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■トーハンPOS全国集計（2022/1/1-2022/12/31）

2022年 POS動向

２０２２年は全体的に厳しい結果となりました。

学参辞典全体では89.4％ 他ジャンル含む書籍全体でも前年比93.4％という結果となり、書店店頭の売上

動向は全体的に低迷しました。依然続くコロナ禍の影響による来店数の減少や、食料品をはじめとする物価高

の影響により、書籍・雑誌購入自体が控えられたなど要因が推測されます。

一方、季節性の高い商材（夏休みドリル・受験対策商品など）や有力新刊の改訂商品などは比較的好調であり、

販売期に応じて主力商品をきっちり展開し、お客様へアピールしていくことがますます重要になってきています。

ジャンル名 22年1月 22年2月 22年3月 22年4月 22年5月 22年6月 22年7月 22年8月 22年9月 22年10月 22年11月 22年12月 年間

小学学参 95.6 96.4 92.4 90.8 87.2 85.3 94.7 84.4 86.1 95.8 99.1 95.4 90.6

中学学参 96.6 88.5 77.2 79.1 77.8 80.1 88.3 84.6 81.3 95.6 93.9 87.6 84.5

高校学参 101.7 92.6 95.0 97.2 94.7 88.8 93.4 94.5 89.2 96.4 95.6 93.8 93.6

辞典 89.0 84.2 88.4 85.0 85.8 76.7 83.3 91.2 82.1 85.1 90.1 79.4 84.2

学参・辞典 98.0 92.1 89.4 87.9 86.1 84.0 92.2 88.5 85.9 95.4 95.7 91.6 89.4

書籍計 97.7 90.0 91.9 92.8 95.4 90.3 93.4 95.8 92.2 95.2 94.5 93.1 93.4

2023年新学期トピック：高校2年生向け教科書が改訂・新課程商品も多く刊行！
新旧の併売・売場を明示してアピールを。小中は定番商品を中心に入園・入学フェア展開等を
おすすめします。



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

2022/1 ～ 2022/12 トーハンPOS集計

分類 既刊比率 新刊比率

小学学参 90.2% 9.8%

中学学参 76.5% 23.5%

高校学参 74.6% 25.4%

総計 81.5% 18.5%



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）

0. 0%

0. 5%

1. 0%

1. 5%

2. 0%

2. 5%

3. 0%

3. 5%

4. 0%

4. 5%

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0. 0%

2. 0%

4. 0%

6. 0%

8. 0%

10. 0%

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



2022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
・入学準備ドリル販売

・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

※「大学入学共通テスト」が2年目を迎え、予想問題集から過去問題集へのシフト等、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

・入試直前対策の販売

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 新学期～夏休み販売ポイント

★小学で最も販売占有が大きいのは「小学ドリル」！

くもん出版「小学ドリル」Ｇａｋｋｅｎ「毎日のドリル」文響社「うんこドリル」など

がよく動きます。欠本の無いよう、こまめなメンテナンスをお願いします。

★教科書準拠商品は新学期時期が販売のヤマ！

新学期は準拠版の販売ピークです。総復習ドリル・全科ドリルなどの復習ものは３月が

販売ピークとなるので、復習ものから準拠への入替をお勧めします

★中学入試対策も近年好調。商圏にあわせて、是非展開を！

「完全中高一貫校」増加などで、中学入試需要が増加。商圏内に該当校があれば、是非展開を

●新学期時期（３~６月）について

採択表

しっかり掲示

●夏休み時期（６月~）について

★「夏休みドリル」が販売の中心に！

夏休みドリルが６月中旬から送品になります。くもん出版・Ｇａｋｋｅｎ・旺文社・文響社など

が販売の中心です。短期売り切り型の商品（8月2週目あたりがピーク）ですので、準拠商品と

入れ替えるなどして大きく展開し、夏休み期間の売り切りを意識してください。



★小学学参　年間販売スケジュール

92.2% 89.0% 141.8% 121.2% 85.2% 80.0% 159.2% 114.2% 71.8% 70.7% 72.0% 102.7%

※季節指数は、2022年１月～１２月期間内の月次POS冊数/年間平均POS冊数にて算出しております。
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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。
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ドリル

展開
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中学学参 新学期～夏休み販売ポイント

★中学の販売占有は「教科書準拠」がトップ！

中学も「教科書準拠」の販売ピークとなります。中学準拠は３~５月が販売ピークで、

５月からは「定期テスト対策」（旺文社「得点アップ問題集」など）が売れ出します。

展開時期にご注意下さい。

★定番の参考書・問題集のメンテナンスを！

小学同様、定番商品の参考書問題集がよく動きます。やさしい・標準・ハイレベルなど

レベル別のわかりやすい展開をお勧めします。

★「まとめ商品」が不調…10分間ドリル等、「やさしい」レベル商品の展開を

この時期売れる復習ものの中でも、「5科総まとめ」などの商品が低調。10分間ドリル

（Ｇａｋｋｅｎ・増進堂）などのやさしいレベルの復習ものが好調です。

●新学期時期（３~６月）について

採択表

しっかり掲示

●夏休み時期（６月~）について
★夏休みドリル・高校入試対策の展開を

中学も6月中旬から夏休みドリル送品がありますが、小学ほどの販売占有はありません。

夏にかけては高校入試対策の年度版等が刊行されだしますので、準拠商品との入替をお勧めします。



★中学学参　年間販売スケジュール

108.5% 88.0% 87.1% 128.4% 101.2% 100.0% 112.3% 76.0% 76.6% 95.4% 96.8% 129.8%

※季節指数は、2022年１月～１２月期間内の月次POS冊数/年間平均POS冊数にて算出しております。
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【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

各県版 公立入試対策

自主学習・勉強法関連
販売ピーク

☆勉強法☆

【勉強法】

コロナ禍で自宅学習需要が

高まり、近年は売上増。

年間通して売れますが、
特に新学期時期（3-5月）
がピーク。コーナー展開を。



高校学参 販売ポイント

高校は2022年4月から「新学習指導要領」教科書に改訂！（1年のみ・年次改

訂）

2023年は高校2年生向け教科書が改訂・改訂版も多数刊行。

ただし…３年生は現行版「旧課程商品」を買う必要がある。

2023年も「新課程商品」「旧課程商品」の併売が必要！！！

１年生向け商品と２・３年生向け商品を、お客様へ明示することが

必要となり、棚の構成についても、新・旧併売のため例年と異なる工夫が

必要となります。

別添資料として主要出版社の改訂・新刊対応一覧を作成いたしました。

ご参照下さい。



★高校学参　年間販売スケジュール

111.1% 62.7% 92.8% 89.2% 79.4% 80.1% 133.1% 110.3% 98.9% 106.4% 97.3% 138.8%

※季節指数は、2022年１月～１２月期間内の月次POS冊数/年間平均POS冊数にて算出しております。
※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。
２3年は高２対象商品が多数改訂します！同様のシリーズでも
新（１・２年向け）旧（３年向け）で併売必要なものが
あるため、展開時はご注意ください。
高校ジャンルの展開としては、新・旧とわけたうえで
教科別の棚割を基本に、大学入試対策書は別途コーナー

