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特 集 ① 東大 合格への道

筆 記

吉倉　聡 先生
Satoru Yoshikura

慶應義塾大学卒業、テンプル大学日本校 TESOL（英
語教授法）修了。現在は東京都内の中高一貫進学校で
教鞭をとる。『東大の英語 25カ年』（教学社）を執筆。

東大合格を目指しての受験勉強を通じて、
英語の学び方の根本を捉えることができれば、
それは一生の財産となる。

 最高レベルの英語力が要求される
　東大の問題は、他の難関大学と比べて、問題自体が難しいわけで
はありません。しかし、問題量が非常に多く、出題形式が多様であ
る点を考えると、受験生としては最高レベルの英語力が要求される
のは間違いないでしょう。
 

 総合的な英語力を高めることが大切
　対策については、出題形式を考えれば、和訳を含む精読、概要を
短時間に掴むための速読や多読、英作文、リスニング、文法、口語
表現をバランスよく学習することが大切です。逆に言うと、東大の
問題を意識することで、これらの要素を偏りなく学習することがで
きます。要は、総合的な英語力を高めることが大切だ、ということ
です。

 じっくり過去問と向き合う
　遅くとも高３の夏までに、出題形式別に数か
年分の問題にじっくり取り組んでほしいと思い
ます。最初は時間を気にする必要はありません。
過去問と向き合いながら、その難易度や特徴を
体感してほしいと思います。また、和訳、英訳、
要約は、信頼できる先生に見てもらうとよいで
しょう。

 「時間が足りない」は「力が足りない」
　よく受験生から、「時間が足りないのでどうしたらよいか？」と
聞かれることがあります。しかし、英語力の底上げなしで早解きが
できる、というようなマジックは存在しません。実は、難問を課さ
なくても、処理速度を見ることで英語力を測ることは可能で、東大
はこの点も考えて作問をしているはずです。時間が足りないのは
実力そのものが不足しているからだ、くらいに思った方がいいで
しょう。

 音声教材を活用しよう
　読解のスピードを上げるためには、読解教材などに付属している
音声 CD を活用することをお勧めします。読解教材を一通り仕上げ、
その中の語彙や構文を理解したら、付属の音声 CD を、英語のまま
意味が取れるようになるまで何十回も繰り返し聞いてください。
リスニング力だけでなく、読むスピードも向上するはずです。

受験生へのメッセージ
　語学の道には、多少の要領は必要であっても、近道は存在しません。

「読む・書く・聞く・話す」の４技能をバランスよく伸ばしながら、

英語の経験値を高めていくことが、大学入学後も続く英語学習の

王道です。東大合格を目指しての受験勉強を通じて、英語の学び方

の根本を捉えることができれば、それは一生の財産となるはずです。

東大英語を 攻 略
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特 集 ① 東大 合格への道

武知　千津子 先生
Chizuko Takechi

予備校講師。おもに難関校志望の受験生を指導。『東
大の英語リスニング 15カ年』、『センター試験過去問
研究 英語』（教学社）をはじめ多くの赤本を執筆。

語学はスポーツのようなものです。
練習をすれば必ずできるようになります。

 集中力と素早く的確にこなす力
　東大のリスニングは、分量が多く、長時間の集中と限られた時間
で問題を素早く的確にこなす力が要求されます。また、例年おおよ
その形式は踏襲されますが、少しずつ出題内容が変わります。色ん
なパターンに慣れ、本番でどんな問題が出ても戸惑わないようにし
ておきましょう。
 

 英語を聞く、読む
　極端に難問ではない東大のリスニングですが、離れたところに
複数キーワードがあるなど、複雑な作りになっています。そのため、
英語を聞き慣れていることが必要です。なるべく多くの英語を耳か
ら入れて、ネイティブの英語がどのように聞こえるのかを知ってく
ださい。その際、数値や年号も意識してください。次に大切なのは、
音読です。音読がうまくなれば、情報を聞き取る力も伸びてきます。

 『東大の英語リスニング 15カ年』の
　 カタカナ表記に注目！
　本書を使う際は、スクリプトの横に設けた英語
音声のカタカナ表記を是非活用してください。
まずは、英文を見ずにカタカナ表記を声に出し
て読んでみてください。そして、元の英語が
何だったかを推測してみましょう。このように
すると、実際に聞こえる音と紙面上の綴りとの
ギャップをより感じることができるはずです。

 過去問を使ったシミュレーションは必須
　東大のリスニングの試験は、英語の試験が始まって 45 分経過し
た頃から始まります。それまでに筆記のどの部分をやっておくのか
といった時間配分が重要です。また、事前にリスニングの設問を読
んでおく時間も必要です。高３の夏までに一度筆記を含めてシミュ
レーションし、時間の使い方を考えておきましょう。

受験生へのメッセージ
　語学はスポーツのようなものです。ルールを身につける必要は

ありますが、練習をすれば必ずできるようになります！　焦らずコ

ツコツ頑張ってください。｠

※新年度の試験は順次追加予定

これまでに実施された
すべての問題が解ける

4段階の再生スピードで耳を鍛える 価格：無料
（2013年度本試験つき）
※その他の試験はアドオンで購入可

Android版

iOS版

リスニング学習の新定番センター赤本
英語リスニング過去問

全19回

リスニング東大英語を 攻 略

「東大の英単語」はカンタン？
　東大入試では難単語ばかりが出てくるのだろうと思う
かもしれないが、実はその約 8 割が基本単語である。
難しいのは、英単語が深く理解できているかが問われる
からだ。「基本単語はもう卒業した」そう考えている
諸君にこそ、本書を使ってもらいたい。（教学社編集部）

鬼塚　幹彦 著
四六判　本体 1,500 円＋税
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特 集 ① 東大 合格への道

本庄　隆 先生
Takashi Honjo

京都府立高校、私立東大寺学園中高等学校を経て、現
在、東進ハイスクール東大特進コース講師、大阪桐蔭
高等学校客員講師。『東大の文系数学 25カ年』、『東
大の理系数学 25カ年』（教学社）を執筆。

