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[Profile]

奈良県生まれ。奈良県の私立高校勤務を経て、1998 年より灘中学校・高等学
校で教鞭を執る。

「灘校キムタツ」として受験生にカリスマ的人気を誇る一方で、教員のための勉
強会「英語教師塾」を主催するなど、教員からも熱烈な支持を受ける。講演や
セミナーの依頼は引きも切らない。
ベストセラーとなった「ユメタン」シリーズ（アルク）をはじめ、「灘高キムタ
ツのセンター試験英語リスニング合格の法則」（アルク）、「キムタツ式英語長文
速読特訓ゼミ」（旺文社）、「熱血教師キムタツの東大英語基礎力マスター」（講
談社）など、著書多数。
野球が大好きで、灘中学校野球部の監督を務めている。野球も勉強も熱血指導
がモットー。
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センター英語ではどんな力が問われますか？

　英語の基礎力が問われます。特に語彙力と基本的な文法力、そし
て論理的思考力が身についていれば満点が狙える試験だと言えます。
逆に言えば、誰でも知っているような単語力に自信がなく、英文法
の知識が曖昧で、長い文章を論理的に読めない受験生は、いくら過
去問などをこなしても高得点をとることは絶対にできません。

どんな風に勉強したらいいのでしょう？

センター英語では満点が狙える!?

　センター英語の勉強の仕方という
のは存在しません。英語の土台と
なる「読む力」を身につけること
が何よりも重要だと思われます。
そのために語彙力と文法力は比較
的早い段階で身につけておかねば
なりません。単語を知らずに文章
を読んでも点数は伸びませんし、
文法力が弱い人が高得点をとれる
ような試験問題ではありません。
特に高 2 までに、単語と文法に関しては押しても引いてもびくとも
しないような力を身につけておきたいものです。

単語を覚えるときのポイントはありますか？

　単語に関して言えば、つづりを覚えるよりも意味と音が正しく言
えるようにしておかねばなりません。またリスニング対策としての
単語力について言えば、英語を聞けばすぐに意味が思い浮かぶよう
にしておくことです。クイックレスポンスができないような単語力
ではリスニングの点数は上がりません。sophisticated と言われた
ら即座に「洗練された」という意味が頭に思い浮かぶようにしてお
くことです。
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さっき先生は「満点が狙える」っておっしゃって
ましたけど、英語でほんとうに満点が狙える
んでしょうか？

　現在のセンター試験に関して言えば、英単語と英文法の知識を鉄板
にした上で多読多聴をすることで、点数を満点にすることができます。
リスニングに関しては基礎トレをどれだけ反復したかで決まりますの
で、ディクテーションから始めて音読トレーニングまでの一連の流れ
をひたすら毎日繰り返すことです。単語力がある人で、基礎トレを 10
週間ぐらい繰り返せば、センター試験は絶対に満点が取れます。

2016 年度試験では、リスニング・筆記ともに、
出題形式に変更があったって聞きました。
こうした変更にはどのように対処したらいい
のでしょう？

　灘校では「変更なし」という意見が大半を占めていましたし、私
も変更があったとは思っていません。試験対策をしてばかりいると、
変更と映るかもしれませんが、問題のバリエーションは無限にある
のですから、あの程度では変更と呼べないと思っています。
　変更への対処法ですが、出題形式にこだわらない勉強をすること
しかありません。いろんなバリエーションの問題にあたりながら、
ジェネラルな英語力を身につけていくことです。

基礎をしっかり固めることが大切なんですね！
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 過去問を解く上での注意点
　過去問は、過去にどのような問題が出題されたのかを漠然と知る
ために役立ちます。それ以外に、時間を計りながら解けば、本番と
同じ環境で勉強できるという利点もあります。逆に「過去問を解く
こと＝勉強」という誤解があれば危険です。過去問を使えば点数が
伸びるという思い込みも危険です。過去の傾向を知っておくのは、
闘う相手を知るという点で有利ではありますが、絶対的なものでは
ありませんからね。

 受験勉強を始める前に見てみよう
　受験勉強を始める前に、前年のものに目を通しておくとよいと思い
ます。あるいはその時点で 1 年分だけ解いてみてもいいでしょう。こ
ういう問題が出るのかと知っておくことは、日頃の勉強の指標になり
ます。敵を知ることは大事なことです。

 本格的にやるのは実力がついてから
　友達が高 2 の秋から過去問演習を始めているのを見て焦るのはナ
ンセンスです。過去問を解いてみたとします。200 点満点で 120 点
も取れなかったとしましょう。その人はもう過去問をやるのはやめ
るべきです。なぜなら過去問をやるレベルにないからです。過去問
をやるのは「これだけ勉強してきたぞ。さぁ過去の問題が解けるかな」
と、自分の実力を測るためなのです。「これだけ勉強してきたぞ」が
ない人、つまりセンター試験の過去問をやってみて 6 割も取れない
人の場合、覚えるべきことを覚えていないのが最大の原因なのです
から、自分の学力（特に基本的な単語や熟語、文法の知識）をチェッ
クしてみて、ダメなところを埋めていく勉強に切り替えるべきです。
過去問が点数を伸ばすのではなく、過去問で実力を測定するのです。

過去問活用講座
キ タ 流ム ツ
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すべての問題に対して完全に刷り込みが終わったら、次の問題に移る

英文を 100% 日本語にでき、単語を覚え、文法を理解できたら、
何度も音読をしてうわべの知識を脳に刷り込んでいく

長文読解の場合
設問を気にせずに最初から読みくだしていく。たまたま設問に
なっていなかったが、ここが設問になっていたらやばかったなと
いう箇所も含めて、解説を読んだり辞書をひいたりしながら完全
に理解できるようにする

知らなかったことを
何度も声に出して覚
えてしまう

全部知っていたのに間違え
た（論理的思考力に問題が
あった）という場合には、
その問題の類題にたくさん
あたり、思考の方法を身に
つける

知識が
足りなかった

知恵が
足りなかった

正しい考え方で
解けた 知識が足りなかったのか知恵が足りなかった

（考え方を間違えていた）のかを調べる

解説を読んで、正しい考え方
で解けたのか、たまたま正解
できたのかを調べる

たまたま
正解できた

正解の場合

過去問を解いて答え合わせをする

不正解の場合

過去問を使った勉強の仕方
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　英語が得意な人でもセンター試験で満点を取るのはかな
り大変なことです。でも「知らないことを減らすこと」と「で
きないことをできるようにすること」とを日々の勉強の中
で重ねていけば、90％以上は得点できる科目です。先生に
やれと言われてやる勉強はつまらないでしょうし、親にや
れと言われた瞬間にやる気を失うでしょう。であれば、先
生や親に言われる前に、自分の弱点ぐらいは自分で潰して
いきましょう。過去問を使うことでモチベーションは上が
ると思います。頑張ってください。応援しています。