【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

23年は高2対象改訂！

・１・２年向け（新課程）

・３年向け（旧課程）

で併売が必要です。要注意！

※銘柄詳細は別添資料参照



【資料】高校学参　新刊・改訂情報⼀覧̲2023年度春対応

旧課程　商品情報 新課程（改訂版）商品情報

取引コード出版社名 ジャンル ＩＳＢＮ 書名 シリーズ名 本体 

改訂
or

絶版

入替
or

併売
改訂予定

ＩＳＢＮ 書名 シリーズ名
本体

（予価）
724 旺文社 高校 978-4-01-034717-1 数学ⅠA入門問題精講　新装版　【現⾏課程オビ】 数学問題精講 1,100 並売 刊⾏済み 978-4-01-034915-1 数学ⅠA入門問題精講　改訂版　【新課程オビ】 数学問題精講 1,100
724 旺文社 高校 978-4-01-034706-5 数学１・A　基礎問題精講　５訂　【現⾏課程オビ】 数学問題精講 1,100 並売 刊⾏済み 978-4-01-034918-2 数学ⅠA基礎問題精講　６訂版　【新課程オビ】 数学問題精講 1,200
724 旺文社 高校 978-4-01-034725-6 数学１・A　標準問題精講　三訂版　【現⾏課程オビ】 数学問題精講 1,300 並売 刊⾏済み 978-4-01-034921-2 数学ⅠA標準問題精講　４訂版　【新課程オビ】 数学問題精講 1,300
724 旺文社 高校 978-4-01-034521-4 数学ⅡB入門問題精講　【現⾏課程オビ】 数学問題精講 1,300 並売 2023年7⽉ 978-4-01-034916-8 数学ⅡB入門問題精講　改訂版　【新課程オビ】 数学問題精講 1,300
724 旺文社 高校 978-4-01-034707-2 数学２・B　基礎問題精講　５訂　【現⾏課程オビ】 数学問題精講 1,200 並売 2023年7⽉ 978-4-01-034919-9 数学ⅡB基礎問題精講　６訂版　【新課程オビ】 数学問題精講 1,500
724 旺文社 高校 978-4-01-034726-3 数学２・B　標準問題精講　三訂版　【現⾏課程オビ】 数学問題精講 1,450 並売 2023年7⽉ 978-4-01-034922-9 数学ⅡB標準問題精講　４訂版　【新課程オビ】 数学問題精講 1,600
724 旺文社 高校 978-4-01-034798-0 数学Ⅰ+A+Ⅱ+B 上級問題精講　【現⾏課程オビ】 数学問題精講 1,300 並売 2023年7⽉ 978-4-01-034924-3 数学Ⅰ＋A＋Ⅱ＋B　上級問題精講　改訂版　【新課程オビ】 数学問題精講 1,400
724 旺文社 高校 978-4-01-034712-6 物理　入門問題精講　新装改訂　【現⾏課程オビ】 理科問題精講 1,100 並売 2023年7⽉ 978-4-01-035252-6 物理　入門問題精講　３訂版　【新課程オビ】 理科問題精講 1,200
724 旺文社 高校 978-4-01-034713-3 化学　入門問題精講　３訂　【現⾏課程オビ】 理科問題精講 1,100 並売 2023年7⽉ 978-4-01-035253-3 化学　入門問題精講　４訂版　【新課程オビ】 理科問題精講 1,200
724 旺文社 高校 978-4-01-034714-0 ⽣物　入門問題精講　３訂　【現⾏課程オビ】 理科問題精講 1,100 並売 2023年7⽉ 978-4-01-035254-0 ⽣物　入門問題精講　４訂版　【新課程オビ】 理科問題精講 1,200
724 旺文社 高校 978-4-01-034709-6 物理　基礎問題精講　４訂　【現⾏課程オビ】 理科問題精講 1,100 並売 2023年7⽉ 978-4-01-035255-7 物理　基礎問題精講　５訂版　【新課程オビ】 理科問題精講 1,300
724 旺文社 高校 978-4-01-034710-2 化学　基礎問題精講　４訂　【現⾏課程オビ】 理科問題精講 1,100 並売 2023年7⽉ 978-4-01-035256-4 化学　基礎問題精講　５訂版　【新課程オビ】 理科問題精講 1,300
724 旺文社 高校 978-4-01-034711-9 ⽣物　基礎問題精講　４訂　【現⾏課程オビ】 理科問題精講 1,100 並売 2023年7⽉ 978-4-01-035257-1 ⽣物　基礎問題精講　５訂版　【新課程オビ】 理科問題精講 1,300
724 旺文社 高校 978-4-01-034105-6 高校とっても英文法CD付(改) 高校とってもやさしい 1,100 並売 刊⾏済み 978-4-01-034940-3 高校とってもやさしい　英文法　３訂版　〈新課程ロゴ〉 高校とってもやさしい 1,200
724 旺文社 高校 978-4-01-034106-3 高校とっても英文解釈CD付(改) 高校とってもやさしい 1,100 並売 刊⾏済み 978-4-01-034941-0 高校とってもやさしい　英文読解　〈新課程ロゴ〉 高校とってもやさしい 1,200
724 旺文社 高校 978-4-01-034030-1 高校とってもやさしい英語のワーク 高校とってもやさしい 1,100 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034110-0 高校とってもやさしい英語ﾘｽﾆﾝｸﾞCD 高校とってもやさしい 1,250 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034800-0 高校とっても数学Ⅰ・A改訂版その1 高校とってもやさしい 1,100 並売 刊⾏済み 978-4-01-034934-2 高校とってもやさしい　数学Ⅰ　〈新課程ロゴ〉 高校とってもやさしい 1,200
724 旺文社 高校 978-4-01-034801-7 高校とっても数学Ⅰ・A改訂版その2 高校とってもやさしい 1,100 並売 刊⾏済み 978-4-01-034935-9 高校とってもやさしい　数学A　〈新課程ロゴ〉 高校とってもやさしい 1,200
724 旺文社 高校 978-4-01-033961-9 高校とってもやさしい古文 高校とってもやさしい 1,100 並売 刊⾏済み 978-4-01-034942-7 高校とってもやさしい　古文　改訂版　〈新課程ロゴ〉 高校とってもやさしい 1,200
724 旺文社 高校 978-4-01-033997-8 高校とってもやさしい漢文 高校とってもやさしい 1,100 並売 刊⾏済み 978-4-01-034943-4 高校とってもやさしい　漢文　改訂版　〈新課程ロゴ〉 高校とってもやさしい 1,200
724 旺文社 高校 978-4-01-034002-8 高校とってもやさしい物理基礎 高校とってもやさしい 1,100 並売 刊⾏済み 978-4-01-034936-6 高校とってもやさしい　物理基礎　改訂版　〈新課程ロゴ〉 高校とってもやさしい 1,200
724 旺文社 高校 978-4-01-034001-1 高校とってもやさしい化学基礎 高校とってもやさしい 1,100 並売 刊⾏済み 978-4-01-034937-3 高校とってもやさしい　化学基礎　改訂版　〈新課程ロゴ〉 高校とってもやさしい 1,200
724 旺文社 高校 978-4-01-034000-4 高校とってもやさしい⽣物基礎 高校とってもやさしい 1,100 並売 刊⾏済み 978-4-01-034938-0 高校とってもやさしい　⽣物基礎　改訂版　〈新課程ロゴ〉 高校とってもやさしい 1,200
724 旺文社 高校 978-4-01-034802-4 高校とってもやさしい数学Ⅱ その1 高校とってもやさしい 1,100 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034803-1 高校とってもやさしい数学Ⅱ その2 高校とってもやさしい 1,100 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034804-8 高校とってもやさしい数学B 高校とってもやさしい 1,100 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-033962-6 高校とってもやさしい日本史 高校とってもやさしい 1,100 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-033996-1 高校とってもやさしい世界史 高校とってもやさしい 1,100 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034360-9 高校とってもやさしい物理 高校とってもやさしい 1,450 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034361-6 高校とってもやさしい化学 高校とってもやさしい 1,450 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034362-3 高校とってもやさしい⽣物 高校とってもやさしい 1,450 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 　 　 　 　 　 　 刊⾏済み 978-4-01-034944-1 高校とってもやさしい　歴史総合　〈新課程ロゴ〉 高校とってもやさしい 1,200
724 旺文社 　 　 　 　 　 　 刊⾏済み 978-4-01-034945-8 高校とってもやさしい　地理総合　〈新課程ロゴ〉 高校とってもやさしい 1,200
724 旺文社 　 　 　 　 　 　 刊⾏済み 978-4-01-034946-5 高校とってもやさしい　公共　〈新課程ロゴ〉 高校とってもやさしい 1,200
724 旺文社 　 　 　 　 　 　 刊⾏済み 978-4-01-034998-4 高校とってもやさしい　情報Ⅰ　〈新課程ロゴ〉 高校とってもやさしい 1,200
724 旺文社 高校 978-4-01-034236-7 定期テスト得点ワーク 英文法 高校定期テスト 850 並売 刊⾏済み 978-4-01-034947-2 高校定期テスト　英文法　改訂版　〈新課程ロゴ〉 高校定期テスト 1,100
724 旺文社 高校 978-4-01-034237-4 定期テスト得点ワーク 高１の英語 高校定期テスト 850 絶版 返品 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034239-8 定期テスト得点ワーク 国語総合 高校定期テスト 850 絶版 返品 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034243-5 定期テスト得点ワーク 数学Ⅰ+A 高校定期テスト 900 絶版 返品 刊⾏済み 978-4-01-034948-9 高校定期テスト　数学ⅠA　改訂版　〈新課程ロゴ〉 高校定期テスト 1,100
724 旺文社 高校 978-4-01-034244-2 定期テスト得点ワーク 数学Ⅱ+B 高校定期テスト 900 絶版 返品 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034249-7 定期テスト得点ワーク 古典・漢文 高校定期テスト 850 並売 刊⾏済み 978-4-01-034949-6 高校定期テスト　古典文法・漢文句法　改訂版　〈新課程ロゴ〉 高校定期テスト 1,100
724 旺文社 高校 978-4-01-034245-9 定期テスト得点ワーク 物理基礎 高校定期テスト 900 並売 刊⾏済み 978-4-01-034950-2 高校定期テスト　物理基礎　改訂版　〈新課程ロゴ〉 高校定期テスト 1,100
724 旺文社 高校 978-4-01-034246-6 定期テスト得点ワーク 化学基礎 高校定期テスト 900 並売 刊⾏済み 978-4-01-034951-9 高校定期テスト　化学基礎　改訂版　〈新課程ロゴ〉 高校定期テスト 1,100
724 旺文社 高校 978-4-01-034247-3 定期テスト得点ワーク ⽣物基礎 高校定期テスト 900 並売 刊⾏済み 978-4-01-034952-6 高校定期テスト　⽣物基礎　改訂版　〈新課程ロゴ〉 高校定期テスト 1,100
724 旺文社 高校 978-4-01-034240-4 定期テスト得点ワーク 日本史A・B 高校定期テスト 900 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034241-1 定期テスト得点ワーク 世界史A・B 高校定期テスト 900 継続販売 　 　 　 　 　