トップ層の受験生の多くは、
基礎的な知識でとても素直な解答を書きます。

 理系は難化傾向、文系は誘導のない問題に慣れよう
理系：この数年は体積や整数を中心に難度が高めです。ただし、小
問設定の問題が多く、前半の解きやすい問題から発展していく重層
的な発問が特徴です。微分や図形の標準問題を確実に解き、解き
やすい小問で得点を積み上げることが必須条件です。
文系：標準レベルが 2 題、やや難レベルが 2 題という設定。図形
と方程式・微積・確率が多く、対数・三角関数・空間図形・数列
が少ないなど分野に偏りがあるので、過去問研究が有効です。また、
この 3 年、小問誘導のない問題が 2 ～ 3 題を占めるのが特徴です。

 『東大の理系数学 25カ年』と『東大の文系
　 数学 25カ年』で問題のレベルを知る
　「25 カ年」を使う際は、レ
ベルBの問題を早めに経験し、
東大入試の標準の程度をつか
みましょう。入試本番の緊張
感は、自宅で解くのとまった
く別物というのが受験生の実
感です。普段は少し短めに、
レベル A・B の過去問を 20 ～ 30 分程度で解く訓練が大切です。
　数学では小さな知恵の積み重ねも大切です。特に、答えが合って
いるときにも解答を吟味し、ほかの観点や別解などに目を通しま
しょう。この習慣の有無で力量に差が出ます。特に文系では、小問
誘導のない問題を自分で「第１手」を考えて解くことを意識しま
しょう。

 難問より普通の問題を丁寧に
　論理をごまかさない、場合分けをもらさない、計算を丁寧に、
字を読みやすく。奇を衒

てら

おうとか、特殊な知識で得をしようとかし
てはいけません。何か特別なことを学ばないと解けないのではなく、
普通の問題を粘り強い思考で解く習慣が結局は大切です。それで
解けない問題は、最終的に合否にほとんど影響しないというのが、
過去のビッグデータから得られる事実なのだと思います。

 合格者の得点分布
　右の表は、得点の積み上げ
が可能だった 2014 年度の合
格者の得点分布です。文理と
も 40 点台（2 題＋部分点）前
後から合格者が多くなります。
理Ⅲは 70 点（3 題＋部分点）
以上が多いです。他の科目次
第で、年度によっては 10 点
台での合格もあり得ます。

5 3 3 11

17 7 12 36

18 19 12 49

10 8 5 23

4 4 8

得点

110～120

100～109

90～99

80～89

70～79

60～69

50～59

40～49

30～39

20～29

0～19

54 37 36 127

文Ⅰ 文Ⅱ 文Ⅲ 文系
合計 理Ⅰ 理Ⅱ 理Ⅲ 理系

合計
1 1 2

1 1

1 1 3 5

4 5 5 14

11 5 5 21

11 5 1 17

16 11 2 29

17 8 1 26

5 3 8

1 3 4

67 41 19 127総計

受験生へのメッセージ
　数学がある初日に、数学ができなかったと動揺する受験生が結構

います。でもそのうちの多くの生徒が合格しています。初日の印象

を2日目に引きずらず、気持ちを強くもつことが大切です。

東大数学を 攻 略

東進ハイスクール「東大特進コース合格体験記集」より
個人開示得点集計（2014年度・判明分）
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 決して難解ではない、完成された良問
　現代文は、本文のポイントを理解しているかを順に確認し、最後
に要旨を聞くという明快な設問構成が最大の特徴です。難解と思い
込んでいる人が多いですが、本当はきちんと考えていけば正解が
出る良問です。ただし、その時代の最先端の思想・内容が多く出さ
れるので、読みこなすにはある程度の知識・教養を持っていないと
いけません。

 多くの過去問で考え方や答え方を学ぶ
　過去問をできるだけ多くこなすのが、最もよい対策です。初めの
うちはすぐに解答を見てもいいんです。思考の訓練をするつもりで、
考え方や答え方を学んでいってほしい。また、読書も必要です。
 『東大の現代文 25 カ年』は、高 3 の４月には始めたいですね。

10 年分ほど上述のようにやったら、もう一度、今度は自分で解
答をまとめる練習をしていきましょう。やり方をつかんだ後は、
さらに 15 年分。本書では、解答のポイントを明確に提示してい
ます。ぜひ、自己採点してください。

 簡潔な解答を求めるまっとうな試験
　古典の特徴は、一言でいうと簡潔な解答。解答欄の大きさから
して、余計なことを書くと肝心なことが漏れてしまいかねません。
問題自体は口語訳と内容説明が主で、非常にオーソドックスです。
ごくまっとうな勉強をしていたら点数を取れるいい試験だと思い
ます。文章も読んでいて興味深いものが選ばれていますね。

 言葉の機能と解釈とのつながりをつかむ
　最低限の文法・句法は必要です。ただの暗記ではなくて、言葉の
機能やもともとの意味を大きくつかんでいくようにすること。一通り
仕組みを覚えたら、実際の用例にあたって有機的な解釈につないで
いきましょう。口語訳はできて当たり前、内容説明は文章の流れを
読み取ることが肝心です。
　敵を知るという意味で、『東大の古典 25 カ年』を早めに手に
とって損はありません。どんな形式の問題なのか、手応えとして
感じておくことが重要です。遅くとも高 3 の秋からは、週１程度の
ペースで計画的に解いていきましょう。

桑原　聡 先生　Satoshi Kuwabara
高校教師。有名予備校、有名進学校で教鞭をとってきた、東大受験のプロ。
『東大の現代文 25カ年』（教学社）を執筆。

東大の過去問は、
思考の訓練によい素材です。

栁田　縁 先生　Yukari Yanagida
予備校講師。有名予備校で古文の講義や教材・模擬試験等の作成を行う。
『東大の古典 25カ年』（教学社）を執筆。

ただの受験勉強と思わず、
言葉と真摯に向き合って。

受験生へのメッセージ
　記述式の答案は採点官へのプレゼンテーションです。相手に読ん

でもらえるよう、頭だけでなく手も使って、トータルでの勉強を

していくといいですね。

受験生へのメッセージ
　東大を目指すには、それなりの準備が要ります。知らない用語

に出会ったら辞書で調べる。そんな当たり前のことから基礎力を

つけていくことです。

東大現代文を 攻 略 東大古典を 攻 略
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日本語を読んで理解できないものは、
英語で読んでも理解できるはずがないです。

