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2022年   発行図書一覧表

Since 1955 　　 教壇の声をかたちに

本　　社	 〒 815-0037　福岡市南区玉川町２番１号		大連ビル
　　　　	 ＴＥＬ	092-551-4341
	 ＦＡＸ	092-562-4741( 営業 )・092-541-1414( 編集 )
東京事務所	 東京都新宿区

※ FAXにてご注文の際は，コピーしてお使いください。
※税込価格は消費税率 10％の金額です。

FAX 092-562-4741

　　　　　　　　　学校名　　　　　　　　　　　　　　ご芳名　

納品希望日　　  　月   　　日

ホームページ　http://www.keiryusha.co.jp/

都 道

府 県

書　　　　名 判型 頁数 書籍コード 本体価格（税込価格）生徒用 教師用 合計

公
民
科

公
共

新公共要点ノート B5 128 113220 609 円 (670 円 )

新公共研究ノート B5 128 103220 609 円 (670 円 )

現
社

新現代社会要点ノート B5 128 113211 600 円 (660 円 )

新現代社会研究ノート B5 128 103211 600 円（660 円）

共通テスト実力トレーニング	現代社会 B5 152 125220 709 円（780 円）

政
経

新政治・経済ノート B5 128 151220 619 円（681 円）

共通テスト実力トレーニング	政治・経済 B5 128 154220 591 円（650 円）

サクシード政経／現社 B5 136 155220 636 円（700 円）

倫
理

新倫理ノート B5 128 131220 619 円（681 円） 	

共通テスト実力トレーニング	倫理 B5 128 134220 591 円（650 円）

新倫理資料集 B5 168 146110 648 円（713 円）

地
歴
科

地
理

地理総合演習ノート B5 120 233220 582 円 (640 円 )

新地理要点ノート B5 176 234220 762 円（838 円）

サクシード地理 B5 152 237220 667 円（734 円）

新地理の研究 B5 128 231220 695 円（765 円）

地理演習ノート B5 104 233211 543 円（597 円）

共通テスト実力トレーニング	地理 B5 152 235220 704 円（774 円）

歴史
総合

新歴史総合要点ノート B5 96 212220 573 円 (630 円 )

新歴史総合研究ノート B5 80 202220 552 円 (607 円 )

日
本
史

新日本史要点ノート（標準編） B5 192 183220 676 円（744 円）

新日本史要点ノート（応用編） B5 240 184220 743 円（817 円）

ステップアップ日本史 B5 128 175220 537 円 (591 円 )

新日本史研究ノート（標準編） B5 144 172220 600 円（660 円）

新日本史研究ノート（応用編） B5 160 173220 638 円（702 円）

共通テスト実力トレーニング	日本史 B5 160 194220 736 円（810 円）

口語訳付　日本史必修史料集 B5 176 192210 619 円（681 円）

日本史　重要語句Check	List	 A5 168 195220 571 円（628 円）

つながる	日本史	重要語句Check	List ノート	 A5 68 196220 136 円（150 円）

世
界
史

新世界史要点ノート（標準編） B5 192 213220 676 円（744 円）

新世界史要点ノート（応用編） B5 256 214220 771 円（848 円）

新世界史研究ノート（標準編） B5 144 203220 600 円（660 円）

新世界史研究ノート（応用編） B5 160 204220 638 円（702 円）

新世界史A要点ノート B5 	96 212210 552 円（607 円）

新世界史A研究ノート B5 	80 202210 552 円（607 円）

世界史　各国史　［改訂新版］ B5 120 222210 571 円（628 円）

共通テスト実力トレーニング	世界史 B5 176 224220 764 円（840 円）

ランドスケープ　世界史図表 AB5 136 225180 648 円（713 円）

世界史　重要語句	Check	List A5 176 227220 571 円（628 円）

つながる		世界史	重要語句Check	List ノート	 A5 68 228220 136 円（150 円）

橋渡し スタートアップ地歴・公民 B5 32 247220 336 円 (370 円 )
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Civics公　民

九州高等学校地理教育研究会 (九地研 ) のテキスト

Geography地　理

九州高等学校公民科教育研究協議会 (九公民協 )のテキスト

※税込価格は消費税率 10％の金額です。
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新公共要点ノート
●サブノート形式で，基本的事項を整理。
●欄外に用語解説を記載。
●右ページの「作業と研究」で考察を深める。
●各章末には「アクティブ・ラーニング」のための作業ページを掲載。

