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志望大学の過去問は「宝物」
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入試の必須アイテムとして 60年にわたって受験生を支えてきた過去
問題集「赤本」。人気講師として多くの受験生を合格へと導く板野先生
も，	受験生時代は赤本を「座右の書」として勉強に励まれた。そんな
板野先生に，	赤本の思い出と，	効果的な活用法を伺った。

京都大学文学部国文科卒。代々木ゼミナールを経て， 東進ハイスクール， 東進衛星
予備校で現代文と古文の衛星授業を担当。受験研究所「アルスファクトリー」代表。
ムダがなく， 誰が聞いてもわかる授業を展開し， 受験指導のプロとして受験生を鍛
え上げること， そして何よりも受験生をやる気にさせる熱のある講師として， 受験
生から圧倒的支持を受ける。ベストセラー『古文単語ゴロゴ』の著者としても全国
的に有名。
著書に『漢文ゴロゴ』『漢字ゴロゴ』『現代文ゴロゴ』などのゴロゴシリーズ，『極
める現代文』『極める古文』などの極めるシリーズ（以上， スタディカンパニー）， 
一般書として『勉強の鬼原則』（大和書房），  『眠れないほどおもしろい源氏物語』（三
笠書房）など多数。

[Profile]

写真撮影：大久保奈緒美

ゴロゴ板野

板野 博行先生
H I R O Y U K I  I T A N O



3

    赤本は最大の受験情報源

― 1986 年版の「京都大学」の赤本に，板野先生が
合格体験記を書いていらっしゃるのを発見しました。
先生も受験生時代に赤本を使われていたのですね。

　秘密にしていたのですが，発見されてしまいましたか！　困りま
したね（笑）。僕は塾にも予備校にも行かず， 浪人してからも独学
で受験したので，赤本は最大の受験情報源と言ってもいいものでし
た。当時， 過去問は赤本以外ではなかなか入手できなかったので， 
最大限に活用しました。古本屋で昔の赤本なども手に入れたりして
いました。赤本の問題部分を拡大コピーし，解答用紙は手作りして
本番のつもりで演習に励んだ覚えがあります。
 
― 合格体験記を書こうと思われたのはなぜですか。

　僕は貧乏学生で， 親に頼らず学費を
稼ぎながら自力で大学に行ったのです
が， 赤本に合格体験記を書いたら， 少
しは謝礼をもらえるかなという下心か
ら書きました（笑）。実際， その時は図
書券をいただいて， ありがたく使わせていただきました。正当な動
機としては， 自分が高校生活や大学受験で結構苦労したので， 同じ
ような環境にいる後輩たちへのメッセージのつもりで書いたのです
が， その点についてはちょっと気負い過ぎてしまいました。
 
― いま改めてご自身の体験記をお読みになっていか
がですか。

　いやー， もう完全に他人が書いたものですね。「なに青臭いこと
言ってるの」って感じです。僕ではありません， 別人ですと言いた
いところですが， こうして発見されてしまったからには逃げられな
いですね。今となっては， 良い思い出ですってことにしておきます。
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    どん底での経験が今の自分を形成

― 合格体験記のタイトルにも「人生七転び八起き」
とありますが， 暗中模索の青春時代を送られて， 受験で
も相当な挫折を味わわれたようですね。当時のことを
どのように振り返られますか。

　体験記にも書いているのですが， 10 代の自分は本当に「人生
七転び八起き」でしたね。高校を一度中退して上京し，アルバイ
トをしながら暗中模索の生活を送ったのちに， 捲

けん
土
ど

重
ちょう

来
らい

を期し
て高校に再入学…なんてアホみたいなことをやっているんでしょ
うね。でも， そこで得られたことが今の自分の根底を形成してい
るのは間違いないと思います。特に， どんなことがあってもへこ
たれない根性が養われたことと， 常に前向きでポジティブな発想
ができるようになったのも， 「どん底」を経験したからです。東
京での一人暮らしの生活は， 「中卒」扱いのアルバイトをしなが
らのものだったので， 勉強することの意味について， とことんま
で考えることができました。
 
― 受験生時代でいちばん辛かったことは何ですか。
そのときの経験で今に生きていると思われることはあ
りますか。

　東京でどん底の生活を経験していたので， 勉強すること自体を
辛いとは思わなかったのですが， これまた合格体験記に書いてい
るエピソードとして， 「マークミスして 1 年を棒に振る事件」と
いうのを起こしてしまったのが辛かったですね。今のセンター試
験にあたるもので， 当時「共通一次」と呼ばれていた試験の英語
で， 痛恨のマークミスをしてしまったのです。 英語が 0 点にな
り， この時ばかりは自暴自棄になりましたね。山に登って叫びま
したよ， 「神も仏もいないのかーーー！？」ってね。結局， 予備
校に行くお金もないし自宅で浪人して独学するという「宅浪」の

巻頭インタビュー 板野 博行先生
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道を選びました。この 1 年はすべての生活を自分で組み立てる
という意味でもかなり成長があったように思います。
 
― 合格発表の日のことを覚えていらっしゃいますか。

　滅茶苦茶よく覚えています。すでに大学生になっていた友人た
ちと合格発表を見に京都大学まで行ったのですが， そのうちの一
人が急に走り出して掲示板のところまで行ってしまったのです。

「待ってくれー」と叫んだのですが， 「先に見てきてやるよ」と言
い残して走り去り， 結果を見て戻ってきたのです。自分の目で確
かめたかったので， その友人には何も聞かずに合格掲示板まで
行ったところ， 自分の受験番号がありました。それから数分間の
記憶がないのですが， 友人たちによると， かなり泣いていたそう
です。ちなみに先に結果を見て
きた友人は， 「番号がなかった
ら戻って来ていないよ」と言っ
たのですが， 僕としては， 先に
結果を見に行くなんて， なんて
ひどい奴だとしか思えません
でした。でも， 合格した嬉しさ
で， すべてが吹き飛んでしまい
ました。
 
― 大学生活はどのようなものでしたか。

　憧れていた大学生活は， まさに京大の校風と言われるように， 
「自由」そのものでした。縛られるものもなく， 伸び伸びと好き
な勉強に励み， 友人たちと夜を徹して飲みながら議論し合ったの
が最高の思い出ですね。ただ， とにかく貧乏で仕送りも全くな
かったので， 入学式当日からアルバイトをやり， 4 年間の大学生
活をすべて自力で送りました。20 種類以上のアルバイトをやっ
たかな。もしかしたら， 大学での勉強よりも， このアルバイトの
経験の方が後々生きているかもしれません。
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    目標に向けてチャレンジしよう

