
2016年用  2015年高校学参 1月（センター試験後）、2月平台チャート 　（全国チェーン書店高校学習参考書ランキング ＜2015年1月19日～2月28日の売り上げより＞ 2015.12.14KK作成

　ただし、センター年度版、赤本などの大学別参考書・問題集、及び一部の直接取り引き商品、採用品などは除く）　　

“国公立大・2次試験対策商品が中心。センター試験後1週間が勝負！新学期の前倒しとして英単語や英文法書にも注目！”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

順位（冊数）      英      語  出版社   冊数 国語（小論文、面接含む）  出版社 冊数      数     学  出版社 冊数      理      科  出版社 冊数  地歴公民＆勉強法他  出版社 冊数

1～13位 総合英語Ｆｏｒｅｓｔ 桐原書店 812 新課程　チャ－ト式基礎からの数学１＋Ａ 数研出版 427 化学重要問題集 ２０１５ 数研出版 448 日本史Ｂ一問一答 ナガセ 360
(350冊以上） ＤＵＯ　３．０ アイシ－ピ－ 811 チャ－ト式基礎からの数学２＋Ｂ 数研出版 400

英単語タ－ゲット１９００ 旺文社 682
システム英単語 駿台文庫 564
Ｎｅｘｔ　Ｓｔａｇｅ英文法・語法問題 桐原書店 546
やっておきたい英語長文５００ 河合出版 390
英熟語タ－ゲット１０００ 旺文社 374

14～57位 Ｆｏｒｅｓｔ　解いてトレ－ニング 桐原書店 341 古文単語ゴロゴ スタディカンパ 312 チャ－ト式基礎からの数学３ 数研出版 283 物理のエッセンス 力学・波動 河合出版 338 日本史用語集 山川出版社 345
(170冊以上） やっておきたい英語長文７００ 河合出版 289 マドンナ古文単語２３０ 学研教育 252 理系数学の良問プラチカ 数学１・Ａ・２・Ｂ 河合出版 212 物理のエッセンス 熱・電磁気・原子 河合出版 324 世界史用語集 山川出版社 314

キクタン〈Ｂａｓｉｃ〉４０００ アルク 278 ステップアップノ－ト３０古典文法基礎ドリル 河合出版 223 １対１対応の演習／数学Ｂ 東京出版 211 化学の新研究 三省堂 244 山川詳説日本史図録 山川出版社 281
やっておきたい英語長文３００ 河合出版 256 マドンナ古文 学研教育 183 １対１対応の演習／数学３ 微積分編 東京出版 202 化学の新演習 三省堂 185 最新基本地図 ２０１５ 帝国書院 208
英作文ハイパ－トレ－ニング自由英作文編 桐原書店 224 入試現代文へのアクセス 基本編 河合出版 183 １対１対応の演習／数学２ 東京出版 197 良問の風物理頻出・標準入試問題集 河合出版 184 世界史Ｂ一問一答 ナガセ 182
基礎英語長文問題精講 旺文社 215 １対１対応の演習／数学１ 東京出版 192 物理重要問題集 ２０１５ 数研出版 180 センタ－試験地理Ｂの点数が面白いほど ＫＡＤＯＫＡＷＡ 177
ポレポレ英文読解プロセス５０ 代々木 205 １対１対応の演習／数学Ａ 東京出版 188
基礎英文問題精講 旺文社 198 新課程チャ－ト式解法と演習数学１＋Ａ 数研出版 185
全解説頻出英文法・語法問題１０００ 桐原書店 174 １対１対応の演習／数学３ 曲線・複素数編 東京出版 176

58～81位 基礎英文解釈の技術１００ 桐原書店 155 何を書けばいいか小論文のオキテ５５ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 169 新課程　チャ－ト式基礎と演習数学１＋Ａ 数研出版 162 名問の森物理 力学・熱・波動１ 河合出版 164 山川詳説世界史図録 山川出版社 169
(130冊以上） デ－タベ－ス４５００完成英単語・熟語 桐原書店 144 得点奪取古文 河合出版 164 数学重要問題集数学１・２・３・Ａ・Ｂ（理系） ２０１５ 数研出版 153 生物基礎問題精講 旺文社 162