 研究論文の読み・書きができる力が
　 求められる
　語学というのは、作文させること―翻訳やいわゆる自由作文を
書かせること―で、その人のもっている力がわかると言われて
います。京大入試の英語は、英文和訳 2 題、和文英訳 1 題という
構成で、まさに作文力を見る問題です。大学に入ってから必要な
研究論文の読み・書きができる力が求められているのでしょう。
 

 「京大らしさ」に慣れる
　京大の英文和訳では、様々な分野に関連した硬質な英文が取り上
げられています。たとえるなら、岩波新書の評論・論説文を英語で
読んでいるようなものです。和文英訳についても同様で、岩波新書
に加えて岩波文庫の随筆を翻訳するようなものです。こういった「京
大らしさ」に慣れるには、やはり、過去問を使った対策が有効と言
えるでしょう。

 自分の日本語の語彙レベルを知る
　まずは、過去問集に掲載されている英文の日本語訳を読んで意味
がつかめるかどうか。日本語を読んで理解できないものは、英語で
読んでも理解できるはずがないです。日本語訳を読んで自分の語彙
レベルを知り、問題を解く上で、必要な日本語の語彙を先に準備し
ておくのがよいでしょう。その際、中村雄二郎さんの『術語集』『術
語集Ⅱ』（岩波新書）がおすすめです。

大月　照夫 先生
Teruo Otsuki

高校教師。京都大学文学部哲学科卒業。イギリス駐在
や大手予備校講師を経て、現在、須磨学園特進クラス
で教鞭をとる。『京大の英語25カ年』（教学社）を執筆。

 自分の弱点を知る
　次に、過去問への取り組み方です。これは、実際に生徒に指導し
ている方法ですが、英文全体を読んで、知らない単語やイディオム
に色を塗ってみてください。たとえば、知らない単語があったらピ
ンク、イディオムならオレンジ、構文はミドリ、というふうに。そ
うすると、問題と自分との相性がわかってきます。そもそも語彙力
が足りないのか、構文力がないのか、自分の弱点がわかりますね。

 『京大の英語 25カ年』は早めのスタートを！
　『京大の英語 25 カ年』を使い始める時期に
ついては、早ければ早いほどいいです。実際に
教え子の多くは高 3 の春頃から使っています。
徹底的にやるなら高 2 の秋には始めるとよい
でしょう。

受験生へのメッセージ
　京大入試の英語は世界に通用するレベルです。将来自分が国際的

な場で活躍する姿を想像すれば、勉強の励みになるのではないで

しょうか。あきらめなければ夢は必ず叶います。

京大英語を 攻 略
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京大の問題の難しさは、
解答の糸口を自ら見つけることにあります。

 京大の問題は「面白い」
　京大の問題は、小問誘導のない簡潔で面白みのある問題やちょっとし
た発想を要する問題が多いですね。試験時間に対して過度に重い問題や
解答の記述量に無理があることは少なく良心的な設定だといえます。
　年度ごとの出題分野（素材）にバリエーションがあり、難易度もブレ
が大きいので注意が必要です。他大学に比べて、平面図形（幾何）の
問題が多く、理系における数学Ⅲのからむ問題が少ないのも特徴です。
 

 『京大の理系数学 25カ年』と『京大の文系
　 数学 25カ年』でレベルA・Bの経験を積む
　「25 カ年」を使う場合、十分勉強を積んでから力試し的に利用
しようとしてぎりぎりまで置いておくのは、得策ではありません。
やさしめのレベル A・B に絞っても十分なので、早めに少しずつ経
験しておくことを勧めます。同時に、学校で扱う普通の問題集にき
ちんと取り組むこともとても大切です。

 論理的にきちんとした記述を心がける
　ありそうに見えて実は定番的ではない独特な問題が多いので、
過去問で慣れておきましょう。特に小問誘導のない問題は、易しく
ても試験場では時間を要するのでよく演習しておきましょう。
　また、普段から丁寧で論理的な思考・根拠記述力を養いましょう。
記述量が多くなくシンプルな問題ほど、解答の不十分さも目立つも
のです。近年の得点開示によると、きちんとした記述をすれば相応
の部分点も期待できます。

本庄　隆 先生
Takashi Honjo

京都府立高校、私立東大寺学園中高等学校を経て、現
在、東進ハイスクール東大特進コース講師、大阪桐蔭
高等学校客員講師。『京大の文系数学 25カ年』、『京
大の理系数学 25カ年』（教学社）を執筆。

 諦めず、自分で解き切る努力
　難易度の高い問題だけを追いかけるのではなく、通常の学習で出
会う標準的な問題、少しだけ難しいと思う問題を自分で解き切ろう
と努力すること。京大の問題の難しさは、煩雑というのではなく、
解答の糸口を自ら見つけることにあります。すぐ諦めるのではなく
試行錯誤をしてから解答を検討してください。また、論理に誤りの
ある答案は本当に点をもらえませんので気を付けましょう。
　できたときでも、ほんの少しの時間、「ちょっと待てよ」と自分
の解答や解答例を「批判的」に見直してみてください。より簡潔な
とらえ方や、より論理的な考え方に気づくかもしれません。

 受験は相対的。取れる問題を取る
　そう難しくないといわれる年度でも、合格者の得点開示をみると
意外に点が取れていないものです。合格を期待していた受験生で、
合格と不合格の差を数学の得点でみると、1 問分の差という印象で
す。受験は相対的なものですから、多くの受験生が取れる問題を取
り、多くの受験生ができない問題はできなくても思い悩まず、数学
を楽しむ余裕をもって学習してください。計算には十分注意して、
失点のないようにしましょう。

