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202１年新学期  学参・辞典  勉強会
「学参・辞典」販売のポイントについて

学習参考書協会・辞典協会  共催



2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
平成29年度 平成30年度 令和1年度（平成31年度） 令和2年度 令和3年度 令和4年度

小学校

中学校

高等学校

◎ 新学習指導要領

→小学校2020年度、中学校2021年度、高校2022年度より（学年ごと）全面実施

・小学校３年生から「外国語活動」が始まり、小学校5・6年生では英語が教科となり成績評価

 ※2021年度は中学校の教科書改訂年度！

◎ 大学入学共通テスト

・2020年度（2021年1月）から大学入試センター試験に代えて実施　→「知識系」の問題から「思考力系」の問題へ

学習指導要領及び教科書改訂実施のスケジュール

先行実施・移行措置

「道徳」教科化

全面実施学習指導要領
周知徹底

教科書検定 採択・供給 教科書使用開始

先行実施・移行措置

「道徳」教科化

全面実施

教科書検定 採択・供給 教科書使用開始

学習指導要領
改訂

学習指導要領

高等学校2年生

先行実施・移行措置

高等学校3年生

学習指導要領
周知徹底

教科書検定 採択・供給

年次進行
で実施

教科書使用開始

大学入学共通テスト 開始



学参ジャンルの特性
学参ジャンル商品の販売傾向には下記のような特徴が挙げられます

① 目的買い傾向が強い
② 商圏内の学校の有無など、客層・立地条件による売上への影響が大きい
③ ロングベストセラー商品（超定番）が多く、既刊の販売占有が高い（資料１）
④ 季節性が強く、年間の販売サイクルが決まっている
⑤ 国の教育政策に強い影響を受ける

他ジャンルに比べて「店舗をとりまく環境」に大きく影響をうけるのが学参ジャンルの特徴。
周辺状況を把握し、それに対応できる棚を作ることが大切です。

学参周辺状況チェック
下記のポイントを参考に貴店の周辺状況をもういちどご確認ください！

□ 周辺に学校はありますか

□ 主な来客層を把握されていますか
※小・中学では、購入者は児童・生徒ではなく「保護者（母親）」

の場合がほとんど。使用者と購入者は必ずしも一致しません。

資料1 学参ジャンル別新刊・既刊POS比率

2020/1 ～ 2020/12 トーハンPOS集計
※2020年度は小学教科書の改訂年度



ジャンル別販売動向
学参商品は季節性が強く、年間で売れる時期に合わせた商品構成が大切です

特に大きな販売期は下記の４つになります

学参辞典　月別POS販売数（冊数）
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小学学参 合計 中学学参 合計 高校学参 合計 辞典 合計 学参辞典 合計

