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赤本 検索http://akahon.net/

先生専用発注ページ
前年の注文履歴をコピー，
そのまま発注
地域ごとに一括注文
マイページで
出荷状況を確認

赤本の発注はWeb上で
簡単にできます
赤本の発注はWeb上で
簡単にできます

登録した赤本の発売日前日に，
お知らせメールが届きます。

赤本発売日お知らせメール

2018年3月〜�
� 2019年3月

⎛
⎝

⎞
⎠学校用ご注文書’19

当送信表を1枚目にしてお渡しください。
学校ご記入欄
貴校名（必須） 部署名 ご担当者名（必須）

お電話番号 FAX番号 合計冊数

冊

上の太枠内をご記入の上，	
お出入りの書店（教科書，教材を購入されている書店）へ	
お渡しください（納品，請求はお出入りの書店を通して行います）。

書店ご使用欄
書店名 ご担当者名 番線印

お電話番号 FAX番号

ご注文の際には，当送信表をつけて FAX ／ご郵送をお願いいたします。

	 	FAX 0120-245-241 
〒606-0031　京都市左京区岩倉南桑原町56�
TEL�075-721-6500�
http://akahon.net/

「大学入試シリーズ」は5〜10月にかけて順次刊行いたします。最新の刊行状況・刊行予定は赤本ウェブサイトで
ご確認になれます。部数に限りがあるため，直前期は品切れとなることがあります。予約注文をおすすめいたします。



2019年版　大学入試シリーズ（赤本）【国公立大学】

小計❶ 冊
予価はすべて税別です。
価格は変更することがあります。

No. 書　　名 注文数 予価
1 北海道大学（文系−前期日程） ¥1980
2 北海道大学（理系−前期日程）� 医 ¥1980
3 北海道大学（後期日程） ¥2300
4 旭川医科大学（医学部〈医学科〉）� 医 ¥2800
5 小樽商科大学 ¥1900
6 帯広畜産大学 ¥2200
7 北海道教育大学 ¥1900
8 室蘭工業大学／北見工業大学 ¥1900
9 釧路公立大学 ¥1900

10 公立はこだて未来大学� 推 ¥1900
11 札幌医科大学（医学部）� 医 ¥3200
12 弘前大学� 医 ¥2200
13 岩手大学 ¥2300

14 岩手県立大学・盛岡短期大学部・宮古短期大学部 ¥1900

15 東北大学（文系−前期日程） ¥1980
16 東北大学（理系−前期日程）� 医 ¥1980
17 東北大学（後期日程） ¥2100
18 宮城教育大学 ¥1900
19 宮城大学 ¥1980
20 秋田大学� 医 ¥2100
21 秋田県立大学 ¥1900
22 国際教養大学 ¥1900
23 山形大学� 医 ¥2200
24 福島大学 ¥2100
25 会津大学 ¥1900
26 福島県立医科大学（医学部）� 医 ¥3400
27 茨城大学（文系） ¥1900
28 茨城大学（理系） ¥1980
29 筑波大学（推薦入試）� 医 推 ¥2200
30 筑波大学（前期日程）� 医 ¥2400
31 筑波大学（後期日程） ¥1980
32 宇都宮大学 ¥1980
33 群馬大学� 医 ¥2400
34 群馬県立女子大学 ¥1900
35 高崎経済大学 ¥1980
36 前橋工科大学 ¥1900
37 埼玉大学（文系） ¥1980
38 埼玉大学（理系） ¥1980
39 千葉大学（文系−前期日程） ¥2100
40 千葉大学（理系−前期日程）� 医 ¥2300
41 千葉大学（文系−後期日程） ¥1980
42 千葉大学（理系−後期日程）� 医 ¥2200
43 東京大学（文科）CD ¥2100
44 東京大学（理科）CD� 医 ¥2100
45 お茶の水女子大学 ¥2200
46 電気通信大学 ¥1980
47 東京医科歯科大学� 医 ¥3400
48 東京外国語大学 CD ¥2200
49 東京海洋大学 ¥1980
50 東京学芸大学 ¥2100
51 東京芸術大学 ¥1900
52 東京工業大学 ¥1980
53 東京農工大学 ¥2100
54 一橋大学（前期日程）CD ¥2100
55 一橋大学（後期日程） ¥1980
56 首都大学東京（文系） ¥2100
57 首都大学東京（理系） ¥2300
58 横浜国立大学（文系） ¥2100
59 横浜国立大学（理系） ¥2200

No. 書　　名 注文数 予価

60 横浜市立大学（国際総合科・データサイエンス・医〈看護〉学部） ¥1980

61 横浜市立大学（医学部〈医学科〉）� 医 ¥3400

62 新潟大学（人文・教育〈文系〉・法・経済・医〈看護〉・創生学部） ¥1980

63 新潟大学（教育〈理系〉・理・医〈看護を除く〉・歯・工・農学部）� 医 ¥2100

64 富山大学（文系） ¥1900
65 富山大学（理系）� 医 ¥2200
66 富山県立大学 ¥1900
67 金沢大学（前期日程）� 医 ¥2100
68 金沢大学（後期日程） ¥2100

