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いつも受験生のそばに — 赤本
2020 年版
大学入試シリーズ

1 〜 174
201 〜 562

500点を超えるラインナップで全都道府県の373大

※画像は実物と異なる場合があります

外部検定試験対策書

大学入試で最初に受ける試験となる外部検定試験で、確実に高得点を
取るための対策書です。

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
全535点／Ａ5判／本体1,800～3,600円

● 英検 赤本シリーズ
全8点／ A5判／本体1,450～1,950円
®

2020 年版
センター赤本シリーズ

601 〜 613

8ページへ

参考書

過去問集

てきました。

● TEAP 攻略問題集
A5判／別冊問題編つき／
本体1,980円

センター試験対策の基本は「教科書＋過去問」
。最

「Smart Start」シリーズ

分析で効果的な過去問演習をサポートします。

「大学入学共通テスト」の詳しい情報と対策が満載！

大21年分収載するとともに，どこよりも詳しい傾向

大学入学

共通テストスマート対策

2021年1月に実施される「大学入学共通テスト」受験生向けの攻略問題
集。詳しい分析と、出題に即した演習問題・実戦問題を収載！

全13点／Ａ5判／別冊問題編つき／本体880円

全13点／ A5判／予定本体価格1,100円

“「大学入学共通テスト」対策書のご案内 ” をご覧ください

難関校過去問シリーズ

701 〜 785

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

教学社 ご採用向け商品

60年のノウハウから生まれた実践力が身につく問題集・参考書

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
全61点／Ａ5判／本体1,980～2,300円

〒６０６-００３１ 京都市左京区岩倉南桑原町５６
TEL：０７５-７２１-６５０0 ／ FAX：０７５-７２１-８７０７
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体系シリーズ

センター

二次・私大

ハイレベル

過去問の「ベスト盤 」

可欠な良問を精選しています。設問を解くプロ

英作文の過去問を、豊富に、効率よく学べる

❶

過 去50年の入試から厳選

総合的な英語力が身につく１冊です。

た良問集です。

❷

京 大の理系受験生に最適

セスが見える解説で、論理的な思考力、そして、

数
学

体系英語長文

ISBN978-4-325-18887-2 ／ A5 判／ 256 頁／
別冊問題編つき／本体 1,200 円／小貝 勝俊 編著

授業だけでは不足しがちな、和文英訳・自由
順番に配列した１冊です。質も量も兼ね備え

体系英作文

ISBN978-4-325-18888-9 ／ A5 判／ 272 頁／
別冊問題編つき／本体1,300 円／小倉 弘 編著

満点のコツシリーズ

センター

“センターの鬼” 竹岡広信が、キーワードを
聞き逃さないための25カ条を伝授！
正解率の低かった過去問の音源を
徹 底 分析！

なぜ 聞き取れないの

か、その原因を解明します。耳を鍛

二次・私大

ISBN978-4-325-22915-5 / A5判 / 2色刷 /
240頁 / 本体2,300円 / 杉山 義明 編著

ハイレベル

過去 35 年分から
満点をとるポイントを凝縮！

センター英語〔発音・アクセント・文法〕
満点のコツ 発音・アクセント問題の出題単語一覧つき
ISBN978-4-325-19474-3 ／四六判／ 192 頁／
本体1,100 円／駿台予備学校講師 沖 良志博 著