※上記グラフには、2020年度のコロナウイルス影響による異常値は加味しておりません。



2021年　１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

小学学参
・未就学幼児ドリルの
　初歩的商品の重点販売
　（新入園園児対象）

・新学期販売の準備
　→チラシ、POPの作成
　　 採択表の作成

・教科書ガイド、準拠版の
　陳列・販売

・新学期商戦開始
　（採択表の掲示）

・学期末商品の陳列・販売

・復習ドリルの陳列・販売

・教科書ガイド・準拠版
　販売ピーク

・小学受験コーナーの設置

・私立中学 学校別問題集
　の陳列・販売

・学校案内コーナーの
　設置

・サマードリル送品開始

中学学参
・高校入試直前対策商品
　（直前・要点もの）
　販売ピーク

・新学期販売の準備
　→チラシ、POPの作成
　　 採択表の作成

・教科書ガイド、準拠版の
　陳列・販売

・新学期商戦開始
　（採択表の掲示）

・学期末商品の陳列・販売

・復習ドリルの陳列・販売

・教科書ガイド・準拠版
　販売ピーク

・中間試験対策商品の
　陳列
　教科書ガイドから定期
　試験対策を前面に

・学校別過去問題集の
　陳列・販売

・学校案内コーナーの
　設置

・サマードリル送品開始

高校学参

・大学入学共通テスト
　予想問題集販売ピーク

・国公立大学二次試験
　対策商品の陳列・販売
　（～2月上旬）

・新学期販売の準備
　→チラシ、POPの作成
　　 採択表の作成

・教科書ガイド、準拠版の
　陳列・販売

・新学期商戦開始
　（採択表の掲示）

・学期末商品の陳列・販売

・年度版入試商品の
　在庫整理を開始

・教科書ガイド・準拠版
　販売ピーク

・学校案内コーナーの
　設置

・年度版大学入学共通
　テスト商品発売開始

・中間試験対策商品の
　陳列

・赤本 大学別刊行開始

・入試用定番商品の
　在庫チェック

辞典
・新学期販売の準備
　→採用・推薦情報の収集

・新学期商戦開始
　（採用・推薦情報の掲示）

・高校学習辞典の販売
　ピーク

・小学・中学辞典の販売
　ピーク

行事

※2学期制の学校は、1年を「前期」・「後期」で構成　→　3学期制と定期試験のタイミングが異なるので注意
　 前期：4月1日～10月第2月曜日　　後期：10月第2月曜日翌日～3月31日

※第1回目の「大学入学共通テスト」の実施を受け、過去問題集の刊行など市場動向にご注意下さい。

年間販売スケジュール①

入学・入園式 １学期中間考査
５月下旬～６月上旬学年末テスト

３月上旬

中学・高校入試
私立大学一般入試
国立大学前期試験

高校推薦入試 国立大学後期試験

大学入学共通テスト



７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

小学学参
・サマードリルの陳列・販売

・学期末商品の陳列・販売

・夏休み商品の補充縮小
　完売へ

・小学ドリル定番商品
　への移行

・小学1年生用入学準備
　商品の発売開始

・中学入試対策商品の
　販売強化

・入園、入学ドリルの
　陳列・販売継続

・入園、入学ドリルの
　陳列・販売継続

・各社新学期注文書配布

・復習ドリルの陳列・販売

・百人一首など正月商品
　の重点販売

中学学参

・サマードリルの陳列・販売

・学期末商品の陳列・販売

・高校入試対策商品の
　販売強化

・夏休み商品の補充縮小
　完売へ

・定番商品への移行

・高校入試用県別・分野別
　問題集の陳列・販売

・中間試験対策商品の
　陳列

・高校入試直前対策商品
　の陳列・販売

・各社新学期注文書配布

・学期末商品の陳列・販売

・高校入試直前対策商品
　の欠本チェック・補充

高校学参

・大学入試対策商品の
　販売強化

・大学入学共通テスト商品
　の販売強化

・学期末商品の陳列・販売

・「総合選抜」入試
　「学校推薦型選抜」入試
　対策商品の陳列・販売

　※旧)推薦・AO入試

・「総合選抜」入試
　「学校推薦型選抜」入試
　対策商品の販売継続

・大学入学共通テスト
　予想問題集の発売

・中間試験対策商品の
　陳列

・大学入試直前対策商品
　大学入学共通テスト直前
　対策商品の陳列・販売

・各社新学期注文書配布

・次年度用自習書の発注

・学期末商品の陳列・販売

・大学入試直前対策
　大学入学共通テスト直前
　対策の欠本チェック・補充

辞典
・各社新学期注文書配布
・次年度学習辞典
　新刊・改訂商品発売開始

・小学辞典ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ需要
　名入れ辞典の促進

行事

※2学期制の学校は、1年を「前期」・「後期」で構成　→　3学期制と定期試験のタイミングが異なるので注意
　 前期：4月1日～10月第2月曜日　　後期：10月第2月曜日翌日～3月31日

年間販売スケジュール②

１学期期末考査 ２学期中間考査
１０月上旬～下旬

２学期期末考査
１２月上旬～中旬

大学入学共通テスト出願



★小学学参　年間販売スケジュール

※季節指数は、新型コロナウイルスの影響を除き過去の平均実勢を指数としております。
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【夏休みドリル】

