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※画像は実物と異なる場合があります

いつも受験生のそばに̶赤本

満点のコツシリーズ

全 9点／四六判／本体 1,100 ～ 1,200 円

設問の読み方・選択肢の絞り方など，センター
試験特有のコツをマスターして満点を狙う。

821 ～ 829

体系シリーズ

全 10 点／Ａ5判／別冊つき／本体 1,000 ～ 1,300 円

国公立大二次・難関私大突破へ，自学自習に適した
ハイレベル問題集。「英語長文」「英作文」「物理」に
加え,「数学Ⅰ・Ａ」「数学Ⅱ・Ｂ」「現代文」「古文」
「日本史」「化学」「生物」を刊行予定。

811 ～ 820

難関校過去問シリーズ

全 4点／Ａ5判／本体 1,800 ～ 2,800 円

入試最難関，医学部の過去問を徹底解剖。医系特有
の出題傾向を詳しく分析し，特別に対策が求められる
特徴的な問題を精選しました。

801 ～ 804MEDICAL

大学入試シリーズ
500点を超えるラインナップで全都道府県の 372 大学を
カバーする，大学入試過去問題集「赤本」。過去問の
代名詞として，60 年にわたり受験生を支えてきました。
全 530 点／Ａ5判／本体 1,800 ～ 3,600 円

1 ～ 170
201 ～ 560

2016年版

難関校過去問シリーズ

全 53 点／Ａ5判／本体 1,980 ～ 2,400 円

難関大の過去問を徹底研究。出題形式別・分野別に
収録した「入試問題事典」。東大・京大／北大・東北
大・名大・阪大・九大／東工大・一橋大・神戸大／
早慶上智・MARCH／関関同立

701 ～ 729
751 ～ 774

センター赤本シリーズ

全13 点／Ａ5判／問題編別冊／本体 880 円

センター試験対策の基本は「教科書＋過去問」。主要
科目は 25 年分収載するとともに，どこよりも詳しい
傾向分析で効果的な過去問演習をサポートします。

601 ～ 6132016年版

単行本 ～859851

『TEAP 対策問題集』A 5 判／価格未定
『東大の英単語』四六判／本体 1,500 円
『早慶上智の英単語［改訂版］』四六判／価格未定
『稲荷の独習数学』A 5 判／価格未定
『著者に注目！ 現代文問題集』A 5 判／本体 900 円
『つながる 世界史年代』四六判／本体 1,100 円
『赤本手帳（2016 年度受験用）』B 6 判／本体 1,100 円
『赤本手帳（2017 年度受験用）』B 6 判／価格未定
『奥薗壽子の赤本合格レシピ』A 5 判／価格未定

風呂で覚えるシリーズ

全 10 点／新書変型判／本体 951～1,000 円

軽くて丈夫な耐水紙を使用。いつ
でもどこでも勉強できるので，隙
間時間を有効に活用できます。

831 ～ 840

全10点／新書判／本体 680 ～1,100 円

赤本ポケットシリーズ
志望別単語帳や医学部受験対策
書など，細かなニーズに応える，
受験に役立つポケットブック。

～850841

2016年版 教学社
書店用
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❶英語
25 年分収載，リスニングテスト 5年分

❷数学Ⅰ・Ａ／Ⅱ・Ｂ
25 年分収載，「数学Ⅰ/Ⅱ」3 年分

❸国語
25 年分収載

❹日本史 B
25 年分収載，「日本史Ａ」3 年分

❺世界史 B
25 年分収載，「世界史Ａ」3 年分

❻地理 B
25 年分収載，「地理Ａ」3 年分

❼現代社会
15 年分収載

601 ～ 613 全 13 点／ A 5 判／問題編別冊

難関校過去問シリーズ

全 53 点／ A 5 判／本体 1,980 ～ 2,400 円751729 ～ 774701 ～

＊『倫理，政治・経済』は 4年分掲載。対
策には「❽倫理」と「❾政治・経済」
両方のご利用をおすすめします。

シリーズ別+科目別

多面展開が
 効果的！

811 ～ 820 全 10 点／ A 5 判／別冊つき／解答編 2色刷
体系英語長文
（本体1,200 円）

体系英作文
（本体1,300 円）

体系物理［第 6 版］
（本体1,000 円）

●体系シリーズ●

■ 体系数学Ⅰ・Ａ
■ 体系数学Ⅱ・Ｂ
■ 体系現代文
■ 体系古文

■ 体系日本史
■ 体系化学
■ 体系生物

続刊（2015 年刊行予定）

880円
2015年 4月刊行

本
体

❽倫理／倫理，政治・経済
15 年分収載＊

❾政治・経済／倫理，政治・経済
15 年分収載＊

10物理「物理基礎」「物理」対策用
25 年分収載

11化学「化学基礎」「化学」対策用
25 年分収載

12生物「生物基礎」「生物」対策用
25 年分収載

13地学「地学基礎」「地学」対策用
15 年分収載
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『赤本手帳（2016 年度受験用）』B 6 判／ 192 ページ／ 2色刷／本体 1,100 円
『赤本手帳（2017 年度受験用）』B 6 判／ 2015 年 10 月発売予定

857
858

スケジュールと学習を管理できるだけでなく，受験生の１年間の流れや入試のしくみなど，
知っておきたい情報がたっぷり詰まっています。合格者による勉強法や生活面のアドバイス
も満載。受験生の声からうまれた受験生のための手帳です。