【資料】高校学参　新刊・改訂情報⼀覧̲2023年度春対応

旧課程　商品情報 新課程（改訂版）商品情報

取引コード出版社名 ジャンル ＩＳＢＮ 書名 シリーズ名 本体 

改訂
or

絶版

入替
or

併売
改訂予定

ＩＳＢＮ 書名 シリーズ名
本体

（予価）
724 旺文社 　 　 　 　 　 　 刊⾏済み 978-4-01-034953-3 高校定期テスト　歴史総合　〈新課程ロゴ〉 高校定期テスト 1,100
724 旺文社 高校 978-4-01-034242-8 定期テスト得点ワーク 地理A・B 高校定期テスト 900 並売 刊⾏済み 978-4-01-034954-0 高校定期テスト　地理総合　〈新課程ロゴ〉 高校定期テスト 1,100
724 旺文社 高校 978-4-01-034288-6 定期テスト得点ワーク 現代社会 高校定期テスト 900 並売 刊⾏済み 978-4-01-034955-7 高校定期テスト　公共　〈新課程ロゴ〉 高校定期テスト 1,100
724 旺文社 　 　 　 　 　 　 刊⾏済み 978-4-01-034999-1 高校定期テスト　情報Ⅰ　〈新課程ロゴ〉 高校定期テスト 1,100
724 旺文社 高校 978-4-01-034290-9 定期テスト⼀問⼀答 日本史A・B 高校定期テスト 950 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034291-6 定期テスト⼀問⼀答 世界史A・B 高校定期テスト 950 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034292-3 定期テスト⼀問⼀答 地理A・B 高校定期テスト 950 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034293-0 定期テスト⼀問⼀答 現代社会 高校定期テスト 950 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034294-7 定期テスト⼀問⼀答 政治・経済 高校定期テスト 950 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034295-4 定期テスト⼀問⼀答 物理基礎 高校定期テスト 950 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034296-1 定期テスト⼀問⼀答 化学基礎 高校定期テスト 950 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034297-8 定期テスト⼀問⼀答 ⽣物基礎 高校定期テスト 950 継続販売 　 　 　 　 　
724 旺文社 高校 978-4-01-034788-1 やさしい数学Ⅰﾉｰﾄ［改訂］ 数学　やさしいノート 520 並売 刊⾏済み 978-4-01-034930-4 やさしい数学Ⅰノート　３訂版　〈新課程ロゴ〉 数学　やさしいノート 650
724 旺文社 高校 978-4-01-034789-8 やさしい数学Ａﾉｰﾄ［改訂］◇ 数学　やさしいノート 520 並売 刊⾏済み 978-4-01-034931-1 やさしい数学Ａノート　３訂版　〈新課程ロゴ〉 数学　やさしいノート 650
724 旺文社 高校 978-4-01-034790-4 やさしい数学Ⅱﾉｰﾄ〔改訂〕 数学　やさしいノート 560 並売 2023年3⽉ 978-4-01-034932-8 やさしい数学Ⅱノート　３訂版　〈新課程ロゴ〉 数学　やさしいノート 650
724 旺文社 高校 978-4-01-034791-1 やさしい数学Ｂﾉｰﾄ〔改訂〕 数学　やさしいノート 560 並売 2023年3⽉ 978-4-01-034933-5 やさしい数学Ｂノート　３訂版　〈新課程ロゴ〉 数学　やさしいノート 650
724 旺文社 高校 978-4-01-075199-2 高校数学公式活用 第四版◇ 数学　公式活用 1,400 並売 刊⾏済み 978-4-01-075276-0 高校数学公式活用　５訂版　〈新課程ロゴ〉 数学　公式活用 1,500
724 旺文社 高校 978-4-01-034671-6 数学ⅠA単問ターゲット三訂 新装 数学　単問ターゲット 800 並売 刊⾏済み 978-4-01-034926-7 数学ⅠA単問ターゲット　４訂版　〈新課程ロゴ〉 数学　単問ターゲット 980
724 旺文社 高校 978-4-01-034672-3 数学II・B単問ターゲット330 三訂新装版 数学　単問ターゲット 800 並売 2023年3⽉ 978-4-01-034927-4 数学ⅡB単問ターゲット　４訂版　〈新課程ロゴ〉 数学　単問ターゲット 980
724 旺文社 高校 978-4-01-034718-8 共通テスト必出　数学公式180 四訂版 数学　単問ターゲット 800 並売 2023年2⽉ 978-4-01-034929-8 共通テスト必出 数学公式200 五訂版 数学　単問ターゲット 980
724 旺文社 高校 978-4-01-034066-0 橋⽖のゼロから劇的︕にわかる　理論化学の授業 Do　スタート 1,250 並売 2023年3⽉ 978-4-01-034375-3 橋⽖のゼロから劇的︕にわかる理論化学の授業 改訂版 Do　スタート 1,300
724 旺文社 高校 978-4-01-034067-7 橋⽖のゼロから劇的︕にわかる　無機・有機化学の授業 Do　スタート 1,300 並売 2023年3⽉ 978-4-01-034376-0 橋⽖のゼロから劇的︕にわかる無機・有機化学の授業 改訂版 Do　スタート 1,400
724 旺文社 　 　 　 　 　 　 2023年3⽉ 978-4-01-034557-3 島村のゼロから劇的︕にわかる物理の授業 ⼒学・波動 Do　スタート 1,350
724 旺文社 　 　 　 　 　 　 2023年3⽉ 978-4-01-034558-0 宇都のゼロから劇的︕にわかる物理の授業 電磁気・熱・原⼦ Do　スタート 1,350
946 KADOKAWA 高校 978-4-04-602862-4 化学基礎早わかり　⼀問⼀答 800 改訂 併売 2022年4⽉ 978-4-04-605170-7 合格新書̲改訂版　化学基礎早わかり　⼀問⼀答̲ 750
946 KADOKAWA 高校 978-4-04-601063-6 地学基礎早わかり　⼀問⼀答 800 改訂 併売 2022年4⽉ 978-4-04-605171-4 合格新書̲改訂版　地学基礎早わかり　⼀問⼀答̲ 800
946 KADOKAWA 高校 978-4-04-602855-6 ⽣物基礎早わかり　⼀問⼀答 950 改訂 併売 2022年4⽉ 978-4-04-605175-2 合格新書̲改訂版　⽣物基礎早わかり　⼀問⼀答̲ 950
946 KADOKAWA 高校 978-4-04-605172-1 改訂版　物理基礎・物理早わかり　⼀問⼀答 1,200 改訂 入替 2022年10⽉  978-4-8061-4355-0978-4-8061-4415-1  物理基礎早わかり　⼀問⼀答物理　⼀問⼀答  9501,200
946 KADOKAWA 高校 978-4-04-600102-3 ⼤学入試　⻲⽥和久の　理論化学が⾯⽩いほどわかる本 1,600 改訂 併売 2022年11⽉ 978-4-04-605226-1 ⼤学入試　⻲⽥和久の　化学基礎が⾯⽩いほどわかる本 1,300
946 KADOKAWA 高校 978-4-04-602883-9 ⼤学入試　坂⽥アキラの　化学基礎の解法が⾯⽩いほどわかる本 1,400 改訂 併売 2023年1⽉ 978-4-04-605339-8 改訂版　⼤学入試　坂⽥アキラの　化学基礎の解法が⾯⽩いほどわかる本 1,400
946 KADOKAWA 高校 978-4-04-600214-3 ⼤学入試　山川喜輝の　⽣物基礎が⾯⽩いほどわかる本 1,300 改訂 併売 2023年1⽉ 978-4-04-605230-8 改訂版　⼤学入試　山川喜輝の　⽣物基礎が⾯⽩いほどわかる本 1,400