６月中旬から投入開始。夏休み開始から POSが

上昇するので、早めの売場確保を。

１年→６年の順でよく動きます。

販売ピークは７月最終週から８月初旬。

ピーク後の補充は控え、完売を目指して下さい。

小学・幼児日常学習ドリルは通年販売

小中 入試対策

夏休みドリル 総復習ドリル日常学習ドリル

入学準備ドリル

【小中入試関連】

５月中頃より学校案内などの年度版新刊が刊行開始。

商圏の学校案内・過去問等はコーナー展開をお薦め

します。１１月頃にPOSのピークを迎え、１月まで

販売が続きますが、受験時期を過ぎると一気に販売

が下降するので、スムーズな入替を行ってください。

【入学準備ドリル】

未就学向けの入園入学時期ドリル。

秋口から送品開始。年末に販売の山が

あり、年明けには一旦落ち着きますが、

３月にもう一度販売の山があります。
２月末より店頭在庫の確認をお願いします。

【総復習ドリル】

１１月中頃より送品が始まります。

入学準備ドリル同様、年末に販売の山が

あり、３月にもう一度ピークを迎えます。

２度目の販売ピーク前に在庫の拡充を
お願いします。

小学 参考書問題集

【小学 参考書・問題集】

定番銘柄は年間を通して動きますが、年末～４月の

新学期時期にむけて販売指数が増加します。

販売期にはレベル別などのはっきりしたコーナー

展開で、目的買い顧客を逃さないようにして下さい。

【小学幼児向け 日常学習ドリル】

小学・幼児向けの日常学習ドリルは、年間を通してよく動きます。

定番シリーズはこまめな欠本のチェックをお願いします。

ラック什器・専用什器などを使った常時展開のほか、増売期には
エンド台などを利用して拡大展開をおすすめします。

夏休み
ドリル

展開
終了

総復習
ドリル

展開
終了

入試
対策

販売
ピーク

展開
終了

入学準備
ドリル

参考書
問題集

展開
終了



★中学学参　年間販売スケジュール

※季節指数は、新型コロナウイルスの影響を除き過去の平均実勢を指数としております。
※上記書影には一部改訂前の旧版のものが含まれています。
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季節指数 113.0 94.8 83.9 126.0 95.9 104.4 96.2 71.3