受験生へのメッセージ
　京大の過去問で数学を楽しんでください。ちょっと詰まっても

「なんのこれしき」ともう一頑張りしましょう。

京大数学を 攻 略



特 集 ② 京大 合格への道
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センスを磨くには時間が必要です。
長期戦と心得て、継続的な学習を行うことです。

 設問が最難レベルの現代文、
　 口語訳と内容説明の二本柱による古文
現代文：特徴は、問題文のレベルは標準、場合によってはやや易な
のに、設問のレベルが最高度に難しい点でしょうか（特に文系）。
難しい主な理由として、①本文の深い読み込みが必要なこと（そう
いう文章が選ばれている）、②単に問題文の語句を利用してまとめ
るのではなく、自分の言葉も用いながらわかりやすく説明する必要
があること、この２点を指摘できます。
古文：概して標準レベルですが、歌論や俳文などが出題された場合
はやや難の傾向がありますね。設問は口語訳と内容説明の二本柱に
なります。このうち口語訳は主語を補う、指示語の内容を明示する
といった条件のつくことが多く、文法・語意面での正確性、文脈の
適切性、内容の具体性の３点が問われているといえます。
 

 毎日のように読み書きし、問題を解く習慣を
　有効な対策は、端的にいって読解力と表現力を養うことです。読
解力は新聞・新書・文庫などを読む習慣を身につけ、また問題集を
こなすことで養われます。表現力は日記をつけたり、問題を解いた
りするなど、とにかく毎日のように文章を手で書くこと、および模
範的な文章を書き写すことで養われます。後者のお勧めは、センター
試験の過去問の選択肢を書き写すことです。
　古文の口語訳については、やはり問題集をやるのが効果的かつ
効率的だと思います。教科書や問題集の本文に自分で全訳をつける
練習は時間対効果が低いですし、そもそも受験生には無理です。

 『京大の国語 25カ年』で真の実力をつける
　少しだけ執筆の楽屋裏をお話ししますと（笑）、
問題を解くときは、まず問題文を繰り返し読ん
で内容を把握します。翌日また、違った角度
から読めないか、違う解釈ができないかという
観点から読み直します。その上で、１つの設問
に１時間前後かけて解答を練り上げます。みな
さんも一度この方法を試してみてください。
実際の試験時間に合わせて問題を解くやり方と並行して行うとよい
でしょう。

 

 国語への苦手意識を克服するには
　国語、特に現代文は読解するにも解答するにもセンスが欠かせま
せん。センスを磨くには時間が必要です。長期戦と心得て、継続的
な学習を行うことです。たとえば、新書・選書（自分の好きな分野
のものでかまいません）をいつも携行し、ちょっとした時間をつくっ
て読むのもよい方法です。また古文も同様で、中古から近世までの
さまざまなジャンルの文章を、教科書や問題集などを利用して数多
く読み込むことが大切です。

江端　文雄 先生
Fumio Ebata

元予備校講師。各地の予備校を渡り歩く。現在は「赤本」
などの問題集・参考書の執筆、および大学入試問題の
作成に携わる。『京大の国語25カ年』（教学社）を執筆。

受験生へのメッセージ
　「絶対に京大に行く」という不動の意志を持つことからスタート

しましょう。『京大の国語 25 カ年』はそういうあなたの味方です。

京大国語を 攻 略
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国公立大学の赤本
※都道府県，国立・公立ごとの50音順

	 1	 旭川医科大学（医学部
〈医学科〉）	 医

	 2	 小㌭商科大学
	 3	 帯広畜産大学
	 4	 北海道大学（文系－前期
日程）

	 5	 北海道大学（理系－前期
日程）	 医

	 6	 北海道大学（後期日程）
	 7	 北海道教育大学
	 8	 室蘭工業大学／北見工
業大学

	 9	 公立はこだて未来大学	推
	10	 札幌医科大学（医学部）	医
	11	 弘前大学	 医

	12	 岩手大学
	13	 岩手県立大学・盛岡短期
大学部・宮古短期大学部

	14	 東北大学（文系）
	15	 東北大学（理系）	 医

	16	 宮城教育大学
	17	 宮城大学
	18	 秋田大学	 医

	19	 秋田県立大学	
	20	 国際教養大学
	21	 山形大学	 医

	22	 福島大学
	23	 会津大学
	24	 福島県立医科大学（医学
部）	 医

	25	 茨城大学（文系）
	26	 茨城大学（理系）
	27	 筑波大学（推薦入試）	医 推

	28	 筑波大学（文系－一般入
試）

	29	 筑波大学（理系－一般入
試）	 医

	30	 宇都宮大学

	31	 群馬大学	 医

	32	 群馬県立女子大学
	33	 高崎経済大学
	34	 前橋工科大学
	35	 埼玉大学（文系）
	36	 埼玉大学（理系）
	37	 千葉大学（文系－前期日
程）

	38	 千葉大学（理系－前期日
程）	 医

	39	 千葉大学（文系－後期日
程）

	40	 千葉大学（理系－後期日
程）	 医

	41	 お茶の水女子大学
	42	 電気通信大学
	43	 東京大学（文科－前期日
程）CD

	44	 東京大学（理科－前期日
程）CD	 医

	45	 東京大学（後期日程）
	46	 東京医科歯科大学	 医

	47	 東京外国語大学CD

	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）CD
	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（理工学
部）

	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〉）	 医

	61	 新潟大学（文系）
	62	 新潟大学（理系）	 医

	63	 富山大学（文系）
	64	 富山大学（理系）	 医

	65	 富山県立大学
	66	 金沢大学（前期日程）	 医

	67	 金沢大学（後期日程）
	68	 福井大学（教育地域科・
医〈看護〉・工学部）

	69	 福井大学（医学部〈医学
科〉）	 医

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

	72	 山梨大学（医学部〈医学
科〉）	 医

	73	 都留文科大学
	74	 信州大学（人文・教育・経
済学部）

	75	 信州大学（理・医・繊維学
部）	 医

	76	 信州大学（工・農学部）
	77	 岐阜大学（前期日程）	 医

	78	 岐阜大学（後期日程）	 医

	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〉）	 医

	83	 静岡県立大学
	84	 静岡文化芸術大学
	85	 愛知教育大学
	86	 名古屋大学（文系）
	87	 名古屋大学（理系）	 医

	88	 名古屋工業大学
	89	 愛知県立大学
	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）	 医

