
（2017.4）

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

ご担当者名 番線印

お電話番号

FAX番号

FAX送信 0120-245-241
ご注文専用 
FAX2017年4月用

教学社 問題集・参考書 注文書

価格はすべて税別です。

教学社 医歯薬系対策本 　

No.
ISBN

（978- 
4-325-）

書　名 本　体 （在庫） 注文数

▼入試最難関、医学部入試の過去問を徹底解剖した問題集。
801 15903-2 〔国公立大〕医学部の英語 ¥2,800
802 15904-9 私立医大の英語〔長文読解編〕 ¥2,800
803 15905-6 私立医大の英語〔文法・語法編〕 ¥2,800
804 18299-3 医学部の実戦小論文 ¥1,800

▼ 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。
896 21723-7 医歯薬系の英単語［3訂版］ ¥1,200

▼ 医学部対策のポケットブック。
854 16695-5 医系小論文 最頻出論点 20［改訂版］ ¥880

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。新学期商品コーナーでの
展開や、シリーズでまとめての陳列もオススメです。

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
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
820 20600-2 体系化学 ¥1,000
821 20601-9 体系生物 ¥1,000

満点のコツシリーズ 四六判

センター試験で高得点をとるための手軽な実戦的参考書です。
シリーズでまとめての陳列もオススメです。

No.
ISBN

（978- 
4-325-）

書　名 本　体 （在庫） 注文数

841 19474-3 センター英語〔発音・アクセント・文法〕 
満点のコツ ¥1,100

842 20047-5 センター英語〔会話・読解〕 満点のコツ ¥1,200
843 20048-2 センター英語〔リスニング〕 満点のコツ ¥1,200
844 19475-0 センター数学Ⅰ・A 満点のコツ ¥1,200
845 19476-7 センター数学Ⅱ・B 満点のコツ ¥1,200
846 19477-4 センター現代文 満点のコツ［改訂版］ ¥1,200
847 19478-1 センター古文 満点のコツ［3訂版］ ¥1,200
848 19479-8 センター漢文 満点のコツ［改訂版］ ¥1,200
849 20049-9 センター日本史 満点のコツ ¥1,200

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 17146-1 風呂で覚える英単語［3訂版］ ¥951
880 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 15798-4 センター日本史〔文化史〕 ¥880
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
18317-4 著者に注目！ 現代文問題集 ¥900
19480-4 つながる 世界史年代 ¥1,100
20654-5 ブレない小論文の書き方 樋口式ワークノート ¥1,400

▼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

▼ 新たに追加された「WIDE」は日付書き込み式！ どの学年からでも使えます！
21183-9 赤本手帳 WIDE ¥1,200
21184-6 赤本手帳（2018 年度受験用） ¥1,100