1002 Gakken 高校 978-4-05-304740-3 中学英語をおさらいしながらすすめる高校英語 850 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305509-5 中学英語をおさらいしながらすすめる高校英語　改訂版 950
1002 Gakken 高校 978-4-05-304738-0 中学数学をおさらいしながらすすめる高校数学Ⅰ・Ａ 850 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305510-1 中学数学をおさらいしながらすすめる高校数学Ⅰ・Ａ　改訂版 950
1002 Gakken 高校 978-4-05-304929-2 中学理科をおさらいしながらすすめる高校化学基礎 950 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305511-8 中学理科をおさらいしながらすすめる高校化学基礎　改訂版 1,000
1002 Gakken 高校 978-4-05-304930-8 中学理科をおさらいしながらすすめる高校物理基礎 950 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305512-5 中学理科をおさらいしながらすすめる高校物理基礎　改訂版 1,000
1002 Gakken 高校 978-4-05-303676-6 マイベスト　よくわかる英文法【新旧両課程対応版】 マイベスト 1,700 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305485-2 よくわかる英文法 マイベスト参考書 1,800
1002 Gakken 高校 978-4-05-303678-0 マイベスト　よくわかる古文＋漢文【新旧両課程】 マイベスト 2,200 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305480-7 よくわかる古文＋漢文 マイベスト参考書 2,300
1002 Gakken 高校 978-4-05-303364-2 マイベスト　よくわかる数学Ⅰ・Ａ【新課程】 マイベスト 1,600 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305489-0 よくわかる数学Ⅰ・Ａ マイベスト参考書 1,800
1002 Gakken 高校 978-4-05-303574-5 マイベスト　よくわかる物理基礎【新課程】 マイベスト 1,400 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305494-4 よくわかる物理基礎 マイベスト参考書 1,500
1002 Gakken 高校 978-4-05-303599-8 マイベスト　よくわかる化学基礎【新課程】 マイベスト 1,400 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305487-6 よくわかる化学基礎 マイベスト参考書 1,500
1002 Gakken 高校 978-4-05-303600-1 マイベスト　よくわかる⽣物基礎【新課程】 マイベスト 1,400 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305492-0 よくわかる⽣物基礎 マイベスト参考書 1,500
1002 Gakken 高校 978-4-05-303684-1 マイベスト　よくわかる英文法問題集【新旧両課程】 マイベスト 850 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305484-5 よくわかる英文法　問題集 マイベスト問題集 1,000
1002 Gakken 高校 978-4-05-303688-9 マイベスト　よくわかる古文問題集【新旧両課程】 マイベスト 900 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305481-4 よくわかる古文＋漢文　問題集 マイベスト問題集 1,200
1002 Gakken 高校 978-4-05-303689-6 マイベスト　よくわかる漢文問題集【新旧両課程】 マイベスト 900 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305481-4 よくわかる古文＋漢文　問題集 マイベスト問題集 1,200
1002 Gakken 高校 978-4-05-303687-2 マイベスト　よくわかる現代文問題集【新旧両課程】 マイベスト 900 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305479-1 よくわかる現代文　問題集 マイベスト問題集 1,000
1002 Gakken 高校 978-4-05-303365-9 マイベスト　よくわかる数学Ⅰ問題集【新課程】 マイベスト 800 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305488-3 よくわかる数学Ⅰ　問題集 マイベスト問題集 1,000
1002 Gakken 高校 978-4-05-303573-8 マイベスト　よくわかる数学Ａ問題集【新課程】 マイベスト 800 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305490-6 よくわかる数学Ａ　問題集 マイベスト問題集 1,000
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1002 Gakken 高校 978-4-05-303575-2 マイベスト　よくわかる物理基礎問題集【新課程】 マイベスト 800 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305493-7 よくわかる物理基礎　問題集 マイベスト問題集 1,000
1002 Gakken 高校 978-4-05-303601-8 マイベスト　よくわかる化学基礎問題集【新課程】 マイベスト 800 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305486-9 よくわかる化学基礎　問題集 マイベスト問題集 1,000
1002 Gakken 高校 978-4-05-303602-5 マイベスト　よくわかる⽣物基礎問題集【新課程】 マイベスト 800 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305491-3 よくわかる⽣物基礎　問題集 マイベスト問題集 1,000
1002 Gakken 高校 978-4-05-304146-3 高校英文読解をひとつひとつわかりやすく。 高校ひとつひとつわかりやすく 1,100 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305471-5 高校英文読解をひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,200
1002 Gakken 高校 978-4-05-303994-1 高校英文法をひとつひとつわかりやすく。 高校ひとつひとつわかりやすく 1,100 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305472-2 高校英文法をひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,200
1002 Gakken 高校 978-4-05-304546-1 高校現代文をひとつひとつわかりやすく。 高校ひとつひとつわかりやすく 1,200 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305474-6 高校現代文をひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,200
1002 Gakken 高校 978-4-05-305108-0 高校　数学Ⅰをひとつひとつわかりやすくパワーアップ 高校ひとつひとつわかりやすく 1,000 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305437-1 高校数学Ⅰをひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,100
1002 Gakken 高校 978-4-05-305110-3 高校　数学Ａをひとつひとつわかりやすくパワーアップ 高校ひとつひとつわかりやすく 1,000 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305438-8 高校数学Ａをひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,200
1002 Gakken 高校 978-4-05-305109-7 高校　数学Ⅱをひとつひとつわかりやすくパワーアップ 高校ひとつひとつわかりやすく 1,100 改訂 併売 2022年12⽉ 978-4-05-305572-9 高校数学Ⅱをひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,200
1002 Gakken 高校 978-4-05-305111-0 高校　数学Ｂをひとつひとつわかりやすくパワーアップ 高校ひとつひとつわかりやすく 1,100 改訂 併売 2022年12⽉ 978-4-05-305613-9 高校数学Ｂをひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,200
1002 Gakken 高校 978-4-05-305169-1 高校物理基礎をひとつひとつわかりやすく。　パワーア 高校ひとつひとつわかりやすく 1,200 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305477-7 高校物理基礎をひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,300
1002 Gakken 高校 978-4-05-305165-3 高校化学基礎をひとつひとつわかりやすく。　パワーアップ版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,200 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305466-1 高校化学基礎をひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,300
1002 Gakken 高校 978-4-05-305166-0 高校⽣物基礎をひとつひとつわかりやすく。　パワーアップ版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,200 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305467-8 高校⽣物基礎をひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,300
1002 Gakken 高校 978-4-05-303533-2 やさしい高校数学（数Ⅰ・Ａ）【新課程】 1,700 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305469-2 やさしい高校数学（数Ⅰ・Ａ）　改訂版 1,700
1002 Gakken 高校 978-4-05-303856-2 やさしい高校数学（数Ⅱ・Ｂ） 2,100 改訂 併売 2022年12⽉ 978-4-05-305595-8 やさしい高校数学（数学Ⅱ・Ｂ）　改訂版 2,250
1002 Gakken 高校 978-4-05-304306-1 やさしい高校化学（化学基礎） 1,500 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305468-5 やさしい高校化学（化学基礎）　改訂版 1,500
1002 Gakken 高校 978-4-05-304595-9 やさしい高校物理（物理基礎） 1,600 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305470-8 やさしい高校物理（物理基礎）改訂版 1,600
1002 Gakken 高校 978-4-05-304686-4 ルーズリーフ参考書　高校　英語 ルーズリーフ参考書 1,200 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305513-2 ルーズリーフ参考書　高校　英語　改訂版 ルーズリーフ参考書 1,200
1002 Gakken 高校 978-4-05-304729-8 ルーズリーフ参考書　高校　数学Ⅰ・Ａ ルーズリーフ参考書 1,200 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305507-1 ルーズリーフ参考書　高校　数学Ⅰ・Ａ　改訂版 ルーズリーフ参考書 1,200
1002 Gakken 高校 978-4-05-304728-1 ルーズリーフ参考書 高校　⽣物基礎 ルーズリーフ参考書 980 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305508-8 ルーズリーフ参考書　高校高校　⽣物基礎　改訂版 ルーズリーフ参考書 1,000
1002 Gakken 高校 978-4-05-304786-1 ルーズリーフ参考書 高校　化学基礎 ルーズリーフ参考書 980 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305514-9 ルーズリーフ参考書　高校高校　化学基礎　改訂版 ルーズリーフ参考書 1,050
1002 Gakken 高校 978-4-05-304602-4 高校数学Ⅰの解き方をひとつひとつわかりやすく。 高校ひとつひとつわかりやすく 1,300 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305498-2 高校数学Ⅰの解き方をひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,400
1002 Gakken 高校 978-4-05-304603-1 高校数学Ａの解き方をひとつひとつわかりやすく。 高校ひとつひとつわかりやすく 1,100 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305497-5 高校数学Ａの解き方をひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,200
1002 Gakken 高校 978-4-05-304942-1 高校数学Ⅱの解き方をひとつひとつわかりやすく。 高校ひとつひとつわかりやすく 1,300 改訂 併売 2022年12⽉ 978-4-05-305623-8 高校数学Ⅱの解き方をひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,350
1002 Gakken 高校 978-4-05-304943-8 高校数学Ｂの解き方をひとつひとつわかりやすく。 高校ひとつひとつわかりやすく 1,100 改訂 併売 2022年12⽉ 978-4-05-305624-5 高校数学Ｂの解き方をひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,150
1002 Gakken 高校 978-4-05-304981-0 高校⽣物基礎の解き方をひとつひとつわかりやすく。 高校ひとつひとつわかりやすく 1,200 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305558-3 高校⽣物基礎の解き方をひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,250
1002 Gakken 高校 978-4-05-304772-4 高校化学基礎の解き方をひとつひとつわかりやすく。 高校ひとつひとつわかりやすく 1,300 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305555-2 高校物理基礎の解き方をひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,350
1002 Gakken 高校 978-4-05-304604-8 高校物理基礎の解き方をひとつひとつわかりやすく。 高校ひとつひとつわかりやすく 1,300 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305557-6 高校化学基礎の解き方をひとつひとつわかりやすく。改訂版 高校ひとつひとつわかりやすく 1,350
1002 Gakken 高校 978-4-05-305009-0 高校の勉強のトリセツ【改訂版】 980 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-05-305529-3 高校の勉強のトリセツ　三訂版 1,200
1002 Gakken 高校 978-4-05-304576-8 寝る前５分暗記ブック　高校古文・漢文 寝る前５分暗記ブック 1,000 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305597-2 寝る前５分暗記ブック　高校古文・漢文　改訂版 寝る前５分暗記ブック 1,050
1002 Gakken 高校 978-4-05-304749-6 寝る前５分暗記ブック 高校地学基礎 寝る前５分暗記ブック 1,000 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-05-305600-9 寝る前５分暗記ブック　高校地学基礎　改訂版 寝る前５分暗記ブック 1,050
1002 Gakken 高校 978-4-05-303855-5 宇宙⼀わかりやすい高校物理（電磁気・熱・原⼦） 宇宙⼀わかりやすい 1,580 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-05-305645-0 【改訂版】宇宙⼀わかりやすい高校物理　電磁気・熱・原⼦ 宇宙⼀わかりやすい 1,600
1002 Gakken 高校 978-4-05-303702-2 宇宙⼀わかりやすい高校物理　⼒学・波動 宇宙⼀わかりやすい 1,480 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-05-305646-7 【改訂版】宇宙⼀わかりやすい高校物理　⼒学・波動 宇宙⼀わかりやすい 1,600
1002 Gakken 高校 978-4-05-303701-5 宇宙⼀わかりやすい高校化学　無機化学 宇宙⼀わかりやすい 1,380 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-05-305662-7 改訂版　宇宙⼀わかりやすい高校化学　無機化学 宇宙⼀わかりやすい 1,600
1002 Gakken 高校 978-4-05-304287-3 宇宙⼀わかりやすい高校⽣物（⽣物基礎） 宇宙⼀わかりやすい 1,480 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-05-305663-4 【改訂版】宇宙⼀わかりやすい高校⽣物（⽣物基礎） 宇宙⼀わかりやすい 1,500
1002 Gakken 高校 978-4-05-304370-2 【改訂版】宇宙⼀わかりやすい高校化学（理論化学） 宇宙⼀わかりやすい 1,480 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-05-305664-1 【三訂版】宇宙⼀わかりやすい高校化学　理論化学 宇宙⼀わかりやすい 1,600
1002 Gakken 高校 978-4-05-303854-8 宇宙⼀わかりやすい高校化学（有機化学） 宇宙⼀わかりやすい 1,480 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-05-305678-8 改訂版　宇宙⼀わかりやすい高校化学　有機化学 宇宙⼀わかりやすい 1,600
1002 Gakken 高校 978-4-05-303852-4 マイベストよくわかる化学基礎＋化学 マイベスト 2,300 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-05-305614-6 よくわかる高校化学基礎＋化学 マイベスト参考書 2,500
1002 Gakken 高校 978-4-05-303851-7 マイベストよくわかる物理基礎＋物理 マイベスト 2,300 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-05-305622-1 よくわかる高校物理基礎＋物理 マイベスト参考書 2,300
1002 Gakken 高校 978-4-05-303853-1 マイベストよくわかる⽣物基礎＋⽣物 マイベスト 2,300 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-05-305665-8 よくわかる高校⽣物基礎＋⽣物 マイベスト参考書 2,300
1002 Gakken 高校 978-4-05-304371-9 宇宙⼀覚えやすい　化学反応式ハンドブック 宇宙⼀わかりやすい 1,000 改訂 併売 2023年4⽉ 978-4-05-305675-7 改訂版　宇宙⼀覚えやすい　化学反応式ハンドブック 宇宙⼀わかりやすい 1,100
1002 Gakken 高校 978-4-05-304497-6 寝る前５分暗記ブック　高校⽣物基礎 寝る前５分暗記ブック 1,000 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-05-305599-6 寝る前５分暗記ブック　高校⽣物基礎　改訂版 寝る前５分暗記ブック 1,050
1002 Gakken 高校 978-4-05-304496-9 寝る前５分暗記ブック　高校化学基礎 寝る前５分暗記ブック 1,000 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-05-305598-9 寝る前５分暗記ブック　高校化学基礎　改訂版 寝る前５分暗記ブック 1,050
1002 Gakken 高校 978-4-05-303997-2 マイベスト　よくわかる数学Ⅲ問題集【新課程】 マイベスト 1,280 絶版 返品 　 　 　 　 　
1002 Gakken 高校 978-4-05-304068-8 マイベスト　よくわかる化学問題集 マイベスト 1,200 絶版 継続販売 　 　 　 　 　
1111 かんき出版 高校 978-4-7612-7364-4 高校の数学Ⅰ・Ａが１冊でしっかりわかる本 1,200 絶版 入替 刊⾏済み 978-4-7612-3059-3 改訂版 高校の数学Ⅰ・Ａが１冊でしっかりわかる本 1,200
1182 河合出版 高校 978-4-7772-2347-3 マーク式基礎問題集　現代文　七訂版 マーク式基礎問題集 1,000 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-7772-2595-8 マーク式基礎問題集　現代文　八訂版 マーク式基礎問題集 1,100
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1182 河合出版 高校 978-4-7772-0831-9 入試精選問題集　7　現代文　四訂版 入試精選問題集 952 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-7772-2583-5 入試精選問題集　現代文　五訂版 入試精選問題集 1,050
1182 河合出版 高校 978-4-87725-894-8 入試精選問題集　9　－改訂版－　漢文 入試精選問題集 840 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-7772-2585-9 入試精選問題集　漢文　四訂版 入試精選問題集 923
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-764-1 石川晶康 日本史B講義の実況中継① 実況中継シリーズ 1,200 改訂 併売 2023年7⽉ 未定 石川晶康 日本史探究講義の実況中継①(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-765-8 石川晶康 日本史B講義の実況中継② 実況中継シリーズ 1,200 改訂 併売 2023年9⽉ 未定 石川晶康 日本史探究講義の実況中継②(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-766-5 石川晶康 日本史B講義の実況中継③ 実況中継シリーズ 1,300 改訂 併売 2023年12⽉ 未定 石川晶康 日本史探究講義の実況中継③(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-767-2 石川晶康 日本史B講義の実況中継④ 実況中継シリーズ 1,300 改訂 併売 2024年1⽉ 未定 石川晶康 日本史探究講義の実況中継④(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-760-3 ⻘⽊裕司 世界史B講義の実況中継① 実況中継シリーズ 1,300 改訂 併売 2023年7⽉ 未定 ⻘⽊裕司 世界史探究講義の実況中継①(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-761-0 ⻘⽊裕司 世界史B講義の実況中継② 実況中継シリーズ 1,300 改訂 併売 2023年9⽉ 未定 ⻘⽊裕司 世界史探究講義の実況中継②(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-762-7 ⻘⽊裕司 世界史B講義の実況中継③ 実況中継シリーズ 1,400 改訂 併売 2023年12⽉ 未定 ⻘⽊裕司 世界史探究講義の実況中継③(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-763-4 ⻘⽊裕司 世界史B講義の実況中継④ 実況中継シリーズ 1,500 改訂 併売 2024年1⽉ 未定 ⻘⽊裕司 世界史探究講義の実況中継④(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-749-8 浜島清利 物理講義の実況中継 実況中継シリーズ 2,100 改訂 併売 2023年8⽉ 未定 浜島清利 物理講義の実況中継 改訂版(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-792-4 小川仁志 化学[理論・無機・有機]講義の実況中継 実況中継シリーズ 2,300 改訂 併売 2023年8⽉ 未定 小川仁志 化学講義の実況中継 改訂版(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-817-4 [⼤学入学共通テスト]瀬川聡 地理B講義の実況中継①系統地理編 実況中継シリーズ 1,600 改訂 併売 2023年9⽉ 未定 [⼤学入学共通テスト]瀬川聡 地理総合・探究講義の実況中継①系統地理編(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-818-1 [⼤学入学共通テスト]瀬川聡 地理B講義の実況中継②地誌編 実況中継シリーズ 1,600 改訂 併売 2023年10⽉ 未定 [⼤学入学共通テスト]瀬川聡 地理総合・探究講義の実況中継②地誌編(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-811-2 [⼤学入学共通テスト]安藤雅彦 地学基礎講義の実況中継 実況中継シリーズ 1,800 改訂 併売 2024年1⽉ 未定 [⼤学入学共通テスト]安藤雅彦 地学基礎講義の実況中継 改訂版(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-814-3 [⼤学入学共通テスト]川本和彦 政治・経済講義の実況中継 実況中継シリーズ 1,600 改訂 併売 2024年4⽉ 未定 [⼤学入学共通テスト]川本和彦 公共・政経講義の実況中継(仮） 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-815-0 [⼤学入学共通テスト]石井雅勇 英語【リーディング・リスニング】講義の実況中継 実況中継シリーズ 2,200 改訂 併売 2024年1⽉ 未定 [⼤学入学共通テスト]石井雅勇 英語【リーディング・リスニング】講義の実況中継 改訂版(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-816-7 [⼤学入学共通テスト]安達雄⼤ 現代文講義の実況中継 実況中継シリーズ 1,500 改訂 併売 2024年1⽉ 未定 [⼤学入学共通テスト]安達雄⼤ 現代文講義の実況中継 改訂版(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-813-6 [⼤学入学共通テスト]山村由美⼦ 古文講義の実況中継 実況中継シリーズ 1,600 改訂 併売 2023年10⽉ 未定 [⼤学入学共通テスト]山村由美⼦ 古文講義の実況中継 改訂版(仮) 実況中継シリーズ 未定
2427 語学春秋社 高校 978-4-87568-812-9 [⼤学入学共通テスト]飯塚敏夫 漢文講義の実況中継 実況中継シリーズ 1,500 改訂 併売 2023年10⽉ 未定 [⼤学入学共通テスト]飯塚敏夫 漢文講義の実況中継 改訂版(仮) 実況中継シリーズ 未定
3704 数研出版 高校 978-4-410-10114-4 改訂版チャート式数学Ⅰ 1,420 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-10124-3 改訂版チャート式数学A 1,300 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-10173-1 改訂版チャート式数学Ⅰ＋Ａ 2,020 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-10174-8 新課程 チャート式　数学Ⅰ＋A 2,100
3704 数研出版 高校 978-4-410-10134-2 改訂版チャート式数学Ⅱ 1,670 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-10144-1 改訂版チャート式数学B 1,300 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-10182-3 改訂版チャート式数学Ⅱ＋Ｂ 2,320 改訂 併売 2023年3⽉ 新課程 チャート式　数学Ⅱ＋B
3704 数研出版 高校 978-4-410-10517-3 増補改訂版チャート式基礎からの数学Ⅰ 1,370 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-10518-0 新課程 チャート式 基礎からの 数学Ⅰ 1,400
3704 数研出版 高校 978-4-410-10527-2 増補改訂版チャート式基礎からの数学A 1,310 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-10528-9 新課程 チャート式 基礎からの 数学Ａ 1,350
3704 数研出版 高校 978-4-410-10577-7 増補改訂版チャート式基礎からの数学Ⅰ＋A 1,910 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-10578-4 新課程 チャート式 基礎からの 数学Ⅰ＋Ａ 2,050
3704 数研出版 高校 978-4-410-10537-1 増補改訂版チャート式基礎からの数学Ⅱ 1,550 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-10538-8 新課程 チャート式 基礎からの 数学Ⅱ 1,600
3704 数研出版 高校 978-4-410-10547-0 増補改訂版チャート式基礎からの数学B 1,350 改訂 併売 2023年2⽉ 新課程 チャート式 基礎からの 数学B
3704 数研出版 高校 978-4-410-10587-6 増補改訂版チャート式基礎からの数学Ⅱ＋B 2,150 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-10588-3 新課程チャート式基礎からの数学Ⅱ＋B 2,210
3704 数研出版 高校 978-4-410-10556-2 改訂版チャート式基礎からの数学Ⅲ 1,960 改訂 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-72182-3 改訂版チャート式基礎からの数学完成ノートⅠAパック 1,160 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-72183-0 新課程 チャート式 基礎からの 数学Ⅰ+A 完成ノートパック 1,380
3704 数研出版 高校 978-4-410-72148-9 改訂版チャート式基礎からの数学完成ノートⅡBパック 1,410 改訂 併売 2023年2⽉ 新課程 チャート式 基礎からの 数学Ⅱ+B 完成ノートパック