二段構えの
丁寧な解説

アプローチ

スニング対策もこれ1冊で完璧！

センター英語〔リスニング〕
満点のコツ CD 付
赤本ウェブサイトで音声を
ダウンロードできます。

ISBN978-4-325-20048-2 ／四六判／ 160 頁／
本体1,200 円／竹岡 広信 著

付・出題年度一覧

別解や背景知識も記載していますので、
奥行きのある授業展開に役立ちます。

センター

二次・私大

これ１冊で
高校数学を独習できる！

「点数が安定しない…」
「時間が足りない…」を解決！

センター英語〔会話・読解〕
満点のコツ
ISBN978-4-325-20047-5 ／四六判／
224 頁／本体1,200 円／坂木 俊信 著

ハイレベル

地理歴史・公民

地理歴史・公民

う。手薄になりがちなセンターのリ

対称性
逆なら簡単な問題
図形の道具
三角関数
微分積分
誘導形式の小問
説明しにくい論証
グローバルな視点
必要から十分
存在条件
整数問題
不等式
補遺

フォローアップ

解決の糸口となる
ヒントや例題などを掲載

えて、どんな問題にも対応できる「本

物のリスニング力」を身につけましょ

数学の底力をつけたい難関大学受
験生にも役立ちます。

第1 章
第2 章
第3 章
第4 章
第5 章
第6 章
第7 章
第8 章
第9 章
第10 章
第11 章
第12 章
第13 章

国語・小論文

国語・小論文

実戦的参考書

「京大らしい」分野横断型の良問を
独自のテーマ別に64題掲載！

はじめに / 本書の特徴 /
本書の利用法

学

英文を自由自在に書くための、
充実の325 題！

ハイレベル

数

迷わず正解にたどりつくための
95 の読解・解答テクニック！
選び抜かれた16 題の長文、難関大学合格に不

センター試験で
満点を狙うための

授業で使いたくなる良問が満載！

二次・私大

語

語

高校 3 年生の春から使用開始→
週末の宿題にして翌週の小テストで確認

センター

英

英

自学自習に適した ハイレベル問題集

採用多数！ ご使用例

数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B のほぼすべての項目を著者独自の配列で再構成し、これ1冊で一
気に学習できるようにした画期的な参考書です。各項目は「知識や技術の概略の説明」
→「例題での確認」→「演習問題で応用」という3つの STEP で構成され、最小限の問

即解決！

Q 単語がどうしても覚えられません。

Q 文法の勉強は具体的に何をすればいいのですか？
Q 和文英訳では、どのくらい意訳してもいいのですか？
Q とにかく英文を読むのが遅くて困っています。

高校 1年生
から使える

は訳語の丸暗記では通用しません。単語学習

は「覚える」から「理解する」への転換が必

要です。単語の本質的理解が「正解／不正解」
を分けた実際の東大入試問題を多数掲載。

東大の英単語

［新装版］

ISBN978-4-325-20606-4 ／四六判／
352 頁／本体1,500 円／鬼塚 幹彦 著

囲を一通り学んだ生徒に、受験勉強前に知識を総整理させたい時にも最適な内容となっ

ました。単語・文法・ライティング・スピーキング・リスニング・リーディ

ています。東大・京大をはじめとする難関大受験に必要な実戦的な技術も満載。

ングなどの多種多様な悩みに、竹岡式勉強法でお応えします！

さらに、これまで先生が指導してきた教え子の印象深いエ
ピソードを掲載！

稲荷の独習数学

個性的な先輩達の話を読んで、元気と

ISBN978-4-325-20045-1 ／ A5 判 ／
576 頁／本体 2,500 円／稲荷 誠 著

やる気を注入してください！

Ｑ＆Ａ 即決英語勉強法

ISBN978-4-325-21182-2 ／四六判／ 160 頁／
本体1,100 円／竹岡 広信 著

センター

二次・私大

体系シリーズ
ハイレベル

「試験に出る」単語・熟語を
約 2300 語掲載！

ねらわれやすいテーマ・頻出の多義語など、早

慶上智に完全対応した編成で、単語・熟語の意
味に加え、正解を得るために必要な知識にまで

踏みこんで解説しています。何が入試で問われ

るかを把握でき、
「得点する力」が身につきます。

早慶上智の英単語

［改訂版］

ISBN978-4-325-20603-3 ／四六判／
304 頁／本体1,500 円／小貝 勝俊 著

センター

二次・私大

「大学への数学」執筆者
安田 亨 先生 推薦！

中高一貫校に
最適！

ハイレベル

問題を解きながら理解する！

数学的な考えが身につく1冊！
50 年のロングセラー「体系物理」のコンセプトを受け継ぎ、
公式や原理を自分で導出・証明することを重視し、
付け焼刃でない本質的な理解を目指します。
「数学Ⅰ・A」では 167 題、
「数学Ⅱ・B」では 186 題を厳選。
必要最小限の問題数で、ハイレベルな入試問題を解く力を
スムーズに養成します。
過去問を解く前におすすめの 1 冊です。