6月 7月 8月 9月 10月 11月月 1月 2月 3月 4月 5月

学校別
入試対策

各県版
入試対策

定番参考書・問題集は通年販売

夏休み
ドリル

展開
終了

展開
終了

販売
ピーク

入試直前
対策

定期考査
対策 販売のヤマ 販売のヤマ 販売のヤマ

参考書
問題集

展開
終了

学校別 入試対策

定期考査対策 夏休みドリル 高校入試直前対策

各県版 公立入試対策定番参考書・問題集

や
さ
し
い

ハ
イ
レ
ベ
ル

【定番参考書・問題集】

中学生向け商品は定番の参考書・問題集が年間を通して

販売 の主力となります。

通年で品揃えいただき、新学期の増売期には展開を拡大

すると効果的です。

販売のポイントは、苦手克服・基礎学習向上の「やさしい

レベル」、定期テスト対策などの「標準レベル」、難関校

入試向けや厚物参考書などの「ハイレベル」と難易度ごとに

まとめ、比較しやすい売場作りを心がけましょう。

「対象レベル」「学年」「教科」 などをＰＯＰや

棚プレートで明示し、お客様がお求めの商材を判別

しやすい形で陳列して下さい。

【学校別 入試対策】

５月頃から送品が始まり、夏休み～年末にかけて

販売が伸長します。

商圏内の学校に商材が限定されるので、周辺状況を

考慮してご発注下さい。各県版の過去問等と併せて
コーナーでの展開がお薦めです。

【定期テスト対策】

学校の中間・期末考査にあわせ

対策本の展開がお薦めです。

定期テストのタイミングが常に

販売チャンスとなります。

【夏休みドリル】

６月中頃に投入開始。小学ドリル

程は動きはありませんが、１学期

の復習本として、高校入試対策本
と一緒に展開すると効果的です。

【各県版 公立入試対策】

６～８月頃にかけ各県版商品が 出揃い

ます。

公立高校の過去問の他、学校案内なども

あわせて、貴店エリアの対象商品をまと
めてコーナーでご展開下さい。

【高校入試 直前対策】

要点チェックや１・２年の総復習など。

１・２年復習ものは夏（7～8月）にも販売の山が

ありますが、年末から２月の受験直前まで動きます。

受験時期終了後、新学期向けの商材へのスムーズ
な入替がポイントです。

標

準



★高校学参　年間販売スケジュール

※季節指数は、新型コロナウイルスの影響を除き過去の平均実勢を指数としております。
※2020年度より　AO入試　→「総合型選抜」　　一般推薦入試　→「学校推薦型選抜」　と名称変更されております。
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販売のヤマ

定番参考書・問題集は通年販売

二次試験対策

大学入学共通テスト 年度版問題集

大学別過去問題集 定番参考書・問題集

【定番参考書・問題集】

高校学参は受験対策本が販売の主力となり、全体として

受験サイクルにあわせた販売傾向となります。

７月～１月にかけてが販売の中心期間ですが、定番もの

の参考書は通年での需要がありますので、常時ご展開く

ださい。

高校ジャンルの展開としては、教科別の棚割を基本に、

大学入試対策書は別途コーナー展開をするなどの陳列が
おすすめです。

【大学入学共通テスト過去問題集】

４月～６月にかけて、赤本・青本・黒本など共通テストの

過去問の有力銘柄が刊行されます。

販売動向は夏休みに販売の山があった後、年末の試験直前

にピークを迎えます。

特約制度などで展開店舗が限られる商品です。
展開は自習書・準拠商品との入替がお薦めです。

【二次試験対策】
銘柄としては定番参考書と重複しますが、仕上げの確認と
して頻出問題などの需要が高まります。

販売のヤマ

【大学別過去問題集】

５月～１０月にかけて、段階的に刊行されます。

教学社「赤本」駿台文庫「青本」などのシリーズが有力です。

販売動向も共通テスト過去問とほほ同様ですが、共通テスト

終了後、２月の大学別試験終了まで需要があります。

【大学入学共通テスト試験対策問題集】

各社発行の大学入学共通テスト対策問題集。

過去問題集と同様に夏の需要期のほか、試験直前の年末に

POSのピークを迎えます。

過去問と異なり、年度毎に新刊が出るわけではないので、

売れ筋の商品については品切れのないよう、こまめな欠本
チェックをお願いします。

大学入学共通テスト
試験過去問

(赤・黒・青本など)

販売
ピーク

国公立大

二次試験

対策

大学別
問題集
過去問

販売
ピーク

販売
ピーク

共通テスト

対策

問題集

販売
ピーク

総合・推薦型選抜対策

【総合・推薦型選抜対策】

総合型選抜は９月から、学校推薦型選抜は11月から出願受付

開始。 私立大学では全体の約半分が総合・推薦で入学。

面接・小論文対策書は7月～10月と、国立二次・私大対策の

1～2月に需要が増ます。

大学入学共通テスト 対策商品



※上記グラフは、新型コロナウイルスの影響を除き過去の平均実勢を指数としております。
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辞典の種類ごとに棚差・
棚板プレートで区別し、
判り易い陳列をお願いします