キムタツ先生からの応援メッセージ

木村 達哉

Q どうしても英語の得点が伸びません…

　その「どうしても」の方法が悪いのだと思われます。英語に限
らず、点数が伸びない教科や科目はありません。ただ、センター
対策問題集などを買ってきて解いては復習するという勉強では点
数を伸ばすことができません。勉強というのは「知らないことを
減らすこと」であり、「できないことを減らすこと」なのです。
前者は知識を増やすことを意識した勉強になります。いくら覚え
ても忘れてしまうという人の場合は覚え方を知らないのかもしれ
ませんね。今日覚えたことの 74％を翌日になると忘れてしまう
のが普通の人間の平均値ですので、覚えたら必ず 24 時間以内に
復習し、さらに 3 日以内に復習することです。そうすると知識は
増えていきます。「できないことを減らす」ためには反復練習し
かありません。楽器やスポーツの練習とまったく同じですね。今
までできなかったことをできるようになるためには同じ曲を何十
回と演奏しますし、バント練習を何百回とします。英語も同じな
のです。前者の「知識を増やす勉強」をするだけでも英語は 160
点ぐらい取れるようになります。知識だけでは満点は取れません
が、そこに知恵が加わると満点が狙えます。頑張ってください。

キムタツ先生の
お悩み相談室
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[Profile]

大学・大学院と日本史を専攻。例年センター試験模試の作成に携わり、高校教
員向けのセンター試験の研究会を担当する。ブログ「大学受験の日本史を考える」
や Twitter で受験情報を発信。日々、入試問題を研究している。
ゴロ合わせなどの暗記法を嫌い、受験生には徹底的に「日本史の理解」を求める。
授業を受けた生徒に「先生のおかげで日本史が好きになった」と言われること
を最高の喜びとしている。
著書に『センター日本史 満点のコツ』『一橋大の日本史 15 カ年』（教学社）、『セ
ンター試験 日本史 B の点数が面白いほどとれる一問一答』（KADOKAWA）、『時
代と流れで覚える！ 日本史 B 用語』（文英堂）、『日本史の論点 論述力を鍛える
トピック 60』（駿台文庫、共著）など。
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センターの日本史ってどんな試験なんでしょ
うか？

　センター日本史では、一問一答的な歴史用語の知識だけではなく、
総合的な歴史の理解を問う良問が多く、適切に受験生の学力をはかる
テストになっています。たとえば文章正誤問題では、歴史事項のつな
がりを判断させるような選択肢があります。年代順配列問題では歴史
事項の時期を判断させます。さらに地図問題、史料読解問題、グラフ
の読解問題も出題されます。加えて、日本史を理解する上での世界史
的な視野も求められます。「マーク式の問題は暗記知識が問われている
だけ」という批判もあり、近年、大学入試改革の検討が進んでいますが、
センター試験は基礎学力をはかるためにはよくできていますよ。批判
している方々は問題を解いたことがないのではないかと ( 笑 )。

どういった対策をすればいいですか？

　センター日本史では「細かい用語はいらない」と言われることがあ
るのですが、僕には「細かい用語」って何かよくわからないんですよ。
日本史は流れが大事と強調したいがために、暗記知識がなくても解け
るかのように言うのもどうかと思います。センター日本史は教科書の
内容から出題されます。基本的に高校で使っている教科書の内容を
理解し、消化すればいいのです。

教科書を使った勉強の仕方を教えてください！

　教科書を読むときは、太字で強調されている用語だけを覚えるので
はなく、脚注も含めて内容を理解する努力をしてください。それがセ
ンター日本史に必要な知識です。教科書を読みながら知識を定着させ
る教材として、僕が書いた『時代と流れで覚える！日本史 B 用語』（文
英堂）をおススメします。センター日本史に必要な歴史用語の知識を
コンパクトにまとめてあります。

センター対策の基本は教科書
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　10 月ぐらいからは始めたいですね。だいたい 9 月ぐらいまでには、
原始・古代から近現代までの通史のインプットを終わらせたいところ
です。学校の授業進度が遅い場合は参考書などを使って概観だけでも
つかみましょう。先ほど紹介した『時代と流れで覚える！日本史 B
用語』などが使えます。センター日本史では各時代の学習が終わる
ごとに過去問を解く方法はおススメしません。時代・分野をまたぐ
問題が出題されるからです。
　通史が終わったら過去問を解いてみましょう！そこからはアウト
プット（＝過去問演習）を中心とする学習に切りかえて、問題を解き
ながら、その復習過程で知識を定着させていきましょう。

過去問を解くときの注意点はありますか？

　過去問を解いて採点した後がセンター対策の本番です。得点をつけて、
解説をサッと読むだけで終わってはいけません。まず、間違った問題
をチェックしましょう。その問題でなぜ間違ったのか、何が原因で
できなかったのかを考えてみてください。必ずしも歴史用語の知識

過去問はいつ頃から解き始めるのがいいですか？

過去問を制する者は、
センター日本史を制す！
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が足りなかったからだとは限りません。歴史用語の知識があって
もできない問題があるのがセンター日本史です。過去問を解いて、

「できないこと＝弱点」を発見して、それを攻略しましょう。でき
ないことができるようになるから点が上がるのです。そのために
は、通史を整理した上で 10 月ぐらいには過去問を解きはじめる
のが理想的です。「過去問を制する者は、センター日本史を制す！」
です。

高得点をとる上でカギとなるポイントは
どこですか？

　センター日本史 B の正答率
デ ー タ を 見 る と、 受 験 生 が
できない問題の一つが「年代
順配列問題」だということが
わかります。過去問を解いて
70 点前後から得点が伸びない
受験生は、年代順配列問題と
歴史事項の時期判断が求めら
れる文章正誤問題で間違って
いると推測されます。一問一答
的な暗記知識に偏った勉強をし
ているのではないでしょうか。
　また、地図の問題にも難問
が多いです。特に近年は東南
アジアも含めた歴史地理も出題
されています。日本史を学習
するときには、歴史用語の暗
記に偏らない学習が必要だと
いうことがわかります。

教科書の内容を「理解」して、
過去問で「弱点」をつぶす、ってことですね！
よし、がんばるぞ！
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 センター日本史 B では満点がとれる！
　「センター日本史 B では満点がとれる！」というのは、僕が 4 月
の最初の授業で受験生に必ず言うことです。もちろんそのためには、
センター日本史 B の特徴を理解して、正しい方法で学習する必要が
あります。「80 点ぐらいでいいや」と思って学習していたのでは、
80 点もとれないでしょう。センター日本史 B では「満点」をめざして、
最後まであきらめることなく学習してください。その際にもっとも
重要なのは過去問です。過去問には、次年度のセンター日本史 B の
出題のヒントが満載です。過去問から多くの知識を学んで、ぜひ
満点をとってください！