体系数学Ⅰ・Ａ

ISBN978-4-325-20594-4 ／
A5 判／ 224 頁／別冊問題編つき／
本体 1,100 円／佐々木 隆宏 編著

体系数学Ⅱ・Ｂ

ISBN978-4-325-20595-1 ／
A5 判／ 296 頁／別冊問題編つき／
本体 1,300 円／佐々木 隆宏 編著

外部検定試験対策書

外部検定試験対策書

必修 734 語の1ランク UP 勉強法。東大入試

高校数学をどんどん先取りしたい意欲的な生徒の自学自習用に、また、高校数学の範

竹岡先生が毎年のように生徒から尋ねられる質問を一冊にまとめ

英単語 も志望校別
基本単語の深い理解で、
長文読解に強くなる！

題数で高校数学全体を概観することができます。

ハイレベル

難関校過去問シリーズ／
赤本メディカルシリーズ／
風呂で覚えるシリーズ／赤本手帳

難関校過去問シリーズ／
赤本メディカルシリーズ／
風呂で覚えるシリーズ／赤本手帳
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Q リスニング力が伸びません。

二次・私大

科

科

竹岡広信 が

センター

理

理

その悩み、

3

体系シリーズ

センター

二次・私大

ハイレベル

古文を正しく読むための全５章！

33 の「読解・解答ルール」
で正答へ！

自の問題配列。従来のジャンル別問題集とは一

型問題を精選。読解・解答の手順を、図解を

必修単語や重要句法を完全
網羅！ 誰でも満点が狙える！

その中

で伝授するコツを確実に実行すれば、満点

世界史を 2 時代 、2 地域 に 大胆に分割！
歴史の流れをシンプルに、わかりやすく理解できる
基礎問題から超難問までを網羅！

漢文で満点が取れない人は損をしています！

がぐっと近づきます。さらに、重要古文単語

積める、短い論述問題も収載。

「現代文は自信があるけれど、漢文はさっぱ

や文学史年表などの付録も充実。

ISBN978-4-325-20599-9 ／ A5 判／ 320 頁／別冊解答編つき／
本体 1,200 円／河合塾講師 伊倉 正武 編著

ISBN978-4-325-19479-8 ／四六判／
192 頁／本体1,200 円／江端 文雄 著

センター

ノートを埋めるだけで、

二次・私大

ハイレベル

違いがわからない」
「問題提起ができない」
「結論が導

式の例題3題・実践問題8題を収載。自学自習にも最適。

実戦的参考書

ブレない小論文の書き方
樋口式ワークノート
ISBN978-4-325-20654-5 ／ B5 判／
176 頁／別冊ノートつき／本体1,400 円／
樋口 裕一・白藍塾 編著

入試現代文でもっともよく出る著者は？
定番なのはどんな本？

センター

二次・私大

ハイレベル

入試頻出著者・頻出作品のランキングにもとづく現代文問題集。

［分析編］
では「赤本」掲載の一般入試約6000題
（2008～2012年度）
をもとに出題傾向をくわしく分析しました。
［問題編］
は国公立大・私立大・難関校・中堅校の過去問をカバーし、マーク式・記述式をバランスよく精選。現在の
入試現代文の頻出テーマやレベルに密着して演習を進めることができます。

著者に注目！ 現代文問題集
ISBN978-4-325-18317-4 ／ A5 判／ 192 頁／
本体 900 円／小野 裕紀子 監・教学社編集部 編

二次・私大

ハイレベル

「用語は知っているのに正解できない」をなくす！
センター日本史では、用語を丸暗記しても高得点は狙えません。

「いつの時期のことか」を意識して整理することが重要です。本
書では正答率 60％未満の難問を分析し、満点をとるために必要
な知識とテクニックを伝授します。

センター日本史
満点のコツ

ISBN978-4-325-20049-9 ／四六判／ 192 頁／
本体1,200 円／駿台予備学校講師 鈴木 和裕 著

ただの年代暗記で終わらせない！
歴史の流れをつかむ参考書
つながる 世界史年代
ISBN978-4-325-19480-4 ／ 四 六 判 ／
192 頁／本体1,100 円／三宅 栄治 著