― 大学に行く意味は何だと思われますか。

　一言で言えば「自立」のためだと思います。何をするのも， 親
の力を借りず自分の力でやり， 自分で考えて決断して行動し， そ
して責任も自分が取る， という大人への階段を上ることが大切だ
と思います。大学生活の間にいろいろな経験をすることで視野を
広げられますし， 勉強するにしても高校までの点を取るための勉
強ではなく， 自分の好きな分野を見つけてとことん研究できるの
も大学ならではのことだと思います。
 
― 最近の高校生や受験生についてお感じになること
はありますか。

　先ほど言った意味での「自立」
ができない生徒が多いように思い
ます。僕はたまたま貧乏だったの
で， 自立せざるを得なかったので
すが， 結果としてそれはとてもプ
ラスに働きました。誰にも頼れな
いぶん， とても強くなれました。
環境的に甘いところにいると， そ
の場ではラクできますが， 長い目
で見るとマイナスになるように思
います。最近の高校生は， どうしても過保護な環境にいる場合が
多いので， 自らそこを飛び出して自分を厳しい環境に置いてみる
のもいいのではないかと思います。目標を立てるにしても， でき
るかできないかの判断で決めるのではなく， 自分が理想とする高
い目標を立てて， 失敗を恐れずチャレンジしてほしいと思います。

巻頭インタビュー 板野 博行先生
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    志望大学の過去問は「宝物」

　受験生にとって， 自分の志望大学の過去問は「宝物」です。そ
こに大学からのメッセージが詰まっているわけですから。大学
が受験生に何を問い， どういう受験生に来てほしいかというメッ
セージを入試問題から読み取ってほしいと思います。 その意味
で， 過去問は「もう出ない問題」ではなく， 未来の問題を予測す
るための貴重な情報源としてとらえられるはずです。たとえば現
代文の問題であれば， 「なぜ， この著者のこの文章を出典として
選んだのだろう？」とか， 「この設問を通じて大学は受験生のど
ういう資質を判断したいのだろう？」とかを考えながら解くこと
によって， 出題の背景を読み取っていく作業は赤本を通じた過去
問演習でしかできないことだと思います。

    大学ごとの違いを楽しもう

　大別すると， 入試問題は「知識系」と「情報処理系」と「思考力系」
の 3 つに分けることができます。その 3 つの系のバランスが大
学によって違うので， それを分析してとらえていくことが大切で
す。たとえば， 東大は「情報処理系」のウエイトが高く， 対する
京大は「思考力系」のウエイトが高いとかです。もちろん両大学
とも前提となる「知識系」は必須とはいうものの， 早稲田大など
の私大に比べればそれほど多くの知識量を前提としているわけで
はなく， 基本的な知識をいかに使いこなすかが腕の見せ所， とい
う問題を出題します。こうしたことも赤本を通じた過去問研究で
わかることなので， 受験生にはそれを楽しんで研究してもらいた
いところですね。

ゴロゴ式
赤本活用術

特別
講義
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ゴロゴ式 赤本活用術

    過去問で，自分に何が必要かをあぶり出す

　過去問を解くときは， 受験科目のすべてにおいて， 大学が受験
生に何を求めているのか， どのレベルを想定して出題しているの
かなどを分析し， それに対応する力を付けることを最大の目標と
してください。具体的には，

  問題部分の拡大コピーを取って本番同様の大きさとし，
  解答欄も自分で作って制限時間を守って本気で取り組む。

  解答・解説を見ながら自己採点し， 実力を判定するとともに，
  間違った箇所を明確にして自分の弱点を把握する。

  赤本に記載されている「傾向と対策」なども参考にしながら，
  志望大学に合格するためには何が必要かをあぶり出し，
  その勉強の計画を立てて実行し， 実力が向上した時点で
  再度別の年度の過去問にチャレンジしてみる。

こうした作業を繰り返してください。

    過去問を指針に学習計画を立てよう

　これは人によるのですが， 平均的なところで受験学年の夏 7 ～
8 月に， 3 年分程度解いてみる人が多いようです。ただし， 合格
点の 9 割程度はとれる実力に達していない場合， ただ過去問を
やったからといって単純に実力が付くわけではないので注意が必
要です。過去問を解くことは， 「アウトプット型」の勉強になる
ので， 自分の実力を判定したり， 勉強の指針を立てるための材料
にしたりはできるのですが， 実力をアップさせるための勉強には
なりにくいことは知っておくべきです。信頼できる参考書や問題
集などの反復学習を通じて「インプット型」の勉強をしつつ， 実
力が付いて合格点に達する前後になった時こそが過去問をやるの
に最高の時期だと言えます。ただし， それが秋 10 月以降になる
ようではちょっと遅すぎる可能性が高いので， なるべく早くに合
格点に達するよう， 計画を立てて臨んでほしいところですね。
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ゴロゴ式 赤本活用術

    入試「国語」を攻略！

　国語は「現代文」と「古文（漢文）」とでは取り組み方が少し
違います。現代文は大学によって癖が強く， 先ほど述べた「知識
系」「情報処理系」「思考力系」の 3 つの系の割合がかなり異な
ります。その点で， 現代文の過去問はなるべく早くに一度やって
みて， 志望大学の問題における 3 つの系のバランスや難易度を分
析してください。そして， 自分の得意不得意も考慮して， 合格す
るための勉強メニューを考えてください。
　一方， 古文（漢文）は， あまり早くに志望大学の過去問をやる
必要はなく， 基礎となる「単語・文法」（漢文では「句法・漢字」）
などの知識をしっかりマスターしてください。その後も実力に応
じた問題集をこなすことで読解力をアップさせてください。その
うえで， 受験学年の夏以降に過去問をやり， その大学の特徴をつ
かんでいけば十分間に合います。ただし， センター国語の対策も
かなりやり込まなければならないはずなので， 二次・私大対策と
のバランスや時期などをあらかじめ計画しておくことを忘れない
ように。

板野先生から受験生へのメッセージ
　志望大学合格の最大のパワーは， 「大学愛」です！　愛
し愛される最高のカップルになるべく， 自分の行きたい
大学を見つけて， 本気で愛してください。そのためにも， 
座右の書として赤本を机の上においておき， 何かにつけ
てペラペラとめくっては， 「来年絶対にこの大学に合格し
てキャンパスに通ってやるぞ！」という気持ちを高めて
勉強してください。合格を祈る！！
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　2015 年度入試から，数学・理科では新教育課程に基づいた入試が始まります。
ここでは，新課程とは何か，入試にどのような影響があるのか，過去問演習
をする上での注意点は何か，といった疑問にお答えします。

 新しい「学習指導要領」に基づく教育課程です。
　学習指導要領とは，学校で学ぶ教育内容について文部科学省が定める指針
のようなもので，およそ 10 年に一度の間隔で見直されています。数学と理科
については，2012 年度入学の高校生から新しい教育課程で授業が行われてお
り，2015 年度入試が新教育課程で行われる最初の入試となります。

