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教学社 ご注文書店売用

教学社 問題集・参考書 注文書

価格はすべて税別です。リスニングCDつき

赤本メディカルシリーズ
No. ISBN

（978-4-325-） 書　名 本　体 （在庫） 注文数

▼ 赤本ポケットシリーズで大人気だった医学部受験対策商品をパワーアップさせました。
801 22294-1 〔国公立大〕医学部の英語［ 改訂版］ ¥2,800
802 22295-8 私立医大の英語〔長文読解編〕［ 改訂版］ ¥2,800
803 22296-5 私立医大の英語〔文法・語法編〕［ 改訂版］ ¥2,800
804 22297-2 医学部の実戦小論文［ 改訂版］ ¥1,800
805 22298-9 〔国公立大〕医学部の数学 ¥2,800
806 22299-6 私立医大の数学 ¥2,800
807 21723-7 医歯薬系の英単語［3 訂版］ ¥1,200
808 21724-4 医系小論文 最頻出論点 20［3 訂版］ ¥1,200
809 21725-1 医学部の面接［3 訂版］ ¥1,200

体系シリーズ� A5判

50年のロングセラー『体系物理』がシリーズ化。過去問を始める前にピッタリのシリーズです。

No. ISBN
（978-4-325-） 書　名 本　体 （在庫） 注文数

811 18887-2 体系英語長文 ¥1,200
812 18888-9 体系英作文 ¥1,300
813 20594-4 体系数学Ⅰ・Ａ ¥1,100
814 20595-1 体系数学Ⅱ・Ｂ ¥1,300
815 20596-8 体系現代文 ¥1,200
816 20597-5 体系古文 ¥1,100
817 20598-2 体系日本史 ¥1,100
818 20599-9 体系世界史 ¥1,200
819 18318-1 体系物理［ 第 6 版］ ¥1,000
821 20601-9 体系生物 ¥1,000
822 22315-3 体系化学［ 第 2 版］ ¥1,000

満点のコツシリーズ� 四六判

センター試験対策書で好評だったシリーズを、共通テスト版にアップデー
トしました。共通テスト対策書コーナーでの展開がおすすめです。
▼共通テスト英語のリスニングでは「2回読み」の問題だけでなく、「1回読み」の問題も出題

されるようになります。対策本の需要が高まりますので、目立つ展開をしましょう！

No. ISBN
（978-4-325-） 書　名 本　体 （在庫） 注文数

841 23573-6 共通テスト英語〔リスニング〕 満点のコツ  ¥1,250
842 23574-3 共通テスト古文 満点のコツ ¥1,250
843 23575-0 共通テスト漢文 満点のコツ ¥1,250

赤本プラス� A5判

大学合格に必要な力とは何か？　60 年以上にわたって入試問題を研究して
きた教学社が贈る、受験対策の新定番、それが「赤本プラス」です。
▼肘井学による、大学受 験のための英文法書

No. ISBN
（978-4-325-） 書　名 本　体 （在庫） 注文数

877 23580-4 大学入試　すぐわかる英文法 ¥1,800

風呂で覚えるシリーズ� B6変型判

いつでもどこでも使える有名シリーズ。特徴的な商品ですので、科目別の
棚だけではなく、シリーズでまとめると売上アップにつながります。

No.
ISBN

（978- 
4-325-）

書　名 本　体 （在庫） 注文数

831 22293-4 風呂で覚える英単語［4 訂版］ ¥1,000
832 21181-5 風呂で覚える英熟語［ 改訂版］ ¥1,000
833 18315-0 風呂で覚える古文単語［ 改訂版］ ¥1,000
834 20017-8 風呂で覚える古文文法［ 改訂版］ ¥1,000
835 20018-5 風呂で覚える漢文［ 改訂版］ ¥1,000
836 20019-2 風呂で覚える日本史〔年代〕［ 改訂版］ ¥1,000
837 20020-8 風呂で覚える世界史〔年代〕［ 改訂版］ ¥1,000
838 20046-8 風呂で覚える倫理［ 改訂版］ ¥1,000
839 20015-4 風呂で覚える化学［3 訂版］ ¥1,000
840 20016-1 風呂で覚える百人一首［ 改訂版］ ¥1,000

赤本ポケットシリーズ� 新書判

受験に役立つポケットブック。

No.
ISBN

（978- 
4-325-）

書　名 本　体 （在庫） 注文数

856 23576-7 共通テスト日本史〔文化史〕 ¥900
857 16698-6 心理学科をめざすあなたへ［ 改訂版］ ¥980
858 16699-3 デザイン系学科をめざすあなたへ ¥980
859 16700-6 医学部学士編入をめざすあなたへ ¥1,100

単行本
ISBN

（978-4-325-） 書　名 本　体 （在庫） 注文数

▼ オリジナル模試付！
20050-5 TEAP 攻略問題集 ¥1,980

20606-4 東大の英単語［ 新装版］ ¥1,500
20603-3 早慶上智の英単語［ 改訂版］ ¥1,500
20045-1 稲荷の独習数学 ¥2,500
22300-9 折戸の独習物理 ¥1,980
18317-4 著者に注目！ 現代文問題集 ¥900
20654-5 ブレない小論文の書き方 樋口式ワークノート ¥1,400
22915-5 京大数学プレミアム ¥2,300

▼ 肘 井 学 による、大 学 受 験 のため の 英 文 法 書
23580-4 大学入試　すぐわかる英文法 ¥1,800

▼Amazonクッキング・レシピランキングで1位獲得！（2016 年 3月9 日〜10 日調べ）
20604-0 奥薗壽子の赤本合格レシピ ¥1,300

▼ 竹岡広信による、英語勉強法決定版！ あらゆる悩みを即解決！
21182-2 Q&A 即決英語勉強法 ¥1,100

▼ 大学受 験 用スケジュール帳の定番商品。「プラムレッド」と「インディゴブルー」の２色展開！
24137-9 赤本手帳（2022年度受験用）プラムレッド ¥1,100
24138-6 赤本手帳（2022年度受験用）インディゴブルー ¥1,100