 難問分析によりセンター日本史の
　　 攻略法が見える！
　センター日本史 B の学習方法や問題の解き方など、攻略法を読み物
としてまとめたのが『センター日本史 満点のコツ』（教学社）です。
知識のインプットする参考書やアウトプットをする問題集ではあり
ません。大学入試センターから入手した正答率データをもとに、多く
の受験生が間違える難問を分析し、実際の受験生を指導した経験を
踏まえて、「何ができれば満点がとれるのか」を考えてみました。第 1 章
では「センター日本史の学習法」、第 2 章では「出題形式から見る
攻略法」、第 3 章では「時代ごとの難問と攻略法」を整理しています。

 弱点をつぶすことで得点を伸ばす！
　本書の使い方は大きく 2 通りあります。一つは、センター日本史
の学習を本格的に始める前に一通り読むことです。特に第 1 章では
知識をインプットする際の考え方から過去問の使い方、第 2 章では

セ ン タ ー 日 本 史  
満 点 へ の 道

鈴木和裕先生 の
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満点のコツシリーズ
本体 1,100 〜 1,200 円

センターで満点をとるための実戦的参考書

センター試験の出題形式ごとの特徴を整理しています。センター試
験に必要な知識や考え方を知ることで、効率のよい学習ができるで
しょう。
　もう一つは、過去問演習を始めてから、弱点を発見するための参
考にすることです。過去問演習をした後、重要なのは「何ができな
かったのか」「何ができないのか」を知ること、つまり、「弱点」を
知ることです。「満点のコツ」では正答率 60％未満の問題を難問とし、
それらの問題を解説して受験生がなぜ間違ったかを分析し、その攻
略法を「コツ」として整理しています。
　自分の学習のペースに合わせて使ってみてください。必ずセンター
試験攻略のヒントが見つかるはずです！

『センター日本史 満点のコツ』
鈴木 和裕 著
四六判／ 192 ページ／本体 1,200 円
ISBN978-4-325-20049-9

 好評発売中！

全9点
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Q センター試験ってどんな試験？
A 50万人以上が受験する大学の共通入学試験
　　です
　一般入試で国公立大をめざす場合は原則的に、まず一次試験としてセンター
試験を受験し、その後、二次試験として大学ごとの個別試験に臨みます。
私立大も 8 割以上がセンター試験を利用する入試を実施しています。

センター試験の 

基礎知識

Q 個別試験（二次試験）の出願はいつ？
A 国公立大の一般入試は「センター試験後」に

出願します
　国公立大は自己採点の結果を見てから出願校を決めることができます。
私立大はセンター試験前に出願を締め切るところもあるので、入試日程を
早めに確認しておきましょう。

2017 年度　入試のスケジュール

9月初旬 センター試験「受験案内（出願書類）」入手

1 月下旬 国公立大学個別試験の出願
2月下旬 国公立大学前期日程

3月上旬 公立大学中期日程

10月前後 センター試験出願

1月14日（土）、15日（日）
センター試験

現役生は在籍
する高校経由

問題冊子に解答を
書きとめておく
新聞やウェブサイトで
公表される正解で
自己採点
→出願校決定！

当日：

翌日：

3月中旬 国公立大学後期日程

受験生なら
知っておくべき
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「センター赤本シリーズ」全13点にも掲載！
センター試験の基礎知識は

Q どの科目を受験したらいいの？
A 志望校の受験に必要な科目を選択して受験

しましょう
　どの科目を課すかは大学・学部・日程によって異なります。6 教科 30
科目のうち、最大 6 教科 9 科目を受験できます。受験科目が足りないと個別
試験に出願できないので、受験する可能性がある大学の入試科目は早めに
調べておきましょう。

国公立大は 5 教科 7 科目以上を課すところがほとんど！
教　　科 科　　目
国　　語 「国語」
地理歴史 「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」
公　　民 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」

数　　学
① 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・Ａ」
② 「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・Ｂ」「簿記・会計」「情報関係基礎」

理　　科
① 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
② 「物理」「化学」「生物」「地学」

外 国 語 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」

Q 科目によって有利不利は出ないの？
A 平均点差が大きい場合は得点調整が行なわ

れることがあります
　センター試験では、次の科目間で「原則として、20 点以上の平均点差
が生じ、これが試験問題の難易差に基づくものと認められる場合」、得点調
整が行なわれます（ただし、受験者数が 1 万人未満の科目は対象外）。最
近では、2015 年度の「理科②」で行なわれました。

得点調整の対象科目
地理歴史 「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」の間

公　民 「現代社会」「倫理」「政治・経済」の間

理科② 「物理」「化学」「生物」「地学」の間

英語
数学Ⅰ・Ａ／Ⅱ・Ｂ
国語
日本史Ｂ
世界史Ｂ
地理Ｂ
現代社会
倫理／倫理、政治・経済
政治・経済／倫理、政治・経済
物理 ―「物理基礎」「物理」対策用
化学 ―「化学基礎」「化学」対策用
生物 ―「生物基礎」「生物」対策用
地学 ―「地学基礎」「地学」対策用

赤本は
過去問の
代名詞！
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川柳で受験がたのしくなる！？

「受験川柳」募集中
http://akahon.net/senryu/

第   

回
1 結果発表

団体応募も受け付けます

祖父・三笠、父・三柳とつづく川柳家の家に生まれ、15 歳
より自身も川柳をはじめる。作者としてだけでなく、「川柳
学」の研究者としても活動。川柳さくらぎ主宰。川柳学会
専務理事。

応募総数2,303句

高
校
生
特
別
賞

図
書
カ
ー
ド
5
千
円

優
秀
賞

図
書
カ
ー
ド
3
万
円

誰もが通過を強いられる受験。この小さ
な選択肢は人生で味わうオトナへの関門
でもあり、受験生にとっては決して「小
さい」とは言いきれぬアイロニーの一句。

と
ん
が
り
ト
マ
ト 

作

匿
名
希
望

受験生の気分を三角比に託した作品。
どれも重要な要素だが、息抜きに逃げた
くなるのも受験生の人情。三角という安
定形になれば落ち着くのだが…。

ひ
か
り 

作

ヤ
ン
ヤ
ン 

作

2
0
0
9
年
九
大
受
験
生 

作

あ
ず
き 

作

あ
い
あ
い 

作

に
ゅ
う
め
ん
。 

作

だ
い
ち
ゃ
ん
Z
！ 

作

選者
尾藤一泉

佳 作 図書カード 3 千円

選
評

選
評
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国公立大学の赤本
※都道府県順
	 1	 北海道大学（文系－前期
日程）