 はい。文系科目は従来と同じです。
　文系科目の授業が新課程になったのは理系科目から 1年遅れの 2013 年度
入学者からで，入試が新課程になるのは 2016 年度入試からです。2015 年度
入試は従来と同じ教育課程で実施されます。

「新課程」とは何ですか？

文系科目は関係ないのでしょうか？

新課程

Q&A

理科

旧課程 新課程

数学Ⅰ 数学Ａ
数学Ⅱ 数学Ｂ
数学Ⅲ 数学Ｃ
数学基礎

数学Ⅰ 数学Ａ
数学Ⅱ 数学Ｂ
数学Ⅲ
数学活用

物理Ⅰ 物理Ⅱ
化学Ⅰ 化学Ⅱ
生物Ⅰ 生物Ⅱ
地学Ⅰ 地学Ⅱ
理科総合Ａ 理科総合Ｂ
理科基礎

物理基礎 物理
化学基礎 化学
生物基礎 生物
地学基礎 地学
科学と人間生活
理科課題研究

新旧課程の科目名の変更は？ 

数学

特 集
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 各大学の募集要項で，新旧の出題範囲を確認しましょう。
　まずは受験する大学の新旧の出題範囲を比較しましょう。科目名が違って
も，実質的に出題範囲がほとんど変わらないこともあります。教科ごとの主
な注意点を次ページ以下にまとめていますので参考にしてください。

 不利にならないよう出題において配慮されます。
　多くの大学では，既卒の旧課程履修者が不利にならないように，出題にお
いて「経過措置」が実施されます。措置の内容は大学によって異なります。
募集要項や大学のウェブサイトなどでこうした措置の有無を確認しておきま
しょう。

理系科目で注意すべき点はありますか？

旧課程履修者は不利になるのでしょうか？

　こうした措置がとられる場合は，新課程履修者にとっても，新課程固有の
範囲からは出題されにくいと考えることができますので，大学の発表に注意
を払いましょう。

旧課程履修者への経過措置の例 

 旧課程履修者にも配慮した出題を行う。

 新・旧課程共通の範囲から出題する。

 新課程固有の分野から出題する場合は，
 旧課程の範囲からの問題を用意し，選択解答とする。

　この場合，旧課程の「行列とその応用」が範囲外となり，新課程の「複素
数平面」などの分野が追加されますが，次に説明する経過措置の内容によっ
ては，これらの分野は「どちらも出題されない」こともあるでしょう。

出題範囲の例 

旧課程
数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ⅲ，
数学Ａ，数学Ｂ（数列，ベクトル），
数学Ｃ（行列とその応用，式と曲線）

新課程
数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ⅲ，
数学Ａ，数学Ｂ（数列，ベクトル）

新課程 Q&A
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 大学が指定する出題範囲は？
理系数学
　「数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」を指定する大学が主流です。

文系数学
　「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B」を指定する大学が多いですが，「数学Ⅰ」のみ，
「数学Ⅰ・A」のみなどを指定する大学も見られます。

「数学A」「数学B」の注意点
　「数学A」「数学B」については，履修の上ではそれぞれ３項目のう
ち２項目の選択となっているため，出題範囲が指定されることがあり
ます。
　「数学 B」では旧課程と同様に「数列」と「ベクトル」を指定する
大学が多くなりそうです。
　「数学A」では 3項目とも指定する大学も見られます。「整数の性質」
は新設項目ですが，従来から出題している大学はありました。

※出題範囲は大学によって異なります。必ず募集要項で確認してください。

 主な変更点は？
 「数学 C」という科目がなくなる。

 行列（旧数学 C），数値計算とコンピュータ（旧数学 B）が削除。

 複素数平面（数学Ⅲ），整数の性質（数学 A）が追加。

 式と曲線（旧数学 C →数学Ⅲ），確率分布と統計処理
 （旧数学 C →数学 B）が移動。

 統計とコンピュータ（旧数学 B で選択履修）が，
 データの分析（数学Ⅰ）として必修化。

旧課程
数学Ⅰ　数学Ⅱ　数学Ⅲ
数学Ａ　数学Ｂ　数学Ｃ

新課程
数学Ⅰ　数学Ⅱ　数学Ⅲ
数学Ａ　数学Ｂ

【数学 A】 【数学 B】
場合の数と確率

整数の性質
図形の性質

履修の上では
2 項目選択

確率分布と
統計的な推測

数列
ベクトル

履修の上では
2 項目選択

出題範囲はココをチェック！数学

新課程 Q&A
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 大学が指定する出題範囲は？
「○○Ⅰ・○○Ⅱ」を出題範囲にしていた大学
　おおむね新課程では「○○基礎・○○」が出題範囲になります。た
だし，旧課程では，選択履修項目があった「Ⅱ」の範囲を限定する大
学も見られました（例えば，「物理Ⅱ」で原子分野を出題範囲から除
くなど）。新課程ではこれらの分野も必修化されましたので，こうし
た大学では出題範囲の扱いがどうなるか注意が必要です。

「○○Ⅰ」のみを出題範囲にしていた大学
　新課程での出題範囲が「○○基礎」のみになるか，「○○基礎・○○」
になるかで大きな違いがあります。「○○基礎」になった場合は出題
範囲が減り，「○○基礎・○○」になった場合は大幅に増えます。

 主な変更点は？
 旧課程の「○○Ⅰ」「○○Ⅱ」から，「○○基礎」「○○」

 という「基礎のつく科目」と「基礎のつかない科目」に再編。

 「基礎のつく科目」は従来の「Ⅰ」より範囲が狭く，
 その分「基礎のつかない科目」は従来の「Ⅱ」より範囲が広い。

 旧課程「○○Ⅰ＋○○Ⅱ」と新課程「○○基礎＋○○」の
 範囲全体で見れば，高校で扱う範囲に大きな変更はない。

 旧課程「Ⅱ」にあった選択履修項目が，新課程では
 必修化（その点では学習内容は増加）。

旧課程
物理Ⅰ　物理Ⅱ　化学Ⅰ　化学Ⅱ
生物Ⅰ　生物Ⅱ　地学Ⅰ　地学Ⅱ

新課程
物理基礎　物理　化学基礎　化学
生物基礎　生物　地学基礎　地学

出題範囲はココをチェック！

新課程の情報は赤本ウェブサイトでもチェック！

　赤本ウェブサイトでは，科目ごとの変更の詳細や過去問演習のポイ
ントを掲載しています。

http://akahon.net/

理科

新課程 Q&A
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 新課程が始まる！　　　　　　　　　 
　今度の入試から大学入試の数学は新課程となります。といっても， 
高校生の諸君は今学んでいる課程ですから， 「それがどうしたの？」と
いう印象だと思います。ただ， これまでの入試数学は旧課程での出題
でしたから， 「新課程の入試傾向はどうなるのだろう？」ということが， 
少し気がかりかもしれませんね。実は， センター試験と， 大学の個別試
験では状況が若干異なります。

