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その
[Profile]
1960 年、大阪市生まれ。東京大学医学部卒。

緑鐵受験指導ゼミナール代表、精神科医、臨床心理士、大学院教授など、多彩な顔をもつ。

『赤本の使い方』
『数学は暗記だ！』
（ブックマン社）
、『受験は要領』
（PHP 文庫）、『和
田式

逆転の受験勉強法』（学研プラス）などの受験関係の著書のほか、
『大人のため

の勉強法』
（PHP 新書）、
『テレビの大罪』
（新潮新書）などの多数のベストセラーをもつ。
2007 年に監督した映画『受験のシンデレラ』は同年、モナコ国際映画祭でベストフィ
ルム賞を含む 4 賞を受賞し、ノベライズもされた（小学館刊）。2016 年 7 月には
NHK・BS プレミアムで小泉孝太郎・川口春奈主演でドラマ化されている。

「勉強ができないのは、生まれつきの能力の問題ではなく、やり方を知らないだけ」
という信念は、30 年以上に及ぶ受験指導を通してまったく変わっておらず、『受験

のシンデレラ』や、この 10 年ほど取り組んできた高校の進学実績向上事業でも貫
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かれている。

赤本は受験勉強の目標を立てる
最強のツール
先生は受験の勉強法に関する本をたくさん出
されていますが、その中で「赤本」はどのよ
うな位置づけなのですか？
「赤本」は「和田式受験勉強法」を語るにあたって必要不可欠なも

のです。私が著書で述べた「数学は暗記だ」「受験は要領」のフレー
ズは有名になりましたが、似たようなことを言っていた人は前から

いました。しかし、偏差値を上げるより、赤本を活用して志望校の

合格最低点を目標にすればいいということを著書で主張したのは、
1990 年に出版した『赤本の使い方』が最初のはずです。そういう意

味で、和田式受験勉強法（「勉強法」でなく、
「『受験』勉強法」です）
の本質は、まさに「赤本の使い方」なのだと、その当時から今に至
るまで信じ続けています。

なぜ受験で過去問が重要と
されるんでしょうか？
赤本の最大の意義は、合格するために、

何をどこまで勉強するかという具体的な
目標を立てるための最強のツールだとい

うことです。極論すれば、受験に出ない
科目は、現役生であれば進級スレスレの
成績でいいし、浪人生であればやらなく

ていい。その代わり、入試で出る科目は
出題傾向に合わせて勉強しないといけな

い。ただし、満点を取らなくても合格最
低点をクリアすればいい。赤本には多く
の大学で合格最低点も掲載されているの
で、目標が明確になるのです。

なるほど！ 目標は人によって違うから、受験
勉強の方法も人それぞれってことですね！
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赤本は受験間際にするのではなく、
学習計画を立てるために最初に解く
大学ごとに傾向が異なるのはどうしてですか？
最近は、付属校からの進学や、推薦・AO 入試が増えてきていますが、

入試というのは大学の先生方が「こんな生徒を採りたい」「この学校に
入るには、これだけの能力が必要だ」と考えて作るもので、それをク

リアすることが受験勉強だと私は信じています。だからこそ、偏差値
ではくくれない形で、大学ごとに傾向の違いがあるのです。時間がな
い受験生にとって、すべての大学に合格できる学力をつけるのは無理
があります。過去問で、志望校合格に必要な学力を見定めましょう。

具体的に、赤本をどのように使ったら
いいですか？
今、何年生なのか、浪人生なのかにもよりますが、いわゆる受験

生（高校 2 年生でも受験生になることはできます）であれば、まず

志望校を決めて、一通りその赤本をやってみることをお勧めします。
英語や国語、数学であれば、進度が速い人であればそこそこ点が取
れるかもしれませんし、学校の勉強はできているつもりなのに志望
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校の問題には歯が立たない、という人もいるでしょう。いずれにせ

よ、現在取れている点数と、合格者最低点のギャップを埋めることが、
これから受験の日までの課題になります。

また、やれば伸ばせそうな科目や単元、やっても志望校のレベル

に追いつきそうもないという単元などもあるでしょう。伸ばせると

ころから伸ばしていくのが受験勉強のセオリーです。そのためにも、
まず 1 年分解いてみるということから手をつけてみてください。

受験間際の力試しとしてではなく、学習計画の基本を作るために

赤本をやるのが和田式過去問勉強法の基本です。

先生は著書の中で、赤本に載っている「傾向と
対策」についても触れられています。
「傾向と対
策」にはどのような価値があるのでしょうか？
なぜ赤本を早めに入手して手をつけないといけないのかというと、

まさにその「傾向と対策」をつかむため、ということになります。

先ほど言ったように、1 年分だけでも自分で解いてみたら、難易度

がどのくらいかとか、自分の学力でなんとかなりそうかとか、どのよ

うな出題形式かとか、ある程度つかめることはあるでしょう。しかし、
重点的にやるべき分野とか、逆にあまり出ていない分野とかは、何年

分も目を通さないとつかむことはできません。赤本の「傾向と対策」は、
あなたに代わってプロの人がその大学の出題傾向や望ましい対策をま
とめたものです。これからの受験勉強の方針を決めるためにも、勉強
をいったん中断してでも読む価値があるはずです。

「傾向と対策」を読めば、どんなところに力
を入れて受験勉強をすればいいかわかるって
ことですね！
どの科目についても言えることですが、赤本の「傾向と対策」を見

ることで、どの範囲が多く出題されるか、たとえば英語なら自由英作

文が出題されるとか、長文問題が多いとか、アクセントの出題がある

とか、いろいろな情報がわかります。それにあわせて対策を立てるのが、
有効な赤本活用法です。

また科目ごとの難易度がわかるので、苦手科目が難しいというよう

な場合は、志望校を変えることを検討したり、その科目の目標点を低
めに設定してほかの科目で得点を稼ぐといった作戦を立てるのにも有
効です。

ふだんの勉強とは違う、「志望校に照準を合わせた勉強」のツールが

赤本と言えるでしょう。
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和田秀樹の

過去問 Q&A

Q

過去問は、何回分くらい解くのが
よいですか？

特別に決まりはありません。受験勉強の方針を立てるため
に解くなら 1、2 回分でしょうが、出題傾向に慣れるためなら、
5 回分くらいはやっておいたほうがいいでしょう。
同じ問題が出るわけではありませんから、何年分かを何回も解
いて答えを覚えるというより、2、3 カ月に 1 度くらいやってみて、
着実に点数が上がっていることを確認し、あと何点で合格ライ
ンを超えるか、ということを意識したほうがいいでしょう。