	 2	 北海道大学（理系－前期日
程）	

	 3	 北海道大学（後期日程）
	 4	 旭川医科大学（医学部〈医
学科〉）	

	 5	 小樽商科大学
	 6	 帯広畜産大学
	 7	 北海道教育大学
	 8	 室蘭工業大学／北見工業
大学

	 9	 釧路公立大学
	10	 公立はこだて未来大学	
	11	 札幌医科大学（医学部）	
	12	 弘前大学	
	13	 岩手大学
	14	 岩手県立大学・盛岡短期大
学部・宮古短期大学部

	15	 東北大学（文系）
	16	 東北大学（理系）	
	17	 宮城教育大学
	18	 宮城大学
	19	 秋田大学	
	20	 秋田県立大学
	21	 国際教養大学
	22	 山形大学	
	23	 福島大学
	24	 会津大学
	25	 福島県立医科大学（医学
部）	

	26	 茨城大学（文系）
	27	 茨城大学（理系）
	28	 筑波大学（推薦入試）	
	29	 筑波大学（前期日程）	

	30	 筑波大学（後期日程）
	31	 宇都宮大学
	32	 群馬大学	
	33	 群馬県立女子大学
	34	 高崎経済大学
	35	 前橋工科大学
	36	 埼玉大学（文系）
	37	 埼玉大学（理系）
	38	 千葉大学（文系－前期日程）
	39	 千葉大学（理系－前期日
程）	

	40	 千葉大学（文系－後期日程）
	41	 千葉大学（理系－後期日
程）	

	42	 東京大学（文科）
	43	 東京大学（理科） 	
	44	 お茶の水女子大学
	45	 電気通信大学
	46	 東京医科歯科大学	
	47	 東京外国語大学
	48	 東京海洋大学
	49	 東京学芸大学
	50	 東京芸術大学
	51	 東京工業大学
	52	 東京農工大学
	53	 一橋大学（前期日程）
	54	 一橋大学（後期日程）
	55	 首都大学東京（文系）
	56	 首都大学東京（理系）
	57	 横浜国立大学（文系）
	58	 横浜国立大学（理系）
	59	 横浜市立大学（国際総合
科・医〈看護〉学部）

	60	 横浜市立大学（医学部〈医
学科〉）	

	61	 新潟大学（人文・教育〈文系〉・
法・経済・医〈看護〉学部）

	62	 新潟大学（教育〈理系〉・理・
医〈看護を除く〉・歯・工・農
学部）	

	63	 富山大学（文系）
	64	 富山大学（理系）	
	65	 富山県立大学
	66	 金沢大学（前期日程）	
	67	 金沢大学（後期日程）
	68	 福井大学（教育・医〈看護〉・
工・国際地域学部）

	69	 福井大学（医学部〈医学
科〉）	

	70	 福井県立大学
	71	 山梨大学（教育・医〈看護〉・
工・生命環境学部）

	72	 山梨大学（医学部〈医学
科〉）	

	73	 都留文科大学
	74	 信州大学（人文・教育・経法
学部）

	75	 信州大学（理・医・繊維学
部）	

	76	 信州大学（工・農学部）
	77	 岐阜大学（前期日程）	
	78	 岐阜大学（後期日程）	
	79	 岐阜薬科大学
	80	 静岡大学（前期日程）
	81	 静岡大学（後期日程）
	82	 浜松医科大学（医学部〈医
学科〉）	

	83	 静岡県立大学
	84	 静岡文化芸術大学
	85	 名古屋大学（文系）
	86	 名古屋大学（理系）	
	87	 愛知教育大学
	88	 名古屋工業大学
	89	 愛知県立大学

2017年版 大学入試シリーズ（赤本）

教学社 刊行一覧
過去問で志望校対策！ 赤本は369大学593点※

※「2017年版 大学入試シリーズ」、「2017年版 センター赤本シリーズ」、「難関校過去問シリーズ」 
（2016年4月現在）の合計点数
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	90	 名古屋市立大学（経済・人文
社会・芸術工・看護学部）

	91	 名古屋市立大学（医学部）	
	92	 名古屋市立大学（薬学部）
	93	 三重大学（人文・教育・医
〈看護〉学部）

	94	 三重大学（医〈医〉・工・生物
資源学部）	

	95	 滋賀大学
	96	 滋賀医科大学（医学部〈医
学科〉）	

	97	 滋賀県立大学
	98	 京都大学（文系）
	99	 京都大学（理系）	
	100	京都教育大学
	101	京都工芸繊維大学
	102	京都府立大学
	103	京都府立医科大学（医学
部〈医学科〉）	

	104	大阪大学（文系）
	105	大阪大学（理系）	
	106	大阪教育大学
	107	大阪市立大学（商・経済・法・
文・医〈看護〉・生活科〈居住
環境・人間福祉〉学部）

	108	大阪市立大学（理・工・医
〈医〉・生活科〈食品栄養
科〉学部）	

	109	大阪府立大学（現代シス
テム科学域・生命環境科
学域・地域保健学域）

	110	大阪府立大学（工学域）
	111	神戸大学（文系－前期日程）
	112	神戸大学（理系－前期日
程）	

	113	神戸大学（後期日程）
	114	神戸市外国語大学
	115	兵庫県立大学（経済・経
営・看護学部）

	116	兵庫県立大学（工・理・環
境人間学部）

	117	奈良教育大学
	118	奈良女子大学
	119	奈良県立医科大学（医学
部〈医学科〉）	

	120	和歌山大学
	121	和歌山県立医科大学（医
学部）	

	122	鳥取大学	
	123	島根大学	
	124	岡山大学（文系）
	125	岡山大学（理系）	
	126	岡山県立大学
	127	広島大学（文系）
	128	広島大学（理系）	
	129	尾道市立大学	
	130	県立広島大学
	131	広島市立大学
	132	福山市立大学	
	133	山口大学（国際総合科・人
文・教育〈文系〉・経済・医
〈看護〉学部）

	134	山口大学（教育〈理系〉・
理・医〈看護を除く〉・工・
農・共同獣医学部）	

	135	下関市立大学／山口県立
大学

	136	徳島大学	
	137	香川大学	
	138	愛媛大学	
	139	高知大学	
	140	高知工科大学
	141	九州大学（文系－前期日程）
	142	九州大学（理系－前期日
程）	

	143	九州大学（後期日程）
	144	九州工業大学
	145	福岡教育大学
	146	北九州市立大学
	147	九州歯科大学
	148	福岡県立大学／福岡女子
大学