頭の中でバラバラだった年代たちが、
解説で・イラストで・ゴロで、つながる！
灘高校で教鞭をとった三宅栄治による、縦横無尽の

世界史レクチャー。赤本から厳選した年代 289＋各年

「テーマ」
「文体」を解説した著者紹介ページ
入試までに読んでおきたい頻出作品読書リストつき

ハイレベル

外部検定試験対策書

外部検定試験対策書

著者を知れば、現代文はおもしろくなる。

センター

二次・私大

難関校過去問シリーズ／
赤本メディカルシリーズ／
風呂で覚えるシリーズ／赤本手帳

難関校過去問シリーズ／
赤本メディカルシリーズ／
風呂で覚えるシリーズ／赤本手帳

こんな小

論文によくある悩みを解決します。入試によく出る3 形

センター

科

科

み立てるだけ。
「なんとなく書き始めている」
「作文との

文化史

理

理

書く前に「構成」
・
「アイデア」等を書き出し、あとは組

満点のコツシリーズ

センター試験で
満点を狙うための

が書けるようになる

地理歴史・公民

地理歴史・公民

ISBN978-4-325-19478-1 ／四六判／
192 頁／本体1,200 円／北村 七呂和 著

アジア史

体系世界史

センター漢文
満点のコツ［改訂版］

近現代

欧米史

基礎学習を終えた後の難関大入試対策に最適な１冊です。

人までオススメの一冊です。

センター古文
満点のコツ［３訂版］

古代～近世

に残りやすく読み応えのある、豊富な情報量の解説。

に、どうも得点に結びつかない…」という

めにもお使いいただける1冊です。

的確に要求に答える訓練を

時代を俯瞰する見取り図や、プチテーマのまとめ図など、記憶

り…」という人から「単語も句形も覚えたの

センター対策のみならず、古文全般の基礎固

資料を用いた歴史解釈の力を養成、また
根 拠や論理をふまえて考えを説 明する
論述の力を育みます。

ハイレベル

実戦的参考書

満点を取る秘訣、教えます！

ISBN978-4-325-20598-2 ／ A5 判／
304 頁／別冊解答編つき／本体 1,100 円／
駿台予備学校講師 塚原 哲也 編著

国語・小論文

国語・小論文

センター試験で満点を狙うための

二次・私大

新課程で重視される
「歴史へのアプローチ」に対応

学

学

センター

体系日本史

数

数

ISBN978-4-325-20596-8 ／ A5 判／
240 頁／別冊問題編つき／本体 1,200 円／
吉岡 友治 編著

満点のコツシリーズ

4

べきポイントを詳しく解説。難問に対応する力を伸ばす良問問題集です。

体系現代文

ISBN978-4-325-20597-5 ／ A5 判／
264 頁／別冊問題編つき／本体 1,100 円／
河合塾講師 仲 光雄 編著

けない」
「どう書いたら良いか毎回迷う」…

さらに、より深い理解を得るための論述問題を多く収載し、設問の要求・解答に盛り込む

他でも応用可能な考え方が身につく１冊です。

体系古文

過去問をたった５題演習するだけ！

歴史事項を結びつけ、体系的で使いこなせる知識に強化。暗記を理解に変える1冊です。

「A. 知識の習得」
「B. 資料からのアプローチ」の二段階構成で、基礎力・応用力を養成します。

けるようになります。解いて終わりではない、

学ぶことを通して、正しい読解へと導きます。

進学校で
採用多数！

日本史は総合力で勝負！

交えて明快に解説。誰でも迷いなく正答が導

線を画し、約束事（＝「古典常識」）を体系的に

ハイレベル

知識 と 考察力 をW強化

過去の入試問題からトレーニングに好適な典

古文の世界に特有の約束事に焦点を当てた独

二次・私大

語

語

高校２年生の春から使 用開始→定 期考 査
前の宿題にし、採点後に必要な箇所を解説

センター

英

英

自学自習に適した ハイレベル問題集

体系シリーズ

ご使用例

代の因果関係を解説。近現代史や文化史も収録して

いるので、入試直前期の即戦力養成にもぴったりです。
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二次・私大