69 福井大学（教育・医〈看護〉・工・国際地域学部） ¥1980

70 福井大学（医学部〈医学科〉）� 医 ¥3200
71 福井県立大学 ¥1900

72 山梨大学（教育・医〈看護〉・工・生命環境学部） ¥1980

73 山梨大学（医学部〈医学科〉）� 医 ¥2800
74 都留文科大学 ¥1900
75 信州大学（文系−前期日程） ¥2100
76 信州大学（理系−前期日程）� 医 ¥1980
77 信州大学（後期日程） ¥2100
78 公立諏訪東京理科大学� 新 ¥1400
79 岐阜大学（前期日程）� 医 ¥1980
80 岐阜大学（後期日程）� 医 ¥2200
81 岐阜薬科大学 ¥2100
82 静岡大学（前期日程） ¥1980
83 静岡大学（後期日程） ¥2100
84 浜松医科大学（医学部〈医学科〉）� 医 ¥3400
85 静岡県立大学 ¥1980
86 静岡文化芸術大学 ¥1900
87 名古屋大学（文系） ¥1980
88 名古屋大学（理系）� 医 ¥1980
89 愛知教育大学 ¥2100
90 名古屋工業大学 ¥2100
91 愛知県立大学 ¥1900

92 名古屋市立大学（経済・人文社会・芸術工・看護・総合生命理学部） ¥1980

93 名古屋市立大学（医学部）� 医 ¥3400
94 名古屋市立大学（薬学部） ¥2200
95 三重大学（人文・教育・医〈看護〉学部） ¥1980
96 三重大学（医〈医〉・工・生物資源学部）�医 ¥2200
97 滋賀大学 ¥1980
98 滋賀医科大学（医学部〈医学科〉）� 医 ¥3200
99 滋賀県立大学 ¥1980

100 京都大学（文系） ¥1980
101 京都大学（理系）� 医 ¥1980
102 京都教育大学 ¥1900
103 京都工芸繊維大学 ¥1980
104 京都府立大学 ¥2100
105 京都府立医科大学（医学部〈医学科〉）�医 ¥3400
106 大阪大学（文系）CD ¥1980
107 大阪大学（理系）� 医 ¥1980
108 大阪教育大学 ¥1980

109 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） ¥1980

110 大阪市立大学（理・工・医〈医〉・生活科〈食品栄養科〉学部）� 医 ¥2100

111 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） ¥2200

112 大阪府立大学（工学域） ¥1980

No. 書　　名 注文数 予価
113 神戸大学（文系−前期日程） ¥1980
114 神戸大学（理系−前期日程）� 医 ¥1980
115 神戸大学（後期日程） ¥2200
116 神戸市外国語大学 CD ¥2100
117 兵庫県立大学（経済・経営・看護学部） ¥1900
118 兵庫県立大学（工・理・環境人間学部） ¥2100
119 奈良教育大学 ¥1980
120 奈良女子大学 ¥1980
121 奈良県立医科大学（医学部〈医学科〉）�医 ¥3400
122 和歌山大学 ¥1980
123 和歌山県立医科大学（医学部）� 医 ¥3200
124 鳥取大学� 医 ¥1980
125 公立鳥取環境大学� 新 ¥1900
126 島根大学� 医 ¥2200
127 岡山大学（文系） ¥1980
128 岡山大学（理系）� 医 ¥2200
129 岡山県立大学 ¥1980
130 広島大学（文系） ¥2200
131 広島大学（理系）� 医 ¥2300
132 尾道市立大学� 推 ¥1900
133 県立広島大学 ¥1980
134 広島市立大学 ¥1900
135 福山市立大学� 推 ¥1900

136 山口大学（人文・教育〈文系〉・経済・医〈看護〉・国際総合科学部） ¥1900

137 山口大学（教育〈理系〉・理・医〈看護を除く〉・工・農・共同獣医学部）� 医 ¥2100

138 下関市立大学／山口県立大学 ¥1900
139 徳島大学� 医 ¥1980
140 香川大学� 医 ¥2100
141 愛媛大学� 医 ¥2300
142 高知大学� 医 ¥2100
143 高知工科大学 ¥1980
144 九州大学（文系−前期日程） ¥1980
145 九州大学（理系−前期日程）� 医 ¥1980
146 九州大学（後期日程） ¥2200
147 九州工業大学 ¥1980
148 福岡教育大学 ¥1980
149 北九州市立大学 ¥1980
150 九州歯科大学 ¥2800
151 福岡県立大学／福岡女子大学 ¥1980
152 佐賀大学� 医 ¥2100
153 長崎大学（文系） ¥1980
154 長崎大学（理系）� 医 ¥2100
155 長崎県立大学� 推 ¥1980
156 熊本大学（文・教育・法・医〈看護〉学部） ¥1980

157 熊本大学（理・医〈看護を除く〉・薬・工学部）� 医 ¥1980

158 熊本県立大学 ¥1900

159 大分大学（教育・経済・医〈看護〉・理工・福祉健康科学部） ¥1980

160 大分大学（医学部〈医学科〉）� 医 ¥2800

161 宮崎大学（教育・医〈看護〉・工・農・地域資源創成学部） ¥2200

162 宮崎大学（医学部〈医学科〉）� 医 ¥2800
163 鹿児島大学（文系） ¥1900
164 鹿児島大学（理系）� 医 ¥1980
165 琉球大学� 医 ¥2200

小計❷ 冊 小計❸ 冊
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医　医学部医学科を含む
推 　推薦入試を含む
CD　リスニング CD つき

新 　2018 年 新刊
改 　2018 年 改訂

赤本は一般入試を中心に掲載しています。推薦入試を掲載しているものには推を表示しています。社会人
入試などの特別入試は掲載していません。試験日程や試験方式が多い場合は，一部を割愛していること
があります。また，著作権や編集上の都合で，問題や解答例の一部を割愛していることがあります。



No. 書　　名 注文数 予価
173 防衛大学校� 推 ¥2800
174 防衛医科大学校（医学科）� 医 ¥3400
175 防衛医科大学校（看護学科） ¥2400