	149	佐賀大学	
	150	長崎大学（文系）
	151	長崎大学（理系）	
	152	長崎県立大学	
	153	熊本大学（文・教育・法・医
〈看護〉学部）

	154	熊本大学（理・医〈看護を
除く〉・薬・工学部）	

	155	熊本県立大学
	156	大分大学（教育・経済・医〈看
護〉・工・福祉健康科学部）

	157	大分大学（医学部〈医学
科〉）	

	158	宮崎大学（教育・医〈看
護〉・工・農・地域資源創成
学部）

	159	宮崎大学（医学部〈医学
科〉）	

	160	鹿児島大学（文系）
	161	鹿児島大学（理系）	
	162	琉球大学	

【医学部医学科　推薦・ＡＯ／�
� 看護・医療系大学】
	163	〔国公立大〕医学部医学
科	推薦・ＡＯ入試	

	164	看護・医療系大学〈国公立	
東日本〉

	165	看護・医療系大学〈国公立	
西日本〉

【文部科学省所管外の大学校】
	166	海上保安大学校／気象大
学校

	167	国立看護大学校
	168	防衛大学校	
	169	防衛医科大学校（医学
科）	

私立大学の赤本
※地域ごとの 50 音順
【北海道の私立大学】
	201	札幌大学・女子短期大学部
	202	札幌学院大学	
	203	北星学園大学・短期大学部
	204	北海学園大学
	205	北海道医療大学
	206	北海道薬科大学
	207	酪農学園大学（獣医学群
〈獣医学類〉）

【東北の私立大学】
	208	岩手医科大学（医・歯・薬
学部）	

	209	尚絅学院大学
	210	仙台大学	
	211	東北学院大学
	212	東北工業大学
	213	東北福祉大学
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	214	東北医科薬科大学（医・薬
学部）	

	215	宮城学院女子大学	

【関東の私立大学】
	216	青山学院大学（法〈Ａ方
式〉・国際政治経済学部－
個別学部日程）

	217	青山学院大学（経済学部
－個別学部日程）

	218	青山学院大学（経営〈Ａ方
式〉学部－個別学部日程）

	219	青山学院大学（文・教育人
間科・社会情報学部－個
別学部日程）

	220	青山学院大学（総合文化
政策・地球社会共生・法
〈Ｂ方式〉・経営〈Ｂ方式〉
学部－個別学部日程）

	221	青山学院大学（理工学部
－個別学部日程）

	222	青山学院大学（全学部日程）
	223	麻布大学（獣医学部）
	224	亜細亜大学
	225	跡見学園女子大学
	226	桜美林大学
	227	大妻女子大学・短期大学部
	228	学習院大学（法・国際社会
科学部）

	229	学習院大学（経済学部）
	230	学習院大学（文学部）
	231	学習院大学（理学部）
	232	学習院女子大学
	233	神奈川大学（給費生試験）
	234	神奈川大学（一般入試）
	235	神奈川工科大学
	236	鎌倉女子大学・短期大学部
	237	川村学園女子大学
	238	神田外語大学
	239	関東学院大学
	240	北里大学（理学部）
	241	北里大学（医学部）	
	242	北里大学（薬学部）
	243	北里大学（看護・医療衛生
学部）

	244	北里大学（獣医・海洋生命
科学部）

	245	共立女子大学・短期大学

	246	杏林大学（医学部）	
	247	杏林大学（保健学部）
	248	慶應義塾大学（法学部）
	249	慶應義塾大学（経済学部）
	250	慶應義塾大学（商学部）
	251	慶應義塾大学（文学部）	
	252	慶應義塾大学（総合政策
学部）

	253	慶應義塾大学（環境情報
学部）

	254	慶應義塾大学（理工学部）
	255	慶應義塾大学（医学部）	
	256	慶應義塾大学（薬学部）
	257	慶應義塾大学（看護医療
学部）

	258	工学院大学
	259	國學院大學
	260	国際医療福祉大学
	261	国際基督教大学
	262	国士舘大学
	263	駒澤大学
	264	埼玉医科大学（医学部）	
	265	相模女子大学・短期大学部
	266	産業能率大学
	267	自治医科大学（医学部）	
	268	自治医科大学（看護学
部）／東京慈恵会医科大
学（医学部〈看護学科〉）

	269	実践女子大学・短期大学
部	

	270	芝浦工業大学
	271	十文字学園女子大学
	272	淑徳大学
	273	順天堂大学（医学部）	
	274	順天堂大学（スポーツ健
康科・医療看護・保健看護
学部）	

	275	城西国際大学
	276	上智大学（神・総合人間科
〈教育・心理・看護〉・経済〈経
済〉・外国語〈英語〉学部）

	277	上智大学（総合人間科
〈社会・社会福祉〉・法〈法
律・地球環境法〉・経済〈経
営〉・外国語〈フランス語・
イスパニア語・ロシア語〉
学部）

	278	上智大学（文・法〈国際関
係法〉・外国語〈ドイツ語・
ポルトガル語〉・総合グ
ローバル学部）

	279	上智大学（理工学部）
	280	上智大学（TEAP利用型）
	281	湘南工科大学
	282	昭和大学（医学部）	
	283	昭和大学（歯・薬・保健医
療学部）

	284	昭和女子大学
	285	昭和薬科大学
	286	女子栄養大学・短期大学部
	287	白百合女子大学
	288	成蹊大学（法学部－Ａ方式）
	289	成蹊大学（経済学部－Ａ
方式）

	290	成蹊大学（文学部－Ａ方式）
	291	成蹊大学（理工学部－Ａ
方式）

	292	成蹊大学（Ｅ方式〈全学部
統一入試〉・Ｐ方式〈セン
タープラス入試〉）

	293	成城大学（経済・法学部）
	294	成城大学（文芸・社会イノ
ベーション学部）

	295	聖心女子大学
	296	清泉女子大学
	297	聖徳大学・短期大学部
	298	聖マリアンナ医科大学	
	299	聖路加国際大学（看護学部）
	300	専修大学（スカラシップ・
全国入試）

	301	専修大学（一般前期入試）
	302	大正大学
	303	大東文化大学
	304	高崎健康福祉大学	
	305	高千穂大学
	306	拓殖大学
	307	玉川大学
	308	多摩美術大学
	309	千葉科学大学
	310	千葉工業大学
	311	千葉商科大学
	312	中央大学（法〈法律・国際
企業関係法〉学部－一般
入試）
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	313	中央大学（法〈政治〉学部
－一般入試）

	314	中央大学（経済学部－一
般入試）

	315	中央大学（商学部－一般
入試）

	316	中央大学（文学部－一般
入試）

	317	中央大学（総合政策学部
－一般入試）

	318	中央大学（理工学部－一
般入試）

	319	中央大学（統一入試）
	320	中央学院大学
	321	津田塾大学
	322	帝京大学（薬・経済・法・文・
外国語・教育・理工・医療技
術・福岡医療技術学部）

