
横国に合格した先輩はどんな教科書・参考書を使っていたのか？ 

 実際に先輩たちに聞いてみました！！ 

英語（文理共通） 

使用時期     

高校１年、高校２年、高校３年、共通テスト対策、二次対策 

先輩方の声 

● 短いフレーズで覚えやすい 

● 必要な単語がまとまっている 

編集者のコメント 

自分はこの一冊で横国の入試まで行きました。1冊を念入りに！ 

思い出 

学校からもらった3日後にお茶をこぼして一人だけ使い込んだ単語帳

みたいになったこと 

使用時期 

高校１年、高校２年、高校３年、共通テスト対策、二次対策 

先輩方の声 

● 文法の穴が見つけやすい 

● 長期で読んで短期でつめる使い方がオススメ 

絶対に思うこと 

ｍay系の熟語がややこしすぎる 

編集者のコメント 

文法の参考書は学校で配られるものを完璧にすれば大体大丈夫だと

思います。少し問題量が足りない・自分に合っていないと感じたらス

クランブルに変えてもいいかもしれません。問題、レイアウト、網

羅性は学校採用数NO.1の理由を感じます。こつこつ計画的

に、が嫌にならないコツ！！ 

Amazon.co.jp: システム英単語＜改訂

新版＞ (駿台受験シリーズ) : 霜 康

司, 刀祢 雅彦: Japanese Books  

Amazon.co.jp: スクランブル英文法・語法 4th Edi-

tion : 中尾 孝司: Japanese Books  

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%8B%B1%E5%8D%98%E8%AA%9E-%E9%A7%BF%E5%8F%B0%E5%8F%97%E9%A8%93%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%88%80%E7%A5%A2-%E9%9B%85%E5%BD%A6/dp/4796110895
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%8B%B1%E5%8D%98%E8%AA%9E-%E9%A7%BF%E5%8F%B0%E5%8F%97%E9%A8%93%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%88%80%E7%A5%A2-%E9%9B%85%E5%BD%A6/dp/4796110895
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%8B%B1%E5%8D%98%E8%AA%9E-%E9%A7%BF%E5%8F%B0%E5%8F%97%E9%A8%93%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%88%80%E7%A5%A2-%E9%9B%85%E5%BD%A6/dp/4796110895
https://www.amazon.co.jp/-/en/%E4%B8%AD%E5%B0%BE-%E5%AD%9D%E5%8F%B8/dp/401034427X/ref=sr_1_1?crid=31EZDDZUN8T96&keywords=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E8%8B%B1%E8%AA%9E&qid=1655036632&sprefix=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83
https://www.amazon.co.jp/-/en/%E4%B8%AD%E5%B0%BE-%E5%AD%9D%E5%8F%B8/dp/401034427X/ref=sr_1_1?crid=31EZDDZUN8T96&keywords=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E8%8B%B1%E8%AA%9E&qid=1655036632&sprefix=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83


英語(文理共通) 