受験に役立つ知識が満載

難関大学入学者から寄せられた合格体験記には，合格最大の秘訣として「何をするべきか
判断し，実行すること」を挙げる声が多くありました。受験では，自分の実力を正確に把握
して何が足りないかを考え，柔軟に対応していく自己管理がカギとなります。『赤本手帳』は，
自己管理の大事なポイントを実行できるスケジュール手帳です。

自己管理が合格のカギ！
821 ～ 829 全 9点／四六判／ 2色刷／本体 1,100 ～ 1,200 円

夏休み前にも
よく売れます！

満点のコツシリーズ

センター英語〔発音・アクセント・文法〕 満点のコツ
センター数学Ⅰ・Ａ  満点のコツ
センター数学Ⅱ・Ｂ  満点のコツ
センター現代文  満点のコツ［改訂版］
センター古文  満点のコツ［3 訂版］
センター漢文  満点のコツ［改訂版］

● センター英語〔会話・読解〕  満点のコツ
● センター英語〔リスニング〕  満点のコツ
● センター日本史  満点のコツ

続刊（2015 年刊行予定）

新たなラインナップが加わり
大人気シリーズに

満点を取るためのコツをギュッと詰め込んだ実戦的参考書

パワーアップ！

過去問演習の効果がアップする

「赤本ノート」
“赤本”
全543点に
完全対応！

センター試験用センター赤本シリーズ
全13点 個別試験用大学入試シリーズ

全 530点

861 862 B 5 変型判／本体 250 円『赤本ノート（センター試験用）』 『赤本ノート（個別試験用）』

自分だけの対策が
たてられる

傾向が把握できる弱点が発見できる
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赤本 検索

書店の方専用ページ
専用の注文書のほか,POPやポスター
などの各種販促ツールをダウンロー
ドすることができます。

赤本ウェブサイトが便利になりました

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。地元大学
の赤本の発売を逃さずチェックする
ことができます。

赤本発売日お知らせメール
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  9  釧路公立大学

新 刊
経済学部のみの単科大学。釧路湿原国立公園のそばにあり，道外からの入学者も
多い。前期日程に加え，公立大学中期日程を実施しており，例年，高倍率となる。

274  十文字学園女子大学

復 刊
埼玉県新座市。前身の高等女学校から90年以上の歴史があり，地元の就職に
強いと定評がある。9学科を擁し，栄養系や幼児教育系が人気を集める。

283  上智大学（TEAP利用型）

新 刊
TEAP（ティープ）は上智大学と日本英語検定協会が共同開発した英語能力
判定試験。2015年度は年3回実施される。上智大学のTEAP利用型入試は
基準スコアを満たせば出願でき，英語以外の科目を受験する。
※851『TEAP対策問題集』も2015年刊行予定。

376  日本大学（Ｎ方式）

新 刊
日本大学の統一入試。9学部が同一試験日・同一問題で実施され，学部・学科間
の併願もできる。2015年度は全国に15の試験場が設置された。

495  京都橘大学

新 刊
女子教育への貢献を目的に開学し，110年以上の歴史がある。2005年に男女共学化
するとともに看護学部を開設。現在は5学部を擁する総合大学に発展している。

 29  筑波大学（前期日程）
 30  筑波大学（後期日程）

前年版『筑波大学（文系－一般入試）』『筑波大学（理系－一般入試）』⇨「文系／
理系」の分冊を「前期／後期」の分冊に変更

108  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）
109  大阪市立大学（理・工・医〈医〉・生活科〈食品栄養科〉学部）

前年版『大阪市立大学（文系）』『大阪市立大学（理系）』⇨医〈看護〉・生活科〈居住
環境・人間福祉〉学部を108へ移動

134  山口大学（国際総合科・人文・教育〈文系〉・経済・医〈保健〉学部）
135  山口大学（教育〈理系〉・理・医〈医〉・工・農・共同獣医学部）

前年版『山口大学（文系）』『山口大学（理系）』⇨医〈保健〉学部を134へ移動

218  青山学院大学（経営〈Ａ方式〉学部－個別学部日程）
221  青山学院大学（地球社会共生・法〈Ｂ方式〉・経営〈Ｂ方式〉学部－個別学部日程）

前年版『青山学院大学（法〈Ｂ方式〉・経営学部－個別学部日程）』⇨経営学部をＡ／Ｂ
方式で分冊し、221には新設の地球社会共生学部を掲載

279  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）
280  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）
281  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）

前年版『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）』『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）』『上智大学

（経済・総合人間科〈看護〉・総合グローバル学部）』⇨掲載学科の組み合わせを変更

315  中央大学（法〈法律・国際企業関係法〉学部－一般入試）
316  中央大学（法〈政治〉学部－一般入試）

前年版『中央大学（法〈法律〉学部－一般入試）』『中央大学（法〈国際企業関係法・
政治〉学部－一般入試）』⇨国際企業関係法学科を315へ移動

356  東洋大学（文・経済・法・ライフデザイン・理工・総合情報学部）
357  東洋大学（経営・社会・国際地域・生命科・食環境科学部）

前年版『東洋大学（文・法・社会学部）』『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）』⇨掲載学部の組み合わせを変更

435  朝日大学（歯・保健医療学部）
前年版『朝日大学（歯学部）』⇨保健医療学部を掲載

休刊 東京大学（後期日程）

休刊 航空保安大学校

休刊 嘉悦大学

休刊 麗澤大学

休刊 大谷大学・短期大学部

休刊 徳島文理大学（薬・香川薬・人間生活・保健福祉学部）

2016年版 大学入試シリーズ変更点

2015 年 3 月現在の予定です。入試の実施状況や入試方式の変更に応じて書名や掲載内
容が変更になったり休刊になったりする場合があります。
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