入門英文解釈の技術７０ 桐原書店 144 得点奪取現代文記述・論述対策 河合出版 151 文系数学の良問プラチカ 数学１・Ａ・２・Ｂ 河合出版 145 田部の生物基礎をはじめからていねいに ナガセ 162
高校英文法をひとつひとつわかりやすく 学研教育 143 漢文早覚え速答法 学研教育 150 チャ－ト式解法と演習数学２＋Ｂ 数研出版 142 名問の森物理 波動２・電磁気・原子 河合出版 162
英語長文問題精講 旺文社 142 基礎からのジャンプアップノ－ト古典文法・演習ドリル 旺文社 141 高校数学１をひとつひとつわかりやすく。 学研教育 135 化学基礎問題精講 旺文社 157
英単語タ－ゲット１４００ 旺文社 139 読んで見て覚える重要古文単語３１５ 桐原書店 136 化学一問一答 ナガセ 140
英語長文レベル別問題集 ４（中級編） ナガセ 136 漢文ヤマのヤマ 学研教育 134 チャ－ト式シリ－ズ新生物 数研出版 132
基礎英文法問題精講 旺文社 133 基礎からのジャンプアップノ－ト漢文句法・演習ドリル 旺文社 131 新化学化学基礎＋化学 数研出版 130
ユメタン １ アルク 131
ユメタン ２（国公立大２次・難関私立大レ アルク 130

82～96位 竹岡広信の英作文が面白いほど書ける本 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 128 現代文の勉強法をはじめからていねいに ナガセ 128 理系数学の良問プラチカ 数学３ 河合出版 120 生物重要問題集 ２０１５ 数研出版 125 詳説日本史ノ－ト 山川出版社 124
(110冊以上） 英語長文レベル別問題集 ３（標準編） ナガセ 127 小論文これだけ！ 教育深掘り編 東洋経済 125 鎌田の化学基礎をはじめからていねいに ナガセ 120 書きこみ教科書詳説日本史 山川出版社 114

キクタン〈Ａｄｖａｎｃｅｄ〉６０００ アルク 121 得点奪取漢文 河合出版 127 鎌田の有機化学の講義 旺文社 118
英文読解入門基本はここだ！ 代々木 123 原色小倉百人一首 文英堂 114
英文法ファイナル問題集標準編 桐原書店 119
英単語タ－ゲット１２００ 旺文社 116
ユメタン ０ アルク 116
英文法レベル別問題集 ２（基礎編） ナガセ 114
デ－タベ－ス３０００基本英単語・熟語 桐原書店 112
ゼミ③ＮＥＷ英語頻出問題総演習 桐原書店 112
英語長文レベル別問題集 ５（上級編） ナガセ 110

97～141位 英文法レベル別問題集 ３（標準編） ナガセ 109 ステップアップノ－ト１０漢文句形ドリルと演習 河合出版 106 体系問題集数学１　代数編 数研出版 109 化学「化学基礎・化学」標準問題精講 旺文社 108 詳説日本史研究 山川出版 105
(90冊以上） 英文法レベル別問題集 １（超基礎編） ナガセ 109 富井の古典文法をはじめからていねいに ナガセ 102 数学の勉強法をはじめからていねいに ナガセ 101 鎌田の理論化学の講義 旺文社 105 新詳高等地図 帝国書院 104

大学受験減点されない英作文 学研プラス 108 マドンナ古文常識２１７ 学研教育 101 数学１・Ａ基礎問題精講 旺文社 94 福間の無機化学の講義 旺文社 101 詳説世界史研究 山川出版 103
システム英熟語 駿台文庫 107 ゴロゴ手帖 スタディカンパ 94 体系問題集数学１　幾何編 数研出版 94 橋元の物理基礎をはじめからていねいに ナガセ 97 書きこみ教科書詳説世界史 山川出版 103
英文解釈の技術１００ 桐原書店 99 小論文これだけ！ 人文・情報・教育編 東洋経済 91 チャ－ト式解法と演習数学３ 数研出版 90 理解しやすい生物 文英堂 96 よくでる日本史Ｂ一問一答重要用語問題集 山川出版 99
英単語センタ－１８００ ナガセ 102 ステップアップノ－ト３０古典文法トレ－ニング 河合出版 91 新物理　物理基礎＋物理 数研出版 92 一問一答世界史Ｂ用語問題集 山川出版 94
英語の勉強法をはじめからていねいに ナガセ 101 古文単語ｆｏｒｍｕｌａ　６００ ナガセ 91 生物「生物基礎・生物」標準問題精講 旺文社 92 一問一答日本史Ｂ用語問題集 山川出版 94
英文法レベル別問題集 ４（中級編） ナガセ 99 セミナ－生物基礎＋生物 第一学習 92
入門英語長文問題精講 旺文社 98
システム英単語 Pocket 駿台文庫 98
システム英単語 Ｐｒｅｍｉｕｍ（語源編） 駿台文庫 91
ＣＤ付新基本英文７００選 駿台文庫 93
システム英単語 Ｂａｓｉｃ 駿台文庫 91
英語長文レベル別問題集 ２（基礎編） ナガセ 90

