
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

＊『倫理，政治・経済』は 6 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。

880円
2017年4月刊行

本
体

❽倫理／倫理，政治・経済
11 年分収載＊

❾政治・経済／倫理，政治・経済
11 年分収載＊

物理「物理基礎」「物理」対策用
25 年分収載

化学「化学基礎」「化学」対策用
25 年分収載

生物「生物基礎」「生物」対策用
25 年分収載

地学「地学基礎」「地学」対策用
15 年分収載

841 ～ 849 全 9点／四六判／2 色刷／本体 1,100 ～ 1,200 円651 652 全 2 点／A 5 判／2 色刷／本体 980 円

センター英語〔発音・アクセント・文法〕満点のコツ
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］
センター日本史  満点のコツ

センターで満点を狙うための実戦的参考書

満点のコツシリーズ満点のコツシリーズ満点のコツシリーズ満点のコツシリーズ
集中スタディ

文系
必携

手薄になりがちな理科基礎科目もこれ1冊でOK！
全出題範囲をカバーした分野別問題集

難関校過去問シリーズ

全 55 点／ A 5 判／本体 1,980 ～ 2,400 円751744 ～ 769741 ～ 781 ～ 785～727701 ～

科目ごとに
重点対策！



811 ～ 821 全 11点／A 5 判／別冊つき／解答編 2 色刷／本体 1,000～1,300 円

●体系シリーズ

■ 体系数学Ⅰ・Ａ
■ 体系数学Ⅱ・Ｂ

続刊（2017年刊行予定）

『赤本手帳 WIDE』 Ａ 5 判／144 ページ／2 色刷／本体 1,200 円
『赤本手帳（2018 年度受験用）』 Ｂ 6 判／176 ページ／2 色刷／本体 1,100 円

単行本 Ａ5 判／320 ページ／解答編 2 色刷／問題編別冊
ＣＤ2 枚つき／本体 1,980 円

単行本

スケジュールと学習を管理できるのはもちろん，入試のしくみや１年間の流れなど，
受験生が知っておきたい情報も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。日付
書き込み式の「WIDE」と日付入りの「2018年度受験用」の2種類から選べます。

高校での
採用多数

過去問演習の効果がアップする

「赤本ノート2.0」
“赤本”全543点に完全対応！

赤本ノート2.0 全 3点／B 5 変型判／セット本体 各 2,500 円（10 冊入）　※セット注文のみ承ります。

オリジナル模試掲載

上智大学と英検が共同開発した4技能の英
語能力判定試験。年3回実施。大学入試の
「外部試験」として注目され、2017年度は
早稲田大や筑波大など25大学で利用された。
2018年度入試は60大学以上で採用が予
定されている。上智大学のTEAP利用型入
試はTEAPで基準スコアを満たせば出願でき、
英語以外の科目を個別試験として受験する。

自己管理が合格のカギ！

受験に役立つ知識が満載

×
TEAPマスター

Karl Rosvold
4技能指導の先駆者
関 　正 生

『上智大学（TEAP 利用型）』282➡

ＴＥＡＰ（ティープ）とは

弱点が発見できる

傾向が把握できる
自分だけの対策がたてられる

センター試験
文系科目用

センター赤本シリーズ
文系科目8点

センター試験
理系科目用

センター赤本シリーズ
理系科目5点 個別試験用大学入試シリーズ

全530点



赤本 検索http://akahon.net/

先生専用発注ページ

前年の注文内容をコピーして，今年の注文を
組み立てることができます。毎年決まった
大学を購入する場合にたいへん便利です。

地域と冊数を指定するだけで近隣の大学を
一気に選択し，発注することができます。

ご注文内容や商品の出荷状況をいつでも確認
することができます。

履歴をコピー, そのまま発注

地域ごとに一括注文

マイページで出荷状況を確認

赤本の発注はWeb上で簡単にできます

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。

赤本発売日お知らせメール
スマホでも
赤本取扱い店が
探せます

168 航空保安大学校

復刊 航空保安業務の専門家を養成する教育訓練機関。航空情報科と航空電子科
がある。

172 防衛医科大学校（看護学科）

新刊 2014年度に看護学科を開設。自衛官コースと技官コースの2コースがある。

521 奈良学園大学

復刊 2014年度に奈良産業大学から校名変更し，三郷キャンパスに人間教育学部
人間教育学科を，登美ヶ丘キャンパスに保健医療学部看護学科を開設。

15
16
17

東北大学（文系－前期日程）
東北大学（理系－前期日程）
東北大学（後期日程）
前年版『東北大学（文系）』『東北大学（理系）』⇨後期日程を分冊

62 新潟大学（人文・教育〈文系〉・法・経済・医〈看護〉・創生学部）
前年版『新潟大学（人文・教育〈文系〉・法・経済・医〈看護〉学部）』
⇨新設の創生学部を掲載

75
76
77

信州大学（文系－前期日程）
信州大学（理系－前期日程）
信州大学（後期日程）
前年版『信州大学（人文・教育・経法学部）』『信州大学（理・医・繊維学部）』『信州大
学（工・農学部）』⇨学部別から日程別の分冊に変更

