
　四谷大塚出版 予習シリーズ（公立中高一貫校対策）
　正進社 国語テスト　1～6年
　新学社 夏なつポピー　3～6年
　東京学参 分野別ドリル　4～6年
 公立中高一貫校適性検査対策問題集 作文問題編
　学習研究社 ニューマイティー　4・6年
 ベストコース　3～6年
　学書 サマー練成（実戦編）5・6年
 漢字ドリル　4～6年
　Ｚ会 パーフェクトドリル
 ばっちりドリル　3～6年
　PHP研究所 自習ドリル　辞書引き名人
　文理 教科書ワーク　1～6年 
 ホームページテスト　1～6年
　中央出版 教科書ガイド　3・4年
　増進堂・受験研究社 ハイクラステスト／標準問題集　4～6年
 国語チャレンジテスト　1～6年
　大創出版 小学学習ドリルシリーズ　1～6年
　日本標準 はつらつパル　全準拠／1～6年

　五ツ木書房 フリースタイル　1～3年 
 週のまとめ（聞きとり問題）　1～3年
　新学社 単元別漢字ノート　1～3年／基礎の学習
 基礎徹底ドリル　1～3年／中学セミナー
 FRESTA（学図版） 1～3年
　創育 3年間の総復習問題　3年
　中央出版 ジャストミート　3年
　吉野教育図書 教科書の確認　1・3年／実力の完成6　3年
　Ｚ会 Zスタディ・古文／添削問題
　学宝社 短期総仕上げ　3年／マイペース　3年
  聞き取りテスト／図解文法　1～3年／実力12　3年
　数研出版 すいすいマスター3年間の重点　3年
 実力確認テスト　3年
　学書 漢検突破3～5級／教科書対策テスト
 ベーシック
　ベネッセコーポレーション ニガテ脱出ナビ／県版・対策プリント　3年
　増進堂・受験研究社  高校入試　10日でできるシリーズ
 徹底演習テキスト　1～3年
 まとめ上手　古文単語
 作文・小論文合格ガイド
 面接試験合格ガイド
　旺文社 正答率50％以上の入試問題
 正答率50％以下の入試問題
 高校入試の基礎づくり／漢字・文法ターゲット
　文理 教科書ワーク／中間期末の攻略本
　廣済堂あかつき 新国語ワーク
　新興出版社 中間・期末テスト ズバリよくでる 学校図書3年

　第一学習社 国語表現（評価問題集／指導と研究）
　大修館書店 国語表現（基礎問題集）
　みすず学苑 小論文解説
　数研出版 高校国語への基礎練習／平家物語マスター
 国語総合・古文・漢文　教科書ガイド
　五ツ木書房 セレット21 診断テスト 国語総合・古典
　桐原書店 セレクト漢字検定／高校用
　ベネッセコーポレーション  古文クイック予習ブック／エンカレッジ夏休み講座
 チャレンジ　標準版・月刊　1年
 weekly評論（1～3年）／weekly評論トレーニング

　河合塾 大学別予備校テキスト，他
　啓隆社 漢文の演習3
　ブックマン社 電光石火　センター現代文
　成美堂出版 Scope　古文単語
　学習研究社 センター力UP！はじめからわかる現代文
　語研 漢字検定準2級・3級　出題ランク別問題集
　旺文社 NEW 現代カタカナ語辞典
　中経出版 漆原慎太郎の 古文 記述問題が面白いほどとける
  真野真の現代文の読む技術・解く技術が面白い

ほど身につく本（ルール編／実践編）
 少年陰陽師で古文が面白いほど身につく本
 彩雲国物語で漢文が面白いほど身につく本

　ベネッセコーポレーション チャレンジタッチテスト 3年～6年
　四谷大塚出版 予習シリーズ（公立中高一貫校対策）
　啓林館 わくわく算数問題集
　Ｚ会 パーフェクトドリル　5・6年
 小学ドリル　数・量・図形
 小学ドリル　文章題／文章題集中学習
　学書 サマー練成
　大創出版 小学学習ドリルシリーズ　1～6年
　創拓社出版 小学パワーアップゼミ　4～6年　新課程版
　増進堂・受験研究社 算数チャレンジテスト　3～6年