新公共研究ノート
●問題集形式で単元ごとに基礎学力の定着を図る。
●各章末に重要語句の確認のための一問一答を掲載。
●基礎から応用まで幅広く収録。
●グラフ・資料の読み取り問題にも対応。

新政治・経済ノート
●サブノート形式と各章の重要事項を中心に精選した問題集形式

で構成。
●問題集部分は基礎から応用に至るまで幅広い角度から編集。

新地理要点ノート
●サブノート形式で，重要事項を整理。
●左右見開きにメモ欄。
●右ページは学習内容を深める作業と資料を充実。
●巻末に切り取って提出できる地理作業ページ付。

新地理の研究
●問題集形式。
●記入して反復学習しやすいようにページ下に解答欄あり。
●基礎的な問題から，地理的知識をベースとした考察力を問う

問題まで，多様な問題を収録。
●豊富な地図や写真，統計資料で総合力を養成。

地理総合演習ノート
●左ページはサブノート形式で重要事項を整理。
●右ページは理解を深める追究課題。
●各単元の最後に生徒が主体的に学習を見つめ直す「ふりか

えり」欄。
●巻末に地形図等の豊富な考察追究課題。

共通テスト 実力トレーニング 地理
● 2021 年共通テスト地理 A，地理 B の問題を収録。
　また，適宜センター試験の過去問を改題。
●必要に応じセンター試験の過去問統計を最新データに更新。
●学習しやすい分野別配列。

新倫理資料集

地理演習ノート

新現代社会研究ノート

新現代社会要点ノート

 〈書籍コード 146110-0〉　　B５判	２色刷 168 頁　　定価：648 円 +税（税込 713 円）

〈書籍コード 233211-0〉　B５判	２色刷104頁　定価：543円+税（税込 597 円）

 〈書籍コード 113211-0〉
　B５判	２色刷 128 頁	 定価：600 円 +税（税込 660 円）

〈書籍コード 103211-0〉
　B５判	128 頁	 定価：600 円 +税（税込 660 円）

共通テスト実力トレーニング 倫理
● 2021 年共通テスト，試行調査の問題を収録。
●重要事項を確認する「ポイント整理」，分野ごとに知識を問う「分野

別問題」，思考力や総合力を問う「実践問題」で構成。巻末に最新の
共通テスト問題。

●解答解説書では問題についての丁寧な解説に加え周辺知識も充実。

サクシード地理
●要点・作業・問題の３段構成で，入試に必要な地理の基礎

を完全マスター。
●「作業」では地図や統計のポイントを理解。
●「問題」は要点・作業の内容に関連した過去問。
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DownloadDownload
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DownloadDownload
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DownloadDownload
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DownloadDownload