3704 数研出版 高校 978-4-410-72404-6 改訂版チャート式基礎からの数学完成ノートⅢパック 1,040 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-72053-6 改訂版チャート式基礎からの数学Ⅰ完成ノート＋全例題解説動画 2,466 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-72063-5 改訂版チャート式基礎からの数学Ａ完成ノート＋全例題解説動画 1,802 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-72073-4 改訂版チャート式基礎からの数学Ⅱ完成ノート＋全例題解説動画 3,160 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-72083-3 改訂版チャート式基礎からの数学B完成ノート＋全例題解説動画 1,580 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-72093-2 改訂版チャート式基礎からの数学Ⅲ完成ノート＋全例題解説動画 4,037 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-10745-0 増補改訂版チャート式解法と演習数学Ⅰ 1,370 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-10746-7 新課程 チャート式 解法と演習 数学Ⅰ 1,400
3704 数研出版 高校 978-4-410-10755-9 増補改訂版チャート式解法と演習数学A 1,180 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-10756-6 新課程 チャート式 解法と演習 数学Ａ 1,230
3704 数研出版 高校 978-4-410-10716-0 増補改訂版チャート式解法と演習数学Ⅰ＋A 1,810 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-10717-7 新課程 チャート式 解法と演習 数学Ⅰ＋Ａ 1,940
3704 数研出版 高校 978-4-410-10765-8 増補改訂版チャート式解法と演習数学Ⅱ 1,500 改訂 併売 2023年2⽉ 新課程 チャート式 解法と演習 数学Ⅱ
3704 数研出版 高校 978-4-410-10775-7 増補改訂版チャート式解法と演習数学Ｂ 1,270 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-10726-9 増補改訂版チャート式 解法と演習 数学Ⅱ＋B 2,040 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-10727-6 新課程チャート式解法と演習数学Ⅱ＋B 2,100
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3704 数研出版 高校 978-4-410-10783-2 改訂版チャート式解法と演習数学Ⅲ 1,860 改訂 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-70987-6 改訂版チャート式解法と演習数学完成ノートⅠAパック 1,160 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-70988-3 新課程 チャート式 解法と演習 数学Ⅰ+A 完成ノートパック 1,290
3704 数研出版 高校 978-4-410-71453-5 改訂版チャート式解法と演習数学完成ノートⅡBパック 1,470 改訂 併売 2023年2⽉ 新課程 チャート式 解法と演習 数学Ⅱ+B 完成ノートパック

3704 数研出版 高校 978-4-410-71418-4 改訂版チャート式解法と演習数学完成ノートⅢパック 1,010 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-10216-5 増補改訂版チャート式基礎と演習数学Ⅰ 1,390 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-10217-2 新課程 チャート式 基礎と演習 数学Ⅰ 1,390
3704 数研出版 高校 978-4-410-10226-4 増補改訂版チャート式基礎と演習数学Ａ 1,170 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-10227-1 新課程 チャート式 基礎と演習 数学Ａ 1,170
3704 数研出版 高校 978-4-410-10206-6 増補改訂版チャート式基礎と演習数学Ⅰ＋Ａ 1,810 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-10207-3 新課程 チャート式 基礎と演習 数学Ⅰ＋Ａ 1,810
3704 数研出版 高校 978-4-410-10236-3 増補改訂版チャート式基礎と演習数学Ⅱ 1,500 改訂 併売 2023年2⽉ 新課程 チャート式 基礎と演習 数学Ⅱ
3704 数研出版 高校 978-4-410-10276-9 増補改訂版チャート式 基礎と演習 数学Ⅱ＋B 2,010 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-10277-6 新課程チャート式基礎と演習数学Ⅱ＋B 1,910
3704 数研出版 高校 978-4-410-10285-1 改訂版チャート式基礎と演習数学Ⅲ 1,800 改訂 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-72304-9 改訂版チャート式基礎と演習数学完成ノートⅠAパック 1,100 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-72306-3 新課程 チャート式 基礎と演習 数学Ⅰ+A 基本・標準例題完成ノートパック 720
3704 数研出版 高校 978-4-410-72334-6 改訂版チャート式基礎と演習数学完成ノートⅡBパック 1,320 改訂 併売 2023年2⽉ 新課程 チャート式 基礎と演習 数学Ⅱ+B 基本・標準例題完成ノートパック