　東京個別指導学院 マイテキスト　1年・2年
　東進ブックス 中高一貫ハイステージ数学幾何
　Ｚ会 添削補充問題
　東京学参 高校別入試問題シリーズ（愛知・三重・岐阜県）
　　 愛知県高校入試問題
　吉野教育図書 実力の完成　3年／研究と対策　3年
　五ツ木書房 週のまとめ　1～3年／パスポート　3年
 県版・公立高校入試対応問題　3年
 サマートレーニング　1年
　創拓社出版 中学パワーアップゼミ　1～3年　新課程版
　学宝社 Vノート　1年／ マイペース　3年
　数研出版 実力確認テスト　3年／体系数学　3年
　増進堂・受験研究社 15時間完成　3年／10分間ドリル　1～3年
 高校入試標準問題集　3年
 5分間復習テスト　1・2年
　学習研究社 マイコーチ定期テスト　1～3年
　文理 教科書ワーク　3年／教科書ガイド　3年
　ベネッセコーポレーション マイリハーサル問題　3年／学力調査　1～3年
 定期テスト予想問題集　1・2年
 やる気の夏　1～3年／やる気の冬　1・2年
 中3学力到達度診断テスト
　学書 教科書対策テスト
　旺文社 正答率50％以上の入試問題
 正答率50％以下の入試問題
　実務教育出版 かんたんな手計算　おさらいドリル

　東進ブックス 名人の授業／高速トレーニング
　 センター試験過去問演習　数学ⅠA／数学ⅡB
　河合塾 大学別予備校テキスト，他
　ベネッセコーポレーション センターパック
　TSK ハイスクールアビリティ
　河合出版 センター試験直前対策問題集，他
　ナツメ社 やりなおし　高校の数学
　数研出版 イニシャルノート

   国　語
小学校

中学校

高　校

   算数・数学
小学校

中学校

高　校
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 Study Upノート　数学Ⅰ，A　数学Ⅰ+A
 パラレルノート　数学Ⅰ，A　数学Ⅰ+A
　 Study Upノート　数学Ⅱ,B　数学Ⅱ+B　数学Ⅲ
　 パラレルノート　数学Ⅱ,B　数学Ⅱ+B
　中経出版 森本数学　ⅠA・ⅡB
 数学の裏ワザが面白いほど使える本
 柏熊成享の数と式・方程式・不等式，　　　　
　 式と証明が面白いほどわかる本
　ユーキャン 数学検定ステップアップ問題集　2級／準2級／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3級／4級

　Ｚ会　　 エブリスタディ／テキスト＆CD-ROM　6年
 わくわくペアスタディ　漫画＆音楽CD　12か月
 ドキドキ英語アドベンチャー／We are Friends
　文溪堂 アクティビティシート
　学校図書 小学校教師の英語活動　CDつき

　東京個別指導学院 マイテキスト　1年・2年
　五ツ木書房 フリースタイル　1～3年／観点別到達度問題
　学宝社 確認から発展へ　1～3年
 1・2年の補強学習　2・3年／補充学習
　中央出版 ジャストミート　1～3年
　増進堂・受験研究社 高校入試　標準問題集／五科の復習
　 新STEP式　英単語2100／英熟語500
　 高校入試15時間完成 英語長文（標準）／（実践）
　大創出版 中学ドリル　1～3年／英会話表現
　吉野教育図書 愛媛県高校入試問題集
　Ｚ会 英単語集　1年・2年／定期テスト攻略BOOK
 定期テスト予想問題　1～3年／Z-study　1年
 ネットプラス補充問題　1～3年
　東京法令出版 教科書マスター　1～3年
　文理 教科書ワーク　1～3年
　ベネッセコーポレーション 受験チャレンジ　3年／定期テスト分析　2年
 暗記ブック　3年
　東京学参 ザ・ドリル　1～3年
　文研出版 100の知識　全25巻（第1～5期）
  　第5期　宇宙をさぐる／星の科学／空を飛ぶ／