 センター試験はどこが変わる？   　　 
　数学Ⅰの「データの分析」，数学 A の「整数の性質」は旧課程には
なかった分野です。センター試験にはこれまで出題されていません。
しかし， どのような問題が出されるかわからないと受験生は困ります
し， その指導に当たる先生方も困ります。大学入試センターは， 「デー
タの分析」， 「整数の性質」のセンター試験の「問題例」を公表しました。
実際のセンター試験を作成する大学入試センターが公表した問題例で
すから， どのような問題が出されるかの一つの目安となります。
　この大学入試センター公表の「問題例」は， 『センター試験過去問研

課
程
が
変
わ
る
？

実
は
ほ
と
ん
ど

変
わ
り
ま
せ
ん
！

数学の楽しさを伝えることをモットーとする人気講師。河合塾では京大など
のトップレベルの数学を担当。大学でも教鞭を執る。
著書は『名大の理系数学 15 カ年』（教学社）などの受験参考書のほか，大
学の教科書，一般書など多岐にわたる。

[Profile]

大竹 真一 S H I N I C H I  O T A K E

新課程 Q&A
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究 数学Ⅰ・A/ Ⅱ・B』（教学社）に掲載されています。さらに， その
解答や解法まで丁寧に書かれています。これをじっくり研究すれば， 
新しい分野の出題の仕方やレベルなど， 大いに参考になると思います。
　一方， 数学Ⅱと数学 B の「ベクトル」， 「数列」は， ほとんど変わらな
いと言ってよいでしょうね。

 大学の個別の試験はどこが変わる？　 
　大胆にいえば， 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B はほとんど変わりません。「デー
タの分析」は大学の個別の試験にはなじみにくく， 「整数の性質」は以
前からすでに出題されているためです。
　数学Ⅲ（旧課程では数学Ⅲ・C）では， 旧課程の「行列・一次変換」
がなくなり， 新課程の「複素数平面」が登場しました。もっとも大き
な変化です。しかし， 来年の入試に限って言えば大学の多くは

 新課程・旧課程の共通の内容を出題する

 新課程・旧課程履修者のどちらでも解答できるように配慮する

といった対応をとります。受験する大学の募集要項やホームページな
どで確認することは必要ですが， 多くの大学では， 共通分野からの出
題となり， かえって負担は少ない！？ことになりますね。

 実はほとんど変わらない！
 過去問の研究は怠れない !!                
　ここまで， どこが変わるか， ということを述べてきましたが， これら
は分野的にもわずかで， そのほかの多くの分野はほとんど何も変わり
ません。
　文系の諸君は， 「何も変わらない」と思って， 過去問の研究を行いま
しょう。新課程の数学Ⅲまで勉強する理系の諸君は， 旧課程の「行列・
一次変換」の問題は除いて， 過去問を勉強すればいいでしょうね。
　過去問の研究の目的の一つは， それぞれの大学の問題の出し方を知
ることです。「問題数はいくつか」， 「どの分野の問題が多いか」， 「証明
問題がよく出るか」， 「計算が大変か」， 「小問が多いか」， こうしたこと
はふつう， 傾向といわれるものですね。これらを知ることです。
　さらに， 問題の難しさや， 大学が受験生のどんな学力を要求してい
るかまで， 過去問を研究する中で見いだされてきます。過去問は「そ
の大学の入試情報そのもの」なのです。

新課程 Q&A
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「赤本」の愛称でおなじみの「大学入試シリーズ」は，今年，創刊 60周年を迎えま
した。今も昔も受験生の傍らには赤本があります。

赤本60年のあゆみ

大学入試シリーズ
（赤本）創刊

この頃の赤本は赤くなく，
大学ごとに色が違った！

「柿色」に変更

次第に「赤本」と
呼ばれるように

本の大きさが
現在の A5 サイズに

現在のデザインに
変更

全点「オレンジ色」
に統一

創刊 60 周年

赤本創刊 60 周年記念サイト
 おもしろ入試問題 伝説のおもしろ入試問題！

 受験応援レシピ ごはんで受験生を応援！　 

http://akahon.net/akahon60/

1954年 1966年

2003年

2005年

1964年 2014年

〜最古の 赤本 を探しています〜

「最古の赤本係」
075-721-6525 まで

1954～1955 年（昭和 29～30 年）に教学
社から発行された書籍を探しています。
情報をお寄せくださった方には薄謝進呈
いたします。

 創刊号は 1954 年（昭和 29 年）発行
 当時の受験生は現在 77 歳前後
 大学は「京都大」「大阪市立大」

  「神戸大」「同志社大」「立命館大」
 表紙は赤くないかも？
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国公立大学の赤本
※都道府県，国立・公立ごとの50音順

	 1	 旭川医科大学（医学部
〈医学科〉）	 医

	 2	 小樽商科大学
	 3	 帯広畜産大学
	 4	 北海道大学（文系－前期
日程）

	 5	 北海道大学（理系－前期
日程）	 医

	 6	 北海道大学（後期日程）
	 7	 北海道教育大学
	 8	 室蘭工業大学／北見工
業大学

	 9	 公立はこだて未来大学	推
	10	 札幌医科大学（医学部）	医
	11	 弘前大学	 医

	12	 岩手大学
	13	 岩手県立大学・盛岡短期
大学部・宮古短期大学部

	14	 東北大学（文系）
	15	 東北大学（理系）	 医

	16	 宮城教育大学
	17	 宮城大学
	18	 秋田大学	 医

	19	 秋田県立大学	
	20	 国際教養大学
	21	 山形大学	 医

	22	 福島大学
	23	 会津大学
	24	 福島県立医科大学（医学
部）	 医

	25	 茨城大学（文系）
	26	 茨城大学（理系）
	27	 筑波大学（推薦入試）	医 推

	28	 筑波大学（文系－一般入
試）

	29	 筑波大学（理系－一般入
試）	 医

	30	 宇都宮大学

	31	 群馬大学	 医

	32	 群馬県立女子大学
	33	 高崎経済大学
	34	 前橋工科大学
	35	 埼玉大学（文系）
	36	 埼玉大学（理系）
	37	 千葉大学（文系－前期日
程）

	38	 千葉大学（理系－前期日
程）	 医

	39	 千葉大学（文系－後期日
程）

	40	 千葉大学（理系－後期日
程）	 医

	41	 お茶の水女子大学
	42	 電気通信大学
	43	 東京大学（文科－前期日
程）CD

	44	 東京大学（理科－前期日
程）CD	 医

	45	 東京大学（後期日程）
	46	 東京医科歯科大学	 医

	47	 東京外国語大学CD

	48	 東京海洋大学
	49	 東京学芸大学
	50	 東京芸術大学
	51	 東京工業大学
	52	 東京農工大学
	53	 一橋大学（前期日程）CD
	54	 一橋大学（後期日程）
	55	 首都大学東京（文系）
	56	 首都大学東京（理系）
	57	 横浜国立大学（文系）
	58	 横浜国立大学（理工学
部）