	92	 名古屋市立大学（薬学部）

大学入試シリーズ（赤本）

教学社 刊行一覧
2015年版

数学

理科

　2015 年度入試は，「数学」と「理科」で新教育課程に基づいた試験が行われ
ます。東大・京大の出題範囲と，旧課程からの変更点をまとめました。

　理系数学では，「行列」に代わって「複素数平面」が出題範囲に加わります。
2015 年度入試は旧課程履修者に対する経過措置がとられるため，出題の可能性は
低いと考えられますが，1997 ～ 2005 年度の課程では「複素数平面」の出題が見
られるので，『東大の理系数学 25 カ年』『京大の理系数学 25 カ年』で対策しておく
と安心です。文系数学は，実質的に出題範囲は変わりません。

　「理科」は，これまで選択履修だった項目が必修化されますが，以下をみてもわか
るように，出題にはあまり影響しないと考えられます。

新課程の出題範囲旧課程の出題範囲

数学Ⅰ
 ・ー ・ー
数学 A
 ・ー ・ー
数学Ⅱ
 ・ー ・ー
数学 B（数列，ベクトル）
 ・ー ・ー

数学Ⅲ
 ・ー ・ー
数学 C
 ・行列 ・ー

数学Ⅰ
 ・ー ・ー
数学 A
　・場合の数と確率
　・整数の性質 新設
　・図形の性質
数学Ⅱ
 ・ー ・ー
数学 B（数列，ベクトル）
 ・ー ・ー
数学Ⅲ
　・複素数平面 新設  
 ・ー

物理基礎
 ・ー ・ー
物理
 ・ー ・ー　・原子 必修化

生物基礎
 ・ー ・ー
生物
 ・ー ・ー　・生物の進化と系統 必修化
　・生態と環境 必修化

化学基礎
 ・ー ・ー
化学
 ・ー ・ー　・高分子化合物 必修化

高校での履修上は
2 項目選択だが，
東大・京大では
全項目指定

入試ではこれまでも
出題されていた

文
系

理
系

2015年度入試情報東大・京大

の出題範囲と変更点物理

の出題範囲と変更点数学

の出題範囲と変更点化学 の出題範囲と変更点生物

1997～2005 年度の
課程で出題あり

2005 年度以前は範囲に含ま
れるが，出題は少なかった

これまでも事実上、出題範囲
でよく出題されていた

これまでも事実上、出題範囲
で出題がみられた

削除
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	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）	 医

	95	 滋賀大学
	96	 滋賀医科大学（医学部
〈医学科〉）	 医

	97	 滋賀県立大学
	98	 京都大学（文系）
	99	 京都大学（理系）	 医

	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〉）	 医

	104	大阪大学（文系－前期日
程）CD

	105	大阪大学（理系－前期日
程）	 医

	106	大阪大学（後期日程）	 医

	107	大阪教育大学
	108	大阪市立大学（文系）
	109	大阪市立大学（理系）	 医

	110	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）

	111	大阪府立大学（工学域）
	112	神戸大学（文系－前期日
程）

	113	神戸大学（理系－前期日
程）	 医

	114	神戸大学（後期日程）
	115	神戸市外国語大学CD

	116	兵庫県立大学（経済・経
営・看護学部）

	117	兵庫県立大学（工・理・環
境人間学部）

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

	121	和歌山大学
	122	和歌山県立医科大学（医
学部）	 医

	123	鳥取大学	 医

	124	島根大学	 医

	125	岡山大学（文系）
	126	岡山大学（理系）	 医

	127	岡山県立大学
	128	広島大学（文系）
	129	広島大学（理系）	 医

	130	尾道市立大学	 推

	131	県立広島大学
	132	広島市立大学
	133	福山市立大学	 推

	134	山口大学（文系）
	135	山口大学（理系）	 医

	136	下関市立大学／山口県
立大学

	137	徳島大学	 医

	138	香川大学	 医

	139	愛媛大学	 医

	140	高知大学	 医

	141	高知工科大学	 推

	142	九州大学（文系－前期日程）
	143	九州大学（理系－前期日程）	医
	144	九州大学（後期日程）
	145	九州工業大学
	146	福岡教育大学
	147	北九州市立大学
	148	九州歯科大学
	149	福岡県立大学／福岡女
子大学

	150	佐賀大学	 医

	151	長崎大学（文系）	
	152	長崎大学（理系）	 医

	153	長崎県立大学	 推

	154	熊本大学（文・教育・法・
医〈看護〉学部）

	155	熊本大学（理・医〈看護を
除く〉・薬・工学部）	 医

	156	熊本県立大学
	157	大分大学（教育福祉科・
経済・医〈看護〉・工学部）

	158	大分大学（医学部〈医学
科〉）	 医

	159	宮崎大学（教育文化・医
〈看護〉・工・農学部）

	160	宮崎大学（医学部〈医学
科〉）	 医 	

	161	鹿児島大学（文系）
	162	鹿児島大学（理系）	 医

	163	琉球大学	 医

【医学部医学科　推薦・ＡＯ／
看護・医療系大学】

	164	〔国公立大〕医学部医学科	
推薦・ＡＯ入試	 医 推

	165	看護・医療系大学〈国公立	
東日本〉

	166	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】
	167	海上保安大学校／気象
大学校

	168	航空保安大学校
	169	国立看護大学校
	170	防衛大学校	 推

	171	防衛医科大学校（医学
科）	 医

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	 推

	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）	 医

	209	尚絅学院大学
	210	仙台大学	 推

	211	東北学院大学
	212	東北工業大学
	213	東北福祉大学
	214	東北薬科大学
	215	宮城学院女子大学	 推

【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（法〈B方
式〉・経営学部－個別学
部日程）

	218	青山学院大学（経済学部
－個別学部日程）

	219	青山学院大学（文・教育人
間科学部－個別学部日程）

	220	青山学院大学（総合文化
政策・社会情報学部－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	青山学院女子短期大学	推
	224	麻布大学（獣医学部）
	225	亜細亜大学
	226	跡見学園女子大学
	227	桜美林大学
	228	大妻女子大学・短期大学部
	229	嘉悦大学