217
220

青山学院大学（経済〈Ａ方式〉学部－個別学部日程）
青山学院大学（総合文化政策・地球社会共生・経済〈Ｂ方式〉・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（経済学部－個別学部日程）』『青山学院大学（総合文化政策・
地球社会共生・法〈Ｂ方式〉・経営〈Ｂ方式〉学部－個別学部日程）』
⇨経済学部がA方式とB方式での実施となり，B方式はNo.220に掲載

228
231

学習院大学（法学部）
学習院大学（国際社会科学部）
前年版『学習院大学（法・国際社会科学部）』⇨法学部と国際社会科学部を分冊

261 国際医療福祉大学 
新設の医学部を掲載

275
276

順天堂大学（スポーツ健康科・国際教養学部）
順天堂大学（医療看護・保健看護学部）
前年版『順天堂大学（スポーツ健康科・医療看護・保健看護学部）』
⇨医療看護・保健看護学部を分冊，国際教養学部をNo.275に新たに掲載

278

279

280

上智大学（神・総合人間科〈心理・看護〉・経済〈経済〉・外国語〈ドイツ語・ポルトガ
ル語〉学部）
上智大学（総合人間科〈社会〉・法〈法律・地球環境法〉・経済〈経営〉・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・社会福祉〉・法〈国際関係法〉・総合グローバル学部）
前年版『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）』『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）』『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）』
⇨掲載学科の組み合わせを変更

354 東邦大学（理・看護・健康科学部）
前年版『東邦大学（理・看護学部）』⇨新設の健康科学部を掲載

355
356

東洋大学（文・法・国際観光・情報連携・ライフデザイン・理工・総合情報学部）
東洋大学（経済・経営・社会・国際・生命科・食環境科学部）
前年版『東洋大学（文・経済・法・ライフデザイン・理工・総合情報学部）』『東洋大学（経
営・社会・国際地域・生命科・食環境科学部）』⇨経済学部をNo.356へ移動。国際
地域学部が国際観光学部と国際学部へ改組され，国際観光学部をNo.355に，国際
学部をNo.356に掲載。新設の情報連携学部をNo.355に掲載

449
450

南山大学（外国語〈英米〉・法・総合政策・国際教養学部）
南山大学（人文・外国語〈英米を除く〉・経済・経営・理工学部）
前年版『南山大学（外国語・法・総合政策学部）』『南山大学（人文・経済学部）』『南
山大学（経営・理工学部）』
⇨掲載学部・学科の組み合わせを変更，3分冊から2分冊に変更

551 久留米大学（文・法・経済・商・人間健康学部）
前年版『久留米大学（文・法・経済・商学部）』⇨新設の人間健康学部を掲載

2018年版 大学入試シリーズ変更点

2017 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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刊行一覧表／ご注文書
2017 年 3 月2018年版 教学社

学校用

※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

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

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。

841 ～ 849

体系シリーズ

全11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。

811 ～ 821

赤本メディカルシリーズ

全7点／Ａ5判／本体1,200 ～ 2,800円

医歯薬・医療系学部の入試に役立つ実戦的なシリーズ。英単語
から小論文・面接対策まで幅広いラインナップで入試最難関の
受験をサポートします。

801 ～ 809

651 652

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 371 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 ～ 172
201 ～ 5582018年版

難関校過去問シリーズ

全55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

センター試験
集中スタディシリーズ

全2点／Ａ5判／本体980円

2015年度から実施のセンター試験の新科目「化学基礎」
「生物基礎」「地学基礎」の分野別問題集。全出題範囲を
カバーしており，1冊で実戦対策まで行えます。

701 ～ 727
741 ～ 744
751 ～ 769
781 ～ 785

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 ～ 6132018年版

単行本
『TEAP攻略問題集』A5判／本体1,980円
『東大の英単語［新装版］』四六判／本体1,500円
『早慶上智の英単語［改訂版］』四六判／本体1,500円
『稲荷の独習数学』A5判／本体2,500円
『著者に注目！ 現代文問題集』A5判／本体900円
『つながる 世界史年代』四六判／本体1,100円
『ブレない小論文の書き方 樋口式ワークノート』B5判／本体1,400円
『奥薗壽子の赤本合格レシピ』A5判／本体1,300円
『Q&A 即決英語勉強法』四六判／本体1,100円
『赤本手帳 WIDE』A5判／本体1,200円
『赤本手帳（2018年度受験用）』B6判／本体1,100円

風呂で覚えるシリーズ

全10点／新書変型判／本体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4点／新書判／本体880 ～1,100円

赤本ポケットシリーズ
日本史の文化史や、学科別進学ガイドなど、細かな
ニーズに応える、受験に役立つポケットブック。

～859856