	59	 横浜市立大学（国際総合
科・医〈看護〉学部）

	60	 横浜市立大学（医学部
〈医学科〉）	 医

	61	 新潟大学（文系）
	62	 新潟大学（理系）	 医

	63	 富山大学（文系）
	64	 富山大学（理系）	 医

	65	 富山県立大学
	66	 金沢大学（前期日程）	 医

	67	 金沢大学（後期日程）
	68	 福井大学（教育地域科・
医〈看護〉・工学部）

	69	 福井大学（医学部〈医学
科〉）	 医

	70	 福井県立大学
	71	 山梨大学（教育人間科・
医〈看護〉・工・生命環境
学部）

	72	 山梨大学（医学部〈医学
科〉）	 医

	73	 都留文科大学
	74	 信州大学（人文・教育・経
済学部）

	75	 信州大学（理・医・繊維学
部）	 医

	76	 信州大学（工・農学部）
	77	 岐阜大学（前期日程）	 医

	78	 岐阜大学（後期日程）	 医

	79	 岐阜薬科大学
	80	 静岡大学（前期日程）
	81	 静岡大学（後期日程）
	82	 浜松医科大学（医学部
〈医学科〉）	 医

	83	 静岡県立大学
	84	 静岡文化芸術大学
	85	 愛知教育大学
	86	 名古屋大学（文系）
	87	 名古屋大学（理系）	 医

	88	 名古屋工業大学
	89	 愛知県立大学
	90	 名古屋市立大学（経済・
人文社会・芸術工・看護
学部）

	91	 名古屋市立大学（医学
部）	 医

	92	 名古屋市立大学（薬学部）

大学入試シリーズ（赤本）

教学社 刊行一覧
2015年版
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	93	 三重大学（人文・教育・医
〈看護〉学部）

	94	 三重大学（医〈医〉・工・生
物資源学部）	 医

	95	 滋賀大学
	96	 滋賀医科大学（医学部
〈医学科〉）	 医

	97	 滋賀県立大学
	98	 京都大学（文系）
	99	 京都大学（理系）	 医

	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
部〈医学科〉）	 医

	104	大阪大学（文系－前期日
程）CD

	105	大阪大学（理系－前期日
程）	 医

	106	大阪大学（後期日程）	 医

	107	大阪教育大学
	108	大阪市立大学（文系）
	109	大阪市立大学（理系）	 医

	110	大阪府立大学（現代シス
テム科学域・生命環境科
学域・地域保健学域）

	111	大阪府立大学（工学域）
	112	神戸大学（文系－前期日
程）

	113	神戸大学（理系－前期日
程）	 医

	114	神戸大学（後期日程）
	115	神戸市外国語大学CD

	116	兵庫県立大学（経済・経
営・看護学部）

	117	兵庫県立大学（工・理・環
境人間学部）

	118	奈良教育大学
	119	奈良女子大学
	120	奈良県立医科大学（医学
部〈医学科〉）	 医

	121	和歌山大学
	122	和歌山県立医科大学（医
学部）	 医

	123	鳥取大学	 医

	124	島根大学	 医

	125	岡山大学（文系）
	126	岡山大学（理系）	 医

	127	岡山県立大学
	128	広島大学（文系）
	129	広島大学（理系）	 医

	130	尾道市立大学	 推

	131	県立広島大学
	132	広島市立大学
	133	福山市立大学	 推

	134	山口大学（文系）
	135	山口大学（理系）	 医

	136	下関市立大学／山口県
立大学

	137	徳島大学	 医

	138	香川大学	 医

	139	愛媛大学	 医

	140	高知大学	 医

	141	高知工科大学	 推

	142	九州大学（文系－前期日程）
	143	九州大学（理系－前期日程）	医
	144	九州大学（後期日程）
	145	九州工業大学
	146	福岡教育大学
	147	北九州市立大学
	148	九州歯科大学
	149	福岡県立大学／福岡女
子大学

	150	佐賀大学	 医

	151	長崎大学（文系）	
	152	長崎大学（理系）	 医

	153	長崎県立大学	 推

	154	熊本大学（文・教育・法・
医〈看護〉学部）

	155	熊本大学（理・医〈看護を
除く〉・薬・工学部）	 医

	156	熊本県立大学
	157	大分大学（教育福祉科・
経済・医〈看護〉・工学部）

	158	大分大学（医学部〈医学
科〉）	 医

	159	宮崎大学（教育文化・医
〈看護〉・工・農学部）

	160	宮崎大学（医学部〈医学
科〉）	 医 	

	161	鹿児島大学（文系）
	162	鹿児島大学（理系）	 医

	163	琉球大学	 医

【医学部医学科　推薦・ＡＯ／
看護・医療系大学】

	164	〔国公立大〕医学部医学科	
推薦・ＡＯ入試	 医 推

	165	看護・医療系大学〈国公立	
東日本〉

	166	看護・医療系大学〈国公立	
西日本〉

【文部科学省所管外の大学校】
	167	海上保安大学校／気象
大学校

	168	航空保安大学校
	169	国立看護大学校
	170	防衛大学校	 推

	171	防衛医科大学校（医学
科）	 医
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私立大学の赤本
※地域ごとの50音順

【北海道の私立大学】
	201	札幌大学・女子短期大学部
	202	札幌学院大学	 推

	203	北星学園大学・短期大学部
	204	北海学園大学
	205	北海道医療大学
	206	北海道薬科大学
	207	酪農学園大学（獣医学群
〈獣医学類〉）

【東北の私立大学】
	208	岩手医科大学（医・歯・薬
学部）	 医

	209	尚絅学院大学
	210	仙台大学	 推

	211	東北学院大学
	212	東北工業大学
	213	東北福祉大学
	214	東北薬科大学
	215	宮城学院女子大学	 推

【関東の私立大学】
	216	青山学院大学（法〈Ａ方
式〉・国際政治経済学部
－個別学部日程）

	217	青山学院大学（法〈B方
式〉・経営学部－個別学
部日程）

	218	青山学院大学（経済学部
－個別学部日程）

	219	青山学院大学（文・教育人
間科学部－個別学部日程）

	220	青山学院大学（総合文化
政策・社会情報学部－個
別学部日程）

	221	青山学院大学（理工学部
－個別学部日程）

	222	青山学院大学（全学部日程）
	223	青山学院女子短期大学	推
	224	麻布大学（獣医学部）
	225	亜細亜大学
	226	跡見学園女子大学
	227	桜美林大学
	228	大妻女子大学・短期大学部
	229	嘉悦大学