142～199位 やっておきたい英語長文１０００ 河合出版 87 小論文これだけ！ 書き方超基礎編 東洋経済 89 数学２・Ｂ基礎問題精講 旺文社 89 高校化学基礎をひとつひとつわかりやすく 学研教育 88 センタ－倫理、政治・経済の点数が面白いほど ＫＡＤＯＫＡＷＡ 87
(70冊以上） 英語長文ハイパ－トレ－ニング レベル１ 桐原書店 85 小論文時事テ－マとキ－ワ－ド 教育・教員養成編 旺文社 88 チャ－ト式基礎と演習数学２＋Ｂ 数研出版 85 フォトサイエンス化学図録 数研出版 78 図説日本史通覧 帝国書院 85

英文で覚える英単語タ－ゲットＲ 旺文社 85 小論文時事テ－マとキ－ワ－ド 看護医療編 旺文社 88 スバラシク面白いと評判の初めから始める数学１ マセマ 82 フォトサイエンス生物図録 数研出版 76 センタ－日本史Ｂの点数が面白いほど ＫＡＤＯＫＡＷＡ 84
超高速英単語センタ－１８００ ナガセ 85 入試現代文へのアクセス 発展編 河合出版 88 やさしい高校数学（数１・Ａ） 学研教育 82 リ－ドＬｉｇｈｔノ－ト生物 解答編 数研出版 75 詳説世界史ノ－ト 山川出版 81
安河内の〈新〉英語をはじめからていねいに １ ナガセ 84 出口の現代文レベル別問題集 １（超基礎編） ナガセ 85 やさしい理系数学 河合出版 81 物理基礎問題精講 旺文社 75 日本史史料問題一問一答完全版 ナガセ 80
英作文ハイパ－トレ－ニング和文英訳編 桐原書店 83 上級現代文 １ 桐原書店 81 チャート式体系数学１　代数編 数研出版 77 よくわかる化学基礎＋化学 学研教育 72 村瀬の地理Ｂをはじめからていねいに系統地理編 ナガセ 76
英語長文ハイパ－トレ－ニング レベル２ 桐原書店 82 原色小倉百人一首 CD付 文英堂 78 高校数学Ａをひとつひとつわかりやすく。 学研教育 74 理解しやすい化学 文英堂 72 世界史 古代～近代へ 学研教育 75
基礎英作文問題精講 旺文社 80 ワ－クで覚える小論文頻出テ－マ 桐原書店 75 高校トレ－ニングノ－トα数学１ 増進堂 74 宇宙一わかりやすい高校物理（力学・波動） 学研教育 72 地理用語集 山川出版 74
ロイヤル英文法 旺文社 79 古文 河合出版 73 数学２・Ｂ標準問題精講 旺文社 74 リ－ドＬｉｇｈｔノ－ト化学 数研出版 71 絶対に解けない受験世界史 社会評論 72
英語長文レベル別問題集 １（超基礎編） ナガセ 77 入試漢字マスタ－１８００＋ 河合出版 73 ハッとめざめる確率 東京出版 73 大学入試の得点源生物「要点」 文英堂 70 センタ－世界史Ｂの点数が面白いほど ＫＡＤＯＫＡＷＡ 71
基本英単語・熟語タ－ゲット１１００ 旺文社 75 出口の現代文レベル別問題集 ３ ナガセ 72 合格る計算数学１・Ａ・２・Ｂ 文英堂 73 センタ－生物基礎の点数が面白いほど ＫＡＤＯＫＡＷＡ 70
ビジュアル英文解釈 ｐａｒｔ１ 駿台文庫 72 小論文の完全ネタ本 「人文・教育系」編 文英堂 71 スバラシク面白いと評判の初めから始める数学２ マセマ 72
英文標準問題精講 旺文社 72 高校数学２をひとつひとつわかりやすく。 学研教育 71
原田健作の自由英作文が面白いほど書ける本 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 72 合格る計算数学３ 文英堂 71
スクランブル英文法・語法 旺文社 72 高校これでわかる数学１＋Ａ 文英堂 70
英作文基本３００選 駿台文庫 72 理解しやすい数学１＋Ａ 文英堂 70
英文法ファイナル問題集難関大学編 桐原書店 71
入門英文問題精講 旺文社 71
ユメジュク アルク 70

      ※裏面に昨年売れた2次商品リストがあります 