Q

志望校の過去問を
やりつくしてしまいました…。

一部の有名大学では予想問題集なども出版されていますから、
それを活用するのもいいでしょう。また、同じ大学の別の学部
など、出題傾向や試験形式の似た過去問も使えるはずです。
一度やった問題でも、直前期にもう一度やってみれば、ペース
配分のシミュレーションなどに使えます。
あとは何よりも、過去問を何年分もやったという自信が大切
です。

Q

過去問を解いてみたのですが、
年度によって出来がバラバラです…。

確実に合格するという観点を考えれば、悪くても合格ライン
は超えるということがとても大切です。できなかった部分が
なぜできなかったのかをきちんと分析して、悪い年でも合格
ラインはクリアできることを目標にして勉強を続けてください。
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Q

過去問は時間を計って
解いたほうがよいですか？

出題傾向を知るために赤本を使う時期であれば、それほど試
験時間を意識する必要はありません。ただその時期でも、たと
えば、英語の分量が多いから速読力を鍛えないといけないとか、
数学の問題全部に手をつけるのは無理そうだとか、そういうこ
とを把握するために時間を意識する必要はあります。
直前期に赤本を使って実際の受験のシミュレーションをする
場合は、どの順番で解いたら時間がかからないとか、一問捨て
て残りに集中しようとか、事前に戦略を立てるために時間の意
識は必須です。
可能なら試験時間の 9 割くらいを制限時間にして練習をして
おくと、本番で焦ることが減るでしょう。

和田秀樹先生 からの応援メッセージ
受験勉強というのは、学校や塾・予備校でみんなに与え

られるものを一生懸命こなすという受け身のものではな

く、現在の学力と志望校が求める学力のギャップを埋めて
いく、個人個人で違いがでる作業です。そして、そのギャッ

プ、つまり、勉強の課題は、自分で見つけるべきものです。
しかし、その課題を見つけることができ、それをきちん

とクリアできれば、多少時間がかかったとしても、志望校

に必ず合格できるものなのです。この課題を発見するため
の最高のツールが「赤本」であると私は信じています。

赤本を上手に使って、自分のやるべきことを発見する。

すべての科目のすべての項目をやるのではなく、志望校の
入試で出そうなこと、また、今の学力ではできないことだ

けに絞っていけば、やるべきことはずっと減るはずです。
減った代わりに一つ一つを完璧にやっていけば、それだけ
合格の確率は高まります。

あとは、自分を信じて勉強するだけです。きっと栄冠が

つかめるものと信じています。

和田 秀樹
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ノート の上 で
試行錯誤し続ける ことが

合 格 への近 道

先生

〝東 大 合 格 生 の ノ ー ト〟

太田 あや
AYA
OTA
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その
[Profile]
1976 年、石川県生まれ。フリーライター。

日本女子大学文学部卒業、一橋大学大学院言語社会研究科修士課程修了。ベネッセ
コーポレーションで進研ゼミの編集を担当したのち、フリーライターに。

『東大合格生のノートはかならず美しい』『東大合格生のノートはどうして美しいの

か？』『東大合格生の秘密の「勝負ノート」』（文藝春秋）がシリーズ 50 万部突破の
ベストセラーに。他の著書に『ネコの目で見守る子育て−学力・体力テスト日本一！

福井県の教育のヒミツ』
『超（スーパー）小学生』
（小学館）、
『 東大合格生が小学生だっ
たときのノート』（講談社）など。教育分野をテーマとした講演活動も行っている。

ノートシリーズなどの受験生向けの本作りのときは、読んでやる気になったり息抜きに

なったり、楽しくて役立つ本作りを目指している。また、ノート作りの講演会では、
聞いてくれている人が一つでも自分のノートに取り入れたいと思うものを見つけられる
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ように、ノートが書きたくてうずうずするような講演を心がけている。

ノートの上で試行錯誤
し続けることが合格への近道
先生も受験生のときは赤本を使われたんですね。
「赤本」にまつわる思い出ってありますか？
うーーーん、これと言ってないんです。ただ、受験生の頃はちゃん

と使いこなせていなかったなとは感じます。

行きたい大学の赤本を手にして、ドキドキして、そして問題を解い

て点数だけ見て「あー無理だー」としょんぼりするだけでした。でも、
行きたい大学の「赤本」を手にしたときの、その大学に近づいたよう
ななんだか誇らしいような気持ちは忘れられません。その大学は落ち
たんですけど（笑）。

でも、このときに勉強の仕方がよくわからず、ノートを書くことの

素晴らしさを知らなかったからこそ、大人になって東大合格生のノー
トのすごさに気づけたのかなとも思います。

先生は東大合格生の「美しいノート」に関す
る本をたくさん出されていますが、ノートに
注目したきっかけは何だったんですか？
もう 10 年以上も前のこと。ベネッセコーポレーションで進研ゼミの編

集をしているとき、取材である東大生に会いました。彼が持ってきてくれ
た高校時代の生物の授業ノート。ものす

ごい量の情報が整然とまとめられてお
り、その美しさに目を奪われました。た

めしに見せてもらったほかの科目のノー
トも同様に美しかったんです。私はそれ
まで、ノートを書くことは非効率的だと
思っていました。ノートを丁寧に書くく
らいなら、問題を一問でも多く解いた方

がいいと。だから、不思議だったんです。
東大は受験科目が多く、効率的に勉強し

なくてはいけない。それなのに、こんな

に丁寧にノートを書き留めていること
が。そのことがずっと心に引っかかって

いたので、その数年後、会社を辞めてフ
リーランスのライターになってから、東
大合格生のノートの取材を始めました。
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大学合格と、ノートをとることは、
関連があると思いますか？
あると思います。

東大生の受験時代のノートの取材をしている中で、このノートがあっ

たから合格できたんだなと感じるノートがたくさんありました。志望
大に絶対合格するんだという強い思いを持ち、入試で合格最低点を取
るために何をすべきかをノートの上で試行錯誤し続けることが、合格
への近道だと感じています。

本では過去問を解いたときのノートも紹介さ
れていますが、過去問用ノートで印象に残って
いるものはありますか？
どれもすごいなと思ったので、すべて印象に残っています。

東大生の過去問演習のノートからは、「執念」と「冷静さ」の両方を

感じました。東大に合格したい、できない問題をなんとか克服したい
という熱い熱い思い。それと同時に、この問題を解くためにはどうし
たらいいのか、その分析が冷静にされている。そのバランスがとても
いいノートばかりで、そこにぐっときました。