	230	学習院大学（法学部）
	231	学習院大学（経済学部）
	232	学習院大学（文学部）
	233	学習院大学（理学部）
	234	学習院女子大学
	235	神奈川大学（給費生試験）
	236	神奈川大学（一般入試）
	237	神奈川工科大学
	238	鎌倉女子大学・短期大学部
	239	川村学園女子大学
	240	神田外語大学
	241	関東学院大学
	242	北里大学（理学部）
	243	北里大学（医学部）	 医

	244	北里大学（薬学部）
	245	北里大学（看護・医療衛
生学部）

	246	北里大学（獣医・海洋生
命科学部）

	247	共立女子大学・短期大学
	248	杏林大学（医学部）	 医

	249	杏林大学（保健学部）
	250	慶應義塾大学（法学部）
	251	慶應義塾大学（経済学部）
	252	慶應義塾大学（商学部）
	253	慶應義塾大学（文学部）	推
	254	慶應義塾大学（総合政策
学部）

	255	慶應義塾大学（環境情報
学部）

	256	慶應義塾大学（理工学部）
	257	慶應義塾大学（医学部）	医
	258	慶應義塾大学（薬学部）
	259	慶應義塾大学（看護医療
学部）

	260	工学院大学
	261	國學院大學
	262	国際医療福祉大学
	263	国際基督教大学
	264	国士舘大学
	265	駒澤大学
	266	駒沢女子大学・短期大学
	267	埼玉医科大学（医学部）	医
	268	相模女子大学・短期大学部
	269	産業能率大学
	270	自治医科大学（医学部）	医
	271	自治医科大学（看護学部）
／東京慈恵会医科大学

（医学部〈看護学科〉）
	272	実践女子大学・短期大学部	推
	273	芝浦工業大学
	274	淑徳大学
	275	順天堂大学（医学部）	 医

	276	順天堂大学（スポーツ健
康科・医療看護・保健看
護学部）	 推

	277	城西国際大学
	278	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）	

	279	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）

	280	上智大学（経済・総合人
間科〈看護〉・総合グロー
バル学部）

	281	上智大学（理工学部）	
	282	湘南工科大学
	283	昭和大学（医学部）	 医

	284	昭和大学（歯・薬・保健医
療学部）

	285	昭和女子大学
	286	昭和薬科大学
	287	女子栄養大学・短期大学部
	288	白百合女子大学
	289	成蹊大学（法学部－Ａ方式）
	290	成蹊大学（経済学部－Ａ方式）
	291	成蹊大学（文学部－Ａ方式）
	292	成蹊大学（理工学部－Ａ
方式）

	293	成蹊大学（Ｅ方式〈全学
部統一入試〉・Ｐ方式〈セ
ンタープラス入試〉）

	294	成城大学（経済・法学部）
	295	成城大学（文芸・社会イ
ノベーション学部）

	296	聖心女子大学
	297	清泉女子大学
	298	聖徳大学・短期大学部
	299	聖マリアンナ医科大学	医
	300	聖路加国際大学	
	301	専修大学（スカラシップ・
全国入試）
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	302	専修大学（一般前期入試）
	303	大正大学
	304	大東文化大学
	305	高崎健康福祉大学	 推

	306	高千穂大学
	307	拓殖大学
	308	玉川大学
	309	多摩美術大学
	310	千葉科学大学
	311	千葉工業大学
	312	千葉商科大学
	313	中央大学（法〈法律〉学部
－一般入試）

	314	中央大学（法〈国際企業
関係法・政治〉学部－一
般入試）

	315	中央大学（経済学部－一
般入試）

	316	中央大学（商学部－一般
入試）

	317	中央大学（文学部－一般
入試）

	318	中央大学（総合政策学部
－一般入試）

	319	中央大学（理工学部－一
般入試）

	320	中央大学（統一入試）
	321	中央学院大学
	322	津田塾大学
	323	帝京大学（薬・経済・法・
文・外国語・教育・理工・
医療技術・福岡医療技術
学部）

	324	帝京大学（医学部）	 医

	325	帝京科学大学
	326	帝京平成大学	 推

	327	東海大学（医学部を除く）
	328	東海大学（医学部）	 医

	329	東京医科大学（医学部
〈医学科〉）	 医

	330	東京家政大学・短期大学部	推
	331	東京経済大学
	332	東京工科大学
	333	東京工芸大学
	334	東京国際大学
	335	東京歯科大学／日本歯
科大学／大阪歯科大学

	336	東京慈恵会医科大学（医

学部〈医学科〉）	 医

	 	東京慈恵会医科大学（医学部
〈看護学科〉）⇨ 271

	337	東京情報大学
	338	東京女子大学
	339	東京女子医科大学（医学部）	医
	340	東京電機大学
	341	東京都市大学
	342	東京農業大学
	343	東京薬科大学（薬学部）	推
	344	東京薬科大学（生命科学部）	推
	345	東京理科大学（理学部－
Ｂ方式）

	346	東京理科大学（理工学部
－Ｂ方式）

	347	東京理科大学（工・基礎
工学部－Ｂ方式）

	348	東京理科大学（薬学部－
Ｂ方式）

	349	東京理科大学（経営学部
－Ｂ方式）

	350	東京理科大学（Ｃ方式〈セ
ンター試験併用入試〉）

	351	東邦大学（医学部）	 医

	352	東邦大学（薬学部）
	353	東邦大学（理・看護学部）
	354	東洋大学（文・法・社会学部）
	355	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）

	356	東洋英和女学院大学
	357	常磐大学・短期大学	 推

	358	獨協大学
	359	獨協医科大学（医学部）	医
	360	二松學舍大学
	361	日本大学（法学部）
	362	日本大学（経済学部）
	363	日本大学（商学部）
	364	日本大学（文理学部〈文系〉）
	365	日本大学（文理学部〈理系〉）
	366	日本大学（芸術学部）
	367	日本大学（国際関係学部）
	368	日本大学（理工学部）
	369	日本大学（生産工・工学部）
	370	日本大学（生物資源科学部）
	371	日本大学（医学部）	 医

	372	日本大学（歯・松戸歯学部）

	373	日本大学（薬学部）
	374	日本医科大学	 医

	375	日本工業大学
	 	日本歯科大学⇨ 335
	376	日本獣医生命科学大学
	377	日本女子大学
	378	日本体育大学	 推

	379	白鷗大学（学特入試・一
般入試）

	380	フェリス女学院大学
	381	文教大学
	382	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）