使用時期 

使用時期 

先輩方の声 

編集者のコメント 

先輩方の声 
● 英文解釈がすぐできるようになり、速読につながった 

● ポイントがまとめられていて見やすい 

● 入試で問われる訳し方のポイントを網羅していて、下線部語

訳の点数が飛躍的に伸びた 

英文解釈の中ではすごく有名な参考書。自分も何周もしまし

た。なんとなくの訳から確信のある訳に変わります。効率的な

やり方はYouTube等にたくさん上がっていますので、やる前

に一度確認することをお勧めします。 

高校1年、高校2年、高校3年、共通テスト対策、二次対策 

高校1年、高校2年、高校3年、共通テスト対策、二次対策 

 世の中長文の参考書が溢れていて、どれが良いか分からないな

いですよね。しかし同じ長文の参考書でも、それぞれ特徴があり

自分の今得たい能力とレベルを考えた参考書を選ぶことで、効率

的に学習することができます。精読力を上げたいならばこの参考

書は間違いなくお勧めです。 

編集者のコメント 

● 構文の解説が分かりやすく、解釈とのつながりを意識できた 

● 音声付きで音読学習ができた 

● レベル別で効率的に勉強できた  

Amazon.co.jp: 大学受験スーパーゼミ 徹底攻略 基礎英文解釈の技術100[CD付新装改訂版] (大学受

験スーパーゼミ徹底攻略) : 桑原 信淑, 杉野 隆: Japanese Books  

Amazon.co.jp: 大学入試 英語長文ハイパートレーニングレベル2 

標準編 新々装版 : 安河内 哲也: Japanese Books  

https://www.amazon.co.jp/-/en/%E6%A1%91%E5%8E%9F-%E4%BF%A1%E6%B7%91/dp/4342724618/ref=sr_1_1?crid=175NNSM68KMT0&keywords=%E8%8B%B1%E6%96%87%E8%A7%A3%E9%87%88&qid=1655061052&s=books&sprefix=%E8%8B%B1%E6%96%87%E8%A7%A3%E9%87%88%2Cstripbooks%2C236&sr=1-1
https://www.amazon.co.jp/-/en/%E6%A1%91%E5%8E%9F-%E4%BF%A1%E6%B7%91/dp/4342724618/ref=sr_1_1?crid=175NNSM68KMT0&keywords=%E8%8B%B1%E6%96%87%E8%A7%A3%E9%87%88&qid=1655061052&s=books&sprefix=%E8%8B%B1%E6%96%87%E8%A7%A3%E9%87%88%2Cstripbooks%2C236&sr=1-1
https://www.amazon.co.jp/-/en/%E5%AE%89%E6%B2%B3%E5%86%85-%E5%93%B2%E4%B9%9F/dp/4342206927/ref=sr_1_1?crid=2N3I7J5ACKTEI&keywords=%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0&qid=1655061207&s=books&sprefix=%E3%83%
https://www.amazon.co.jp/-/en/%E5%AE%89%E6%B2%B3%E5%86%85-%E5%93%B2%E4%B9%9F/dp/4342206927/ref=sr_1_1?crid=2N3I7J5ACKTEI&keywords=%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0&qid=1655061207&s=books&sprefix=%E3%83%


国語 

高校1年、高校2年、高校3年、共通テスト対策  

レベル高めなので今年(2022年)のように難しい問題でもそんな

に焦りませんでした。 

Amazon - 2022年用共通テスト実戦模試(5)国語 (最新過去問2日程付) | Z会編集部 |本 | 通販  

先輩方の声 

使用時期 

使用時期 

共通テスト対策  

先輩方の声 

編集者のコメント 

共通テストからの傾向として、現代文、古文、漢文のすべてにおいて

複数の文章を読んだうえで、問題に取り組む必要があります。この

実戦模試においても、この傾向が取り入れられており、私も時間内

に解き切るのが難しく、安定して高得点を取ることができませんで

した…6回分の問題セットが収録されており、ほぼすべての問題の

パターンが網羅されていたと思います。覚悟を決めてから挑んでく

ださいね。 

読んで見て覚える 重要古文単語315 三訂

版 | 博幸, 武田, 祥悟, 鞆森 |本 | 通

販 - Amazon.co.jp  

● 印象に残りやすい絵や説明があり、覚えやすく定着しやすい。 

● 共通テストのみなら、赤い文字だけで大丈夫だと思う。 

● 難易度の高い問題にも対応できる。 

編集者のコメント 

塾に通っていらっしゃる方は塾の教材がメインになるかもしれませ

んが、学校で配られたもので使ってて楽しいものは息抜きに使い続

けた方がいいと思います！  

https://www.amazon.co.jp/2022%E5%B9%B4%E7%94%A8%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E5%AE%9F%E6%88%A6%E6%A8%A1%E8%A9%A6-5-%E5%9B%BD%E8%AA%9E-%E6%9C%80%E6%96%B0%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%95%8F2%E6%97%A5%E7%A8%8B%E4%BB%98-Z%E4%BC%9A%E7%B7%A8%E9%9B%86%E9%83%
https://www.amazon.co.jp/%E8%AA%AD%E3%82%93%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%A6%E8%A6%9A%E3%81%88%E3%82%8B%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%8F%A4%E6%96%87%E5%8D%98%E8%AA%9E315-%E6%AD%A6%E7%94%B0-%E5%8D%9A%E5%B9%B8/dp/4342350742/ref=sr_1_1?adgrpid=115776030717&hvadid=547895955552&
https://www.amazon.co.jp/%E8%AA%AD%E3%82%93%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%A6%E8%A6%9A%E3%81%88%E3%82%8B%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%8F%A4%E6%96%87%E5%8D%98%E8%AA%9E315-%E6%AD%A6%E7%94%B0-%E5%8D%9A%E5%B9%B8/dp/4342350742/ref=sr_1_1?adgrpid=115776030717&hvadid=547895955552&
https://www.amazon.co.jp/%E8%AA%AD%E3%82%93%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%A6%E8%A6%9A%E3%81%88%E3%82%8B%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%8F%A4%E6%96%87%E5%8D%98%E8%AA%9E315-%E6%AD%A6%E7%94%B0-%E5%8D%9A%E5%B9%B8/dp/4342350742/ref=sr_1_1?adgrpid=115776030717&hvadid=547895955552&