2019年版　大学入試シリーズ（赤本）【国公立大学その他】

2019年版　大学入試シリーズ（赤本）【私立大学】

予価はすべて税別です。
価格は変更することがあります。

No. 書　　名 注文数 予価

166〔国公立大〕医学部医学科�推薦・AO入試� 医 推 ¥2800

167
看護・医療系大学〈国公立�東日本〉
旭川医科大学（医学部看護学科）／青森県立保健大
学／福島県立医科大学（看護学部）／茨城県立医療
大学／埼玉県立大学／神奈川県立保健福祉大学

¥2600

168
看護・医療系大学〈国公立�中日本〉
新潟県立看護大学／石川県立看護大学／山梨県
立大学（看護学部）／長野県看護大学／岐阜県立
看護大学／浜松医科大学（医学部看護学科）／三
重県立看護大学

¥2600

No. 書　　名 注文数 予価

169

看護・医療系大学〈国公立�西日本〉
滋賀医科大学（医学部看護学科）／京都府立医科
大学（医学部看護学科）／神戸市看護大学／奈良
県立医科大学（医学部看護学科）／和歌山県立医
科大学（保健看護学部）／愛媛県立医療技術大学
／高知県立大学（看護学部）／大分県立看護科学
大学／宮崎県立看護大学

¥2600

170 海上保安大学校／気象大学校 ¥2400
171 航空保安大学校 ¥2200
172 国立看護大学校 ¥2400

No. 書　　名 注文数 予価
北海道の大学（50音順）
201 札幌大学・女子短期大学部 ¥1900
202 札幌学院大学� 推 ¥1980
203 北星学園大学・短期大学部 ¥2200
204 北海学園大学 ¥2400
205 北海道医療大学 ¥3400
206 北海道科学大学� 新 ¥1900
207 酪農学園大学（獣医学群〈獣医学類〉） ¥2800
東北の大学（50音順）
208 岩手医科大学（医・歯・薬学部）� 医 ¥3600
209 尚絅学院大学 ¥1980
210 仙台大学� 推 ¥1800
211 東北医科薬科大学（医・薬学部）� 医 ¥3400
212 東北学院大学 ¥1980
213 東北工業大学 ¥1980
214 東北福祉大学 ¥1980
215 宮城学院女子大学� 推 ¥1980
関東の大学（50音順）
あ行（関東の大学）
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） ¥2100

217 青山学院大学（経済〈A方式〉学部−個別学部日程） ¥1980

218 青山学院大学（経営〈A方式〉学部−個別学部日程） ¥1980

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） ¥2300

220
青山学院大学（総合文化政策・地球社
会共生・経済〈B方式〉・法〈B方式〉・経
営〈B・C方式〉学部−個別学部日程）

¥2100

221 青山学院大学（理工学部−個別学部日程） ¥2100

222 青山学院大学（全学部日程） ¥2100
223 麻布大学 ¥3600
224 亜細亜大学 ¥1900
225 跡見学園女子大学 ¥1980
226 桜美林大学 ¥1980
227 大妻女子大学・短期大学部 ¥1900
か行（関東の大学）
228 学習院大学（法学部） ¥1980
229 学習院大学（経済学部） ¥1980
230 学習院大学（文学部） ¥1980
231 学習院大学（国際社会科学部） ¥1980
232 学習院大学（理学部） ¥1980
233 学習院女子大学 ¥1980
234 神奈川大学（給費生試験） ¥1980
235 神奈川大学（一般入試） ¥1980
236 神奈川工科大学 ¥2100
237 鎌倉女子大学・短期大学部 ¥1900
238 川村学園女子大学 ¥1900
239 神田外語大学 ¥1980
240 関東学院大学 ¥1980
241 北里大学（理学部） ¥2200
242 北里大学（医学部）� 医 ¥3600
243 北里大学（薬学部） ¥2400
244 北里大学（看護・医療衛生学部） ¥2400
245 北里大学（獣医・海洋生命科学部） ¥2800
246 共立女子大学・短期大学 ¥2300
247 杏林大学（医学部）� 医 ¥3600

No. 書　　名 注文数 予価
248 杏林大学（保健学部） ¥2400
249 慶應義塾大学（法学部） ¥1980
250 慶應義塾大学（経済学部） ¥1980
251 慶應義塾大学（商学部） ¥1980
252 慶應義塾大学（文学部）� 推 ¥1980
253 慶應義塾大学（総合政策学部） ¥1980
254 慶應義塾大学（環境情報学部） ¥1980
255 慶應義塾大学（理工学部） ¥1980
256 慶應義塾大学（医学部）� 医 ¥2100
257 慶應義塾大学（薬学部） ¥2100
258 慶應義塾大学（看護医療学部） ¥1980
259 工学院大学 ¥1980
260 國學院大學 ¥1980
261 国際医療福祉大学� 医 ¥2200
262 国際基督教大学 ¥1980
263 国士舘大学 ¥1980
264 駒澤大学（一般入試T方式・S方式） ¥2200
265 駒澤大学（全学部統一日程入試） ¥1980
さ行（関東の大学）
266 埼玉医科大学（医学部）� 医 ¥3600
267 相模女子大学・短期大学部 ¥1800
268 産業能率大学 ¥2200
269 自治医科大学（医学部）� 医 ¥3600