	383	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）

	384	法政大学（経済・社会・現
代福祉・スポーツ健康学
部－Ａ方式）

	385	法政大学（情報科・デザ
イン工・理工・生命科学
部－Ａ方式）

	386	法政大学（Ｔ日程〈統一
日程入試〉）

	387	星薬科大学	 推

	388	武蔵大学
	389	武蔵野大学
	390	武蔵野美術大学
	391	明海大学
	392	明治大学（法学部－一般
選抜入試）

	393	明治大学（政治経済学部
－一般選抜入試）

	394	明治大学（商学部－一般
選抜入試）

	395	明治大学（経営学部－一
般選抜入試）

	396	明治大学（文学部－一般
選抜入試）

	397	明治大学（国際日本学部
－一般選抜入試）

	398	明治大学（情報コミュニ
ケーション学部－一般
選抜入試）

	399	明治大学（理工・総合数
理学部－一般選抜入試）
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	400	明治大学（農学部－一般
選抜入試）

	401	明治大学（全学部統一入試）
	402	明治学院大学
	403	明治薬科大学	 推

	404	明星大学	 推

	405	目白大学
	406	横浜商科大学	 推

	407	立教大学（経済・法・観光
〈観光〉・コミュニティ福祉
〈スポーツウエルネス〉・異
文化コミュニケーション
学部－個別学部日程）

	408	立教大学（社会・観光〈交
流文化〉・コミュニティ
福祉〈コミュニティ政
策・福祉〉・経営・現代心
理学部－個別学部日程）

	409	立教大学（文学部－個別
学部日程）

	410	立教大学（理学部－個別
学部日程）

	411	立教大学（全学部日程）
	412	立正大学
	413	麗澤大学	 推

	414	早稲田大学（法学部）
	415	早稲田大学（政治経済学部）
	416	早稲田大学（商学部）
	417	早稲田大学（社会科学部）
	418	早稲田大学（文学部）
	419	早稲田大学（文化構想学部）
	420	早稲田大学（教育学部
〈文科系〉）

	421	早稲田大学（教育学部
〈理科系〉）

	422	早稲田大学（人間科学部）
	423	早稲田大学（スポーツ科
学部）

	424	早稲田大学（国際教養学部）
	425	早稲田大学（基幹理工・
創造理工・先進理工学部）

	426	和洋女子大学	 推

【中部の私立大学】
427	愛知大学
	428	愛知医科大学（医学部）	医
	429	愛知学院大学（文・心身
科・商・経営・経済・法・総

合政策）・短期大学部
	430	愛知学院大学（歯・薬学部）
	431	愛知工業大学
	432	愛知淑徳大学
	433	朝日大学（歯学部）	 推

	434	金沢医科大学（医学部）	医
	435	金沢工業大学
	436	岐阜聖徳学園大学・短期
大学部	 推

	437	金城学院大学
	438	至学館大学・短期大学部	推
	439	椙山女学園大学
	440	大同大学	 推

	441	中京大学
	442	中部大学
	443	東海学園大学	 推

	444	名古屋外国語大学	 推

	445	名古屋学院大学
	446	名古屋学芸大学	 推

447	名古屋女子大学・短期大
学部	 推

	448	南山大学（外国語・法・総
合政策学部）

	449	南山大学（人文・経済学部）
	450	南山大学（経営・理工学部）
	451	新潟国際情報大学
	452	日本福祉大学
	453	福井工業大学
	454	藤田保健衛生大学（医学部）	医
	455	藤田保健衛生大学（医療
科学部）

	456	名城大学（法・経営・経
済・人間・都市情報学部）

	457	名城大学（理工・農・薬学部）
	458	山梨学院大学

【近畿の私立大学】
	459	藍野大学	 推

	460	追手門学院大学	 推

	461	大阪医科大学（医学部）	医
	462	大阪学院大学	 推

	463	大阪経済大学	 推

	464	大阪経済法科大学	 推

	465	大阪工業大学	 推

	466	大阪国際大学・短期大学部	推
	 	大阪歯科大学⇨ 335	
467	大阪商業大学	 推

	468	大阪女学院大学・短期大学	推

	469	大阪薬科大学	 推

	470	大谷大学・短期大学部	 推

	471	大手前大学・短期大学	 推

	472	関西大学（法・経済・商・
政策創造・総合情報学部
－学部個別日程）

	473	関西大学（文・社会・外国
語・人間健康・社会安全
学部－学部個別日程）

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

	475	関西大学（全学部日程・セ
ンター利用入試〈中期〉）

	476	関西大学（後期日程）
	477	関西医科大学	 医

	478	関西医療大学	 推

	479	関西外国語大学・短期大
学部	 推

	480	関西学院大学（社会・法
学部－学部個別日程）

	481	関西学院大学（経済・人
間福祉・国際学部－学部
個別日程）

	482	関西学院大学（神・商・教育
〈文系型〉・総合政策〈文系
型〉学部－学部個別日程）

	483	関西学院大学（文学部－
学部個別日程）

	484	関西学院大学（理工・教
育〈理系型〉・総合政策
〈理系型〉学部－学部個
別日程）

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

	487	畿央大学	 推

	488	京都外国語大学	 推

	489	京都学園大学	 推

	490	京都光華女子大学・短期
大学部	 推

	491	京都産業大学（公募推薦
入試）	 推

	492	京都産業大学（一般入試
〈前期日程〉）

	493	京都女子大学	 推

	494	京都ノートルダム女子
大学	 推
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	495	京都薬科大学	 推