DATA本文

DownloadDownload

DATA本文

DownloadDownload

DATA問題

DownloadDownload

DATA本文

DownloadDownload

DATA本文

共通テスト実力トレーニング 政治・経済
● 2021 年共通テスト，試行調査の問題を収録。
●重要事項を確認する「ポイント整理」，分野ごとに知識を問う「分

野別問題」，思考力や総合力を問う「実践問題」の３部構成。
●解答解説書では問題についての丁寧な解説に加え周辺知識も充実。

共通テスト実力トレーニング 現代社会
● 2021 年共通テスト，試行調査の問題を収録。
●重要事項を確認する「ポイント整理」，分野ごとに知識を問う「分野

別問題」，思考力や総合力を問う「実践問題」の３部構成。
●解答解説書では問題についての丁寧な解説に加え周辺知識も充実。

新 刊

新 刊

新 刊

サクシード政経／現社　
● 要点・作業・正誤問題・過去問の４段構成で，入試に必要な政治・

経済／現代社会の基礎をマスター。
●全41課（政治22課，経済17課，青年期２課）。単元を細かく分け，

ポイントを絞った着実な学習ができる。

新倫理ノート
●サブノート形式で基本的事項の整理。

●各章末に重要語句の確認のための一問一答を掲載。

〈書籍コード 151220-0〉

B５判		128 頁

定価：619 円 +税

　　   （税込 681 円）

解答解説書付
　　　 （別冊）

〈書籍コード 231220-0〉

B５判	２色刷 128 頁

定価：695 円 +税

　　   （税込 765 円）

解答解説書付
　　　 （別冊）

解答解説書付
　　　 （別冊）

〈書籍コード 235220-0〉

B５判		152 頁

定価：704 円 +税

　　   （税込 774 円）

解答解説書付
　　　 （別冊）

〈書籍コード 237220-0〉

B５判	２色刷 152 頁

定価：667 円 +税

　　   （税込 734 円）

解答解説書付
　　　 （別冊）

解答解説書付
　　　 （別冊）

〈書籍コード 234220-0〉

B５判	２色刷 176 頁

定価：762 円 +税

　　   （税込 838 円）

〈書籍コード 233220-0〉

B５判	２色刷 120 頁

定価：582 円 +税

　　   （税込 640 円）

〈書籍コード 154220-0〉

B５判		128 頁

定価：591 円 +税

　　   （税込 650 円）

〈書籍コード 125220-0〉

B５判		152 頁

定価：709 円 +税

　　   （税込 780 円）

〈書籍コード 103220-0〉

B５判		128 頁

定価：609 円 +税

　　   （税込 670 円）

〈書籍コード 113220-0〉

B５判	２色刷	128 頁

定価：609 円 +税

　　   （税込 670 円）

〈書籍コード 131220-0〉

B５判		128 頁

定価：619 円 +税

　　   （税込 681 円）

解答解説書付
　　　 （別冊）

解答解説書付
　　　 （別冊）

解答解説書付
　　　 （別冊）

解答解説書付
　　　 （別冊）

解答解説書付
　　　 （別冊）

解答解説書付
　　　 （別冊）

解答解説書付
　　　 （別冊）

〈書籍コード 134220-0〉

B５判		128 頁

定価：591 円 + 税

　　   （税込 650 円）

解答解説書付
　　　 （別冊）

〈書籍コード 155220-0〉

B５判	２色刷	136 頁

定価：636 円 +税

　　   （税込 700 円）

解答解説書付
　　　 （別冊）

解答書付
（別冊）



Modern and Contemporary History歴史総合

※税込価格は消費税率 10％の金額です。
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Japanese History日本史

九州高等学校歴史教育研究協議会 (九歴協 ) のテキスト

九州高等学校歴史教育研究協議会 (九歴協 ) のテキスト
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共通テスト実力トレーニング 日本史
●共通テスト試行調査，2021 年共通テスト日本史 B

 （第１日程・第２日程）の問題を掲載。

●「時代別問題（ポイント整理＋センター試験過去問）」，「共

通テスト形式の問題（各章末）」，「実践問題（2021 年実

施共通テスト問題第１日程など）」で構成。

口語訳付　日本史必修史料集
●必修テーマ 82 項目を厳選。 
●見開き 2 ページで 1 テーマ。
●解説はテーマの時代背景やその意義を明記。
●大学入試対策から歴史の本質まで理解できる。

日本史  重要語句 Check List
●一問一答形式。

●「キーワード」による重要語句の整理と理解。

●基本問題，標準問題，史料・写真・地図・グラフ・

　概念図問題等で構成。

●小テスト作成に便利な「本文データ」＋「小テスト

　フォーマット」のデータ CD 付。

つながる　日本史重要語句 Check List　ノート

●『日本史重要語句 CheckList』に準拠。

●『日本史重要語句 CheckList』中の重要語句を図解・

　地図・年表で理解。

●重要語句同士の関係性をつかみ，流れの中に位置

　づけて「知識を構造化」。
※『日本史重要語句 Check List』ご採用校のみの販売となります。

新日本史要点ノート (標準編)

●サブノート形式，基本から標準的事項を整理。
●左ページは単元ごとにまとめた要点整理。
●右ページは書いて覚える解答欄とノート。

新歴史総合要点ノート
●巻頭に中学復習ページ。
●流れ図＋要点整理＋ノートページで構成。
●ノートページ下段に「地図と資料に触れる」を掲載。
●各章末に「章のふりかえり」＋「章の最後に考えて

みよう」を設け，思考力を養う。

新日本史要点ノート (応用編)

●サブノート形式，基本から発展的事項を整理。
●左ページは単元ごとにまとめた要点整理ページ。
●右ページは授業内容を記入できるノート。

新歴史総合研究ノート
●問題集形式。年表問題，文章空欄補充問題，地図・

写真問題で構成。
●巻頭に中学復習ページ。
●資料読み取りページでは「統計 ( 表・グラフ )」，「風

刺画」，「文字資料(史料)」の読み取りポイントを解説。
●実践問題 ( 章末など 5 か所 ) では，資料問題や会話

形式の問題を掲載。

新日本史研究ノート (標準編)