3704 数研出版 高校 978-4-410-10637-8 チャート式 ⼤学入学共通テスト対策 数学ⅠＡ＋ⅡＢ 1,320 改訂 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-13960-4 はじめよう︕高校数学Ⅰ 1,000 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-13961-1 はじめよう︕高校数学A 1,000 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-13962-8 はじめよう︕高校数学Ⅱ 1,000 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-13963-5 はじめよう︕高校数学B 1,000 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-14243-7 三訂版 実戦 数学重要問題集－数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（文系） 1,120 改訂 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-15290-0 理系のための分野別問題集 10日で極める 場合の数と確率 790 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-15291-7 理系のための分野別問題集 10日で極める 三角⽐・三角関数 790 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-15292-4 理系のための分野別問題集 10日で極める 微分法と積分法 790 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-15293-1 理系のための分野別問題集 10日で極める ベクトル 790 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-15294-8 理系のための分野別問題集 10日で極める 数列・数列の極限 790 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-15295-5 理系のための分野別問題集 10日で極める 複素数平⾯ 790 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-20816-4 新課程オリジナル数学Ⅰ 457 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-20826-3 新課程オリジナル数学Ａ 457 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-20835-5 新課程オリジナル数学Ⅱ 714 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-20845-4 新課程オリジナル数学Ｂ 533 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-20917-8 改訂版スタンダード数学Ⅰ 410 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-20918-5 新課程 教科書傍用 スタンダード数学Ⅰ 420
3704 数研出版 高校 978-4-410-20927-7 改訂版スタンダード数学Ａ 400 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-20928-4 新課程 教科書傍用 スタンダード数学Ａ 410
3704 数研出版 高校 978-4-410-20936-9 改訂版スタンダード数学Ⅱ 580 改訂 併売 2023年2⽉ 新課程 教科書傍用 スタンダード数学Ⅱ
3704 数研出版 高校 978-4-410-20946-8 改訂版スタンダード数学Ｂ 450 改訂 併売 2023年2⽉ 新課程 教科書傍用 スタンダード数学B
3704 数研出版 高校 978-4-410-20956-7 改訂版スタンダード・オリジナル数学Ⅲ 760 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-11813-5 新課程チャート式シリーズ新物理基礎 1,430 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-11814-2 チャート式シリーズ　新物理基礎 1,460
3704 数研出版 高校 978-4-410-11842-5 新課程チャート式シリーズ新物理物理基礎・物理 2,250 改訂 併売 2023年2⽉ チャート式シリーズ　新物理　物理基礎・物理
3704 数研出版 高校 978-4-410-26513-6 改訂版視覚でとらえるフォトサイエンス物理図録 1,050 改訂 併売 2023年2⽉ 新課程 視覚でとらえる フォトサイエンス物理図録
3704 数研出版 高校 978-4-410-13964-2 はじめよう︕高校物理基礎 1,000 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-26018-6 四訂版リードLight物理基礎 680 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-26019-3 新課程 リードLight物理基礎 730
3704 数研出版 高校 978-4-410-26078-0 四訂版リードLightノート物理基礎 690 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-26079-7 新課程 リードLightノート物理基礎 740
3704 数研出版 高校 978-4-410-26085-8 四訂版 リードLightノート物理 850 改訂 併売 2023年2⽉ 新課程 リードLightノート物理
3704 数研出版 高校 978-4-410-11853-1 新課程チャート式シリーズ新化学基礎 1,430 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-11854-8 チャート式シリーズ　新化学基礎 1,460
3704 数研出版 高校 978-4-410-11922-4 新課程チャート式シリーズ新化学化学基礎・化学 2,300 改訂 併売 2023年2⽉ チャート式シリーズ　新化学　化学基礎・化学
3704 数研出版 高校 978-4-410-27386-5 三訂版視覚でとらえるフォトサイエンス化学図録 1,100 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-27387-2 新課程 視覚でとらえる フォトサイエンス化学図録 920
3704 数研出版 高校 978-4-410-13965-9 はじめよう︕高校化学基礎 1,000 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-27018-5 四訂版リードLight化学基礎 620 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-27019-2 新課程 リードLight化学基礎 680
3704 数研出版 高校 978-4-410-27136-6 四訂版リードLightノート化学基礎 660 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-27137-3 新課程 リードLightノート化学基礎 690
3704 数研出版 高校 978-4-410-27155-7 四訂版リードLightノート化学 850 改訂 併売 2023年2⽉ 新課程 リードLightノート化学
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3704 数研出版 高校 978-4-410-11873-9 新課程チャート式シリーズ新⽣物基礎 1,430 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-11874-6 チャート式シリーズ　新⽣物基礎 1,450
3704 数研出版 高校 978-4-410-11885-2 新課程チャート式シリーズ新⽣物⽣物基礎・⽣物 2,380 改訂 併売 2023年2⽉ チャート式シリーズ　新⽣物 ⽣物基礎・⽣物
3704 数研出版 高校 978-4-410-28166-2 三訂版視覚でとらえるフォトサイエンス⽣物図録 1,130 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-28167-9 新課程 視覚でとらえる フォトサイエンス⽣物図録 950
3704 数研出版 高校 978-4-410-13966-6 はじめよう︕高校⽣物基礎 1,000 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-28018-4 四訂版リードLight⽣物基礎 620 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-28019-1 新課程 リードLight⽣物基礎 670
3704 数研出版 高校 978-4-410-28344-4 四訂版リードLightノート⽣物基礎 650 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-28345-1 新課程 リードLightノート⽣物基礎 680
3704 数研出版 高校 978-4-410-28358-1 三訂版リードLightノート⽣物 840 改訂 併売 2023年2⽉ 新課程 リードLightノート⽣物
3704 数研出版 高校 978-4-410-29093-0 改訂版視覚でとらえるフォトサイエンス地学図録 910 改訂 併売 2023年2⽉ 新課程 視覚でとらえる フォトサイエンス地学図録
3704 数研出版 高校 978-4-410-28728-2 改訂版リードLightノート地学基礎 650 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-410-28729-9 新課程 リードLightノート地学基礎 680
3704 数研出版 高校 978-4-410-12143-2 新課程チャート式シリーズ新世界史 2,300 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-12123-4 新課程チャート式シリーズ新日本史 2,300 継続販売 　 　 　 　 　
3704 数研出版 高校 978-4-410-14117-1 2022 数学Ⅰ･Ⅱ･Ａ･Ｂ入試問題集 文理系 1,270 改訂 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-14147-8 2022 数学Ⅰ･Ⅱ･Ａ･Ｂ入試問題集 理系 1,270 改訂 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-14167-6 2022 数学Ⅲ入試問題集 1,270 改訂 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-26422-1 2022 物理入試問題集　物理基礎・物理 720 改訂 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-27822-8 2022 化学入試問題集　化学基礎・化学 720 改訂 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-14229-1 2023実戦重要問題集数学理系 1,270 改訂 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-14313-7 2023実戦物理重要問題集 910 改訂 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-14333-5 2023実戦化学重要問題集 920 改訂 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 高校 978-4-410-14213-0 2023実戦⽣物重要問題集 880 改訂 継続販売 発⾏予定あり
3704 数研出版 　 　 　 　 　 　 刊⾏済み 978-4-410-11091-7 チャート式シリーズ EARTHRISE アースライズ総合英語 ―Practical English Grammar and Expressions 1,660
3704 数研出版 　 　 　 　 　 　 刊⾏済み 978-4-410-11137-2 チャート式シリーズ BIG DIPPER ビッグ・ディッパー高校英語 1,480
3741 駿台文庫 高校 978-4-7961-1319-9 ハイレベル数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂの完全攻略 駿台受験シリーズ 900 改訂 併売可 2023年10⽉頃 未定 ハイレベル数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ・Ｃの完全攻略〈改訂版〉 駿台受験シリーズ 未定
3741 駿台文庫 高校 978-4-7961-1320-5 ハイレベル数学Ⅲの完全攻略 駿台受験シリーズ 900 改訂 併売可 2023年10⽉頃 未定 ハイレベル数学Ⅲ・Ｃの完全攻略〈改訂版〉 駿台受験シリーズ 未定
3741 駿台文庫 高校 978-4-7961-1321-2 数学Ⅰ・Ａ　BASIC100 駿台受験シリーズ 680 改訂 併売可 刊⾏済み 978-4-7961-1355-7 数学Ⅰ・Ａ　BASIC102〈改訂版〉 駿台受験シリーズ 800
3741 駿台文庫 高校 978-4-7961-1339-7 数学Ⅱ・Ｂ　BASIC125 駿台受験シリーズ 800 改訂 併売可 2023年10⽉頃 未定 数学Ⅱ・Ｂ・Ｃ　BASIC125〈改訂版〉 駿台受験シリーズ 未定
3741 駿台文庫 高校 978-4-7961-1343-4 国公⽴標準問題集　CanPass　数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ〈改訂版〉 駿台受験シリーズ 1,100 改訂 併売可 2023年10⽉頃 未定 国公⽴標準問題集　CanPass　数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ・Ｃ〈第3版〉 駿台受験シリーズ 未定
3741 駿台文庫 高校 978-4-7961-1344-1 国公⽴標準問題集　CanPass　数学Ⅲ〈改訂版〉 駿台受験シリーズ 1,000 改訂 併売可 2023年10⽉頃 未定 国公⽴標準問題集　CanPass　数学Ⅲ・Ｃ〈第3版〉 駿台受験シリーズ 未定
3741 駿台文庫 高校 978-4-7961-1347-2 ここからはじめる受験数学ⅠＡ 駿台受験シリーズ 1,100 改訂 併売可 刊⾏済み 978-4-7961-1352-6 数学Ⅰ・Ａ　基本問題演習 駿台受験シリーズ 1,000
3741 駿台文庫 高校 978-4-7961-1348-9 ここからはじめる受験数学ⅡＢ 駿台受験シリーズ 1,100 改訂 併売可 2023年8⽉予定未定 数学Ⅱ・Ｂ・Ｃ　基本問題演習 駿台受験シリーズ 未定
4160 Ｚ会ソリューションズ 高校 978-4-86066-926-3 Ｚ会数学基礎問題集　数学Ⅰ・Ａ　チェック＆リピート　改訂第2版 1,000 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-86531-455-7 Ｚ会数学基礎問題集　数学Ⅰ・Ａ　チェック＆リピート　改訂第3版 1,100
5313 東京書籍 高校 978-4-487-37992-7 NEW ACTION LEGEND 数学Ⅱ+B NEW ACTION LEGEND 2,270 改訂 併売 2023年12⽉予定978-4-487-68712-1 NEW ACTION LEGEND 数学Ⅱ+B NEW ACTION LEGEND 2,164
5313 東京書籍 　 　 　 　 　 　 2023年2⽉ 978-4-487-68713-8 NEW ACTION LEGEND 数学Ｃ NEW ACTION LEGEND 1,682
5313 東京書籍 　 　 　 　 　 　 2023年12⽉予定978-4-487-68715-2 NEW ACTION FRONTIER 数学Ⅱ+B NEW ACTION FRONTIER 2,136
5313 東京書籍 　 　 　 　 　 　 2023年2⽉ 978-4-487-68716-9 NEW ACTION FRONTIER　数学C NEW ACTION FRONTIER 1,636
5313 東京書籍 　 　 　 　 　 　 2023年2⽉ 978-4-487-68717-6 NEW ACTION LEGEND 数学Ｃ　ベクトル編 NEW ACTION LEGEND 1,100
5313 東京書籍 　 　 　 　 　 　 2023年2⽉ 978-4-487-68719-0 NEW ACTION FRONTIER　数学C　ベクトル編 NEW ACTION FRONTIER 1,000
7160 桐原書店 高校 978-4-342-04203-4 POWER STAGE英文法・語法問題 1,380 改訂 入替 刊⾏済み 978-4342209116 POWER STAGE 英文法・語法問題 New Edition 1,480
7160 桐原書店 高校 978-4-342-35074-0 読んで⾒て覚える 重要古文単語315 三訂版 820 改訂 入替 刊⾏済み 978-4342353697 読んで⾒て聞いて覚える 重要古文単語315 四訂版 840
7160 桐原書店 高校 978-4-342-01315-7 データベース3000 基本英単語・熟語 [5th Edition] 950 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-342-26490-0 データベース3300 基本英単語・熟語 1,000
7160 桐原書店 高校 978-4-342-01318-8 データベース3000[5th Edition]準拠 書いて覚える英単語ノート 1,000 改訂 入替 2023年2⽉ 978-4-342-26494-8 データベース3300 基本英単語・熟語準拠 書いて覚える英単語ノート 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24065-5 高校英文法パターンドリル 980 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-578-24100-3 高校基礎 英文法パターンドリル 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24300-7 シグマ基本問題集　英文法　 シグマ基本問題集 900 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-578-24171-3 シグマ基本問題集　英文法 シグマ基本問題集 900
7355 文英堂 高校 978-4-578-24289-5 シグマ基本問題集　数学Ⅰ＋Ａ シグマ基本問題集 900 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24172-0 シグマ基本問題集　数学Ⅰ＋Ａ シグマ基本問題集 900
7355 文英堂 高校 978-4-578-24282-6 シグマ基本問題集　古文・漢文 シグマ基本問題集 900 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-578-24177-5 シグマ基本問題集　古文・漢文 シグマ基本問題集 900
7355 文英堂 高校 978-4-578-24297-0 シグマ基本問題集　物理基礎 シグマ基本問題集 800 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24178-2 シグマ基本問題集　物理基礎 シグマ基本問題集 900
7355 文英堂 高校 978-4-578-24295-6 シグマ基本問題集　化学基礎 シグマ基本問題集 800 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24180-5 シグマ基本問題集　化学基礎 シグマ基本問題集 900
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7355 文英堂 高校 978-4-578-24293-2 シグマ基本問題集　⽣物基礎 シグマ基本問題集 800 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24182-9 シグマ基本問題集　⽣物基礎 シグマ基本問題集 900
7355 文英堂 高校 978-4-578-24286-4 シグマ基本問題集　現代社会 シグマ基本問題集 900 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24184-3 シグマ基本問題集　公共 シグマ基本問題集 900
7355 文英堂 高校 978-4-578-24247-5 高校これでわかる　英文法　 高校これでわかる 1,600 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-578-24187-4 高校これでわかる 英文法 高校これでわかる 1,700