　世界を変える発明／速さのひみつ
　新学社 福井県版模試　1～3年
 ウインターセミナー・英語　1年／2年
　TSK 学力診断テスト
　学書 教科書対策テスト／ベーシック　1～3年
 確認テスト　1～3年／愛知県版入試　6回
 ウインター練成　1・2年／スパイラル  学図版
　旺文社 正答率50％以上の入試問題
 正答率50％以下の入試問題
　スプリックス 英文法の神／フォレスタシリ－ズ
　新興出版社 中間・期末テスト　ズバリよくでる　光村1年

　ベネッセコーポレーション エンカレッジ　準拠多数・月刊　1・2年
 課題テスト攻略book ／定期テスト対策演習
　啓林館 大学入試センター試験別冊　英語
  READING NAVI ／ Sailing Teacher's Manual
  Vision Quest グラマー47／グラマー47 ワークブック／

高校英語入門
　  Vision Quest English ExpressionⅡ
 WORKBOOK　Hope
　数研出版 実力確認テスト　3年
 POLESTAR　別冊資料集
　アビバ 英語検定テキスト　準2級

　中経出版 栗山健太の考え方と解き方がわかる英文法　　
　　  スペシャルレクチャー
　中央出版 ゴールウィン就職対策講座／一般知識編
　増進堂・受験研究社 トレーニングノート　長文読解
 高校マスターズ／英語長文
 Stream　Level 3／英文法・語法800選
 基礎からの英作文ノート
 英語長文トレーニングノート
 MAINSTREAM ENGLISH EXPRESSIONⅡ
 指導書／Workbook ／ teacher's book
 MAINSTREAM ENGLISH COMMUNICATION Ⅱ
   teacher's book
　河合塾 大学別予備校テキスト，他
　河合出版 センター試験過去問レビュー
 英語整序600精選改訂版
　Z会 定期テストサポートブック　高Ⅰ・高Ⅱ
　ブックマン社 電光石火　センター英語
　東進ブックス 今井の英文法　上・下
 安河内の〈新〉英語をはじめからていねいに 
 ①入門編　②完成編
　エミル出版 The History of Okinawa
　ラインズ 解説教材
　成美堂出版 Solution　英文法・語法・構文
 Scope　英単語200 ＋
　中央図書新社 英語総合問題集ポライトガイドBook2／Book3
　成学社 ライトパス英語　読解基礎

　文理 教科書ワーク　3～6年
 小学ウィンパス　夏期版／冬期版5・6年
　啓林館 理科指導ガイドブック
 生活科指導ガイドブック
　東京学参 分野別学習ドリル　4～6年
　東京書籍 全国学力調査類題
　ベネッセコーポレーション DSトレーニング小学校要点まとめ
　 チャレンジ理科／新総合学力調査　4～6年

　東京書籍 理科ねっとわーく　わかるブック
 栃木県の自然／愛知県の自然
 全国学力調査類題
　啓林館 中理指導書　2分野上・下
　新興出版社 中間期末テスト　ズバリよくでる　学校図書3年
　 教科書トレーニング　学校図書3年
　学宝社 マイペース　3年／重点リピート　2・3年
 トライ＆トライ　2・3年／学習の確認　3年
 実力12＆4　3年／重点補充　1～3年
 反復シート　1～3年
　新学社 基礎の学習　1～3年／フレッシュセミナー
 基礎セミナー　1年／ポピー　3月号　1・2年
 岡山テスト6回／福井県版模試　1～3年
　五ツ木書房 週のまとめ　1～3年／パスポート24
 フリースタイル　1～3年
　創育 3年間の総復習問題　3年
　正進社 基本から発展へ　確かめテスト
　ベネッセコーポレーション やる気の夏　1～3年／やる気の冬　1・2年
 DSトレーニング　中学校要点まとめ
 中2定期テスト予想問題集
 新総合学力調査　1年
　増進堂・受験研究社 実力突破
　文理 教科書ワーク　教育出版版1～3年
 中学3年標準問題集　完全突破
 必修テキスト　中1～3
　好学出版 県版テスト　1～3年

   英　語

小学校

中学校

高　校

   理　科
小学校

中学校
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 ウイニング付属テスト　1～3年
　学書 教科書対策テスト