	323	帝京大学（医学部）	
	324	帝京科学大学
	325	帝京平成大学	
	326	東海大学（医学部を除く）
	327	東海大学（医学部）	
	328	東京医科大学（医学部
〈医学科〉）	

	329	東京家政大学・短期大学
部	

	330	東京経済大学
	331	東京工科大学
	332	東京工芸大学
	333	東京国際大学
	334	東京歯科大学／日本歯科
大学／大阪歯科大学

	335	東京慈恵会医科大学（医
学部〈医学科〉）	

	 	 東京慈恵会医科大学（医学部

〈看護学科〉）☞ 268	
	336	東京情報大学
	337	東京女子大学
	338	東京女子医科大学（医学
部）	

	339	東京電機大学
	340	東京都市大学
	341	東京農業大学
	342	東京薬科大学（薬学部）	
	343	東京薬科大学（生命科学
部）	

	344	東京理科大学（理学部－
Ｂ方式）

	345	東京理科大学（理工学部
－Ｂ方式）

	346	東京理科大学（工・基礎工
学部－Ｂ方式）

	347	東京理科大学（薬学部－
Ｂ方式）

	348	東京理科大学（経営学部
－Ｂ方式）

	349	東京理科大学（Ｃ方式〈セ
ンター試験併用入試〉）

	350	東邦大学（医学部）	
	351	東邦大学（薬学部）
	352	東邦大学（理・看護学部）
	353	東洋大学（文・経済・法・ラ
イフデザイン・理工・総合
情報学部）

	354	東洋大学（経営・社会・国
際地域・生命科・食環境科
学部）

	355	東洋英和女学院大学
	356	常磐大学・短期大学	
	357	獨協大学
	358	獨協医科大学（医学部）	
	359	二松學舍大学
	360	日本大学（法学部）
	361	日本大学（経済学部）
	362	日本大学（商学部）
	363	日本大学（文理学部〈文系〉）
	364	日本大学（文理学部〈理系〉）
	365	日本大学（芸術学部）
	366	日本大学（国際関係学部）
	367	日本大学（危機管理・ス
ポーツ科学部）

	368	日本大学（理工学部）
	369	日本大学（生産工・工学部）
	370	日本大学（生物資源科学部）
	371	日本大学（医学部）	
	372	日本大学（歯・松戸歯学部）
	373	日本大学（薬学部）
	374	日本大学（Ｎ方式）	
	375	日本医科大学	
	376	日本工業大学
	 	 日本歯科大学☞ 334	
	377	日本獣医生命科学大学
	378	日本女子大学
	379	日本体育大学

	380	白鷗大学（学特入試・一般
入試）

	381	フェリス女学院大学
	382	文教大学
	383	法政大学（法〈法律・政
治〉・国際文化・キャリアデ
ザイン学部－Ａ方式）

	384	法政大学（法〈国際政治〉・
文・経営・人間環境・グロー
バル教養学部－Ａ方式）

	385	法政大学（経済・社会・現
代福祉・スポーツ健康学
部－Ａ方式）

	386	法政大学（情報科・デザイ
ン工・理工・生命科学部－
Ａ方式）

	387	法政大学（Ｔ日程〈統一日
程〉・英語外部試験利用入試）

	388	星薬科大学	
	389	武蔵大学
	390	武蔵野大学
	391	武蔵野美術大学
	392	明海大学
	393	明治大学（法学部－一般
選抜入試）

	394	明治大学（政治経済学部
－一般選抜入試）

	395	明治大学（商学部－一般
選抜入試）

	396	明治大学（経営学部－一
般選抜入試）

	397	明治大学（文学部－一般
選抜入試）

	398	明治大学（国際日本学部
－一般選抜入試）

	399	明治大学（情報コミュニ
ケーション学部－一般選
抜入試）

	400	明治大学（理工・総合数理
学部－一般選抜入試）

	401	明治大学（農学部－一般
選抜入試）

	402	明治大学（全学部統一入試）
	403	明治学院大学
	404	明治薬科大学	
	405	明星大学
	406	目白大学
	407	横浜商科大学	
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	408	立教大学（経済・法・観光
〈観光〉・コミュニティ福祉
〈スポーツウエルネス〉・
異文化コミュニケーショ
ン学部－個別学部日程）

	409	立教大学（社会・観光〈交
流文化〉・コミュニティ福祉
〈コミュニティ政策・福
祉〉・経営・現代心理学部
－個別学部日程）

	410	立教大学（文学部－個別
学部日程）

	411	立教大学（理学部－個別
学部日程）

	412	立教大学（全学部日程）
	413	立正大学
	414	早稲田大学（法学部）
	415	早稲田大学（政治経済学部）
	416	早稲田大学（商学部）
	417	早稲田大学（社会科学部）
	418	早稲田大学（文学部）
	419	早稲田大学（文化構想学部）
	420	早稲田大学（教育学部
〈文科系〉）

	421	早稲田大学（教育学部
〈理科系〉）

	422	早稲田大学（人間科学部）
	423	早稲田大学（スポーツ科
学部）

	424	早稲田大学（国際教養学部）
	425	早稲田大学（基幹理工・創
造理工・先進理工学部）

	426	和洋女子大学	

【中部の私立大学】
	427	愛知大学
	428	愛知医科大学（医学部）	
	429	愛知学院大学（文・心身
科・商・経営・経済・法・総合
政策）・短期大学部

	430	愛知学院大学（歯・薬学部）
	431	愛知工業大学
	432	愛知淑徳大学
	433	朝日大学	
	434	金沢医科大学（医学部）	
	435	金沢工業大学
	436	岐阜聖徳学園大学・短期
大学部	

	437	金城学院大学
	438	至学館大学・短期大学部	
	439	椙山女学園大学
	440	大同大学	
	441	中京大学
	442	中部大学
	444	名古屋外国語大学	
	445	名古屋学院大学
	446	名古屋学芸大学	
	447	名古屋女子大学・短期大
学部	

	448	南山大学（外国語・法・総
合政策学部）

	449	南山大学（人文・経済学部）
	450	南山大学（経営・理工学部）
	451	新潟国際情報大学
	452	日本福祉大学
	453	福井工業大学
	454	藤田保健衛生大学（医学
部）	

	455	藤田保健衛生大学（医療
科学部）

	456	名城大学（法・経営・経済・外
国語・人間・都市情報学部）

	457	名城大学（理工・農・薬学部）
	458	山梨学院大学

【近畿の私立大学】
	459	藍野大学	
	460	追手門学院大学	
	461	大阪医科大学（医学部）	
	462	大阪学院大学	
	463	大阪経済大学	
	464	大阪経済法科大学	
	465	大阪工業大学	
	466	大阪国際大学・短期大学
部	