7355 文英堂 高校 978-4-578-24236-9 高校これでわかる　数学Ⅰ＋Ａ　 高校これでわかる 1,450 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24188-1 高校これでわかる 数学Ⅰ＋A 高校これでわかる 1,500
7355 文英堂 高校 978-4-578-24231-4 高校これでわかる　古文・漢文　 高校これでわかる 1,600 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-578-24192-8 高校これでわかる 古文・漢文 高校これでわかる 1,600
7355 文英堂 高校 978-4-578-24244-4 高校これでわかる　物理基礎　 高校これでわかる 1,280 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24193-5 高校これでわかる 物理基礎 高校これでわかる 1,400
7355 文英堂 高校 978-4-578-24242-0 高校これでわかる　化学基礎　 高校これでわかる 1,280 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24195-9 高校これでわかる 化学基礎 高校これでわかる 1,400
7355 文英堂 高校 978-4-578-24261-1 高校これでわかる問題集　英文法基礎 高校これでわかる問題集 900 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-578-24392-2 高校これでわかる基礎問題集 英文法 高校これでわかる問題集 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24251-2 高校これでわかる問題集　数学Ⅰ＋Ａ　 高校これでわかる問題集 950 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24393-9 高校これでわかる問題集 数学Ⅰ＋A 高校これでわかる問題集 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24259-8 高校これでわかる問題集　物理基礎 高校これでわかる問題集 900 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24396-0 高校これでわかる基礎問題集 物理基礎 高校これでわかる問題集 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24257-4 高校これでわかる問題集　化学基礎 高校これでわかる問題集 900 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24398-4 高校これでわかる基礎問題集 化学基礎 高校これでわかる問題集 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24255-0 高校これでわかる問題集　⽣物基礎 高校これでわかる問題集 900 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24400-4 高校これでわかる基礎問題集 ⽣物基礎 高校これでわかる問題集 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24221-5 理解しやすい英文法新訂版 理解しやすい 1,900 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-578-24411-0 理解しやすい 英文法 理解しやすい 2,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24202-4 理解しやすい　古文　 理解しやすい 1,500 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-578-24412-7 理解しやすい 古文 理解しやすい 1,500
7355 文英堂 高校 978-4-578-24203-1 理解しやすい　漢文　 理解しやすい 1,500 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-578-24413-4 理解しやすい 漢文 理解しやすい 1,500
7355 文英堂 高校 978-4-578-24217-8 理解しやすい　物理基礎 理解しやすい 1,500 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24414-1 理解しやすい 物理基礎 理解しやすい 1,500
7355 文英堂 高校 978-4-578-24215-4 理解しやすい　化学基礎　 理解しやすい 1,500 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24416-5 理解しやすい 化学基礎 理解しやすい 1,500
7355 文英堂 高校 978-4-578-24278-9 必修整理ノート　化学基礎　 必修整理ノート 900 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24431-8 必修整理ノート　化学基礎 必修整理ノート 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24390-8 必修整理ノート⽣物基礎改 必修整理ノート 900 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24433-2 必修整理ノート　⽣物基礎 必修整理ノート 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24269-7 地学基礎の必修整理ノート 必修整理ノート 900 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24435-6 必修整理ノート　地学基礎 必修整理ノート 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24274-1 必修整理ノート　現代社会　 必修整理ノート 900 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24436-3 必修整理ノート　公共 必修整理ノート 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24364-9 高校やさしくわかりやすい英文法新装版 高校やさしくわかりやすい 1,100 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-578-24441-7 高校やさしくわかりやすい 英文法 高校やさしくわかりやすい 1,200
7355 文英堂 高校 978-4-578-24328-1 高校やさしくわかりやすい数学Ⅰ＋Ａ［新装版］ 高校やさしくわかりやすい 1,100 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24442-4 高校やさしくわかりやすい 数学Ⅰ＋Ａ 高校やさしくわかりやすい 1,200
7355 文英堂 高校 978-4-578-24366-3 高校やさしくわかりやすい古典文法新装版 高校やさしくわかりやすい 1,100 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-578-24444-8 高校やさしくわかりやすい 古典文法 高校やさしくわかりやすい 1,200
7355 文英堂 高校 978-4-578-24367-0 高校やさしくわかりやすい漢文句法新装版 高校やさしくわかりやすい 1,100 改訂 入替 刊⾏済み 978-4-578-24445-5 高校やさしくわかりやすい 漢文句法 高校やさしくわかりやすい 1,200
7355 文英堂 高校 978-4-578-24363-2 高校やさしくわかりやすい物理基礎 高校やさしくわかりやすい 1,100 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24446-2 高校やさしくわかりやすい 物理基礎 高校やさしくわかりやすい 1,200
7355 文英堂 高校 978-4-578-24362-5 高校やさしくわかりやすい化学基礎 高校やさしくわかりやすい 1,100 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24447-9 高校やさしくわかりやすい 化学基礎 高校やさしくわかりやすい 1,200
7355 文英堂 高校 978-4-578-24361-8 高校やさしくわかりやすい⽣物基礎 高校やさしくわかりやすい 1,100 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24448-6 高校やさしくわかりやすい ⽣物基礎 高校やさしくわかりやすい 1,200
7355 文英堂 高校 978-4-578-24351-9 高校やさしくわかりやすい問題集数学Ⅰ＋Ａ 高校やさしくわかりやすい 1,000 改訂 併売 刊⾏済み 978-4-578-24452-3 高校やさしくわかりやすい問題集 数学Ⅰ＋Ａ 高校やさしくわかりやすい 1,100
7355 文英堂 高校 978-4-578-24218-5 理解しやすい　物理　 理解しやすい 2,260 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-578-24415-8 理解しやすい 物理 理解しやすい 2,600
7355 文英堂 高校 978-4-578-24216-1 理解しやすい　化学　 理解しやすい 2,260 改訂 併売 2023年4⽉ 978-4-578-24417-2 理解しやすい 化学 理解しやすい 2,600
7355 文英堂 高校 978-4-578-24213-0 理解しやすい　⽣物基礎　 理解しやすい 1,500 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-578-24418-9 理解しやすい ⽣物基礎 理解しやすい 1,600
7355 文英堂 高校 978-4-578-24207-9 理解しやすい　現代社会　 理解しやすい 1,900 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-578-24425-7 理解しやすい 公共 理解しやすい 2,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24208-6 理解しやすい政治・経済　 理解しやすい 1,900 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-578-24426-4 理解しやすい 政治・経済 理解しやすい 2,200
7355 文英堂 高校 978-4-578-24209-3 理解しやすい倫理　 理解しやすい 1,900 改訂 入替 2023年2⽉ 978-4-578-24427-1 理解しやすい 倫理 理解しやすい 2,200
7355 文英堂 高校 978-4-578-24291-8 シグマ基本問題集　数学Ⅱ＋Ｂ　 シグマ基本問題集 900 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-578-24173-7 シグマ基本問題集 数学Ⅱ＋Ｂ シグマ基本問題集 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24298-7 シグマ基本問題集　物理 シグマ基本問題集 900 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-578-24179-9 シグマ基本問題集 物理 シグマ基本問題集 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24296-3 シグマ基本問題集　化学　 シグマ基本問題集 900 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-578-24181-2 シグマ基本問題集 化学 シグマ基本問題集 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24294-9 Σ基本問題集　⽣物 シグマ基本問題集 900 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-578-24183-6 シグマ基本問題集 ⽣物 シグマ基本問題集 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24287-1 Σ基本問題集　政治経済 シグマ基本問題集 900 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-578-24185-0 シグマ基本問題集 政治・経済 シグマ基本問題集 1,000
7355 文英堂 高校 978-4-578-24238-3 高校これでわかる　数学Ⅱ＋Ｂ　 高校これでわかる 1,700 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-578-24189-8 高校これでわかる 数学Ⅱ＋Ｂ 高校これでわかる 1,900
7355 文英堂 高校 978-4-578-24245-1 高これでわかる物理　新 高校これでわかる 1,500 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-578-24194-2 高校これでわかる 物理 高校これでわかる 1,800
7355 文英堂 高校 978-4-578-24243-7 高校これでわかる　化学　 高校これでわかる 1,500 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-578-24196-6 高校これでわかる 化学 高校これでわかる 1,800
7355 文英堂 高校 978-4-578-24240-6 高校これでわかる　⽣物基礎　 高校これでわかる 1,280 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-578-24197-3 高校これでわかる ⽣物基礎 高校これでわかる 1,500
7355 文英堂 高校 978-4-578-24253-6 高校これでわかる問題集　数学Ⅱ＋Ｂ　 高校これでわかる問題集 1,100 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-578-24394-6 高校これでわかる問題集 数学Ⅱ＋Ｂ 高校これでわかる問題集 1,300
7355 文英堂 高校 978-4-578-24260-4 これでわかる問題集　物理 高校これでわかる問題集 1,000 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-578-24397-7 高校これでわかる基礎問題集 物理 高校これでわかる問題集 1,200
7355 文英堂 高校 978-4-578-24258-1 高校これでわかる問題集　化学　 高校これでわかる問題集 1,000 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-578-24399-1 高校これでわかる基礎問題集 化学 高校これでわかる問題集 1,200
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7355 文英堂 高校 978-4-578-24256-7 高校これでわかる問題集　⽣物　 高校これでわかる問題集 1,000 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-578-24401-1 高校これでわかる基礎問題集 ⽣物 高校これでわかる問題集 1,200
7355 文英堂 高校 978-4-578-24279-6 必修整理ノート　化学　 必修整理ノート 1,100 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-578-24432-5 必修整理ノート 化学 必修整理ノート 1,200
7355 文英堂 高校 978-4-578-24391-5 必修整理ノート⽣物改訂 必修整理ノート 1,100 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-578-24434-9 必修整理ノート ⽣物 必修整理ノート 1,200
7355 文英堂 高校 978-4-578-24275-8 必修整理ノート政治経済 必修整理ノート 900 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-578-24437-0 必修整理ノート 政治・経済 必修整理ノート 1,100
7355 文英堂 高校 978-4-578-24329-8 高校やさしくわかりやすい数学Ⅱ＋Ｂ 高校やさしくわかりやすい 1,200 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-578-24443-1 高校やさしくわかりやすい 数学Ⅱ 高校やさしくわかりやすい 1,300
7355 文英堂 　 　 　 　 　 　 2023年2⽉ 978-4-578-24455-4 高校やさしくわかりやすい 数学Ｂ＋ベクトル 高校やさしくわかりやすい 1,200
7355 文英堂 高校 978-4-578-24352-6 高校やさしくわかりやすい問題集数学Ⅱ＋Ｂ 高校やさしくわかりやすい 1,100 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-578-24453-0 高校やさしくわかりやすい問題集 数学Ⅱ 高校やさしくわかりやすい 1,100
7355 文英堂 　 　 　 　 　 　 2023年2⽉ 978-4-578-24454-7 高校やさしくわかりやすい問題集 数学Ｂ＋ベクトル 高校やさしくわかりやすい 1,100
8515 山川出版社 高校 978-4-634-02529-5 詳説日本史図録　第9版 860 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-634-02531-8 詳説日本史図録　第10版 予900
8515 山川出版社 高校 978-4-634-01064-2 書きこみ教科書詳説日本史　改訂版 900 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-634-01221-9 日本史探究　書きこみ教科書詳説日本史　 予1000
8515 山川出版社 高校 978-4-634-02081-8 詳説日本史ノート　改訂版 900 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-634-02231-7 日本史探究　詳説日本史ノート　 予1000
8515 山川出版社 高校 978-4-634-02087-0 高校日本史ノート　改訂版 700 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-634-02233-1 日本史探究　高校日本史ノート　 予750
8515 山川出版社 高校 978-4-634-04514-9 詳説世界史図録　第4版 860 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-634-04515-6 詳説世界史図録　第5版 予900
8515 山川出版社 高校 978-4-634-03085-5 書きこみ教科書詳説世界史　改訂版 900 改訂 併売 2023年2⽉ 978-4-634-03221-7 世界史探究　書きこみ教科書詳説世界史　 予1000
8515 山川出版社 高校 978-4-634-04081-6 詳説世界史ノート　改訂版 900 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-634-04121-9 世界史探究　詳説世界史ノート　 予1000
8515 山川出版社 高校 978-4-634-04091-5 高校世界史ノート　改訂版 800 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-634-04123-3 世界史探究　高校世界史ノート　 予850
8515 山川出版社 高校 978-4-634-04112-7 高校世界史基本用語問題集ツインズマスター　改訂版 800 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-634-04132-5 世界史探究　高校世界史基本用語問題集ツインズマスター　 予900
8515 山川出版社 高校 978-4-634-04088-5 新世界史ノート　改訂版　上 700 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-634-04124-0 世界史探究　新世界史チェック＆チャレンジ 予1200
8515 山川出版社 高校 978-4-634-04089-2 新世界史ノート　改訂版　下 700 改訂 併売 2023年3⽉ 978-4-634-04124-0 世界史探究　新世界史チェック＆チャレンジ 予1200