　東京書籍 ニューアチーブ　物理基礎
 ステップアップ　生物基礎
　啓林館 新編生物基礎・生物基礎教授資料
 大学入試センター試験別冊　物理・化学・生物
 高等学校　地学Ⅰ･Ⅱ教授資料
 センサーシリーズ巻頭特集／新編生物基礎
　中経出版 漆原晃の物理基礎・物理 ［力学／熱力学／電磁気］
 茂木勝の生物Ⅰ･Ⅱ　論述問題
 井上順司のゼロから始める入試対策 物理Ⅰ･Ⅱ
  ここで差がつく 有機化合物の構造決定問題の要点・演習
　数研出版  チャート式問題集シリーズ　　　　　　　　　
 　 30日完成！センター試験対策　生物基礎
 チャート式シリーズ　新生物Ⅰ　問題演習
 チャート式シリーズ　新生物Ⅰ・Ⅱ　要点別問題演習
 生物Ⅰ基礎ノート／トライアルノート生物Ⅰ
 新編生物Ⅰ教授資料／改訂版生物Ⅱ教授資料
 高等学校　生物Ⅰ・教授資料
　第一学習社 ネオパルノート 科学と人間生活
　ベネッセコーポレーション 受験講座エンカレッジ化学／生物（月刊）
 定期テストサポートBOOK　地学Ⅰ／理科総合B
 定期テスト　要点直前チェックカード
 センター試験実戦演習PACK　物理，化学，生物，地学
 高1チャレンジ　化学基礎／生物Ⅰ
 高1チャレンジ　生物基礎／理科総合B
 高2チャレンジ　化学／生物
　増進堂・受験研究社 標準問題集　化学基礎／化学
　Ｚ会 センター試験予想パック　物理
 確認テスト（物理・化学・生物・地学）
　実教出版 エクセル化学基礎／エクセル化学／エクセル物理
 ベストフィット物理基礎
 サイエンスビュー　化学総合資料
 化学工学／機械設計1・2
 精選電気基礎／電気基礎1・2／電子回路
 工業技術基礎／情報技術基礎／地球環境化学
 コンピュータシステム技術／新機械設計／製図
 食品製造教授用指導書／農業情報処理教授用指導書
　ナガセ 地学Ⅰ　一問一答

　文理 教科書ワーク 日文版  小学3・4年
 教科書ワーク 日文版  小学5年，小学6年
　教育同人社 ワークテスト　4～6年
 地域版テスト　3・4年（さいたま市版）
 地域版テスト　3・4年（県版・市町村版）
 プラスワン社会　3～6年
 プレテスト　4～6年　地域版
  小学校社会科資料集　神奈川県版／横浜市版
　中央出版 ベストナビゲーター　4～6年，3年・生活科
　国土交通省 上伊那川たんけんブック（総合学習教材）
 下伊那川たんけんブック（総合学習教材）
　東京書籍 あたらしいせいかつ　教師用指導書　資料編

　創育／吉野教育図書 サマーアタック
　正進社 地理の完全学習１年　帝国版
　　　　 地理の完全学習１年　日文版
　 地理の完全学習１年　教出版
　 中学3年間の総整理問題集
　吉野教育図書 毎日の確認　日文版　地理，歴史，公民

　文理 教科書ワーク　小学　日文版3・4年，
 　　　　　　　　　　日文版5年，日文版6年
 教科書ガイド　中学　帝国書院版・歴史
 　　　　　　　　　　帝国書院版・地理
 教科書ワーク　中学　日文版・歴史
　新興出版社 中間・期末テストズバリよくでる社会
 清水書院版　歴史，公民
　五ツ木書房 週のまとめ　地理Ⅰ・東書版，帝国版，日文版 
 　　　　　　公民・東書版
　学宝社 学習整理／マイペース／ベスト対策［実力完成8回］
　増進堂・受験研究社 これだけは　地理，歴史，公民
　東京法令出版 中学校地理統計資料　47都道府県
 アクティブ，教科書マスター　地理
 アクティブ，教科書マスター　歴史
 アクティブ，教科書マスター　公民
　教育出版 愛知県地理資料「名古屋市版」
　旺文社 正答率50％以上の入試問題
 正答率50％以下の入試問題
　廣済堂あかつき 「夏トレ」社会3年
　学書 愛知県版入試　6回