ノートをとるときの
「極意」を教えて
ください！
「このノートは未来の自分のために

書いているんだ」と意識することが大
切です。

ノートを書くのはきっと、いい点数

を取りたい、志望する大学に合格した
いなど、何らかの目標を叶えたいから
だと思います。だから、ただ漫然と書

いていても自分のためのノートにはな
りません。目標を叶えるために、どん
な内容を書いたらよいのか、書いた

ノートをどう使うべきか、イメージしながら書くことが大切です。

少し先の未来、ノートを見直した自分が、
「こんな風に書いてあってよ

かったー」と喜ぶように、未来の自分に気を遣いながら書いてください。
10

太田あや
直伝

「過去問ノート」のススメ
過去問を解いて採点するだけなら、いらなくなったプリントの裏

でもいいのかもしれません。でも、それではもったいない気がします。
過去問演習は、志望大の入試傾向を分析し、志望大と自分の実力と
の差をリアルに測ることのできる、受験勉強には欠くことのできな
いものです。だからこそノートを使い、見直しを意識した分析をし
て欲しいなと思います。

自分だけの「勝負ノート」の作り方
志望大の過去問演習用のノートを一冊用意します。

ノートで問題を解き、採点をしたら、じっくり分析してください。

間違えた問題に関しては、どうして間違えたのか、知識不足のせいか

問題のパターンに不慣れなせいかなど、その理由を書き留めてくださ
い。また、入試ではほとんどの大学で満点をとる必要はありません。間
違えた問題をすべて見直すのではなく、合格最低点と比べて何点足りな

いのか、その足りない点数を補うためにはどの問題をクリアーしなくて
はいけないのか、間違えた理由を参考にしながら選んでください。

克服すべき問題を選んだら、「赤本」の問題をコピーしてノートに

貼り、解答を書いてください。「赤本」の模範解答を写すのではなく、
解説を読みながら、次に同じ問題が出題された場合、自分が解ける形
で解答を書くことが大切です。

それを何年分か繰り返すと、志望大に向け、克服すべき弱点が集まっ

た自分専用の問題集になります。それを、解けるようになるまで、入

試直前まで、何度も何度も見直してください。その一冊があなたの「勝
負ノート」になります。
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「フセン」を活用しよう
克服すべき弱点をまとめている「勝負ノート」は書いて終わりで

はなく、何度も見直して頭に叩き込んでいくことが大切です。その

際、どうしても覚えられない部分、理解が浅い部分にチェックを入れ、
そこだけを見直すと効率的。そのチェックにフセンを使うと便利で

す。つけたりはずしたりが楽だし、ページからはみ出して貼ると目

立ちます。また、重要度別に色分けしたり、大きさを変えたり、イ
ラストつきにして気分を盛り上げたりすることもできますよ。

番外編

計画用「目標ノート」のススメ

まずは長期目標を立てます。今をスタート地点に、志望大
の入試日をゴールとし、その期間に何をすべきかを決めます。
「夏休みまでは基礎、秋以降は応用問題」などざっくりと立て
てください。最初に志望大の「赤本」を解くと、ゴールまで
の距離が明確になるのでオススメです。
次に、2 〜 3 カ月のスパンで中期目標を立てます。「問題集

のどこまでを終わらす」など、具体的に立てましょう。
そして、中期目標で決めたことを、週単位、さらに毎日や
るべきことに分けていきます。2 カ月で基礎問題を 60 問やる
と決めたら、1 日に 1 問ずつ解くなど、日々の計画に落とし
込んでください。その際、1 週間に 1 日は予備日を作ってお
くと、できなかった場合にフォローすることができます。
計画を立て始めると、“やりたい量”と“できる量”がうま
く合わないということもあります。でも、それは当たり前。
自分の“やりたい量”と“できる量”を一致させるためにも
計画は必要です。また、成績は日々変わっていきます。思う
ように伸びたり、伸びなかったり。成績に合わせて、長期目
標と中期目標を調整していくことも必要です。その際に、「赤
本」を解くと実力の伸びを測ることができるので、いいペー
スメーカーになってくれますよ。
「目標ノート」は、大学ノートでもカレンダー式のものでも、
自分が使いやすいものを選んでください。小さいサイズなら
持ち運んで常に見直すことができますよ。
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受験生 への応援メッセージ
ぜひ、目標を持ってノートを書いてください。

志望大に合格するためにどうしたらいいのか、ノートを

書きながら自分と向き合い、試行錯誤してください。志望

大に合格するためにどんなノートを書き、どんな勉強をし
たらいいかを探ることは、あなたの目標の叶え方を見つけ
ることにつながります。将来、あなたが本当にやりたいこ
とが見つかったとき、その方法が役に立つはずです。

太田 あや

過去問演習を確 実に力にする

赤本ノート2.0

センター赤本シリーズ

文系科目 8 点

センター試験

文系科目用

センター赤本シリーズ

理系科目 5 点

センター試験

理系科目用

傾向が把握できる
弱点が発見できる

大学入試シリーズ

全 525 点

個別試験用

自分だけの対策が
たてられる

“赤本”
全 538 点に完全対応！
全 国 の主 要 書 店で 発 売 中
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過去問活用講座

必要な受験勉強は
大学ごとに違う！
入試問題は大学によって出題内容が大きく異なります。たとえば、A 大
学では英語で 1000 語超の超長文が出題され、B 大学では自由英作文が出
題される、といったふうです。A 大学と B 大学、同じ勉強の仕方でよい
でしょうか？
長文問題の対策しかしてこなかった人が、入試本番で自由英作文をすら
すら書くことは難しいでしょう。このように、どんな問題が出るのかを知
らないで入試に臨むのは、非常にリスキーです。どんなに学校の成績がよ
くても、どんなに模試で点数が取れていても、志望校の入試問題が解ける
確証にはなりません。過去問で志望校の入試問題を研究し、志望校のため
の対策を立てることが、本当の受験勉強なのです。

過去問活用のポイント
出題形式

記述式か選択式か（マークシート方式か）でも勉強
の仕方は変わってきます。日本史で人物名を漢字で
書ける必要があるのか。数学で途中式も書かせるの
か、答えだけでよいのか。社会や理科で論述問題を
課す大学もあります。過去問で確認しましょう。

出題内容・
頻出分野

英語だと、長文問題のほかに文法問題・会話文問題・
英作文問題などがあり、その配分は大学によって異
なります。また、数学や理科で特定の分野が頻出し
ていたり、歴史で特定の時代が細かく問われたりす
ることがあります。配分の大きい問題や頻出分野を
得点源にできると有利です。

問題のレベル

難関大と言われる大学でも、問題自体はやさしいこ
とがあります。その場合、高得点が求められますか
ら、苦手分野があったりケアレスミスをしたりする
と命取りになります。志望校のレベルを知って目標
点を設定しましょう。