270 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〉） ¥2800

271 実践女子大学・短期大学部� 推 ¥2300

272 芝浦工業大学（前期日程、英語資格・検定試験利用方式） ¥1980

273 芝浦工業大学（全学統一日程・後期日程） ¥1980

274 十文字学園女子大学 ¥1900
275 淑徳大学 ¥1900
276 順天堂大学（医学部）� 医 ¥3600

277 順天堂大学（スポーツ健康科・国際教養学部）� 推 ¥2100

278 順天堂大学（医療看護・保健看護学部）�推 ¥1980
279 城西国際大学 ¥1900

280
上智大学（神・総合人間科〈心理・看
護〉・経済〈経済〉・外国語〈ドイツ語・
ポルトガル語〉学部）

¥2300

281
上智大学（総合人間科〈社会〉・法〈法
律・地球環境法〉・経済〈経営〉・外国語
〈英語・フランス語・イスパニア語・ロ
シア語〉学部）

¥2400

282
上智大学（文・総合人間科〈教育・社
会福祉〉・法〈国際関係法〉・総合グロ
ーバル学部）

¥2400

283 上智大学（理工学部） ¥1980
284 上智大学（TEAP利用型） ¥2200
285 湘南工科大学 ¥1900
286 昭和大学（医学部）� 医 ¥3600
287 昭和大学（歯・薬・保健医療学部） ¥2800
288 昭和女子大学 ¥1900
289 昭和薬科大学 ¥2400
290 女子栄養大学・短期大学部 ¥1980
291 白百合女子大学 ¥1900
292 成蹊大学（法学部−A方式） ¥1980
293 成蹊大学（経済学部−A方式） ¥2100
294 成蹊大学（文学部−A方式） ¥1980
295 成蹊大学（理工学部−A方式） ¥1980

No. 書　　名 注文数 予価

296 成蹊大学（E方式〈全学部統一入試〉・P方式〈センター併用入試〉） ¥1980

297 成城大学（経済・法学部） ¥1980

298 成城大学（文芸・社会イノベーション学部） ¥1980

299 聖心女子大学 ¥1900
300 清泉女子大学 ¥1900
301 聖徳大学・短期大学部 ¥1980
302 聖マリアンナ医科大学� 医 ¥3600
303 聖路加国際大学（看護学部） ¥2400
304 専修大学（スカラシップ・全国入試） ¥1980
305 専修大学（学部個別入試） ¥2200
306 専修大学（全学部統一入試） ¥1980
た行（関東の大学）
307 大正大学 ¥1980
308 大東文化大学 ¥1980
309 高崎健康福祉大学� 推 ¥1980
310 高千穂大学 ¥1980
311 拓殖大学 ¥2100
312 玉川大学 ¥1980
313 多摩美術大学 ¥1980
314 千葉科学大学 ¥1900
315 千葉工業大学 ¥1980
316 千葉商科大学 ¥1900

317 中央大学（法〈法律・国際企業関係法〉学部−一般入試・センター併用方式） ¥1980

318 中央大学（法〈政治〉学部−一般入試・センター併用方式） ¥1980

319
中央大学（経済学部−一般入試・英
語外部検定試験利用入試・センター
併用方式）

¥2300

320 中央大学（商学部−一般入試・センター併用方式） ¥2300

321 中央大学（文学部−一般入試・英語外部検定試験利用入試） ¥1980

322
中央大学（総合政策学部−一般入
試・英語外部検定試験利用入試・セ
ンター併用方式）

¥1900

323 中央大学（理工学部−一般入試・センター併用方式） ¥2100

324 中央大学（統一入試） ¥2100
325 中央学院大学 ¥1800
326 津田塾大学 ¥2100

327 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） ¥2100

328 帝京大学（医学部）� 医 ¥3200
329 帝京科学大学� 推 ¥2100
330 帝京平成大学� 推 ¥1980
331 東海大学（文系・理系学部統一入試）�新 ¥1980

332 東海大学（一般入試A方式〈医学部医学科を除く〉） ¥2200

333 東海大学（医学部〈医学科〉）� 医 ¥3600
334 東京医科大学（医学部〈医学科〉）� 医 ¥3600
335 東京家政大学・短期大学部� 推 ¥2300
336 東京経済大学 ¥1980
337 東京工科大学 ¥1980
338 東京工芸大学 ¥1980
339 東京国際大学 ¥1980

小計❺ 冊

小計❹ 冊

小計❻ 冊 小計❼ 冊

枚目
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掲載している入試の種類や試験科目，収載年数などの詳細については，それぞれの本の目次や
赤本ウェブサイトでご確認になれます。 赤本ウェブサイト



2019年版　大学入試シリーズ（赤本）【私立大学】

予価はすべて税別です。
価格は変更することがあります。

No. 書　　名 注文数 予価

340 東京歯科大学／日本歯科大学／大阪歯科大学（歯学部） ¥3600

341 東京慈恵会医科大学（医学部〈医学科〉）�医 ¥3600
東京慈恵会医科大学（医学部〈看護学科〉）☞270
342 東京情報大学 ¥1980
343 東京女子大学 ¥2300
344 東京女子医科大学（医学部）� 医 ¥3600
345 東京電機大学 ¥1980
346 東京都市大学 ¥2200
347 東京農業大学 ¥1980
348 東京薬科大学（薬学部）� 推 ¥2800
349 東京薬科大学（生命科学部）� 推 ¥2800
350 東京理科大学（理学部−B方式） ¥2300
351 東京理科大学（理工学部−B方式） ¥2300