　中経出版 完全無欠の世界史B〔近代・現代〕，〔古代・中世〕
  大学入試　論述問題が面白いほど解ける本 　  

　　　　　地理B，世界史B，日本史B
 究める政治・経済
　数研出版 スタディノート　現代社会／地理B／政治経済
 重要問題演習　世界史B
 チェック＆演習　世界史B／地理Ｂ
 教授資料　現代社会／政治経済
 教授資料　倫理
　ブックマン社 電光石火　センター世界史　　　　　　 
 〈戦後史・文化史・社会経済史編〉
　学研教育出版 センター力ＵＰ！はじめからわかる現代社会
 マイベスト問題集　よくわかる日本史，世界史
　文英堂 シグマ基本問題集　世界史B／日本史B
 シグマ基本問題集　現代社会
 シグマ基本問題集　地理B
　世界遺産アカデミー はじめて学ぶ世界遺産100　　　　 
　PHP研究所 カラー図解／日本史世界史対比年表
　帝国書院 現代社会を斬る！ジャーナリスティックな地図　
　　 　　　　　　　   世界・日本
 地図で訪ねる歴史の舞台［日本］
　文研出版 教科書ガイド　第一学習社版
 高等学校世界史A　完全準拠

　吉野教育図書 技術・家庭　資料ノート　技術A・B
 技術・家庭　学習ノート　家庭
　イスペット 技術分野ノート　
　ベネッセコーポレーション 実技教科暗記BOOK(改訂）
 実技教科定期テスト予想問題集(改訂）
 得点力学習DS中学実技4教科
 （音楽・美術・保健体育・技術・家庭）
　増進堂・受験研究社 まとめ上手
 一問一答・実技4教科

　Ｚ会 月刊・会員情報ページ　エブリ情報局
 みるみるわかる中1学習

　中央出版 幼児教材　とっくんワーク／メソッドカード
　ディスカバー21 天才ドリルプチ　6冊セット
　増進堂・受験研究社 幼児のスキルアップワーク（ちえあそび）

高　校

   社　会

小学校

中学校

高　校

   実技教科（音楽・美術・保健・体育・技術・家庭）
中学校

   学習雑誌

   幼児教材

 2014年7月現在
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 2014年7月現在

　創拓社出版 小学パワーアップゼミ
　好学出版  公立中高一貫校適性検査対策　アインストーン

国語・算数・理科・社会，文系①②・理系①②
 アインストーン　サマー
　新学社 オールマスター5・6年／ブリッジ１
　朝日新聞社 今解き教室（電子版）　国語・理科・社会
　増進堂・受験研究社 中学入試　全科の総まとめ
　 中学入試　全科一問一答

　東京学参 公立高校入試問題集　県別／35県以上
 私立高校別入試問題集　関東地区／50校以上
 私立高校別入試問題集　愛知県・三重県・岐阜県／34校
　五ツ木書房 3年間の総復習　まとめ問題集
　アート工房 高校入試Manavi（まなび）CD-ROM教材
 （県別／全47都道府県有名国・都立〔独自入試〕／多数校）
　創拓社出版 中学パワーアップゼミ／高校受験版パワーアップゼミ
　英俊社 中学校別入試対策シリーズ
 高校別入試対策シリーズ
　教育開発出版 県トレ　沖縄県入試　単元別トレーニング
　 静岡県学力検査対策／東京都学力検査対策
　 千葉県学力検査対策／大阪府学力検査対策

　PHP研究所 辞書引き名人
　成美堂出版 脳に効く！漢字ドリル
　ユーキャン おもしろ漢字パズル
 漢字検定ステップアップ問題集　準1級
 　双葉社 日本語ドリル
　語研 社会人の常識　漢字／漢字2／敬語／ペン字ドリル
　自由国民社 おとなの楽習　国語／敬語／古典
 おとなの楽習　世界名作・日本名作
　高橋書店 漢字検定対策本　2級／準2級／3級
　新星出版社 漢字検定対策本　1級／準1級／2級