●問題集形式，基礎的学力の養成と定着に最適。
●教科書に即した 13 章構成。
●共通テスト程度の入試を目標とした標準的な難易度

設定。

ステップアップ日本史
●基礎的な学習内容の定着に最適。
●見開き 2 ページで展開。
●左ページは学習のポイントの整理と短い文章の
　穴埋め問題（Step-1）で構成。
●右ページは史料・写真などを扱う問題を展開し，
　総合力を養成（Step-2）。

新日本史研究ノート (応用編)
●問題集形式，国公立・難関私立大学受験に対応。
●４つの時代別に略年表を設け，時代を概観。
●単元ごとに総合問題。巻末に入試実践演習問題。
●国公立二次試験対策として論述問題を収録。

〈書籍コード 175220-0〉

B５判	２色刷 128 頁

定価：537 円 +税

　　   （税込 591 円）

解答解説書付
　　　 （別冊）

解答解説書付
　　　 （別冊）

DownloadDownload

DATA問題

DownloadDownload

DATA問題

DownloadDownload

DATA本文

DownloadDownload

DATA本文

DownloadDownload

DATA本文

DATADATA

本文本文

付属

新 刊

新 刊

〈書籍コード 183220-0〉

B５判	２色刷 192 頁

定価：676 円 +税

　　   （税込 744 円）

解答書付
（別冊）

解答書付
（別冊）

〈書籍コード 202220-0〉

B５判	80 頁

定価：552 円 +税

　　   （税込 607 円）

〈書籍コード 172220-0〉

B５判	２色刷 144 頁

定価：600 円 +税

　　   （税込 660 円）

解答解説書付
　　　 （別冊）

解答解説書付
　　　 （別冊）

〈書籍コード 173220-0〉

B５判	２色刷 160 頁

定価：638 円 +税

　　   （税込 702 円）

解答解説書付
　　　 （別冊）

〈書籍コード 184220-0〉

B５判	２色刷 240 頁

定価：743 円 +税

　　   （税込 817 円）

〈書籍コード 212220-0〉

B５判 96 頁

定価：573 円 +税

　　   （税込 630 円）

解答書付
（別冊）

〈書籍コード 195220-0〉

Ａ５判	２色刷 168 頁

定価：571 円 +税

　　   （税込 628 円）

〈書籍コード 196220-0〉

Ａ５判	68 頁

定価：136 円 +税

　　   （税込 150 円）

〈書籍コード 192210-0〉

B５判	２色刷 176 頁

定価：619 円 +税

　　   （税込 681 円）

〈書籍コード 194220-0〉

B５判	160 頁

定価：736 円 +税

　　   （税込 810 円）

解答解説書付
　　　 （別冊）



九州高等学校歴史教育研究協議会 (九歴協 ) のテキスト

World History世界史

世
　
界
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世
　
界
　
史

橋

　渡

　し※税込価格は消費税率 10％の金額です。

九州高等学校地理歴史科公民科教育研究協議会 (九高地歴公民研 )のテキスト

Bridge橋渡し
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新世界史 A 要点ノート 
●サブノート形式で，基本的事項を整理。
●右ページは授業内容を記入できるノート。
●流れ・作業・ポイント確認で重要事項を確認。
●巻頭に「国名・自然地名」「中学歴史の復習」を掲載。

新世界史 A 研究ノート 
●問題集形式。
●基礎的な近現代史を中心に編集。
●地図問題や写真問題，年表問題など豊富。
●巻頭に「国名・自然地名」「中学歴史の復習」を掲載。

新世界史要点ノート (標準編)

●サブノート形式で，基本から標準的事項までを整理。
●右ページは資料・ノート。
●参考資料としてテーマに沿った地図を各所に配置。
●流れ図と作業地図を各所に追加。

新世界史要点ノート (応用編)
●サブノート形式で，基本から発展的事項までを整理。
●右ページは空間的な把握を促す作業地図と授業内容を記入

できるノート。
●カラー見返しは，国名・自然地名など。
●巻末には復習に便利な索引付。

新世界史研究ノート (応用編)
●問題集形式で，大学受験に対応。
●単元ごとに年表を配し時代を概観，空所補充や地図問題な

どで応用的な事項まで確認。
●「知識の整理と応用」ページには史料・グラフ読み取り問題

を掲載。

新世界史研究ノート (標準編)