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

	244	北里大学（薬学部）
	245	北里大学（看護・医療衛
生学部）

	246	北里大学（獣医・海洋生
命科学部）

	247	共立女子大学・短期大学
	248	杏林大学（医学部）	 医

	249	杏林大学（保健学部）
	250	慶應義塾大学（法学部）
	251	慶應義塾大学（経済学部）
	252	慶應義塾大学（商学部）
	253	慶應義塾大学（文学部）	推
	254	慶應義塾大学（総合政策
学部）

	255	慶應義塾大学（環境情報
学部）

	256	慶應義塾大学（理工学部）
	257	慶應義塾大学（医学部）	医
	258	慶應義塾大学（薬学部）
	259	慶應義塾大学（看護医療
学部）

	260	工学院大学
	261	國學院大學
	262	国際医療福祉大学
	263	国際基督教大学
	264	国士舘大学
	265	駒澤大学
	266	駒沢女子大学・短期大学
	267	埼玉医科大学（医学部）	医
	268	相模女子大学・短期大学部
	269	産業能率大学
	270	自治医科大学（医学部）	医
	271	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〉）
	272	実践女子大学・短期大学部	推
	273	芝浦工業大学
	274	淑徳大学
	275	順天堂大学（医学部）	 医

	276	順天堂大学（スポーツ健
康科・医療看護・保健看
護学部）	 推

	277	城西国際大学
	278	上智大学（神・総合人間科
〈心理・社会・社会福祉〉・法
〈法律・地球環境法〉・外国
語〈英語・フランス語・イス
パニア語・ロシア語〉学部）	

	279	上智大学（文・総合人間
科〈教育〉・法〈国際関係
法〉・外国語〈ドイツ語・
ポルトガル語〉学部）

	280	上智大学（経済・総合人
間科〈看護〉・総合グロー
バル学部）

	281	上智大学（理工学部）	
	282	湘南工科大学
	283	昭和大学（医学部）	 医

	284	昭和大学（歯・薬・保健医
療学部）

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

	293	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〉）

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

	296	聖心女子大学
	297	清泉女子大学
	298	聖徳大学・短期大学部
	299	聖マリアンナ医科大学	医
	300	聖路加国際大学	
	301	専修大学（スカラシップ・
全国入試）
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	302	専修大学（一般前期入試）
	303	大正大学
	304	大東文化大学
	305	高崎健康福祉大学	 推

	306	高千穂大学
	307	拓殖大学
	308	玉川大学
	309	多摩美術大学
	310	千葉科学大学
	311	千葉工業大学
	312	千葉商科大学
	313	中央大学（法〈法律〉学部
－一般入試）

	314	中央大学（法〈国際企業
関係法・政治〉学部－一
般入試）

	315	中央大学（経済学部－一
般入試）

	316	中央大学（商学部－一般
入試）

	317	中央大学（文学部－一般
入試）

	318	中央大学（総合政策学部
－一般入試）

	319	中央大学（理工学部－一
般入試）

	320	中央大学（統一入試）
	321	中央学院大学
	322	津田塾大学
	323	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）

	324	帝京大学（医学部）	 医

	325	帝京科学大学
	326	帝京平成大学	 推

	327	東海大学（医学部を除く）
	328	東海大学（医学部）	 医

	329	東京医科大学（医学部
〈医学科〉）	 医

	330	東京家政大学・短期大学部	推
	331	東京経済大学
	332	東京工科大学
	333	東京工芸大学
	334	東京国際大学
	335	東京歯科大学／日本歯
科大学／大阪歯科大学

	336	東京慈恵会医科大学（医

学部〈医学科〉）	 医

	 	東京慈恵会医科大学（医学部
〈看護学科〉）⇨ 271

	337	東京情報大学
	338	東京女子大学
	339	東京女子医科大学（医学部）	医
	340	東京電機大学
	341	東京都市大学
	342	東京農業大学
	343	東京薬科大学（薬学部）	推
	344	東京薬科大学（生命科学部）	推
	345	東京理科大学（理学部－
Ｂ方式）

	346	東京理科大学（理工学部
－Ｂ方式）

	347	東京理科大学（工・基礎
工学部－Ｂ方式）

	348	東京理科大学（薬学部－
Ｂ方式）

	349	東京理科大学（経営学部
－Ｂ方式）

	350	東京理科大学（Ｃ方式〈セ
ンター試験併用入試〉）

	351	東邦大学（医学部）	 医

	352	東邦大学（薬学部）
	353	東邦大学（理・看護学部）
	354	東洋大学（文・法・社会学部）
	355	東洋大学（経済・経営・国
際地域・ライフデザイ
ン・生命科・食環境科・理
工・総合情報学部）

	356	東洋英和女学院大学
	357	常磐大学・短期大学	 推

	358	獨協大学
	359	獨協医科大学（医学部）	医
	360	二松學舍大学
	361	日本大学（法学部）
	362	日本大学（経済学部）
	363	日本大学（商学部）
	364	日本大学（文理学部〈文系〉）
	365	日本大学（文理学部〈理系〉）
	366	日本大学（芸術学部）
	367	日本大学（国際関係学部）
	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）	 医

	372	日本大学（歯・松戸歯学部）

	373	日本大学（薬学部）
	374	日本医科大学	 医

	375	日本工業大学
	 	日本歯科大学⇨ 335
	376	日本獣医生命科学大学
	377	日本女子大学
	378	日本体育大学	 推

	379	白鷗大学（学特入試・一
般入試）

	380	フェリス女学院大学
	381	文教大学
	382	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）