 数学（文理共通） 

Focus Gold 4th Edition 数学I+A | 豊田敏盟, 竹内英人, ほか9名 |本 | 通

販 - Amazon.co.jp  

Amazon - Focus Gold数学3 | |本 | 通販  

Focus Gold Plus数学2+B―すべての例題399題を動画で解説! | |本 | 通

販 (amazon.co.jp)  

高校1年、高校2年、高校3年、共通テスト対策、

二次対策 

先輩方の声 

使用時期 

● 例題が多く、コラムが面白い 

● 網羅性が高く、解説やコラムが優秀 

● 問題の幅が広く、数学の教養がつく 

● 問題を解くにあたり、必要な基礎力と、難しい問題に対

応するための武器や思考力をどちらもつけることがで

きる。これと赤本などの過去問演習用の本があれば計

算練習以外は事足りる 

編集者のコメント 

国大生はこの参考書を使っている人が多いという印象

を持ちました。他にも、青チャートや一対一対応を使っ

ている人もいました。編集者は青チャートを使っていま

した。 

Amazon.co.jp - 文系数学の良問プラチカ 数学1・A・2・B (河合塾シリーズ 

入試精選問題集 4) | 鳥山 昌純 |本 | 通販  

Amazon - 理系数学の良問プラチカ 数学1・A・2・B (河合塾シリーズ 入試

精選問題集 5) | 大石 隆司 |本 | 通販  

Amazon - 理系数学の良問プラチカ 数学3 (河合塾シリーズ 入試精選問題集 

6) | 続木 勝年, 宮嶋 俊和 |本 | 通販  

高校3年、共通テスト対策、二次対策 

先輩方の声 

使用時期 

● 良問が揃っていて別解も豊富。問題が多すぎずに

ある程度網羅できる 

● 難易度の高い問題に触れられる 

● 名前と表紙のデザインがかわいい。難しいので取

り組んでいる自分に酔うことができる 

https://www.amazon.co.jp/Focus-Gold-4th-%E6%95%B0%E5%AD%A6I-%E8%B1%8A%E7%94%B0%E6%95%8F%E7%9B%9F/dp/4402272858/ref=sr_1_1?crid=1R3EDSDUVJL4P&keywords=%E6%95%B0%E5%AD%A6+%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89+5th&qid=
https://www.amazon.co.jp/Focus-Gold-4th-%E6%95%B0%E5%AD%A6I-%E8%B1%8A%E7%94%B0%E6%95%8F%E7%9B%9F/dp/4402272858/ref=sr_1_1?crid=1R3EDSDUVJL4P&keywords=%E6%95%B0%E5%AD%A6+%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89+5th&qid=
https://www.amazon.co.jp/Focus-Gold%E6%95%B0%E5%AD%A63/dp/4402282179/ref=pd_bxgy_img_sccl_2/358-3316928-8658134?pd_rd_w=WQtci&content-id=amzn1.sym.918446e7-72f4-48c7-a672-af3b6ace2b19&pf_rd_p=918446e7-72f4-48c7-a672-af3b6ace2b19&pf_rd_r=7PDRBBQDMHE9NM8DND74&p
https://www.amazon.co.jp/Focus-Gold-Plus%E6%95%B0%E5%AD%A62-B%E2%80%95%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BE%8B%E9%A1%8C399%E9%A1%8C%E3%82%92%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%81%A7%E8%A7%A3%E8%AA%AC/dp/4402203759/ref=sr_1_2?crid=DZV6DVRW6JQL&keywords=focus+gold+%E6%9
https://www.amazon.co.jp/Focus-Gold-Plus%E6%95%B0%E5%AD%A62-B%E2%80%95%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BE%8B%E9%A1%8C399%E9%A1%8C%E3%82%92%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%81%A7%E8%A7%A3%E8%AA%AC/dp/4402203759/ref=sr_1_2?crid=DZV6DVRW6JQL&keywords=focus+gold+%E6%9
https://www.amazon.co.jp/%E6%96%87%E7%B3%BB%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%81%AE%E8%89%AF%E5%95%8F%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%81%E3%82%AB-%E6%95%B0%E5%AD%A61%E3%83%BB-%E3%83%BB2%E3%83%BBB-%E6%B2%B3%E5%90%88%E5%A1%BE%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%85%A5%E8%A9%A6%E