●問題集形式。基礎学力の養成と定着に最適。
●教科書に即した 16 章構成。
●共通テスト程度の入試を目標とした標準的な難易度設定。

共通テスト実力トレーニング 世界史
● 2021 年共通テスト世界史 B や 2018 年試行調査を掲載。
●「時代別演習（ポイント整理＋過去問・新傾向問題）」「頻

出テーマ別演習」「出題形式別演習」「大学入学共通テス
ト世界史 B（2021 年）」の４編構成。

スタートアップ地歴・公民
●スムーズに「総合・公共」へ繋ぐための中学復習問題集。

●中学社会を地理 10 頁・歴史 12 頁・公民 8 頁で復習。

●高校入学前に最低限押さえておいてほしいポイントの確認。

●再読しやすいように設問中に用語を「書き込む」形式。

〈書籍コード 224220-0〉

B５判	176 頁

定価：764 円 +税

　　   （税込 840 円）

〈書籍コード 247220-0〉

B５判	２色刷 32 頁

定価：336 円 +税

　　   （税込 370 円）

解答解説書付
　　　 （別冊）

解答書付
（別冊）

解答書付
（別冊）

解答解説書付
　　　 （別冊）DownloadDownload

DATA本文

DownloadDownload

DATA問題

DownloadDownload

DATA本文

DownloadDownload

DATA本文

DownloadDownload

DATA本文
テスト

DATADATA

本文本文

付属

新 刊

〈書籍コード 213220-0〉

B５判	２色刷 192 頁

定価：676 円 +税

　　   （税込 744 円）

〈書籍コード 214220-0〉

B５判	２色刷 256 頁

定価：771 円 +税

　　   （税込 848 円）

〈書籍コード 203220-0〉

B５判	２色刷 144 頁

定価：600 円 +税

　　   （税込 660 円）

〈書籍コード 204220-0〉

B５判	２色刷 160 頁

定価：638 円 +税

　　   （税込 702 円）

解答解説書付
　　　 （別冊）

〈書籍コード 212210-0〉

B５判	96 頁

定価：552 円 +税

　　   （税込 607 円）

〈書籍コード 202210-0〉

B５判	80 頁

定価：552 円 +税

　　   （税込 607 円）

解答解説書付
　　　 （別冊）

世界史  各国史  [ 改訂新版 ]

●世界史の流れを各国別・地域別にわかりやすく整理。
●「中国文化史」「北方民族関連史」「ヨーロッパ文化史」など

入試頻出テーマに対応。
●「東南アジア史」「東ヨーロッパ史」など苦手克服にも最適。

〈書籍コード 222210-0〉

B５判	２色刷 120 頁

定価：571 円 +税

　　   （税込 628 円）

ランドスケープ  世界史図表
●世界史の基本的な内容を中心に掲載。
●視覚的な理解を助ける，学習に役立つ地図・写真・史料

を厳選して掲載。
●テーマ「世界史への扉」，「ユーラシアの交流圏」，「急変

する人類社会」を充実。

〈書籍コード 225180-0〉

AB５判			カラー 136 頁

定価：648 円 +税

　　   （税込 713 円）

世界史  重要語句 Check List
●一問一答形式。　●「キーワード」による重要語句の整理と理解。

●Basic（基本問題），Standard（標準問題），Visual（地図

･ 写真等）で構成。

●教科書の流れに即し，入試必須の重要語句を網羅。

●テスト作成に便利な「本文データ」・「小テスト用データ」を 

　完備。

〈書籍コード 227220-0〉

Ａ５判	２色刷 176 頁

定価：571 円 +税

　　   （税込 628 円）

解答書付
（別冊）

解答書付
（別冊）

解答書付
（別冊）

解答解説書付
　　　 （別冊）

つながる　世界史重要語句 Check List　ノート　
●『世界史 重要語句 Check List』に準拠。
●『世界史 重要語句 Check List』中の重要語句を，図解・
　地図・年表で理解。
●重要語句同士の関係性をつかみ，流れの中に位置づけて
　「知識を構造化」。
※『世界史重要語句 Check List』ご採用校のみの販売となります。

〈書籍コード 228220-0〉

Ａ５判	68 頁

定価：136 円 +税

　　   （税込 150 円）