	496	近畿大学・短期大学部
（推薦入試〈医学部を除
く〉）	 推

	497	近畿大学・短期大学部
（一般入試前期〈医学部
を除く〉）

	498	近畿大学（医学部）	 医 推

	499	皇學館大学	 推

	500	甲南大学
	501	甲南女子大学	 推

	502	神戸学院大学	 推

	503	神戸松蔭女子学院大学	推
	504	神戸女学院大学	 推

	505	神戸女子大学・短期大学	推
	506	神戸薬科大学	 推

	507	四天王寺大学・短期大学
部	 推

	508	摂南大学（法・外国語・経
済・経営学部）	 推

	509	摂南大学（理工・薬・看護
学部）	 推

	510	千里金蘭大学	 推

	511	園田学園女子大学・短期
大学部	 推

	512	天理大学	 推

	513	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）

	514	同志社大学（文・経済学
部－学部個別日程）

	515	同志社大学（神・商・心
理・グローバル地域文化
学部－学部個別日程）

	516	同志社大学（社会学部－
学部個別日程）

	517	同志社大学（政策・文化
情報〈文系型〉・スポーツ
健康科〈文系型〉学部－
学部個別日程）

	518	同志社大学（理工・生命医
科・文化情報〈理系型〉・ス
ポーツ健康科〈理系型〉学
部－学部個別日程）

	519	同志社大学（全学部日程）
	520	同志社女子大学	 推

	521	奈良大学	 推

	522	阪南大学	 推

	523	姫路獨協大学	 推

	524	兵庫医科大学	 医

	525	兵庫医療大学	 推

	526	佛教大学	 推

	527	武庫川女子大学・短期大
学部	 推

	528	桃山学院大学	 推

	529	立命館大学（文系－全学
統一方式・学部個別配点
方式）／立命館アジア太
平洋大学（Ａ方式・英語
重視方式）

	530	立命館大学（理系－全学
統一方式・学部個別配点
方式、薬学方式）

	531	立命館大学（ＩＲ方式・
センター試験併用方式）
／立命館アジア太平洋
大学（センター試験併用
方式）

	532	立命館大学（後期分割方
式・「経営学部で学ぶ感
性＋センター試験」方
式）／立命館アジア太平
洋大学（後期分割方式）

	533	龍谷大学・短期大学部
（公募推薦入試）	 推

	534	龍谷大学・短期大学部
（一般入試）

【中国・四国の私立大学】
	535	岡山理科大学	 推

	536	川崎医科大学	 医

	537	吉備国際大学	 推

	538	倉敷芸術科学大学	 推

	539	就実大学	 推

	540	徳島文理大学（薬・香川
薬・人間生活・保健福祉
学部）

	541	ノートルダム清心女子
大学	 推

	542	広島経済大学
	543	広島工業大学	 推

	544	広島国際大学	 推

	545	広島修道大学
	546	福山大学／福山平成大学
	547	松山大学
	548	安田女子大学・短期大学	推

【九州の私立大学】
	549	九州産業大学
	550	九州保健福祉大学	 推

	551	熊本学園大学
	552	久留米大学（文・法・経
済・商学部）

	553	久留米大学（医学部〈医
学科〉）	 医

	554	産業医科大学（医学部）	医
	555	西南学院大学（神・商・経済・
国際文化学部－Ａ日程）

	556	西南学院大学（文・法・人
間科学部－Ａ日程）

	557	福岡大学（人文・法・経
済・商・理・工・医〈看護〉・
薬・スポーツ科学部）

	558	福岡大学（医学部〈医学
科〉）	 医

	559	福岡工業大学
	 	 立命館アジア太平洋大学
	 	 ⇨ 529,531,532
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601	センター試験過去問研
究	英語 CD

602	センター試験過去問研究	
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	
生物	—「生物基礎／生物」対策用

613	センター試験過去問研究	
地学	—「地学基礎／地学」対策用

701	東大の英語 25 カ年［第 7版］改
702	東大の英語リスニング
15 カ年［第 4版］CD 改

703	東大の文系数学 25カ年［第 7版］改
704	東大の理系数学 25カ年［第 7版］改
705	東大の現代文 25 カ年［第 7版］改
706	東大の古典 25 カ年［第 7版］改
707	東大の日本史 25 カ年［第 4版］改
708	東大の世界史 25 カ年［第 4版］改
709	東大の地理 25 カ年［第 4版］改
710	東大の物理 25 カ年［第 4版］改
711	東大の化学 25 カ年［第 4版］改
712	東大の生物 25 カ年［第 4版］改
713	京大の英語 25 カ年［第 7版］改
714	京大の文系数学 25 カ年［第 7版］改
715	京大の理系数学 25 カ年［第 7版］改
716	京大の国語 25 カ年［第 7版］改
717	京大の物理 25 カ年［第 4版］改

718	京大の化学 25 カ年［第 4版］改
719	東工大の英語 15 カ年［第 3版］改
720	東工大の数学 15 カ年［第 4版］改
721	一橋大の英語15カ年［第3版］
722	一橋大の数学15カ年［第3版］
723	北大の英語 15 カ年［第 3版］
724	北大の理系数学15カ年［第3版］
725	東北大の英語15カ年［第3版］
726	東北大の理系数学15カ年［第3版］
727	名大の英語 15 カ年［第 3版］
728	名大の理系数学 15 カ年［第 3版］
729	阪大の英語 20 カ年［第 4版］
730	阪大の理系数学 20 カ年［第 4版］
731	阪大の物理 20 カ年［第 3版］
732	阪大の化学 20 カ年
733	神戸大の英語15カ年［第4版］
734	九大の英語 15 カ年［第 3版］
735	九大の理系数学15カ年［第2版］
736	早稲田の英語［第6版］改
737	早稲田の国語［第4版］改
738	早稲田の日本史［第4版］改
739	慶應の英語［第6版］改
740	上智大の英語［第3版］改
741	明治大の英語［第4版］
742	青山学院大の英語［第4版］
743	立教大の英語［第4版］
744	中央大の英語［第4版］
745	法政大の英語［第4版］
746	同志社大の英語［第6版］改
747	立命館大の英語［第6版］改
748	関西大の英語［第6版］改
749	関西学院大の英語［第6版］改

751	〔国公立大〕医学部の英語
752	私立医大の英語〔長文読解編〕
753	私立医大の英語〔文法・語法編〕
754	医学部の実戦小論文

761	体系英語長文
762	体系英作文
763	体系物理［第6版］

771	国公立大の英単語
772	早慶上智の英単語
773	マルチ英単語 600
774	マルチ英熟語 270
775	医歯薬系の英単語［改訂版］
776	医系小論文	最頻出論点 20［改訂版］
777	医学部の面接［改訂版］
778	センター日本史〔文化史〕
779	センター現代社会
780	心理学科をめざすあなたへ［改訂版］
781	デザイン系学科をめざすあなたへ
782	医学部学士編入をめざすあなたへ

791	風呂で覚える英単語［3訂版］
792	風呂で覚える英熟語
793	風呂で覚える古文単語［改訂版］
794	風呂で覚える古文文法
795	風呂で覚える漢文
796	風呂で覚える日本史〔年代〕
797	風呂で覚える世界史〔年代〕
798	風呂で覚える倫理
799	風呂で覚える百人一首

801	センター英語〔発音・アクセン
ト・文法・会話〕	満点のコツ新

802	センター数学Ⅰ・A		満点のコツ新
803	センター数学Ⅱ・B		満点のコツ新
804	センター現代文	満点のコツ［改訂版］改
805	センター古文	満点のコツ［第 3版］改
806	センター漢文	満点のコツ［改訂版］改

811	東大の英単語
812	著者に注目！	現代文問題集
813	つながる	世界史年代新
814	赤本手帳（2015年度受験用）
815	大学生になる前に知って
おきたいこと
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必要な受験勉強は
大学ごとに違う!

時間配分は？

どんな問題が
出るの？

マーク式？
記述式？

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！

今すぐ赤本を手に入れよう!

赤本は500点を超える刊行点数で
全都道府県の大学を網羅。

ひとりひとりの志望校合格をサポートします。

自分に
足りない
のは？

どんな対策が
必要？

頻出分野は？

問題の
レベルは？