時間配分

問題の分量も様々です。本番で時間が足りなくなら
ないよう、必ず時間を計って過去問を解きましょう。
大問ごとの時間配分を考えたり、解く順番を考えた
りすることも効果的です。
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「傾向と対策」を熟読する

赤本には「傾向と対策」という、各大学の試験の出題
傾向を分析したものがあるので、それに沿って勉強し
ました。当日の試験でも赤本の分析どおりの問題が出
たため、余裕をもって解くことができました。「傾向
と対策」は熟読すべきです！
I さん／青山学院大学合格

同じ問題を完璧になるまで解く

1 回目は 1 年分を通して解く。答え合わせをしたら、
解説を読んでしっかり理解する。2 回目からは大問ご
とに時間を計って解く。スラスラ解けた問題にマルを
つけ、マルが 3 つになるまで繰り返す。1 週間後に短
い時間で通して解く。
Ｈさん／東京大学合格

本番よりも短い時間で解く

本番は緊張したり焦ったりして、思うように問題が解
けないことがあります。赤本を解くときは、実際の試
験時間よりも 10 分短い時間を設定していました。
I さん／青山学院大学合格

「赤本ノート」を作って苦手分野を克服

「赤本ノート」を作り、答え合わせの際に解説を熟読
して知らなかったところをノートに書き込み、なぜ不
正解になったのかも記していきます。ちょっとした時
間に自分の書いたものを見直して苦手なものを減らし
ていき、入試前までに赤本の研究をしつくすことが重
要だと思います。
A さん／慶應義塾大学合格

他学部の過去問も活用

私大では、学部によって出題形式や難度に差がない大
学もある。数多く実戦にあたるために、受験する学部
以外の過去問を解くのもよい。
Ｋさん／立教大学合格
15

おく ぞの

とし こ

奥薗壽子 の 赤本合格レシピ
脳に大切

DHA・EPA をおいしく食べられる魚料理

さばカレー

材料（2人分）

作り方

A さば水煮缶
1 缶（200g） ピザ用チーズ 適宜
トマト 1 個（ざく切りにする） ご飯
適宜
にんにく １かけ（すりおろす） パセリ
適宜
しょうが １かけ（すりおろす）
カレー粉
大さじ 1/2 ～１

❶ A を耐熱容器に入れ、ラップをして電子レ
ンジに５分かける
（600W）。

B ケチャップ
ウスターソース

❸ チーズが溶けたらご飯にかけ、彩りにパセ
リをふる。

大さじ１
大さじ１

amazon

クッキング・レシピ
ランキング

1位 獲得！
※2016年3月9〜10日調べ

奥薗 壽子（おくぞの・としこ）
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❷ ❶に B の調味料を混ぜ、ピザ用チーズを
加えて、再び電子レンジに１〜２分かける
（600W）。

受験生の声に
こたえました！
心と身体を
元気にする
合格レシピ56

簡単で美味しく健康に適った家庭料理を提唱。テレビの
健康番組でも大人気。家庭料理が健康と元気を支える大
切さを発信。医学関係者からも高く評価されている。

教学社 刊行一覧

過去問で志望校対策！ 赤本は 369 大学 593 点

※

※「2017 年版 大学入試シリーズ」、
「2017 年版 センター赤本シリーズ」、
「難関校過去問シリーズ」
（2016 年 4 月現在）の合計点数

2017年版 大学入試シリーズ（赤本）
国公立大学の赤本

30 筑波大学（後期日程）
31 宇都宮大学

医〈看護を除く〉
・歯・工・農

32 群馬大学

※都道府県順

1 北海道大学（文系－前期

62 新潟大学（教育〈理系〉
・理・
学部）

33 群馬県立女子大学

63 富山大学（文系）

34 高崎経済大学

64 富山大学（理系）

35 前橋工科大学

65 富山県立大学

36 埼玉大学（文系）

66 金沢大学（前期日程）

3 北海道大学（後期日程）

37 埼玉大学（理系）

67 金沢大学（後期日程）

4 旭川医科大学（医学部〈医

38 千葉大学（文系－前期日程）

68 福井大学（教育・医〈看護〉
・

日程）
2 北海道大学（理系－前期日
程）

39 千葉大学（理系－前期日

学科〉）
5 小樽商科大学

程）

6 帯広畜産大学

40 千葉大学（文系－後期日程）

7 北海道教育大学

41 千葉大学（理系－後期日

8 室蘭工業大学／北見工業

程）
43 東京大学（理科） 

9 釧路公立大学

科〉）
70 福井県立大学
71 山梨大学（教育・医〈看護〉
・

42 東京大学（文科）

大学

工・国際地域学部）
69 福井大学（医学部〈医学

工・生命環境学部）
72 山梨大学（医学部〈医学

10 公立はこだて未来大学

44 お茶の水女子大学

11 札幌医科大学（医学部）


45 電気通信大学

73 都留文科大学

12 弘前大学

46 東京医科歯科大学

74 信州大学（人文・教育・経法

13 岩手大学

47 東京外国語大学

14 岩手県立大学・盛岡短期大

48 東京海洋大学

学部・宮古短期大学部

49 東京学芸大学

科〉）

学部）
75 信州大学（理・医・繊維学
部）

15 東北大学（文系）

50 東京芸術大学

76 信州大学（工・農学部）

16 東北大学（理系）

51 東京工業大学

77 岐阜大学（前期日程）

17 宮城教育大学

52 東京農工大学

78 岐阜大学（後期日程）

18 宮城大学

53 一橋大学（前期日程）

79 岐阜薬科大学

19 秋田大学

54 一橋大学（後期日程）

80 静岡大学（前期日程）

20 秋田県立大学

55 首都大学東京（文系）

81 静岡大学（後期日程）

21 国際教養大学

56 首都大学東京（理系）

82 浜松医科大学（医学部〈医

22 山形大学

57 横浜国立大学（文系）

23 福島大学

58 横浜国立大学（理系）

83 静岡県立大学

24 会津大学

59 横浜市立大学（国際総合

84 静岡文化芸術大学

25 福島県立医科大学（医学
部）

科・医〈看護〉学部）
60 横浜市立大学（医学部〈医

26 茨城大学（文系）

61 新潟大学（人文・教育〈文系〉
・
法・経済・医〈看護〉学部）

28 筑波大学（推薦入試）


85 名古屋大学（文系）
86 名古屋大学（理系）
87 愛知教育大学

学科〉）

27 茨城大学（理系）

学科〉）

88 名古屋工業大学
89 愛知県立大学

29 筑波大学（前期日程）
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
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90 名古屋市立大学（経済・人文
社会・芸術工・看護学部）