　東進ブックス センター試験過去問演習　数学ⅠA／数学ⅡB
　ナツメ社 やりなおし高校の数学
　PHP研究所 試験で点が取れる　大学生の線形代数
 試験で点が取れる　大学生の微分積分
 　日東書院本社 脳をきたえるインド数学ドリル  入門編／中級編

　日本経済新聞出版社 いきなりスコアアップ！ TOEICテスト600点
　 英文法集中講座
　アルク 生英語で聞く　外国人の本音クロストーク
　 英語で心いやされるちょっといい話
　 完全改訂版　起きてから寝るまで子育て英語表現600
　ナツメ社 心理院単
　PHP研究所 カリスマ先生の英文解釈
　東進ブックス 今井の英文法　上・下
 安河内の〈新〉英語をはじめからていねいに①入門編 
    　　　　　②完成編
　日本英語検定協会 英検サポートシリーズ
 　Listening Grade Pre-1　復習テスト
 　Listening Grade 1　復習テスト
 　Reading Grade Pre-1　復習テスト
 　Reading Grade 1　復習テスト
 　Writing Grade Pre-1
 　Writing Grade 1
　成美堂出版 日本一やさしい 初めてのシャドーイング

　数研出版  チャート式問題集シリーズ　　　　　　　　　
　　　30日完成！センター試験対策　生物基礎

　自由国民社 おとなの楽習　理科のおさらい　天文
　ナツメ社 これならわかる理系の電磁気学
 理系のためのはじめて学ぶ化学
 　  〔物理化学／有機化学／無機化学〕
 理系のためのはじめて学ぶ物理〔力学／熱力学〕
　技術評論社 鈴木誠治の物理が初歩からしっかり身につく　 

　力学・熱力学編
　日本実業出版社 ゼロからのサイエンス　よくわかる物理
　PHP研究所 からだの不思議図鑑　人体のしくみがひと目でわかる！
　大創出版 家庭の医学　①緊急編　②症状・予防編

　PHP研究所 カリスマ先生の政治経済
 カリスマ先生の地理
 日本史世界史並列「人物」ドリル
 カラー図解／日本史世界史対比年表
   雑学3分間ビジュアル図解シリーズ

古代史　闇に消えた謎を解く
 小・中学校の社会科キーワードをゴロ合わせで覚える本
　成美堂出版 脳を活性化させる！地図ドリル
　三笠書房 図解・日本がわかる「地図帳」
 日本地図は「教養の宝の山」
　帝国書院 現代社会を斬る！ジャーナリスティックな地図
　　　　　・　　　　 世界・日本
 地図で訪ねる歴史の舞台［日本］
　世界遺産アカデミー はじめて学ぶ世界遺産100  
　数研出版 まちのしごと日記
 時間旅行の夜
　自由国民社 おとなの楽習　地理のおさらい
　永岡書店 知らないと恥ずかしい小学校の社会科
　

　成美堂出版 日本人の常識ドリル
　ユーキャン なんでもランキングドリル　日本編
 なんでもランキングドリル　世界編
 なつかしの昭和ドリル
 　日東書院本社 脳をきたえる占いドリル・入門編

　学習研究社 センター力ＵＰ！はじめからわかる現代文
 センター力ＵＰ！はじめからわかる現代社会
 大学受験王　生物Ⅰ
 大学受験王　化学Ⅰ
　河合出版 センター試験対策問題集　数学ⅠA・ⅡB
 センター試験対策問題集　地理・歴史
　中経出版 森本数学　ⅠA・ⅡB
 漆原晃の物理Ⅰ･Ⅱ（力学・熱力学編）
 茂木勝の生物Ⅰ･Ⅱ
　ブックマン社 電光石火　センター現代文
 電光石火　センター英語
 電光石火　センター世界史　　　　　　  

　実教出版 一般常識＆SPI2
　ユーキャン 就活JUMP・メルマガ
 国家Ⅲ種過去&予想問題集
 一般常識「超」定番の1,000問プラス最新時事
 SPI2
 U-CANの通信教育で取れるオススメ資格

   5科（3科）セット・シリーズ教材

小学校

中学校

   書店（市販）ルート（書籍）

国　語

数　学

英　語

理　科

社　会

ドリル

センター試験対策

就職試験対策
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