https://www.amazon.co.jp/%E6%96%87%E7%B3%BB%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%81%AE%E8%89%AF%E5%95%8F%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%81%E3%82%AB-%E6%95%B0%E5%AD%A61%E3%83%BB-%E3%83%BB2%E3%83%BBB-%E6%B2%B3%E5%90%88%E5%A1%BE%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%85%A5%E8%A9%A6%E
https://www.amazon.co.jp/%E7%90%86%E7%B3%BB%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%81%AE%E8%89%AF%E5%95%8F%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%81%E3%82%AB-%E6%95%B0%E5%AD%A61%E3%83%BB-%E3%83%BB2%E3%83%BBB-%E6%B2%B3%E5%90%88%E5%A1%BE%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%85%A5%E8%A9%A6%E
https://www.amazon.co.jp/%E7%90%86%E7%B3%BB%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%81%AE%E8%89%AF%E5%95%8F%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%81%E3%82%AB-%E6%95%B0%E5%AD%A61%E3%83%BB-%E3%83%BB2%E3%83%BBB-%E6%B2%B3%E5%90%88%E5%A1%BE%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%85%A5%E8%A9%A6%E
https://www.amazon.co.jp/%E7%90%86%E7%B3%BB%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%81%AE%E8%89%AF%E5%95%8F%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%81%E3%82%AB-%E6%95%B0%E5%AD%A63-%E6%B2%B3%E5%90%88%E5%A1%BE%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%85%A5%E8%A9%A6%E7%B2%BE%E9%81%B8%E5%95%8F%E9%A
https://www.amazon.co.jp/%E7%90%86%E7%B3%BB%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%81%AE%E8%89%AF%E5%95%8F%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%81%E3%82%AB-%E6%95%B0%E5%AD%A63-%E6%B2%B3%E5%90%88%E5%A1%BE%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%85%A5%E8%A9%A6%E7%B2%BE%E9%81%B8%E5%95%8F%E9%A


社会 

文理共通 

高校3年、共通テスト対策  

先輩方の声 

使用時期 

● 共テ地理の演習本として利用できる 

● 問題数が多いため、数をこなすことが出来る 

● 網羅性が高く、解説やコラムが優秀である 

編集者のコメント 

国大生で地理を選択していたと言う人の中ではこの

参考書を使っている人が多いという印象を持ちまし

た。自分も実際に受験時代使っていて、すべての分野

が万遍なく網羅できており、問題の解き方について

もかなり詳しく載っているので、共通テスト地理を受

ける人は絶対に買うべきだと思います。 

高校3年、共通テスト対策  

先輩方の声 

使用時期 

● 何度も読めば知識がついていく 

● 視覚から入ってくるため、内容がわかりやすい 

● 図や表などが色々と用いられている 

● 本の中がカラフルで分かりやすい 

編集者のコメント 

自分が選択肢した社会科目においては、国大生はこの

参考書を使っている人が多いという印象を持ちました。

私も実際に使ってみて、要点がかなりまとまっている参

考書だ、と感じました。また、演習を行っていて分からな

いことがあったら、すぐにこの参考書に戻って見返した

りもしていました。是非、自分が選択する社会科科目の

科目について、このシリーズの参考書は買った方が良い

と思います。 

Amazon - 瀬川聡の 

大学入学共通テスト 

地理B[系統地理編]超

重要問題の解き方 | 

瀬川聡 |本 | 通販  

大学入学共通テスト 倫理、政治・経済の

点数が面白いほどとれる本 | 奥村薫 |本 

| 通販 (amazon.co.jp)  