352 東京理科大学（工・基礎工学部−B方式） ¥2300

353 東京理科大学（薬学部−B方式） ¥2300
354 東京理科大学（経営学部−B方式） ¥1980

355 東京理科大学（C方式・グローバル方式） ¥1980

356 東邦大学（医学部）� 医 ¥3600
357 東邦大学（薬学部） ¥2400
358 東邦大学（理・看護・健康科学部） ¥2100

359
東洋大学（文・法・国際観光・情報連
携・ライフデザイン・理工・総合情報
学部）

¥2300

360 東洋大学（経済・経営・社会・国際・生命科・食環境科学部） ¥2200

361 東洋英和女学院大学 ¥2100
362 常磐大学・短期大学� 推 ¥1800
363 獨協大学 ¥2200
364 獨協医科大学（医学部）� 医 ¥3600
な行（関東の大学）
365 二松學舍大学 ¥1980
366 日本大学（法学部） ¥1980
367 日本大学（経済学部） ¥1980
368 日本大学（商学部） ¥1980
369 日本大学（文理学部〈文系〉） ¥2100
370 日本大学（文理学部〈理系〉） ¥1980
371 日本大学（芸術学部） ¥1980
372 日本大学（国際関係学部） ¥1900
373 日本大学（危機管理・スポーツ科学部） ¥1980
374 日本大学（理工学部） ¥1900
375 日本大学（生産工・工学部） ¥1980
376 日本大学（生物資源科学部） ¥1980
377 日本大学（医学部）� 医 ¥3600
378 日本大学（歯・松戸歯学部） ¥3600
379 日本大学（薬学部） ¥2400
380 日本大学（N方式）� 医 ¥1980
381 日本医科大学� 医 ¥3600
382 日本工業大学 ¥1980
日本歯科大学☞340
383 日本獣医生命科学大学 ¥3400
384 日本女子大学 ¥2300
385 日本体育大学 ¥1980
は行（関東の大学）
386 白鷗大学（学特入試・一般入試） ¥1980
387 フェリス女学院大学 ¥1980
388 文教大学 ¥1980

389 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） ¥1980

390 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） ¥2400

391 法政大学（経済・社会・現代福祉・スポーツ健康学部−A方式） ¥2300

392 法政大学（情報科・デザイン工・理工・生命科学部−A方式） ¥2200

393 法政大学（T日程〈統一日程〉・英語外部試験利用入試） ¥1980

394 星薬科大学� 推 ¥2800
ま行（関東の大学）
395 武蔵大学 ¥2100
396 武蔵野大学 ¥2200

No. 書　　名 注文数 予価
397 武蔵野美術大学 ¥1980
398 明海大学 ¥1800
399 明治大学（法学部−一般選抜入試） ¥1980

400 明治大学（政治経済学部−一般選抜入試） ¥1980

401 明治大学（商学部−一般選抜入試） ¥1980
402 明治大学（経営学部−一般選抜入試） ¥1980
403 明治大学（文学部−一般選抜入試） ¥1980

404 明治大学（国際日本学部−一般選抜入試） ¥1980

405 明治大学（情報コミュニケーション学部−一般選抜入試） ¥1980

406 明治大学（理工・総合数理学部−一般選抜入試） ¥1980

407 明治大学（農学部−一般選抜入試） ¥2100
408 明治大学（全学部統一入試） ¥2200
409 明治学院大学（A日程） ¥1980
410 明治学院大学（全学部日程） ¥1980
411 明治薬科大学� 推 ¥2400
412 明星大学 ¥1980
413 目白大学・短期大学部 ¥1980
や・ら・わ行（関東の大学）
414 横浜商科大学� 推 ¥1980

415
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）

¥2200

416
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）

¥2200

417 立教大学（文学部−個別学部日程） ¥1980
418 立教大学（理学部−個別学部日程） ¥1980
419 立教大学（全学部日程） ¥2100
420 立正大学 ¥1980
421 早稲田大学（法学部） ¥2100
422 早稲田大学（政治経済学部） ¥1980
423 早稲田大学（商学部） ¥1980
424 早稲田大学（社会科学部） ¥1980
425 早稲田大学（文学部） ¥1980
426 早稲田大学（文化構想学部） ¥1980
427 早稲田大学（教育学部〈文科系〉） ¥2100
428 早稲田大学（教育学部〈理科系〉） ¥1980
429 早稲田大学（人間科学部） ¥1980
430 早稲田大学（スポーツ科学部） ¥1980
431 早稲田大学（国際教養学部） ¥1980

432 早稲田大学（基幹理工・創造理工・先進理工学部） ¥1980

433 和洋女子大学� 推 ¥1900
中部の大学（50音順）
434 愛知大学 ¥2200
435 愛知医科大学（医学部）� 医 ¥3600

436 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 ¥2200

437 愛知学院大学（歯・薬学部） ¥2800
438 愛知工業大学 ¥1980
439 愛知淑徳大学 ¥2100
440 朝日大学� 推 ¥1900
441 金沢医科大学（医学部）� 医 ¥3200
442 金沢工業大学 ¥1980
443 岐阜聖徳学園大学・短期大学部� 推 ¥1980
444 金城学院大学 ¥1980
445 至学館大学・短期大学部� 推 ¥1980
446 椙山女学園大学 ¥1980
447 大同大学� 推 ¥1900
448 中京大学 ¥2200
449 中部大学 ¥2200
450 名古屋外国語大学� 推 ¥1980
451 名古屋学院大学 ¥1980
452 名古屋学芸大学� 推 ¥1980
453 名古屋女子大学・短期大学部� 推 ¥1800

454 南山大学（外国語〈英米〉・法・総合政策・国際教養学部） ¥2100

No. 書　　名 注文数 予価

455 南山大学（人文・外国語〈英米を除く〉・経済・経営・理工学部） ¥2400

456 新潟国際情報大学 ¥1800
457 日本福祉大学 ¥1980
458 福井工業大学 ¥1980
459 藤田保健衛生大学（医学部）� 医 ¥3600
460 藤田保健衛生大学（医療科学部） ¥2100