ハイレベル

説明をしっかり読んで，基本事項を理解する

STEP 2

どの基本事項を復習するのかを意識して例題を解く

STEP 3

より実戦的な問題に挑戦する

全 61点／ A5 判／
本体1,980 ～ 2,300 円

問を収載しています。出題 形

式別・分野別に掲載していま

公式の成り立ちや定義から
丁寧に解説しているので、
家庭での自学自習にピッタリ！

二次・私大

ハイレベル

すので、苦手の重点対策や問
題研究に最適です。

赤本メディカルシリーズ

医歯薬系入試を

徹底解剖！

センター

独特の出題傾向をもつメディカル系学部の入試問題を徹底解剖し、特別な対策が求められる
部分のノウハウをまとめました。医歯薬・医療系学部を目指す受験生必携の書です。

二次・私大

ハイレベル

全 9 点／四六判・A5 判／
本体1,200 ～ 2,800 円

国語・小論文

国語・小論文

自学自習に適した ハイレベル問題集

センター

学

学

科目別に10 ～ 27 年分の過去

Amazonで高評価！

PLUS 2 「大学への物理」

で
ハイレベルな内容も学べる！

採用多数！

22 大学
61点

科目ごと・分野ごとの
重点対策に

PLUS 1 「理解のコツ」

でつまずきやすい
ポイントもしっかり理解できる！

体系シリーズ

ハイレベル

数

数
ISBN978-4-325-22300-9 ／ A5 判／
448 頁／本体1,980 円／折戸 正紀 著

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

STEP 1

+

折戸の独習物理

二次・私大

語

語

物理の基本事項を正しくマスター！

難関校過去問シリーズ

センター

英

英

3 STEP で

センター

ご使用例

①高校２年生の春から、1 年で１冊解き終わるペースで、授業と自学用に使用

物理法則を自分で導く「原理導出問題」で、物理の本質を理解！

50年以上の

1題1題が実力の養成につながる、よく吟味された良問で編成しています。

ロングセラー

「標準問題」と「発展問題」の2 段階編成で基礎から応用力まで、スムーズに養成する１冊です。

体系物理［第 6 版］

ISBN978-4-325-18318-1 ／ A5 判／ 320 頁／別冊解答編つき／本体 1,000 円／
下妻 清 著＋岡田 拓史（補訂）

「ミクロからマクロへ」の理解しやすい問題配

し、入試問題攻略に必要な「知識を活用する

列で、考察力を鍛え、本物の生物の実力を身

力」を養成する１冊です。

につける１冊です。

体系化学［第 2 版］

ISBN978-4-325-20601-9 ／ A5 判／
224頁／別冊解答編つき／本体1,000 円／
駿台予備学校講師 伊藤 和修 編著

軽くて耐久性があるので、お風呂に持ち込んでも、
かばんに入れて常に持ち歩いても大丈夫。

風呂で覚えるシリーズ

全10 点／新書変型判／本体各1,000 円

セン ター 試 験

集中スタディ

センター

文系必携

二次・私大

ハイレベル

理科基礎科目の実戦対策

センター試験「化学基礎」
「生物基礎」
「地学基礎」の分野別問題集です。
全出題範囲をカバーしており、基礎固めから実戦演習まで、短期間で対策できます。

日付
書き込み式！

いつからでも
使える！

センター試験集中スタディ

〈化学基礎・生物基礎〉

ISBN978-4-325-20607-1 ／ A5 判／ 288 頁／
本体 980 円／教学社編集部 編

センター試験集中スタディ

〈生物基礎・地学基礎〉

ISBN978-4-325-20608-8 ／ A5 判／ 288 頁／
本体 980 円／教学社編集部 編

A5判

高校 1年生からでも 3 年生の秋からでも、
いつからでも使えます。

赤本手帳 WIDE

ISBN978-4-325-21183-9 ／A5 判／本体1,200 円

採用多数

「合格者のアドバイス」や「受験の基礎知識」など多数収録
日付入り！

B6 判

年間スケジュールで受 験までの流れがわかる！

ゴールから逆算して計画をたてることができます。

外部検定試験対策書

外部検定試験対策書

手薄になりがちな理科基礎科目も これ1冊で OK！

赤本手帳

“自己管理”を身につける手帳！

難関校過去問シリーズ／
赤本メディカルシリーズ／
風呂で覚えるシリーズ／赤本手帳

難関校過去問シリーズ／
赤本メディカルシリーズ／
風呂で覚えるシリーズ／赤本手帳
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で
覚えるシリーズ
ふろ

水をはじく特殊な紙を使用！

体系生物

ISBN978-4-325-22315-3 ／ A5 判／
304 頁／別冊解答編つき／本体 1,000 円／
北角 巌 編著

ハイレベル

科

科

各分野で入試によく出る内容の問題を網羅

風呂

二次・私大

理

理

実験、計算、論述、描図…
あらゆる形式の問題180 題を掲載！

教科書の内容順の掲載で、
予習にも復習にも最適！

おふろでも得点UP！

センター

地理歴史・公民

地理歴史・公民

② 中高一貫校 副教材として、中学 3 年生の2 学期から使用

赤本手帳（2020 年度受験用）
ISBN978-4-325-22912-4 ／ B6 判／本体1,100 円
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英