158 宮 崎 大 学（ 教 育・医〈 看

123 島根大学

護〉
・工・農・地域資源創成

91 名古屋市立大学（医学部）

124 岡山大学（文系）

92 名古屋市立大学（薬学部）

125 岡山大学（理系）

93 三重大学（人文・教育・医

126 岡山県立大学

〈看護〉学部）
94 三重大学（医〈医〉
・工・生物
資源学部）

128 広島大学（理系）

161 鹿児島大学（理系）

129 尾道市立大学

162 琉球大学

96 滋賀医科大学（医学部〈医

131 広島市立大学

98 京都大学（文系）
99 京都大学（理系）
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

科〉）
160 鹿児島大学（文系）

130 県立広島大学

97 滋賀県立大学

学部）
159 宮崎大学（医学部〈医学

127 広島大学（文系）

95 滋賀大学
学科〉）

【医学部医学科 推薦・ＡＯ／

132 福山市立大学



133 山口大学（国際総合科・人

163 〔国公立大〕医学部医学

文・教育〈文系〉
・経済・医
〈看護〉学部）
134 山口大学（教育〈理系〉
・
理・医〈看護を除く〉
・工・
農・共同獣医学部）

看護・医療系大学】
科 推薦・ＡＯ入試

164 看護・医療系大学〈国公立
東日本〉
165 看護・医療系大学〈国公立
西日本〉

135 下関市立大学／山口県立

部〈医学科〉）

大学

【文部科学省所管外の大学校】

104 大阪大学（文系）

136 徳島大学

166 海上保安大学校／気象大

105 大阪大学（理系）

137 香川大学

106 大阪教育大学

138 愛媛大学

167 国立看護大学校

107 大阪市立大学（商・経済・法・

学校

139 高知大学

168 防衛大学校

文・医〈看護〉
・生活科〈居住

140 高知工科大学

169 防 衛 医 科 大 学 校（ 医 学

環境・人間福祉〉学部）

141 九州大学（文系－前期日程）

108 大阪市立大学（理・工・医

142 九州大学（理系－前期日

〈医〉
・生活科〈食品栄養
科〉学部）

程）
143 九州大学（後期日程）

109 大阪府立大学（現代シス

144 九州工業大学

テム科学域・生命環境科

145 福岡教育大学

学域・地域保健学域）

科）

私立大学の赤本
※地域ごとの 50 音順

【北海道の私立大学】

146 北九州市立大学

201 札幌大学・女子短期大学部

110 大阪府立大学（工学域）

147 九州歯科大学

202 札幌学院大学

111 神戸大学（文系－前期日程）

148 福岡県立大学／福岡女子

203 北星学園大学・短期大学部

112 神戸大学（理系－前期日
程）

大学

204 北海学園大学

149 佐賀大学

205 北海道医療大学

113 神戸大学（後期日程）

150 長崎大学（文系）

206 北海道薬科大学

114 神戸市外国語大学

151 長崎大学（理系）

207 酪農学園大学（獣医学群

115 兵 庫 県 立 大 学（ 経 済・経

152 長崎県立大学

営・看護学部）
116 兵庫県立大学（工・理・環
境人間学部）
117 奈良教育大学

153 熊本大学（文・教育・法・医
〈看護〉学部）
154 熊本大学（理・医〈看護を
除く〉
・薬・工学部）

〈獣医学類〉）

【東北の私立大学】
208 岩手医科大学（医・歯・薬
学部）

118 奈良女子大学

155 熊本県立大学

209 尚絅学院大学

119 奈良県立医科大学（医学

156 大分大学（教育・経済・医〈看

210 仙台大学

部〈医学科〉）
120 和歌山大学
121 和歌山県立医科大学（医
学部）
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122 鳥取大学