461 名城大学（法・経営・経済・外国語・人間・都市情報学部） ¥1980

462 名城大学（理工・農・薬学部） ¥1980
463 山梨学院大学 ¥1980
近畿の大学（50音順）
464 藍野大学� 推 ¥1900
465 追手門学院大学� 推 ¥1980
466 大阪医科大学（医学部）� 医 ¥3600
467 大阪学院大学� 推 ¥2100
468 大阪経済大学� 推 ¥1980
469 大阪経済法科大学� 推 ¥1900
470 大阪工業大学� 推 ¥2200
471 大阪国際大学・短期大学部� 推 ¥1800
大阪歯科大学（歯学部）☞340
472 大阪商業大学� 推 ¥1980
473 大阪女学院大学・短期大学� 推 ¥1800
474 大阪薬科大学� 推 ¥2800
475 大手前大学・短期大学� 推 ¥1980

476 関西大学（法・経済・商・政策創造・総合情報学部−学部個別日程） ¥2300

477 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） ¥2300

478 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） ¥2100

479 関西大学（全学部日程・センター利用入試〈中期〉） ¥2100

480 関西大学（後期日程） ¥1980
481 関西医科大学（医学部）� 医 ¥3600
482 関西医療大学� 推 ¥1900
483 関西外国語大学・短期大学部� 推 ¥1980

484 関西学院大学（社会・法学部−学部個別日程） ¥1980

485 関西学院大学（経済〈文系型〉・人間福祉・国際学部−学部個別日程） ¥1980

486
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）

¥1980

487 関西学院大学（文学部−学部個別日程） ¥1980

488
関西学院大学（理工・経済〈理系型〉・
教育〈理系型〉・総合政策〈理系型〉学
部−学部個別日程）

¥1980

489 関西学院大学（全学日程） ¥2200
490 関西学院大学（関学独自方式日程） ¥1900
491 畿央大学� 推 ¥2300
492 京都外国語大学� 推 ¥1900
493 京都光華女子大学・短期大学部� 推 ¥2100
494 京都産業大学（公募推薦入試）� 推 ¥1980
495 京都産業大学（一般入試〈前期日程〉） ¥2100
496 京都女子大学� 推 ¥1980
497 京都橘大学� 推 ¥1980
498 京都ノートルダム女子大学� 推 ¥1900
499 京都薬科大学� 推 ¥2400

500 近畿大学・短期大学部（推薦入試〈医学部を除く〉）� 推 ¥2100

501 近畿大学・短期大学部（一般入試前期〈医学部を除く〉） ¥2200

502 近畿大学（医学部−推薦入試・一般入試前期）� 医 推 ¥3600

503 近畿大学・短期大学部（一般入試後期）�医 新 ¥2200
504 皇學館大学� 推 ¥1800
505 甲南大学 ¥1980
506 神戸学院大学� 推 ¥2100
507 神戸松蔭女子学院大学� 推 ¥1980
508 神戸女学院大学� 推 ¥1980
509 神戸女子大学・短期大学� 推 ¥2200
510 神戸薬科大学� 推 ¥2800
511 四天王寺大学・短期大学部� 推 ¥1900

小計❽ 冊 小計❾ 冊 小計❿ 冊

枚目

枚中
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価格はすべて税別です。

※夏刊行予定

難関校過去問シリーズ

価格はすべて税別です。

No. 書　　名 注文数 価格
601 センター試験過去問研究�英語 CD ¥880

602 センター試験過去問研究�� 数学Ⅰ・A／Ⅱ・B ¥880

603 センター試験過去問研究�国語 ¥880
604 センター試験過去問研究�日本史B ¥880
605 センター試験過去問研究�世界史B ¥880
606 センター試験過去問研究�地理B ¥880

No. 書　　名 注文数 価格
607 センター試験過去問研究�現代社会 ¥880

608 センター試験過去問研究�� 倫理／倫理，政治・経済 ¥880

609 センター試験過去問研究�� 政治・経済／倫理，政治・経済 ¥880

610 センター試験過去問研究�物理�� −「物理基礎」「物理」対策用 ¥880

No. 書　　名 注文数 価格

611 センター試験過去問研究�化学�� −「化学基礎」「化学」対策用 ¥880

612 センター試験過去問研究�生物�� −「生物基礎」「生物」対策用 ¥880

613 センター試験過去問研究�地学�� −「地学基礎」「地学」対策用 ¥880

No. 書　　名 注文数 価格
2018年　新刊・改訂

701 東大の英語27カ年［第9版］� 改 ¥2300
702 東大の英語リスニング20カ年［第6版］CD �改 ¥2300
703 東大の文系数学27カ年［第9版］�改 ¥2300
704 東大の理系数学27カ年［第9版］�改 ¥2300
705 東大の現代文27カ年［第9版］� 改 ¥2300
706 東大の古典27カ年［第9版］� 改 ¥2300
707 東大の日本史27カ年［第6版］� 改 ¥2300
708 東大の世界史27カ年［第6版］� 改 ¥2300
709 東大の地理27カ年［第6版］� 改 ¥2300
710 東大の物理27カ年［第6版］� 改 ¥2300
711 東大の化学27カ年［第6版］� 改 ¥2300
712 東大の生物27カ年［第6版］� 改 ¥2300
713 東工大の英語15カ年［第5版］� 改 ¥2300
714 東工大の数学15カ年［第6版］� 改 ¥2300
715 東工大の物理15カ年［第2版］� 改 ¥2300
716 東工大の化学15カ年［第2版］� 改 ¥2300
717 一橋大の英語15カ年［第6版］� 改 ¥2300
718 一橋大の数学15カ年［第6版］� 改 ¥2300
719 一橋大の国語15カ年［第3版］� 改 ¥2300
720 一橋大の日本史15カ年［第3版］�改 ¥2300

