞書の購入方法】 

 下記専用サイトから購入いただけます。QRコードからもアクセス可能です。※送料無料です。 

アクセスコード : 220008330140 

販売期間 : 2022/03/01 ～ 2022/09/30 

ダウンロード 
コンテンツ対応 



   探求型学習にも最適、大学進学後も安心！ 
  AZ-SX4100Cedu オススメポイント 

英語5領域をサポート 

選ばれています！カシオEX-wordは 18年連続販売台数№1！ 

学校モデル専用コンテンツ  

安心・お値打ちな 
 学校専用パック！ 

【学校専用パック付属品】 

・専用ケース  

・名前シール  

   ・必携ガイドブック 

また無償保証も最長３年間で、
安心して使えます         
※液晶割れ・水濡れ等も学割価格で対応  

ネットでコンテンツ追加 
■ネット活用のサービス 
          （Wi-Fi通信） 
◆ コンテンツのダウンロード購入 

◆ プッシュ通知機能 

必要な時期に必要なコンテンツを 
             オンライン購入 

サービスなど新しい情報を通知 

60コンテンツ発売予定 

■従来の4技能→ 5領域に分けられます。 

聞く－読む －話す －書く 

新学習指導要領2022年度～ 

■話すこと（やり取り） 
■話すこと（発表） 

※伴って語彙数が増加します。 
従来）  1,800語 
新）   1,800～2,500語 

内容豊富で、 
きれいなカラー 
ビジュアル資料集。 
 
社会科など他教科
でも使えます。 