護〉
・工・福祉健康科学部）
157 大分大学（医学部〈医学
科〉）

211 東北学院大学
212 東北工業大学
213 東北福祉大学

214 東北医科薬科大学（医・薬
学部）

246 杏林大学（医学部）
247 杏林大学（保健学部）

215 宮城学院女子大学

【関東の私立大学】
式〉
・国際政治経済学部－

ポ ルトガ ル 語 〉
・総 合 グ

249 慶應義塾大学（経済学部）

ローバル学部）
280 上智大学（TEAP 利用型）

252 慶應義塾大学（総合政策

281 湘南工科大学
282 昭和大学（医学部）

253 慶應義塾大学（環境情報

218 青山学院大学（経営〈Ａ方
式〉学部－個別学部日程）
219 青山学院大学（文・教育人
間科・社会情報学部－個

283 昭和大学（歯・薬・保健医
療学部）

学部）

－個別学部日程）

279 上智大学（理工学部）

251 慶應義塾大学（文学部）
学部）

個別学部日程）
217 青山学院大学（経済学部

係法〉
・外国語〈ドイツ語・

248 慶應義塾大学（法学部）
250 慶應義塾大学（商学部）

216 青山学院大学（法〈Ａ方

278 上智大学（文・法〈国際関

254 慶應義塾大学（理工学部）

284 昭和女子大学

255 慶應義塾大学（医学部）

285 昭和薬科大学

256 慶應義塾大学（薬学部）

286 女子栄養大学・短期大学部

257 慶應義塾大学（看護医療

287 白百合女子大学

学部）

288 成蹊大学（法学部－Ａ方式）

220 青山学院大学（総合文化

258 工学院大学

289 成蹊大学（経済学部－Ａ

政 策・地 球 社 会 共 生・法

259 國學院大學

別学部日程）

〈Ｂ方式〉
・経営〈Ｂ方式〉
学部－個別学部日程）
221 青山学院大学（理工学部

方式）

260 国際医療福祉大学

290 成蹊大学（文学部－Ａ方式）

261 国際基督教大学

291 成蹊大学（理工学部－Ａ
方式）

262 国士舘大学

292 成蹊大学（Ｅ方式〈全学部

263 駒澤大学

－個別学部日程）
222 青山学院大学（全学部日程）

264 埼玉医科大学（医学部）

統一入試〉
・Ｐ方式〈セン

223 麻布大学（獣医学部）

265 相模女子大学・短期大学部

タープラス入試〉）

224 亜細亜大学

266 産業能率大学

293 成城大学（経済・法学部）

225 跡見学園女子大学

267 自治医科大学（医学部）

294 成城大学（文芸・社会イノ

226 桜美林大学

268 自 治 医 科 大 学（ 看 護 学

227 大妻女子大学・短期大学部
228 学習院大学（法・国際社会
科学部）

295 聖心女子大学

学（医学部〈看護学科〉）

296 清泉女子大学

269 実践女子大学・短期大学

229 学習院大学（経済学部）

ベーション学部）

部）／東京慈恵会医科大

部

297 聖徳大学・短期大学部
298 聖マリアンナ医科大学

230 学習院大学（文学部）

270 芝浦工業大学

299 聖路加国際大学（看護学部）

231 学習院大学（理学部）

271 十文字学園女子大学

300 専修大学（スカラシップ・

232 学習院女子大学

272 淑徳大学

233 神奈川大学（給費生試験）

273 順天堂大学（医学部）

301 専修大学（一般前期入試）

234 神奈川大学（一般入試）

274 順天堂大学（スポーツ健

302 大正大学

全国入試）

235 神奈川工科大学

康科・医療看護・保健看護

303 大東文化大学

236 鎌倉女子大学・短期大学部

学部）

304 高崎健康福祉大学

237 川村学園女子大学

275 城西国際大学

305 高千穂大学

238 神田外語大学

276 上智大学（神・総合人間科

306 拓殖大学

239 関東学院大学

〈教育・心理・看護〉
・経済〈経

307 玉川大学

済〉
・外国語〈英語〉学部）

240 北里大学（理学部）

308 多摩美術大学

241 北里大学（医学部）

277 上 智 大 学（ 総 合 人 間 科

309 千葉科学大学

242 北里大学（薬学部）

〈社会・社会福祉〉
・法〈法

310 千葉工業大学

律・地球環境法〉
・経済〈経

311 千葉商科大学

営〉
・外国語〈フランス語・

312 中央大学（法〈法律・国際

イスパニア語・ロシア語〉

企業関係法〉 学部－一般

学部）

入試）

243 北里大学（看護・医療衛生
学部）
244 北里大学（獣医・海洋生命
科学部）
245 共立女子大学・短期大学
医

医学部医学科を含む

推

推薦入試を含む

CD
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313 中央大学（法〈政治〉学部
－一般入試）
314 中央大学（経済学部－一
般入試）
315 中央大学（商学部－一般
入試）
316 中央大学（文学部－一般
入試）
317 中央大学（総合政策学部
－一般入試）
318 中央大学（理工学部－一
般入試）

Ｂ方式）
345 東京理科大学（理工学部
－Ｂ方式）
346 東京理科大学（工・基礎工
学部－Ｂ方式）
347 東京理科大学（薬学部－
Ｂ方式）
348 東京理科大学（経営学部
－Ｂ方式）
349 東京理科大学（Ｃ方式〈セ
ンター試験併用入試〉）

380 白鷗大学（学特入試・一般
入試）
381 フェリス女学院大学
382 文教大学
383 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）
・
384 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）
385 法政大学（経済・社会・現
代福祉・スポーツ健康学
部－Ａ方式）

319 中央大学（統一入試）

350 東邦大学（医学部）

320 中央学院大学

351 東邦大学（薬学部）

321 津田塾大学

352 東邦大学（理・看護学部）

ン工・理工・生命科学部－

322 帝京大学（薬・経済・法・文・

353 東洋大学（文・経済・法・ラ

Ａ方式）

外国語・教育・理工・医療技

イフデザイン・理工・総合

術・福岡医療技術学部）

情報学部）

323 帝京大学（医学部）

354 東洋大学（経営・社会・国

386 法政大学（情報科・デザイ

387 法 政 大 学（Ｔ日 程〈 統 一 日
程〉
・英語外部試験利用入試）
388 星薬科大学

324 帝京科学大学

際地域・生命科・食環境科

389 武蔵大学

325 帝京平成大学

学部）

390 武蔵野大学

326 東海大学（医学部を除く）

355 東洋英和女学院大学

391 武蔵野美術大学

327 東海大学（医学部）

356 常磐大学・短期大学

392 明海大学

328 東 京 医 科 大 学（ 医 学 部

357 獨協大学

393 明治大学（法学部－一般

〈医学科〉）
329 東京家政大学・短期大学
部

358 獨協医科大学（医学部）
359 二松學舍大学
360 日本大学（法学部）

330 東京経済大学

361 日本大学（経済学部）

331 東京工科大学

362 日本大学（商学部）

332 東京工芸大学

363 日本大学（文理学部〈文系〉）

333 東京国際大学

364 日本大学（文理学部〈理系〉）

334 東京歯科大学／日本歯科

365 日本大学（芸術学部）

大学／大阪歯科大学

366 日本大学（国際関係学部）

335 東京慈恵会医科大学（医

367 日本 大 学（ 危 機 管 理・ス

学部〈医学科〉）
東京慈恵会医科大学（医学部
〈看護学科〉）☞ 268

ポーツ科学部）
368 日本大学（理工学部）
369 日本大学（生産工・工学部）

336 東京情報大学

370 日本大学（生物資源科学部）

337 東京女子大学

371 日本大学（医学部）

338 東京女子医科大学（医学

372 日本大学（歯・松戸歯学部）

部）

373 日本大学（薬学部）

選抜入試）
394 明治大学（政治経済学部
－一般選抜入試）
395 明治大学（商学部－一般
選抜入試）
396 明治大学（経営学部－一
般選抜入試）
397 明治大学（文学部－一般
選抜入試）
398 明治大学（国際日本学部
－一般選抜入試）
399 明治大学（情報コミュニ
ケーション学部－一般選
抜入試）
400 明治大学（理工・総合数理
学部－一般選抜入試）
401 明治大学（農学部－一般

339 東京電機大学

374 日本大学（Ｎ方式）

340 東京都市大学

375 日本医科大学

402 明治大学（全学部統一入試）

341 東京農業大学

376 日本工業大学

403 明治学院大学

342 東京薬科大学（薬学部）
343 東京薬科大学（生命科学
部）
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344 東京理科大学（理学部－