辞典の販売は３~５月の新学期時期がメインです。
２月より棚作りを意識したご発注をお願いします。

①ジャンル・商品が判りやすい陳列
②目的の商品が探しやすい陳列
③自店の客層にあった商品中心の展開
※右記のように、有力辞典・新刊を平台に展開し棚に

ついては上から下にかけて、対象年齢・レベルごと
に展開するもの効果的です。

ワンポイント【改訂版・新刊を特にチェック！】

辞典は新学期時期に年間の５０％以上を売り上げる
ほど販売が集中しますが、その際に新刊・改訂版を
しっかり展開できているか、という部分は非常に重
要です。

改訂新刊情報は積極的に取得するように意識して下
さい。

次ページに２０-２１年度の改訂情報をまとめており
ます。
是非ご活用下さい。

上級
↓

中級
↓

初級
入門

有力辞典・新刊

小学辞典は、4～6月が「国語辞
典の使い方」の学校指導時期の
ため、増売期が継続されます。

2021年度は中学校の教科書改訂に伴い、
○主要各社が、定番シリーズを大改訂！
○英語は新学習指導要領で学習語彙数が大幅に増加！
辞典の専用コーナー作りをオススメします！



２０２０～２０２１年　主要出版社　辞典新刊・改訂情報一覧

刊行予定日 出版社名 区分 書名 対象 本体価格 ジャンル ISBN（13桁）

2020年10月 三省堂 新刊 エースクラウン英和辞典 第3版 小型版 高校・一般 2,500 英和辞典 978-4-385-10870-4

2020年11月 旺文社 改訂 標準国語辞典【第八版】 中学 2,700 国語辞典 978-4-01-077733-6

2020年11月 旺文社 改訂 標準漢和辞典【第七版】 中学 2,700 漢和辞典 978-4-01-077734-3

2020年11月 旺文社 改訂 標準ことわざ慣用句辞典【新装新版】 中学 1,700 ことわざ辞典 978-4-01-077735-0

2020年11月 学研プラス 改訂 学研　現代標準国語辞典　改訂第４版 中学 2,600 国語辞典 978-4-05-305167-7

2020年11月 学研プラス 改訂 学研　現代標準漢和辞典　改訂第４版 中学 2,600 漢和辞典 978-4-05-305168-4

2020年11月 三省堂 改訂 新明解国語辞典 第八版 高校・一般 3,100 国語辞典 978-4-385-13078-1

2020年11月 三省堂 改訂 新明解国語辞典 第八版 白版 高校・一般 3,100 国語辞典 978-4-385-13079-8

2020年11月 三省堂 改訂 新明解国語辞典 第八版 青版 高校・一般 3,100 国語辞典 978-4-385-13081-1

2020年11月 三省堂 改訂 新明解国語辞典 第八版 小型版 高校・一般 2,900 国語辞典 978-4-385-13080-4

2020年12月 学研プラス 改訂 ジュニア・アンカー　中学　英和辞典　第７版 中学 1,800 英和辞典 978-4-05-304973-5

2020年12月 学研プラス 改訂 ジュニア・アンカー　中学　英和辞典　第７版　セシルマクビーエディション 中学 1,900 英和辞典 978-4-05-304975-9

2020年12月 学研プラス 改訂 ジュニア・アンカー　中学　和英辞典　第７版 中学 1,800 和英辞典 978-4-05-304976-6

2020年12月 学研プラス 改訂 ジュニア・アンカー　中学　英和・和英辞典　第７版 中学 3,000 英和・和英辞典 978-4-05-304977-3

2020年12月 学研プラス 改訂 ジュニア・アンカー　中学　英和・和英辞典　第７版　セシルマクビーエディション 中学 3,100 英和辞典 978-4-05-304978-0

2020年12月 学研プラス 改訂 ジュニア・アンカー　中学　英和・和英辞典　第７版　ディズニーエディション 中学 3,100 英和・和英辞典 978-4-05-304979-7

