
■中学受験 ■大学受験
学年 科目 教  材  名 価格（税込） 学年 科目 教  材  名 価格（税込）

小４わくわく理科テキスト　第1巻 2,200円 【Ｓ】 プログレス　英文法Ⅰ 1,386円
小４わくわく理科テキスト　第2巻 2,200円 【Ｓ】 プログレス　英語⾧文Ⅰ 1,386円
小４めきめき理科ワーク　第1巻 2,200円 【Ｓ】 最難関英語① 660円
小４めきめき理科ワーク　第2巻 2,200円 【Ｓ】 最難関英語② 660円
小学理科ゼミテキスト　第1巻 1,925円 【Ｔ・Ａ】 スタンダード　英語Ⅰ 1,518円
小学理科ゼミテキスト　第2巻 1,925円 【Ｔ・Ａ】 スタンダード　英語Ⅱ 1,518円
小学理科ゼミテキスト　第3巻 1,925円 【Ｓ・Ｔ】 Reading for Speed and Fluency 2 2,310円
小学理科ゼミテキスト　第4巻 1,925円 【Ａ】 Reading for Speed and Fluency 1 2,310円
小学理科ゼミテキスト　第5巻 1,925円 【Ｓ】 プログレス　数Ⅰ 1,276円
小学理科ゼミテキスト　第6巻 1,925円 【Ｓ】 プログレス　数Ａ 1,276円
小学社会ゼミテキスト　第1巻 2,200円 【Ｓ】 プログレス　数Ⅱ 1,386円
小学社会ゼミテキスト　第2巻 2,200円 【Ｔ・Ａ・Ｕ】 スタンダード　数Ⅰ 1,518円
小学理科ゼミテキスト　第7巻 2,200円 【Ｔ・Ａ・Ｕ】 スタンダード　数Ａ 1,386円
理科大全Ⅰ 2,200円 【Ｔ・Ａ・Ｕ】 スタンダード　数Ⅱ 1,848円
理科大全Ⅱ 2,200円 【Ｕ】 スタンダード　数Ｂ 1,386円
理科大全Ⅲ 2,200円 【Ｓ・Ｔ】 プログレス　現代文Ⅰ 1,386円
理科大全Ⅳ 2,200円 【Ｓ・Ｔ】 プログレス　古典Ⅰ 1,518円
理科大全Ⅴ 2,200円 【Ｓ】 プログレス　英語構文 1,386円
理科大全Ⅵ 2,200円 【Ｓ】 プログレス　英語⾧文Ⅱ 1,276円
小学社会ゼミテキスト　第3巻 2,200円 【Ｓ】 最難関英語① 660円
小学社会ゼミテキスト　第4巻 2,200円 【Ｓ】 最難関英語② 660円

【Ｔ・Ａ】 スタンダード　英語構文 1,386円

■高校受験 【Ｔ・Ａ】 スタンダード　英語⾧文 1,276円
学年 科目 教  材  名 価格（税込） 【Ｓ・Ｔ】 Reading for Speed and Fluency 3 2,310円

英語 ゼミテキスト　英語　中1 1,980円 【Ａ】 Reading for Speed and Fluency 2 2,310円
数学 ゼミテキスト　数学　中1 1,980円 【Ｓ】 プログレス　数Ⅱ 1,386円

ゼミテキスト　国語　中1　1巻 1,320円 【Ｓ】 プログレス　数Ｂ 1,276円
ゼミテキスト　国語　中1　2巻 1,320円 【Ｔ・Ａ】 スタンダード　数Ⅱ 1,848円
ゼミテキスト　国語　中1　3巻 1,320円 【Ｔ・Ａ】 スタンダード　数Ｂ 1,386円

理科 ゼミテキスト　理科　中1 1,980円 【理数Ｓ・Ｔ・Ａ】 プログレス　数Ⅲ 2,090円
ゼミテキスト　地理1 1,650円 【文数Ｓ・Ｔ】  大学受験スタンダード　数学ⅡB 1,980円
ゼミテキスト　歴史1 1,100円 【文数共テ】　大学受験スタンダード　数学ⅠＡ 1,980円

英語 ゼミテキスト　英語　中2 1,980円 【Ｓ・Ｔ】 プログレス　現代文Ⅱ 1,386円
数学 ゼミテキスト　数学　中2 1,980円 【Ｓ・Ｔ】 プログレス　古典Ⅱ 1,386円

ゼミテキスト　国語　中2　1巻 1,430円 物理 スタンダード　物理基礎 1,386円
ゼミテキスト　国語　中2　2巻 1,430円 化学 難関大化学 3,850円
ゼミテキスト　国語　中2　3巻 1,430円 【Ｓ・Ｔ】 大学受験プログレス　英語⾧文 2,090円

理科 ゼミテキスト　理科　中2 1,980円 【Ｓ・Ｔ】 大学受験プログレス　英文法・語法 1,980円
ゼミテキスト　地理2 1,650円 【Ｓ・Ｔ】 Reading for Speed and Fluency 4 2,310円
ゼミテキスト　歴史2 1,650円 【共テ】 大学受験スタンダード　読解編 1,870円

英語 ゼミテキスト　英語　中3 1,980円 【共テ】 大学受験スタンダード　語法・文法編 1,980円
数学 ゼミテキスト　数学　中3 2,200円 【共テ】 大学受験スタンダード　リスニング編 1,430円

ゼミテキスト　国語　中3　1巻 1,650円 【共テ】 旺文社　ターゲット1900 1,210円
ゼミテキスト　国語　中3　2巻 1,650円 【理数Ｓ】 入試対策数学　Ⅲα 2,750円
ゼミテキスト　国語　中3　3巻 1,650円 【理数Ｓ】 入試対策数学　ⅠAⅡBα 2,200円

理科 ゼミテキスト　理科　中3 1,980円 【理数Ｔ】  プログレス　理系数学（数ⅠAⅡB） 1,848円
ゼミテキスト　歴史3 1,100円 【理数Ｔ・Ａ】  プログレス　数Ⅲ 2,090円
ゼミテキスト　公民 1,980円 【文数Ｓ・Ｔ】  プログレス　理系数学（数ⅠAⅡB） 1,848円

【文数共テ】  大学受験スタンダード　数学ⅠＡ 1,980円

【文数共テ】  大学受験スタンダード　数学ⅡB 1,980円

【記述】 大学受験プログレス　現代文 1,980円

【記述】 大学受験プログレス　古典 1,848円

【共テ】 大学受験スタンダード　現代文 2,200円

【共テ】 大学受験スタンダード　古典 1,980円

難関大物理① 3,850円

難関大物理② 3,850円

難関大化学① 3,850円

難関大化学② 3,850円
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