	383	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）

	384	法政大学（経済・社会・現
代福祉・スポーツ健康学
部－Ａ方式）

	385	法政大学（情報科・デザ
イン工・理工・生命科学
部－Ａ方式）

	386	法政大学（Ｔ日程〈統一
日程入試〉）

	387	星薬科大学	 推

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

	393	明治大学（政治経済学部
－一般選抜入試）

	394	明治大学（商学部－一般
選抜入試）

	395	明治大学（経営学部－一
般選抜入試）

	396	明治大学（文学部－一般
選抜入試）

	397	明治大学（国際日本学部
－一般選抜入試）

	398	明治大学（情報コミュニ
ケーション学部－一般
選抜入試）

	399	明治大学（理工・総合数
理学部－一般選抜入試）

	400	明治大学（農学部－一般
選抜入試）

	401	明治大学（全学部統一入試）
	402	明治学院大学
	403	明治薬科大学	 推

	404	明星大学	 推

	405	目白大学
	406	横浜商科大学	 推

	407	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）

	408	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）

	409	立教大学（文学部－個別
学部日程）

	410	立教大学（理学部－個別
学部日程）

	411	立教大学（全学部日程）
	412	立正大学
	413	麗澤大学	 推

	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	 推

【中部の私立大学】
427	愛知大学
	428	愛知医科大学（医学部）	医
	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（歯学部）	 推

	434	金沢医科大学（医学部）	医
	435	金沢工業大学
	436	岐阜聖徳学園大学・短期
大学部	 推

	437	金城学院大学
	438	至学館大学・短期大学部	推
	439	椙山女学園大学
	440	大同大学	 推

	441	中京大学
	442	中部大学
	443	東海学園大学	 推

	444	名古屋外国語大学	 推

	445	名古屋学院大学
	446	名古屋学芸大学	 推

447	名古屋女子大学・短期大
学部	 推

	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）	医
	455	藤田保健衛生大学（医療
科学部）

	456	名城大学（法・経営・経
済・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	 推

	460	追手門学院大学	 推

	461	大阪医科大学（医学部）	医
	462	大阪学院大学	 推

	463	大阪経済大学	 推

	464	大阪経済法科大学	 推

	465	大阪工業大学	 推

	466	大阪国際大学・短期大学部	推
	 	大阪歯科大学⇨ 335	
467	大阪商業大学	 推

	468	大阪女学院大学・短期大学	推

	469	大阪薬科大学	 推

	470	大谷大学・短期大学部	 推

	471	大手前大学・短期大学	 推

	472	関西大学（法・経済・商・
政策創造・総合情報学部
－学部個別日程）

	473	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）

	474	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）

	475	関西大学（全学部日程・セ
ンター利用入試〈中期〉）

	476	関西大学（後期日程）
	477	関西医科大学	 医

	478	関西医療大学	 推

	479	関西外国語大学・短期大
学部	 推

	480	関西学院大学（社会・法
学部－学部個別日程）

	481	関西学院大学（経済・人
間福祉・国際学部－学部
個別日程）

	482	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）

	483	関西学院大学（文学部－
学部個別日程）

	484	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）

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

	487	畿央大学	 推

	488	京都外国語大学	 推

	489	京都学園大学	 推

	490	京都光華女子大学・短期
大学部	 推

	491	京都産業大学（公募推薦
入試）	 推

	492	京都産業大学（一般入試
〈前期日程〉）

	493	京都女子大学	 推

	494	京都ノートルダム女子
大学	 推
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	495	京都薬科大学	 推

	496	近畿大学・短期大学部
（推薦入試〈医学部を除
く〉）	 推

	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）	 医 推

	499	皇學館大学	 推

	500	甲南大学
	501	甲南女子大学	 推

	502	神戸学院大学	 推

	503	神戸松蔭女子学院大学	推
	504	神戸女学院大学	 推

	505	神戸女子大学・短期大学	推
	506	神戸薬科大学	 推

	507	四天王寺大学・短期大学
部	 推

	508	摂南大学（法・外国語・経
済・経営学部）	 推

	509	摂南大学（理工・薬・看護
学部）	 推

	510	千里金蘭大学	 推

	511	園田学園女子大学・短期
大学部	 推

	512	天理大学	 推

	513	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）

	514	同志社大学（文・経済学
部－学部個別日程）

	515	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）

	516	同志社大学（社会学部－
学部個別日程）

	517	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）

	518	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）

	519	同志社大学（全学部日程）
	520	同志社女子大学	 推

	521	奈良大学	 推

	522	阪南大学	 推

	523	姫路獨協大学	 推

	524	兵庫医科大学	 医

	525	兵庫医療大学	 推

	526	佛教大学	 推

	527	武庫川女子大学・短期大
学部	 推

	528	桃山学院大学	 推

	529	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）

	530	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）

	531	立命館大学（ＩＲ方式・
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）

	532	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）

	533	龍谷大学・短期大学部
（公募推薦入試）	 推

	534	龍谷大学・短期大学部
（一般入試）

【中国・四国の私立大学】
	535	岡山理科大学	 推

	536	川崎医科大学	 医

	537	吉備国際大学	 推

	538	倉敷芸術科学大学	 推

	539	就実大学	 推

	540	徳島文理大学（薬・香川
薬・人間生活・保健福祉
学部）

	541	ノートルダム清心女子
大学	 推

	542	広島経済大学
	543	広島工業大学	 推

	544	広島国際大学	 推

	545	広島修道大学
	546	福山大学／福山平成大学
	547	松山大学
	548	安田女子大学・短期大学	推

【九州の私立大学】
	549	九州産業大学
	550	九州保健福祉大学	 推

	551	熊本学園大学
	552	久留米大学（文・法・経
済・商学部）

	553	久留米大学（医学部〈医
学科〉）	 医

	554	産業医科大学（医学部）	医
	555	西南学院大学（神・商・経済・
国際文化学部－Ａ日程）

	556	西南学院大学（文・法・人
間科学部－Ａ日程）

	557	福岡大学（人文・法・経
済・商・理・工・医〈看護〉・
薬・スポーツ科学部）

	558	福岡大学（医学部〈医学
科〉）	 医

	559	福岡工業大学
	 	 立命館アジア太平洋大学
	 	 ⇨ 529,531,532

601	センター試験過去問研
究	英語 CD

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

701	東大の英語 25 カ年［第 7版］改
702	東大の英語リスニング
15 カ年［第 4版］CD 改

703	東大の文系数学 25カ年［第 7版］改
704	東大の理系数学 25カ年［第 7版］改
705	東大の現代文 25 カ年［第 7版］改
706	東大の古典 25 カ年［第 7版］改
707	東大の日本史 25 カ年［第 4版］改
708	東大の世界史 25 カ年［第 4版］改
709	東大の地理 25 カ年［第 4版］改
710	東大の物理 25 カ年［第 4版］改
711	東大の化学 25 カ年［第 4版］改
712	東大の生物 25 カ年［第 4版］改
713	京大の英語 25 カ年［第 7版］改
714	京大の文系数学 25 カ年［第 7版］改
715	京大の理系数学 25 カ年［第 7版］改
716	京大の国語 25 カ年［第 7版］改
717	京大の物理 25 カ年［第 4版］改