日本歯科大学 ☞ 334

選抜入試）

404 明治薬科大学

377 日本獣医生命科学大学

405 明星大学

378 日本女子大学

406 目白大学

379 日本体育大学

407 横浜商科大学

408 立教大学（経済・法・観光

437 金城学院大学

472 関西大学（文・社会・外国

〈観光〉
・コミュニティ福祉

438 至学館大学・短期大学部

〈スポーツウエルネス〉
・

439 椙山女学園大学

異文化コミュニケーショ

440 大同大学

ン学部－個別学部日程）

441 中京大学

409 立教大学（社会・観光〈交
流文化〉
・コミュニティ福祉

部－学部個別日程）
473 関西大学（システム理工・
環境都市工・化学生命工

442 中部大学

学部－学部個別日程）

444 名古屋外国語大学

〈 コミュ ニ ティ政 策・福

445 名古屋学院大学

祉〉
・経営・現代心理学部

446 名古屋学芸大学

－個別学部日程）

447 名古屋女子大学・短期大

410 立教大学（文学部－個別

合政策学部）
450 南山大学（経営・理工学部）

413 立正大学

451 新潟国際情報大学

414 早稲田大学（法学部）

452 日本福祉大学

415 早稲田大学（政治経済学部）

453 福井工業大学

416 早稲田大学（商学部）

454 藤田保健衛生大学（医学

418 早稲田大学（文学部）
420 早 稲 田 大 学（ 教 育 学 部
〈文科系〉）
421 早 稲 田 大 学（ 教 育 学 部

部－学部個別日程）
480 関西学院大学（経済・人間

481 関西学院大学（神・商・教育
〈文系型〉
・総合政策〈文系

部）

型〉学部－学部個別日程）
482 関西学院大学（文学部－

科学部）
456 名城大学（法・経営・経済・外

学部個別日程）

国語・人間・都市情報学部）

483 関西学院大学（理工・教育

457 名城大学（理工・農・薬学部）

〈理系型〉
・総合政策〈理系
型〉学部－学部個別日程）

422 早稲田大学（人間科学部）

423 早稲田大学（スポーツ科 【近畿の私立大学】
459 藍野大学

学部）

479 関西学院大学（社会・法学

別日程）

458 山梨学院大学

〈理科系〉）

478 関西外国語大学・短期大

福祉・国際学部－学部個

455 藤田保健衛生大学（医療

419 早稲田大学（文化構想学部）

476 関西医科大学

学部

412 立教大学（全学部日程）

417 早稲田大学（社会科学部）

475 関西大学（後期日程）
477 関西医療大学

学部

449 南山大学（人文・経済学部）

学部日程）

474 関西大学（全学部日程・セ
ンター利用入試〈中期〉）

448 南山大学（外国語・法・総

学部日程）
411 立教大学（理学部－個別

語・人間健康・社会安全学

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

424 早稲田大学（国際教養学部）

460 追手門学院大学

486 畿央大学

425 早稲田大学（基幹理工・創

461 大阪医科大学（医学部）

487 京都外国語大学

462 大阪学院大学

488 京都学園大学

463 大阪経済大学

489 京都光華女子大学・短期

造理工・先進理工学部）
426 和洋女子大学

464 大阪経済法科大学

【中部の私立大学】

465 大阪工業大学

427 愛知大学

466 大阪国際大学・短期大学

428 愛知医科大学（医学部）

入試）
491 京都産業大学（一般入試

部

429 愛 知 学 院 大 学（ 文・心 身

大学部
490 京都産業大学（公募推薦

大阪歯科大学 ☞ 334

〈前期日程〉）

科・商・経営・経済・法・総合

467 大阪商業大学

492 京都女子大学

政策）
・短期大学部

468 大阪女学院大学・短期大

493 京都橘大学

430 愛知学院大学（歯・薬学部）

494 京都ノートルダム女子大

学

431 愛知工業大学

469 大阪薬科大学

432 愛知淑徳大学

470 大手前大学・短期大学

495 京都薬科大学

433 朝日大学

471 関西大学（法・経済・商・政

496 近畿大学・短期大学部（推

学

434 金沢医科大学（医学部）

策創造・総合情報学部－

435 金沢工業大学

学部個別日程）

436 岐阜聖徳学園大学・短期

入試前期〈医学部を除く〉）
498 近畿大学（医学部）

大学部
医

医学部医学科を含む

薦入試〈医学部を除く〉）
497 近畿大学・短期大学部（一般

推

推薦入試を含む

CD
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499 皇學館大学

528 立命館大学（文系－全学

500 甲南大学

統一方式・学部個別配点

501 神戸学院大学

方式）／立命館アジア太

502 神戸松蔭女子学院大学

平洋大学（Ａ方式・英語重

503 神戸女学院大学

視方式）

504 神戸女子大学・短期大学

529 立命館大学（理系－全学

505 神戸薬科大学

統一方式・学部個別配点

506 四天王寺大学・短期大学

方式、 薬学方式）

部
507 摂南大学（法・外国語・経
済・経営学部）
508 摂南大学（理工・薬・看護
学部）
509 千里金蘭大学
510 園田学園女子大学・短期
大学部
511 天理大学
512 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）
513 同志社大学（文・経済学部
－学部個別日程）

530 立命館大学（ＩＲ方式〈英
語資格試験利用型〉
・セン

学部個別日程）
516 同志社大学（政策・文化情

科〉）
557 福岡工業大学
☞ 528，530，531

531 立命館大学（後期分割方
式・
「経営学部で学ぶ感性

2017 年版 センター赤本シリーズ

＋センター試験」方式）／

601 センター試験過去問研究 英語

立命館アジア太平洋大学

602 センター試験過去問研究

（後期分割方式）
532 龍谷大学・短期大学部（公
募推薦入試）
533 龍谷大学・短期大学部（一
般入試）

534 岡山理科大学
535 川崎医科大学
536 吉備国際大学
537 倉敷芸術科学大学
538 就実大学
539 ノートルダム清心女子大
学
540 広島経済大学

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

科・文化情報〈理系型〉
・ス

541 広島工業大学

生物 —「生物基礎」「生物」対策用

ポーツ健康科〈理系型〉

542 広島国際大学

613 センター試験過去問研究

学部－学部個別日程）

543 広島修道大学

518 同志社大学（全学部日程）

544 福山大学／福山平成大学

519 同志社女子大学

545 松山大学

520 奈良大学

546 安田女子大学・短期大学

521 阪南大学
522 姫路獨協大学

【九州の私立大学】

523 兵庫医科大学

547 九州産業大学

524 兵庫医療大学

548 九州保健福祉大学

525 佛教大学

549 熊本学園大学

526 武庫川女子大学・短期大

550 久留米大学（文・法・経済・

学部
527 桃山学院大学

商学部）
551 久留米大学（医学部〈医
学科〉）
552 産業医科大学（医学部）
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ポーツ科学部）
556 福岡大学（医学部〈医学