No. 書　　名 注文数 価格
721 一橋大の世界史15カ年［第3版］�改 ¥2300
731 早稲田の英語［第8版］� 改 ¥1980
732 早稲田の国語［第6版］� 改 ¥1980
733 早稲田の日本史［第6版］� 改 ¥1980
734 慶應の英語［第8版］� 改 ¥1980
736 上智大の英語［第5版］� 改 ¥1980
741 京大の英語25カ年［第9版］� 改 ¥2300
742 京大の文系数学25カ年［第9版］�改 ¥2300
743 京大の理系数学25カ年［第9版］�改 ¥2300
744 京大の国語25カ年［第9版］� 改 ¥2300
745 京大の日本史15カ年� 新 ※ ¥2300
746 京大の世界史15カ年� 新 ※ ¥2300
747 京大の物理25カ年［第6版］� 改 ¥2300
748 京大の化学25カ年［第6版］� 改 ¥2300

2017年　改訂
751 北大の英語15カ年［第5版］ ¥2300
752 北大の理系数学15カ年［第5版］ ¥2300
753 東北大の英語15カ年［第5版］ ¥2300
754 東北大の理系数学15カ年［第5版］ ¥2300
755 名古屋大の英語15カ年［第5版］ ¥2300
756 名古屋大の理系数学15カ年［第5版］ ¥2300

No. 書　　名 注文数 価格
757 阪大の英語20カ年［第6版］ ¥2300
758 阪大の理系数学20カ年［第6版］ ¥2300
759 阪大の物理20カ年［第5版］ ¥2300
760 阪大の化学20カ年［第3版］ ¥2300
761 九大の英語15カ年［第5版］ ¥2300
762 九大の理系数学15カ年［第4版］ ¥2300
768 神戸大の英語15カ年［第6版］ ¥2300
769 神戸大の数学15カ年［第2版］ ¥2300
781 明治大の英語［第6版］ ¥1980
782 青山学院大の英語［第6版］ ¥1980
783 立教大の英語［第6版］ ¥1980
784 中央大の英語［第6版］ ¥1980
785 法政大の英語［第6版］ ¥1980

2016年　改訂
724 同志社大の英語［第7版］ ¥1980
725 立命館大の英語［第7版］ ¥1980
726 関西大の英語［第7版］ ¥1980
727 関西学院大の英語［第7版］ ¥1980

2018年度版	英検®赤本シリーズ
No. 書　　名 注文数 価格
912 英検®準1級過去問集 CD� 新 ¥2800
913 英検®2級過去問集 CD� 新 ¥1900
914 英検®準2級過去問集 CD� 新 ¥1900
915 英検®3級過去問集 CD� 新 ¥1800

予価はすべて税別です。
価格は変更することがあります。 小計⓫ 冊

小計⓬ 冊

小計⓭ 冊

2019年版　大学入試シリーズ（赤本）【私立大学】

2019年版　センター赤本シリーズ

No. 書　　名 注文数 予価
512 摂南大学（法・外国語・経済・経営学部）�推 ¥1900
513 摂南大学（理工・薬・看護学部）� 推 ¥1980
514 千里金蘭大学� 推 ¥1980
515 園田学園女子大学・短期大学部� 推 ¥1900
516 天理大学� 推 ¥1900

517 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） ¥1980

518 同志社大学（文・経済学部−学部個別日程） ¥1980

519 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） ¥1980

520 同志社大学（社会学部−学部個別日程） ¥1980

521
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）

¥1980

522
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）

¥2100

523 同志社大学（全学部日程） ¥2200
524 同志社女子大学� 推 ¥2200
525 奈良大学� 推 ¥2100
526 奈良学園大学� 推 ¥1980
527 阪南大学� 推 ¥1980
528 姫路獨協大学� 推 ¥1980
529 兵庫医科大学� 医 ¥3600
530 兵庫医療大学� 推 ¥1980

No. 書　　名 注文数 予価
531 佛教大学� 推 ¥1980
532 武庫川女子大学・短期大学部� 推 ¥2400
533 桃山学院大学／桃山学院教育大学�推 ¥1980

534
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）

¥2300

535 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） ¥2200

536
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）

¥1980

537
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）

¥1980

538 龍谷大学・短期大学部（公募推薦入試）�推 ¥1980
539 龍谷大学・短期大学部（一般入試） ¥2300
中国・四国の大学（50音順）
540 岡山理科大学� 推 ¥2200
541 川崎医科大学� 医 ¥3600
542 吉備国際大学� 推 ¥1900
543 就実大学� 推 ¥1900
544ノートルダム清心女子大学� 推 ¥1800
545 広島経済大学 ¥1900
546 広島工業大学� 推 ¥1980

No. 書　　名 注文数 予価
547 広島国際大学� 推 ¥1980
548 広島修道大学 ¥2400
549 広島文教女子大学� 新 ¥1980
550 福山大学／福山平成大学 ¥1980
551 松山大学 ¥1980
552 安田女子大学・短期大学� 推 ¥1980
九州の大学（50音順）
553 九州産業大学 ¥1980
554 九州保健福祉大学� 推 ¥1900
555 熊本学園大学 ¥1900