718	京大の化学 25 カ年［第 4版］改
719	東工大の英語 15 カ年［第 3版］改
720	東工大の数学 15 カ年［第 4版］改
721	一橋大の英語15カ年［第3版］
722	一橋大の数学15カ年［第3版］
723	北大の英語 15 カ年［第 3版］
724	北大の理系数学15カ年［第3版］
725	東北大の英語15カ年［第3版］
726	東北大の理系数学15カ年［第3版］
727	名大の英語 15 カ年［第 3版］
728	名大の理系数学 15 カ年［第 3版］
729	阪大の英語 20 カ年［第 4版］
730	阪大の理系数学 20 カ年［第 4版］
731	阪大の物理 20 カ年［第 3版］
732	阪大の化学 20 カ年
733	神戸大の英語15カ年［第4版］
734	九大の英語 15 カ年［第 3版］
735	九大の理系数学15カ年［第2版］
736	早稲田の英語［第6版］改
737	早稲田の国語［第4版］改
738	早稲田の日本史［第4版］改
739	慶應の英語［第6版］改
740	上智大の英語［第3版］改
741	明治大の英語［第4版］
742	青山学院大の英語［第4版］
743	立教大の英語［第4版］
744	中央大の英語［第4版］
745	法政大の英語［第4版］
746	同志社大の英語［第6版］改
747	立命館大の英語［第6版］改
748	関西大の英語［第6版］改
749	関西学院大の英語［第6版］改

751	〔国公立大〕医学部の英語
752	私立医大の英語〔長文読解編〕
753	私立医大の英語〔文法・語法編〕
754	医学部の実戦小論文

761	体系英語長文
762	体系英作文
763	体系物理［第6版］

771	国公立大の英単語
772	早慶上智の英単語
773	マルチ英単語 600
774	マルチ英熟語 270
775	医歯薬系の英単語［改訂版］
776	医系小論文	最頻出論点 20［改訂版］
777	医学部の面接［改訂版］
778	センター日本史〔文化史〕
779	センター現代社会
780	心理学科をめざすあなたへ［改訂版］
781	デザイン系学科をめざすあなたへ
782	医学部学士編入をめざすあなたへ

791	風呂で覚える英単語［3訂版］
792	風呂で覚える英熟語
793	風呂で覚える古文単語［改訂版］
794	風呂で覚える古文文法
795	風呂で覚える漢文
796	風呂で覚える日本史〔年代〕
797	風呂で覚える世界史〔年代〕
798	風呂で覚える倫理
799	風呂で覚える百人一首

801	センター英語〔発音・アクセン
ト・文法・会話〕	満点のコツ新

802	センター数学Ⅰ・A		満点のコツ新
803	センター数学Ⅱ・B		満点のコツ新
804	センター現代文	満点のコツ［改訂版］改
805	センター古文	満点のコツ［第 3版］改
806	センター漢文	満点のコツ［改訂版］改

811	東大の英単語
812	著者に注目！	現代文問題集
813	つながる	世界史年代新
814	赤本手帳（2015年度受験用）
815	大学生になる前に知って
おきたいこと
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難関校過去問シリーズ

701 東大の英語25カ年[第7版]
702 東大の英語リスニング15カ年[第4版]
703 東大の文系数学25カ年[第7版]
704 東大の理系数学25カ年[第7版]
705 東大の現代文25カ年[第7版]
706 東大の古典25カ年[第7版]
707 東大の日本史25カ年[第4版]
708 東大の世界史25カ年[第4版]
709 東大の地理25カ年[第4版]
710 東大の物理25カ年[第4版]
711 東大の化学25カ年[第4版]
712 東大の生物25カ年[第4版]
713 京大の英語25カ年[第7版]
714 京大の文系数学25カ年[第7版]
715 京大の理系数学25カ年[第7版]
716 京大の国語25カ年[第7版]
717 京大の物理25カ年[第4版]
718 京大の化学25カ年[第4版]
719 東工大の英語15カ年[第3版]
720 東工大の数学15カ年[第4版]
721 一橋大の英語15カ年[第3版]
722 一橋大の数学15カ年[第3版]
723 北大の英語15カ年[第3版]
724 北大の理系数学15カ年[第3版]
725 東北大の英語15カ年[第3版]

726 東北大の理系数学15カ年[第3版]
727 名大の英語15カ年[第3版]
728 名大の理系数学15カ年[第3版]
729 阪大の英語20カ年[第4版]
730 阪大の理系数学20カ年[第4版]
731 阪大の物理20カ年[第3版]
732 阪大の化学20カ年
733 神戸大の英語15カ年[第4版]
734 九大の英語15カ年[第3版]
735 九大の理系数学15カ年[第2版]
736 早稲田の英語[第6版]
737 早稲田の国語[第4版]
738 早稲田の日本史[第4版]
739 慶應の英語[第6版]
740 上智大の英語[第3版]
741 明治大の英語[第4版]
742 青山学院大の英語[第4版]
743 立教大の英語[第4版]
744 中央大の英語[第4版]
745 法政大の英語[第4版]
746 同志社大の英語[第6版]
747 立命館大の英語[第6版]
748 関西大の英語[第6版]
749 関西学院大の英語[第6版]
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2014年改訂　　　リスニングCD2枚つき改

科目ごとに
重点対策！