（センター試験併用方式）

康科〈文系型〉 学部－学
部個別日程）

商・理・工・医〈看護〉
・薬・ス

立命館アジア太平洋大学

報〈文系型〉
・スポーツ健

517 同志社大学（理工・生命医

間科学部－Ａ日程）
555 福岡大学（人文・法・経済・

命 館アジア 太 平 洋 大 学

グローバル地域文化学部 【中国・四国の私立大学】

515 同志社大学（社会学部－

済・国際文化学部－Ａ日程）
554 西南学院大学（文・法・人

ター試験併用方式）／立

514 同志社大学（神・商・心理・
－学部個別日程）

553 西 南 学 院 大 学（ 神・商・経

地学 —「地学基礎」「地学」対策用

センター試験集中スタディシリーズ
651 センター試験集中スタディ
〈化学基礎・生物基礎〉
652 センター試験集中スタディ
〈生物基礎・地学基礎〉

難関過去問シリーズ

764 一橋大の数学 15 カ年［第 4 版］
765 一橋大の国語 15 カ年

風呂で覚えるシリーズ

2016 年 新刊・改訂

766 一橋大の日本史 15 カ年

831 風呂で覚える英単語［3 訂版］

701 東大の英語 25 カ年［第 8 版］

767 一橋大の世界史 15 カ年

832 風呂で覚える英熟語［改訂版］

702 東大の英語リスニング 15 カ年［第 5 版］

768 神戸大の英語 15 カ年［第 5 版］

833 風呂で覚える古文単語［改訂版］

703 東大の文系数学 25 カ年［第 8 版］

769 神戸大の数学 15 カ年

834 風呂で覚える古文文法［改訂版］

704 東大の理系数学 25 カ年［第 8 版］

770 明治大の英語［第 5 版］

835 風呂で覚える漢文［改訂版］

705 東大の現代文 25 カ年［第 8 版］

771 青山学院大の英語［第 5 版］

［改訂版］
836 風呂で覚える日本史〔年代〕

706 東大の古典 25 カ年［第 8 版］

772 立教大の英語［第 5 版］

［改訂版］
837 風呂で覚える世界史〔年代〕

707 東大の日本史 25 カ年［第 5 版］

773 中央大の英語［第 5 版］

838 風呂で覚える倫理［改訂版］

708 東大の世界史 25 カ年［第 5 版］

774 法政大の英語［第 5 版］

839 風呂で覚える化学［3 訂版］

709 東大の地理 25 カ年［第 5 版］
710 東大の物理 25 カ年［第 5 版］

840 風呂で覚える百人一首［改訂版］

711 東大の化学 25 カ年［第 5 版］

MEDICAL 難関過去問シリーズ

712 東大の生物 25 カ年［第 5 版］

801〔国公立大〕医学部の英語

赤本ポケットシリーズ

713 京大の英語 25 カ年［第 8 版］

802 私立医大の英語〔長文読解編〕

851 マルチ英単語 600

714 京大の文系数学 25 カ年［第 8 版］

803 私立医大の英語〔文法・語法編〕

852 マルチ英熟語 270

715 京大の理系数学 25 カ年［第 8 版］

804 医学部の実戦小論文

853 医歯薬系の英単語［改訂版］

716 京大の国語 25 カ年［第 8 版］
717 京大の物理 25 カ年［第 5 版］
718 京大の化学 25 カ年［第 5 版］

854 医系小論文 最頻出論点 20［改訂版］

体系シリーズ

855 医学部の面接［改訂版］
856 センター日本史〔文化史〕

719 早稲田の英語［第 7 版］

811 体系英語長文

857 心理学科をめざすあなたへ［改訂版］

720 早稲田の国語［第 5 版］

812 体系英作文

858 デザイン系学科をめざすあなたへ

721 早稲田の日本史［第 5 版］

815 体系現代文

859 医学部学士編入をめざすあなたへ

722 慶應の英語［第 7 版］

816 体系古文

723 上智大の英語［第 4 版］

817 体系日本史

724 同志社大の英語［第 7 版］

819 体系物理［第 6 版］

725 立命館大の英語［第 7 版］

820 体系化学

TEAP 攻略問題集

726 関西大の英語［第 7 版］

821 体系生物

東大の英単語［新装版］

単行本

727 関西学院大の英語［第 7 版］
741 東工大の英語 15 カ年［第 4 版］

早慶上智の英単語［改訂版］

742 東工大の数学 15 カ年［第 5 版］

満点のコツシリーズ

743 東工大の物理 15 カ年

新

841 センター英語〔発音・アク

744 東工大の化学 15 カ年

新

2015 年 新刊・改訂

セント・文法〕満点のコツ
842 センター英語〔会話・読解〕

751 北大の英語 15 カ年［第 4 版］
752 北大の理系数学 15 カ年［第 4 版］
753 東北大の英語 15 カ年［第 4 版］

稲荷の独習数学
著者に注目！現代文問題集
つながる 世界史年代
ブレない小論文の書き方 樋口式
ワークノート
奥薗壽子の赤本合格レシピ

満点のコツ

843 センター英語〔リスニング〕 赤本手帳（2017 年度受験用）
［STANDARD］

満点のコツ

754 東北大の理系数学 15 カ年［第 4 版］

844 センター数学Ⅰ
・A 満点のコツ

755 名古屋大の英語 15 カ年［第 4 版］

845 センター数学Ⅱ・B 満点のコツ

756 名古屋大の理系数学 15 カ年［第 4 版］

846 センター現代文 満点のコツ［改訂版］

757 阪大の英語 20 カ年［第 5 版］

847 センター古文 満点のコツ［3 訂版］

758 阪大の理系数学 20 カ年［第 5 版］

848 センター漢文 満点のコツ［改訂版］

赤本ノート

759 阪大の物理 20 カ年

849 センター日本史 満点のコツ

赤本ノート 2.0（センター試験

［第 4 版］

760 阪大の化学 20 カ年［第 2 版］

赤本ノート 2.0（センター試験

762 九大の理系数学 15 カ年［第 3 版］

理系科目用）

763 一橋大の英語 15 カ年［第 4 版］
医学部医学科を含む

推

［PASTEL］

文系科目用）

761 九大の英語 15 カ年［第 4 版］

医

赤本手帳（2017 年度受験用）

赤本ノート 2.0（個別試験用）
推薦入試を含む

CD

リスニング CD つき
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入試問題は大学によって出題形式や頻出分野が大きく異なる。

過 去 問 のス ス メ

必要な受験勉強は
大学ごとに違う!

過去問で志望校の出題傾向と自分に足りないところを知り，
それに応じた対策をおこなっていくのが受験勉強の鉄則！

頻出分野は？

どんな問題が
出るの？

マーク式？
記述式？

時間配分は？
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京都市左京区岩倉南桑原町

http://akahon.net/ 本誌掲載の記事・写真等の無断転載を禁じます。

どんな対策が
必要？

56

自分に足りないのは？

問題のレベルは？

赤本は 369 大学 593 点 ※

※「2017 年版 大学入試シリーズ」，
「2017 年版 センター赤本シリーズ」，
「難関校過去問シリーズ」
（2016 年 7 月現在）の合計点数

お近くの書店でお求めください。
直前期は売り切れになることがあるので、早めに買いましょう。
予約や取り寄せもできます。
＼ 発 売 状 況 や 全 国 の 取 扱 書 店 が 確 認 で き ま す／

http://akahon.net/