556 久留米大学（文・法・経済・商・人間健康学部） ¥1980

557 久留米大学（医学部〈医学科〉）� 医 ¥3600
558 産業医科大学（医学部）� 医 ¥3600

559 西南学院大学（神・商・経済・国際文化学部−A日程） ¥1980

560 西南学院大学（文・法・人間科学部−A日程） ¥1980

561 福岡大学（人文・法・経済・商・理・工・医〈看護〉・薬・スポーツ科学部） ¥2200

562 福岡大学（医学部〈医学科〉）� 医 ¥3600
563 福岡工業大学 ¥1980
立命館アジア太平洋大学☞534，536，537

セット注文のみ承ります。

赤本ノート 2.0 
　　　　　 　＆ 
赤本ルーズリーフ

書　　名 注文セット数 セット価格
赤本ノート2.0（センター試験�文系科目用）10冊セット ¥2500
赤本ノート2.0（センター試験�理系科目用）10冊セット ¥2500
赤本ノート2.0（個別試験用）10冊セット ¥2500
赤本ルーズリーフ（センター試験用）10冊セット� 新 ¥3200

枚目

枚中

5
6

（2018.3）

枚目

枚中



英　語
No. 書　　名 注文数 価格
811 体系英語長文� 体系 ¥1200
812 体系英作文� 体系 ¥1300
843 センター英語〔リスニング〕�満点のコツ CD� 満点 ¥1200
841 センター英語〔発音・アクセント・文法〕�満点のコツ� 満点 ¥1100
842 センター英語〔会話・読解〕�満点のコツ� 満点 ¥1200
869 Q&A�即決英語勉強法� 単 ¥1100
862 東大の英単語［新装版］� 単 ¥1500
863 早慶上智の英単語［改訂版］� 単 ¥1500
861 TEAP攻略問題集 CD� 単 ¥1980

数　学
No. 書　　名 注文数 価格
864 稲荷の独習数学� 独習 ¥2500
813 体系数学Ⅰ・A� 体系 ¥1100
814 体系数学Ⅱ・B� 体系 ¥1300
844 センター数学Ⅰ・A�満点のコツ� 満点 ¥1200
845 センター数学Ⅱ・B�満点のコツ� 満点 ¥1200

国語・小論文
No. 書　　名 注文数 価格
816 体系古文� 体系 ¥1100
815 体系現代文� 体系 ¥1200
847 センター古文�満点のコツ［3訂版］� 満点 ¥1200
846 センター現代文�満点のコツ［改訂版］� 満点 ¥1200
848 センター漢文�満点のコツ［改訂版］� 満点 ¥1200
867 ブレない小論文の書き方�樋口式ワークノート� 単 ¥1400
865 著者に注目！�現代文問題集� 単 ¥900

地理歴史・公民
No. 書　　名 注文数 価格
817 体系日本史� 体系 ¥1100
818 体系世界史� 体系 ¥1200
849 センター日本史�満点のコツ� 満点 ¥1200
866 つながる�世界史年代� 単 ¥1100
856 センター日本史〔文化史〕� ポケ ¥880

理　科
No. 書　　名 注文数 価格
819 体系物理［第6版］� 体系 ¥1000
822 体系化学［第2版］� 体系 ¥1000
821 体系生物� 体系 ¥1000
870 折戸の独習物理� 新 独習 ¥1980
651 センター試験集中スタディ〈化学基礎・生物基礎〉� 集中 ¥980
652 センター試験集中スタディ〈生物基礎・地学基礎〉� 集中 ¥980

赤本メディカルシリーズ
No. 書　　名 注文数 価格

801〔国公立大〕医学部の英語［改訂版］ ¥2800

802 私立医大の英語〔長文読解編〕［改訂版］ ¥2800

803 私立医大の英語〔文法・語法編〕［改訂版］ ¥2800

804 医学部の実戦小論文［改訂版］ ¥1800

805〔国公立大〕医学部の数学 ¥2800

806 私立医大の数学� 新 ¥2800

807 医歯薬系の英単語［3訂版］ ¥1200

808 医系小論文�最頻出論点20［3訂版］ ¥1200

809 医学部の面接［3訂版］ ¥1200

風呂で覚えるシリーズ
No. 書　　名 注文数 価格

831 風呂で覚える英単語［4訂版］ ¥1000

832 風呂で覚える英熟語［改訂版］ ¥1000

833 風呂で覚える古文単語［改訂版］ ¥1000

834 風呂で覚える古文文法［改訂版］ ¥1000

835 風呂で覚える漢文［改訂版］ ¥1000

836 風呂で覚える日本史〔年代〕［改訂版］ ¥1000

837 風呂で覚える世界史〔年代〕［改訂版］ ¥1000

838 風呂で覚える倫理［改訂版］ ¥1000

839 風呂で覚える化学［３訂版］ ¥1000

840 風呂で覚える百人一首［改訂版］ ¥1000

その他
書　　名 注文数 価格

赤本手帳�WIDE� 手帳 ¥1200

赤本手帳（2019年度受験用）� 現3年生用 手帳 ¥1100

奥薗壽子の赤本合格レシピ� 単 ¥1300

心理学科をめざすあなたへ［改訂版］� ポケ ¥980

デザイン系学科をめざすあなたへ� ポケ ¥980

医学部学士編入をめざすあなたへ� ポケ ¥1100

価格はすべて税別です。 小計⓮ 冊

以下のシリーズは2018 年 3月時点で発売が決定しているものを掲載しています。
最新の新刊・改訂の予定は赤本ウェブサイト（http://akahon.net/）でご確認ください。

ご採用向け商品
枚目

枚中
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集中 　センター試験集中スタディ
体系 　体系シリーズ
満点 　満点のコツシリーズ
ポケ 　赤本ポケットシリーズ
単 　単行本
独習 　独習シリーズ
手帳 　赤本手帳

ご採用検討用の見本をご希望の方はお電話にてお申し込みください

※�「大学入試シリーズ」「センター赤本シリーズ」「難関校過去問シリーズ」「英検®赤本シリーズ」は�
　見本献本を行っておりません。ご了承ください。

TEL：075-721-6500 教学社営業部