https://www.amazon.co.jp/%E7%80%AC%E5%B7%9D%E8%81%A1%E3%81%AE-%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E5%AD%A6%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88-%E5%9C%B0%E7%90%86B-%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E5%9C%B0%E7%90%86%E7%B7%A8-%E8%B6%85%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%
https://www.amazon.co.jp/%E7%80%AC%E5%B7%9D%E8%81%A1%E3%81%AE-%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E5%AD%A6%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88-%E5%9C%B0%E7%90%86B-%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E5%9C%B0%E7%90%86%E7%B7%A8-%E8%B6%85%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%
https://www.amazon.co.jp/%E7%80%AC%E5%B7%9D%E8%81%A1%E3%81%AE-%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E5%AD%A6%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88-%E5%9C%B0%E7%90%86B-%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E5%9C%B0%E7%90%86%E7%B7%A8-%E8%B6%85%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%
https://www.amazon.co.jp/%E7%80%AC%E5%B7%9D%E8%81%A1%E3%81%AE-%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E5%AD%A6%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88-%E5%9C%B0%E7%90%86B-%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E5%9C%B0%E7%90%86%E7%B7%A8-%E8%B6%85%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%
https://www.amazon.co.jp/%E7%80%AC%E5%B7%9D%E8%81%A1%E3%81%AE-%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E5%AD%A6%E5%85%B1%E9%80%9A%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88-%E5%9C%B0%E7%90%86B-%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E5%9C%B0%E7%90%86%E7%B7%A8-%E8%B6%85%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%
https://www.amazon.co.jp/dp/404604201X/ref=emc_b_5_i
https://www.amazon.co.jp/dp/404604201X/ref=emc_b_5_i
https://www.amazon.co.jp/dp/404604201X/ref=emc_b_5_i


理科 

高校1年、高校2年、高校3年、共通テスト対策、二次対策 

先輩方の声 

使用時期 

● 基礎から問題を解いていくことで定着をさせていく

ことができ、最後は難関入試問題の解き方まで解説

されている 

● 解説が丁寧である 

● 要点が抑えられている 

編集者のコメント 

私は高1、高2、高3の入試問題演習に入る前にこの参考書を

使いました。基礎から応用問題まで幅広く重要な問題を取り

扱っており、問題を解きながら成績を上げていくことができ

ます。また、入試直前には、入試演習を別の参考書でしなが

ら、分からないことがあったときに、基礎に戻るようにこの参

考書を利用していました！ 

理系 

 

● 物理の入試問題を意識した問題に挑戦できます！ 

● もっと早くからやっておけば良かったと後悔しています… 

● 物理が苦手な方には、物理入門問題精講(旺文社)がおすすめ

です！ 

 編集者のコメント 

私は高3の入試問題演習期間中にこの

参考書を使いました。頻出な基礎問題

とから軽めの応用問題までが幅広く扱

われており、問題を解きながら自分の

苦手な分野を知ると同時にその分野の

知識を得ることができます。 

高校1年、高校2年、高校3年、共通テスト対策、二次対策 

先輩方の声 

使用時期 

Amazon.co.jp : セミナー物理  

良問の風物理頻出・標準入試問題集 

(河合塾シリーズ) | 浜島 清利 |本 | 

通販 (amazon.co.jp)  