	 	 大阪歯科大学☞ 334	
	467	大阪商業大学	
	468	大阪女学院大学・短期大
学	

	469	大阪薬科大学	
	470	大手前大学・短期大学	
	471	関西大学（法・経済・商・政
策創造・総合情報学部－
学部個別日程）

	472	関西大学（文・社会・外国
語・人間健康・社会安全学
部－学部個別日程）

	473	関西大学（システム理工・
環境都市工・化学生命工
学部－学部個別日程）

	474	関西大学（全学部日程・セ
ンター利用入試〈中期〉）

	475	関西大学（後期日程）
	476	関西医科大学	
	477	関西医療大学	
	478	関西外国語大学・短期大
学部	

	479	関西学院大学（社会・法学
部－学部個別日程）

	480	関西学院大学（経済・人間
福祉・国際学部－学部個
別日程）

	481	関西学院大学（神・商・教育
〈文系型〉・総合政策〈文系
型〉学部－学部個別日程）

	482	関西学院大学（文学部－
学部個別日程）

	483	関西学院大学（理工・教育
〈理系型〉・総合政策〈理系
型〉学部－学部個別日程）

	484	関西学院大学（全学日程）
	485	関西学院大学（関学独自
方式日程）

	486	畿央大学	
	487	京都外国語大学	
	488	京都学園大学	
	489	京都光華女子大学・短期
大学部	

	490	京都産業大学（公募推薦
入試）	

	491	京都産業大学（一般入試
〈前期日程〉）

	492	京都女子大学	
	493	京都橘大学	
	494	京都ノートルダム女子大
学	

	495	京都薬科大学	
	496	近畿大学・短期大学部（推
薦入試〈医学部を除く〉）	

	497	近畿大学・短期大学部（一般
入試前期〈医学部を除く〉）

	498	近畿大学（医学部）	
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	499	皇學館大学	
	500	甲南大学
	501	神戸学院大学	
	502	神戸松蔭女子学院大学	
	503	神戸女学院大学	
	504	神戸女子大学・短期大学	
	505	神戸薬科大学	
	506	四天王寺大学・短期大学
部	

	507	摂南大学（法・外国語・経
済・経営学部）	

	508	摂南大学（理工・薬・看護
学部）	

	509	千里金蘭大学	
	510	園田学園女子大学・短期
大学部	

	511	天理大学	
	512	同志社大学（法、グロー
バル・コミュニケーション
学部－学部個別日程）

	513	同志社大学（文・経済学部
－学部個別日程）

	514	同志社大学（神・商・心理・
グローバル地域文化学部
－学部個別日程）

	515	同志社大学（社会学部－
学部個別日程）

	516	同志社大学（政策・文化情
報〈文系型〉・スポーツ健
康科〈文系型〉学部－学
部個別日程）

	517	同志社大学（理工・生命医
科・文化情報〈理系型〉・ス
ポーツ健康科〈理系型〉
学部－学部個別日程）

	518	同志社大学（全学部日程）
	519	同志社女子大学	
	520	奈良大学	
	521	阪南大学	
	522	姫路獨協大学	
	523	兵庫医科大学	
	524	兵庫医療大学	
	525	佛教大学	
	526	武庫川女子大学・短期大
学部	

	527	桃山学院大学	

	528	立命館大学（文系－全学
統一方式・学部個別配点
方式）／立命館アジア太
平洋大学（Ａ方式・英語重
視方式）

	529	立命館大学（理系－全学
統一方式・学部個別配点
方式、薬学方式）

	530	立命館大学（ＩＲ方式〈英
語資格試験利用型〉・セン
ター試験併用方式）／立
命館アジア太平洋大学
（センター試験併用方式）

	531	立命館大学（後期分割方
式・「経営学部で学ぶ感性
＋センター試験」方式）／
立命館アジア太平洋大学
（後期分割方式）

	532	龍谷大学・短期大学部（公
募推薦入試）	

	533	龍谷大学・短期大学部（一
般入試）

【中国・四国の私立大学】
	534	岡山理科大学	
	535	川崎医科大学	
	536	吉備国際大学	
	537	倉敷芸術科学大学	
	538	就実大学	
	539	ノートルダム清心女子大
学	

	540	広島経済大学
	541	広島工業大学	
	542	広島国際大学	
	543	広島修道大学
	544	福山大学／福山平成大学
	545	松山大学
	546	安田女子大学・短期大学	

【九州の私立大学】
	547	九州産業大学
	548	九州保健福祉大学	
	549	熊本学園大学
	550	久留米大学（文・法・経済・
商学部）

	551	久留米大学（医学部〈医
学科〉）	

	552	産業医科大学（医学部）	

	553	西南学院大学（神・商・経
済・国際文化学部－Ａ日程）

	554	西南学院大学（文・法・人
間科学部－Ａ日程）

	555	福岡大学（人文・法・経済・
商・理・工・医〈看護〉・薬・ス
ポーツ科学部）

	556	福岡大学（医学部〈医学
科〉）	

	557	福岡工業大学
	 	 立命館アジア太平洋大学	

☞ 528，530，531

2017 年版 センター赤本シリーズ
	601	センター試験過去問研究	英語
	602	センター試験過去問研究	
数学Ⅰ・Ａ／Ⅱ・Ｂ

	603	センター試験過去問研究	国語
	604	センター試験過去問研究	日本史Ｂ
	605	センター試験過去問研究	世界史Ｂ
	606	センター試験過去問研究	地理Ｂ
	607	センター試験過去問研究	現代社会
	608	センター試験過去問研究	
倫理／倫理，政治・経済

	609	センター試験過去問研究	
政治・経済／倫理，政治・経済

	610	センター試験過去問研究	
物理	 —「物理基礎」「物理」対策用

	611	センター試験過去問研究	
化学	 —「化学基礎」「化学」対策用

	612	センター試験過去問研究	
生物	 —「生物基礎」「生物」対策用

	613	センター試験過去問研究	
地学	 —「地学基礎」「地学」対策用

センター試験集中スタディシリーズ
	651	センター試験集中スタディ	
〈化学基礎・生物基礎〉

	652	センター試験集中スタディ	
〈生物基礎・地学基礎〉
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難関過去問シリーズ
2016 年	新刊・改訂