2020年12月 大修館書店 改訂 明鏡国語辞典　第三版 高校・一般 3,000 国語辞典 978-4-469-02122-6

2020年12月 東京書籍 改訂 ニューホライズン英和辞典　第９版 中学 1,700 英和辞典 978-4-487-34297-6

2020年12月 東京書籍 改訂 ニューホライズン和英辞典　第６版 中学 1,700 和英辞典 978-4-487-34299-0

2020年12月 東京書籍 改訂 ニューホライズン英和・和英辞典　第８版 中学 2,900 英和・和英辞典 978-4-487-34300-3

2020年12月 ベネッセコーポレーション 新刊 チャレンジ小学国語辞典カラー版第二版 どうぶつデザイン 小学 2,364 国語辞典 978-4-8288-7191-2

2020年12月 ベネッセコーポレーション 新刊 チャレンジ小学漢字辞典カラー版第二版 どうぶつデザイン 小学 2,364 漢字辞典 978-4-8288-7192-9

2020年12月 ベネッセコーポレーション 改訂 Challenge中学英和辞典　カラー版 中学 1,909 英和辞典 978-4-8288-7185-1

2020年12月 ベネッセコーポレーション 改訂 Challenge中学和英辞典　カラー版 中学 1,909 和英辞典 978-4-8288-7186-8

2020年12月 ベネッセコーポレーション 改訂 Challenge中学英和・和英辞典　カラー版 中学 3,000 英和和英辞典 978-4-8288-7188-2

2020年12月 ベネッセコーポレーション 改訂 Challenge中学英和・和英辞典 カラー版　Smart Style 中学 2,818 英和和英辞典 978-4-8288-7189-9

2020年12月 ベネッセコーポレーション 改訂 Challenge中学英和・和英辞典 カラー版　My Design 中学 2,818 英和和英辞典 978-4-8288-7190-5

2021年1月 三省堂 改訂 例解新国語辞典 第十版 中学 2,600 国語辞典 978-4-385-13689-9

2021年1月 三省堂 改訂 例解新国語辞典 第十版 シロクマ版 中学 2,600 国語辞典 978-4-385-13684-4

2021年1月 三省堂 改訂 例解新漢和辞典 第五版 中学 2,600 漢和辞典 978-4-385-13680-6

2021年1月 三省堂 改訂 例解新漢和辞典 第五版 シロクマ版 中学 2,600 漢和辞典 978-4-385-13681-3

2021年2月 小学館 新刊 例解学習国語辞典　第11版　サッカー日本代表版 小学 2,300 国語辞典 978-4-09-501749-5

2021年2月 小学館 新刊 例解学習漢字辞典　第9版　サッカー日本代表版 小学 2,300 漢字辞典 978-4-09-501794-5

2021年2月 小学館 新刊 プログレッシブ　小学英和・和英辞典　サッカー日本代表版 小学 3,000 英和和英辞典 978-4-09-510226-9

2021年2月 小学館 新刊 小学館　はじめての国語辞典 小学 1,900 国語辞典 978-4-09-501807-2

2021年2月 小学館 新刊 小学館　はじめての漢字辞典 小学 1,900 漢字辞典 978-4-09-501831-7



※上記グラフは、新型コロナウイルスの影響を除き過去の平均実勢を指数としております。
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教科書ガイド・準拠版販売対策

2021年度は、中学校の教科書が改訂されます!!
↓

それに伴い、対応準拠版（教科書ガイド）も改訂となります！

◎社会では、地理と歴史が新旧両方店頭に必要になります。

※同じ教科・学年でも、何種類もの商品が出ています。
→小・中学校は地域ごと、高校は学校ごとに使用教科書が違う。

※教科書改訂にともない、使用する教科書会社が変更に
なっている可能性があります。
→例年以上に保護者にわかりやすい売場作りが大切

「使用教科書一覧表（採択ボード）」

を必ず掲示し、お客様の購入間違いのないよう注意喚起を！

自店の商圏の学校の使用教科書の把握と、購入者への認知度
アップとスムーズな客注対応をお願いいたします。！！

3月から5月で年間販売
の50％以上を占めます

トピックス!!
教科書会社一覧とガイド発行相関表