教学社の外部検定試験対策書

語

2021年1月からセンター試験に代わって導入される「大学入学共通テスト」では、英語の４技能
（読む・聞く・話す・書く）
を評価

するために、英検などの民間の外部検定試験が利用されます
（新高校2年生から対象）
。

2021年度入試からの国公立大学入試の流れ

数

外部検定試験

大学入学共通テスト

個別試験

高校3年生の4～12月の間の
2回までの試験結果を利用

1月

2〜3月

学
まずは準２級から

CEFR レベル

東大・京大などの難関国立大学では出願要件として CEFRA2レベル以上を求めています。A2レベル
というのは英検準2級のスコアで1,700点
（合格点1,728点）
が必要です。準2級からの英検受験も一

B1
２級

つの手です。

国語・小論文

A2

英検 2級以上を取得して、受験を有利に進めよう
®

広島大学や茨城大学など、国公立大学でも級やスコア、または CEFR に応じて「加点」や「みなし満点」
の措置を取る大学もあります。私立大学ではすでに、英検などのスコアを活用している大学が多く、立
教大学のグローバル方式では「2級以上」の取得が求められています。より上の級や CEFR の取得を
目指すことで、大学入試がさらに有利になります。

▼

スコア

1,728点

A1

1,700 点

準２級

３級
1,400 点

▼
大学入試で最初に受ける試験となる「英検」と「TEAP」で、確実に高得点を取るための対策書をご案内します。

大学受験のための、英検 過去問集・参考書
®

地理歴史・公民

英検 赤本シリーズ
®

音声無料配信
スマホで聞ける !

過去問集

過去問集 + 参考書で英検 対策は万全！
®

参考書

高コスパ

受験／過去問といえば “赤本”

参考書 + 模試 + 単語・熟語リスト！

英作文予想問題リストで
ライティングもばっちり！

圧倒的な収載回数と抜群のコスパ

理

過去問をどこよりも多い
“9回分” 収載（3級のみ7回）

科

（他社は6回分が最大【2018年度参考】）

2019年度版

準 1 級 〜 3 級 発売中！
難関校過去問シリーズ／
赤本メディカルシリーズ／
風呂で覚えるシリーズ／赤本手帳

英検 ® 準１級過去問集
英検 ®２級過去問集
英検 ® 準２級過去問集
英検 ®３級過去問集

本体
本体
本体
本体

1,950円
1,650円
1,550円
1,450円

ISBN978-4-325-22942-1
ISBN978-4-325-22943-8
ISBN978-4-325-22944-5
ISBN978-4-325-22945-2

価格
改定！

全4点／ A5判／別冊問題編つき／
準1級～準2級：2015年度第3回～2018年度第2回収載
3級：2016年度第2回～2018年度第2回収載

2 級・準2 級 発売中！
1

竹岡の英検 ® 準１級マスター
竹岡の英検 ®２級マスター
竹岡の英検 ® 準２級マスター
竹岡の英検 ®３級マスター

ISBN978-4-325-22321-4
ISBN978-4-325-22322-1 CD付
ISBN978-4-325-22323-8 CD付
ISBN978-4-325-22324-5

英検 ® は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、
その他の検討を受けたものではありません。

Karl Rosvold ・ 関 正生 編著

外部検定試験対策書

躍進するTEAP

195 大学
120 大学

採用大学数

⇨ 284『上智大学（TEAP 利用型）』

22 大学

採用大学が急増中です。

2015 年

ISBN978-4-325-20050-5／ A5判／320頁／別冊問題編つき／本体 1,980円／ Karl Rosvold・関 正生 編著 CD付

8

未定
本体 1,600円
本体 1,500円
未定

全4点／ A5判／別冊模試問題編 + 必修単語・熟語リストつき

TEAP 攻略問題集
“ 大学入試のために ” 開発された
大注目の “4技能試験 ”

3

準 級・ 級 2019年刊行予定

一定部数採用いただけた場合は、ご希望があればリスニング CD をお送りします。

大学受験のための、 TEAP 対策書

新刊

163％

63 大学

2016 年

2017 年

2018 年