	701	東大の英語 25カ年［第 8版］
	702	東大の英語リスニング15カ年［第 5版］
	703	東大の文系数学 25カ年［第8版］
	704	東大の理系数学 25カ年［第8版］
	705	東大の現代文 25カ年［第8版］
	706	東大の古典 25カ年［第 8版］
	707	東大の日本史 25カ年［第 5版］
	708	東大の世界史 25カ年［第 5版］
	709	東大の地理 25カ年［第 5版］
	710	東大の物理 25カ年［第 5版］
	711	東大の化学 25カ年［第 5版］
	712	東大の生物 25カ年［第 5版］
	713	京大の英語 25カ年［第 8版］
	714	京大の文系数学 25カ年［第8版］
	715	京大の理系数学 25カ年［第8版］
	716	京大の国語 25カ年［第 8版］
	717	京大の物理 25カ年［第 5版］
	718	京大の化学 25カ年［第 5版］
	719	早稲田の英語［第7版］
	720	早稲田の国語［第5版］
	721	早稲田の日本史［第5版］
	722	慶應の英語［第7版］
	723	上智大の英語［第4版］
	724	同志社大の英語［第7版］
	725	立命館大の英語［第7版］
	726	関西大の英語［第7版］
	727	関西学院大の英語［第7版］
	741	東工大の英語 15カ年［第 4版］
	742	東工大の数学 15カ年［第 5版］
	743	東工大の物理 15カ年	 新
	744	東工大の化学 15カ年	 新

2015 年	新刊・改訂
	751	北大の英語 15カ年［第 4版］
	752	北大の理系数学 15カ年［第4版］
	753	東北大の英語 15カ年［第 4版］
	754	東北大の理系数学 15カ年［第 4版］
	755	名古屋大の英語 15カ年［第4版］
	756	名古屋大の理系数学 15カ年［第 4版］
	757	阪大の英語 20カ年［第 5版］
	758	阪大の理系数学 20カ年［第5版］
	759	阪大の物理 20カ年［第 4版］
	760	阪大の化学 20カ年［第 2版］
	761	九大の英語 15カ年［第 4版］
	762	九大の理系数学 15カ年［第3版］
	763	一橋大の英語 15カ年［第 4版］

	764	一橋大の数学 15カ年［第 4版］
	765	一橋大の国語 15カ年
	766	一橋大の日本史 15カ年
	767	一橋大の世界史 15カ年
	768	神戸大の英語 15カ年［第5版］
	769	神戸大の数学 15カ年
	770	明治大の英語［第5版］
	771	青山学院大の英語［第5版］
	772	立教大の英語［第5版］
	773	中央大の英語［第5版］
	774	法政大の英語［第5版］

MEDICAL 難関過去問シリーズ
	801	〔国公立大〕医学部の英語
	802	私立医大の英語〔長文読解編〕
	803	私立医大の英語〔文法・語法編〕
	804	医学部の実戦小論文

体系シリーズ
	811	体系英語長文
	812	体系英作文
	815	体系現代文
	816	体系古文
	817	体系日本史
	819	体系物理［第6版］
	820	体系化学
	821	体系生物

満点のコツシリーズ
	841	センター英語〔発音・アク
セント・文法〕	満点のコツ

	842	センター英語〔会話・読解〕	
満点のコツ

	843	センター英語〔リスニング〕	
満点のコツ

	844	センター数学Ⅰ・A	満点のコツ
	845	センター数学Ⅱ・B	満点のコツ
	846	センター現代文	満点のコツ［改訂版］
	847	センター古文	満点のコツ［3訂版］
	848	センター漢文	満点のコツ［改訂版］
	849	センター日本史	満点のコツ

風呂で覚えるシリーズ
	831	風呂で覚える英単語［3訂版］
	832	風呂で覚える英熟語
	833	風呂で覚える古文単語［改訂版］
	834	風呂で覚える古文文法［改訂版］
	835	風呂で覚える漢文［改訂版］
	836	風呂で覚える日本史〔年代〕［改訂版］
	837	風呂で覚える世界史〔年代〕［改訂版］
	838	風呂で覚える倫理［改訂版］
	839	風呂で覚える化学［3訂版］
	840	風呂で覚える百人一首［改訂版］

赤本ポケットシリーズ
	851	マルチ英単語 600
	852	マルチ英熟語 270
	853	医歯薬系の英単語［改訂版］
	854	医系小論文	最頻出論点 20［改訂版］
	855	医学部の面接［改訂版］
	856	センター日本史〔文化史〕
	857	心理学科をめざすあなたへ［改訂版］
	858	デザイン系学科をめざすあなたへ
	859	医学部学士編入をめざすあなたへ

単行本
TEAP攻略問題集
東大の英単語［新装版］
早慶上智の英単語［改訂版］
稲荷の独習数学
著者に注目！	現代文問題集
つながる	世界史年代
ブレない小論文の書き方	樋口式	
　ワークノート
奥薗壽子の赤本合格レシピ
赤本手帳（2017 年度受験用）	
　［STANDARD］
赤本手帳（2017 年度受験用）	
　［PASTEL］

赤本ノート
赤本ノート（センター試験用）
赤本ノート（個別試験用）
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センター対策の基本はとにかく過去問！
赤本はたっぷり25 年分※,リスニングも 5 年分収載！
※一部の選択科目を除く。

『倫理，政治・経済』対策には，608「倫理」と 609「政治・経済」
両方のご利用をおすすめします。

601 センター試験過去問研究 英語 （リスニングCDつき）

602 センター試験過去問研究 数学Ⅰ・A ／Ⅱ・B （付録：数学Ⅰ／Ⅱ）

603 センター試験過去問研究 国語
604 センター試験過去問研究 日本史B （付録：日本史A）

605 センター試験過去問研究 世界史B （付録：世界史A）

606 センター試験過去問研究 地理B （付録：地理A）

607 センター試験過去問研究 現代社会
608 センター試験過去問研究 倫理
 ／倫理，政治・経済
609 センター試験過去問研究 政治・経済
 ／倫理，政治・経済
610 センター試験過去問研究 物理
  ̶ 「物理基礎」「物理」対策用
611 センター試験過去問研究 化学
  ̶ 「化学基礎」「化学」対策用
612 センター試験過去問研究 生物
  ̶ 「生物基礎」「生物」対策用
613 センター試験過去問研究 地学
  ̶ 「地学基礎」「地学」対策用

651 センター試験集中スタディ
 〈化学基礎・生物基礎〉
652 センター試験集中スタディ
 〈生物基礎・地学基礎〉

理科基礎対策は
これ1冊でOK！

文系
必携

※「2017 年版 大学入試シリーズ」、「2017 年版 センター赤本シリーズ」、
　「難関校過去問シリーズ」（2016 年 4 月現在）の合計点数

直前期は売り切れになることがあるので、早めに買いましょう。
書店で予約や取り寄せもできます。

＼ 発 売 状 況 や 全 国 の 取 扱 書 店 が 確 認 で き ま す／

http://akahon.net/

過去問で志望校対策
赤本は369大学593点※