※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。

新学期の販売占有は50.0％以上！！

辞典は年間販売の50.0％以上を新学期時期

（3-5月）が占めます。

店頭の販売は減少傾向にある辞典ですが、

新学期需要はまだまだ高く、児童書ジャンルや

その他学参の商品とあわせて、フェア展開など

店頭での大々的なアピールをお勧めいたします！

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。

2022度は高校・一般向け辞典の改訂が予定されています
新旧の入替は別紙改訂情報を参照してください。

新学期 辞典販売対策



２０２３年　主要出版社　辞典新刊・改訂情報一覧

対象 発売予定 出版社名 ジャンル 区分 本体価格 ISBNコード

三省堂 国語辞典・漢字辞典 三省堂 例解小学国語・漢字辞典パック 2023年限定特典付き 改訂 4,500 978-4-385-13731-5

小学館 国語辞典 例解学習ことわざ辞典　第三版 改訂 1,600 978-4-09-501653-5

2023年3月 学研プラス えじてん 学研　ことば　えじてん　改訂版 改訂 3,400 978-4-05-305683-2

対象 発売予定 出版社名 ジャンル 区分 本体価格 ISBNコード

中学 2022年11月 三省堂 国語辞典・漢和辞典 例解新国語・新漢和辞典パック 2023年限定特典付き 改訂 5,200 978-4-385-13732-2

対象 発売予定 出版社名 ジャンル 区分 本体価格 ISBNコード

2022年11月 大修館書店 英和辞典 ジーニアス英和辞典　第６版 改訂 3,600 978-4-469-04187-3

2023年2月 研究社 和英辞典 コンパスローズ和英ライティング辞典 新刊 2,700 978-4-7674-2037-0
高校・一般

シリーズ・書名

小学
2022年11月

シリーズ・書名

シリーズ・書名
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小学準拠 中学準拠 高校準拠

教科書ガイド・準拠版販売対策

20２３年度は、高校２年向けの教科書が改訂
↓

それに伴い、対応準拠版（教科書ガイド）も改訂となります。

※同じ教科・学年でも、何種類もの商品が出ています。
また高校は学校毎に採択する教科書が異なります。
周辺校の採択情報は必ず毎年確認をお願いします！！

※特に小・中向けの販売対策として、周辺の学校の

「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

小学校教科書 高校教科書

教科書会社名 ガイド発行社 教科書会社名 ガイド発行社

学校図書 文理 教育出版 日本教材

教育出版 文理 啓林館 文研出版（自社扱い）

啓林館 新興出版社 三省堂 三省堂、文研出版

光村図書 新興出版社 数研出版 数研図書（自社扱い）

東京書籍 文理 大修館書店 錦栄書房（自社扱い）

帝国書院 文研出版

東京書籍 文理、文研出版

中学校教科書 文英堂 文英堂、右文さつき書院

教科書会社名 ガイド発行社 明治書院 真珠書院（自社扱い）

開隆堂 開隆堂 筑摩書房 協学出版（自社扱い）

学校図書 文理 第一学習社 文研出版

教育出版 新興出版社、日本教材 実教出版 実教出版（自社扱い）・文研出版

啓林館 新興出版社

光村図書 新興出版社

三省堂 三省堂

大日本図書 文理

帝国書院 文理

東京書籍 文理

日本文教出版 文理

（注）小・中学校用の準拠版問題集は、新興出版社、
文理よりそれぞれ刊行されます。