Amazon.co.jp : セミナー化学  

Amazon.co.jp : セミナー生物  
↑物理 ↑化学 

←生物 

https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E7%89%A9%E7%90%86&i=stripbooks&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1C3BGNIAVVVVL&sprefix=%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E7%89%A9%E7%90%86%2Cstripbooks%2C230&ref=nb_sb_nos
https://www.amazon.co.jp/%E8%89%AF%E5%95%8F%E3%81%AE%E9%A2%A8%E7%89%A9%E7%90%86%E9%A0%BB%E5%87%BA%E3%83%BB%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%95%8F%E9%A1%8C%E9%9B%86-%E6%B2%B3%E5%90%88%E5%A1%BE%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E6%B5%9C%E5%B3%B6-%E6%B8
https://www.amazon.co.jp/%E8%89%AF%E5%95%8F%E3%81%AE%E9%A2%A8%E7%89%A9%E7%90%86%E9%A0%BB%E5%87%BA%E3%83%BB%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%95%8F%E9%A1%8C%E9%9B%86-%E6%B2%B3%E5%90%88%E5%A1%BE%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E6%B5%9C%E5%B3%B6-%E6%B8
https://www.amazon.co.jp/%E8%89%AF%E5%95%8F%E3%81%AE%E9%A2%A8%E7%89%A9%E7%90%86%E9%A0%BB%E5%87%BA%E3%83%BB%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%85%A5%E8%A9%A6%E5%95%8F%E9%A1%8C%E9%9B%86-%E6%B2%B3%E5%90%88%E5%A1%BE%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E6%B5%9C%E5%B3%B6-%E6%B8
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E5%8C%96%E5%AD%A6&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1RV1GZNNCMXV9&sprefix=%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E5%8C%96%E5%AD%A6%2Caps%2C618&ref=nb_sb_noss_1
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E7%94%9F%E7%89%A9&i=stripbooks&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3R1VPAH0HBNGM&sprefix=%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E7%94%9F%E7%89%A9%2Cstripbooks%2C258&ref=nb_sb_nos


文系 

  
 

高校3年、共通テスト対策、二次対策  

先輩方の声 

使用時期 

● 問題が豊富、応用力がつく  

● 解説が丁寧に書かれている 

● 難易度は高いが、実際の入試で出題された問題や改

題がジャンル別に掲載されていて、取り組みやすい 

●  入試問題の特徴が分かり、受験対策にも役立った 

●  様々な大学入試の問題を実践的に解くことが出来る 

編集者のコメント 

僕自身もこの参考書を使用していましたが、応用力

が身に着くポイントとなる問題が多数載っていたと

いう印象があります。はじめてこの問題を見ると少し

難しいと感じる人もいるかもしれませんが、何回か繰

り返して解いていくことが重要だと思います。理科は

問題演習をどれぐらいこなせるかも大事なので、こ

の参考書で是非、応用問題の解き方を学んで下さい

ね。 

先輩方の声 

使用時期 

● エッセンスが網羅されています。 

● 説明が丁寧に書かれている 

● 喋り口調のスタイルで分かりやすい 

●  入試問題の特徴が分かり、受験対策にも役立った 

●  様々な大学入試の問題を実践的に解くことが出来る 

  
編集者のコメント 

僕自身は理系だったため、理科の基礎でこの本を使

うことはありませんでしたが、他の科目でこのシリー

ズの本を使った所、かなり分かりやすかったです。理

科基礎の参考書暗記事項をしっかり

と確認したい人には『一問一答』を使

うこともおススメです。 

高校3年、共通テスト対策  

Amazon.co.jp : 2022重要問題集  

Amazon.co.jp : 点数が面白いほどとれる本 理科基礎  

https://www.amazon.co.jp/s?k=2022%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%95%8F%E9%A1%8C%E9%9B%86&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2P8MAZT4VYEGG&sprefix=2022%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%95%8F%E9%A1%8C%E9%9B%86+%E7%89%A9%2Caps%2C250&ref=nb_sb_noss_2
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E7%82%B9%E6%95%B0%E3%81%8C%E9%9D%A2%E7%99%BD%E3%81%84%E3%81%BB%E3%81%A9%E3%81%A8%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%9C%AC+%E7%90%86%E7%A7%91%E5%9F%BA%E7%A4%8E&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1LPXL7XY5OMOU&sprefix=%E7%82%B9


参考書の選び方 

自分のレベルにあった参考書を選んで

ね！無理をして背伸びをしすぎると逆

に効率が悪くなってしまうことも！あく

まで、参考書は補助的なものであるの

で、無理に買いそろえる必要は無いよ。

学力は人それぞれ。自分が今やるべき

ことと、やりたいことはしっかりと区別

しようね！ 

まずは志望校の過去問を

解いてみて、自分と志望

校との距離をチェック！ 

ただがむしゃらに勉強をするの

ではなく、キチンと勉強計画を

立てることも大切だ！（特に、

夏休み）毎日の勉強の中に計画

立てや一日の反省を組み込ん

でみるのもいいかも。 

難しいな、、、よし、レベルにあった別の

参考書を先生に聞いてみよう！ 


