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商品名 対象学年 定価（税込）

高校生のキャリアノート ［全 25テーマ］ 高1～高 3 各テーマ170円

『高校生のキャリアノート』3年間のテーマ選択 モデルプラン
高校生の進路ノート スタンダード 高1～高 3 900円

高校生の進路ノート ベーシック 高1～高 3 700円

《キャリア教育・進路学習教材》活用VOICE

キャリア教育・進路学習教材 ＊キャリアノートは1テーマ30部以上、その他は学年単位・クラス単位でご注文ください。

心理検査・適性検査

商品名 対象学年 実施時間 受検料（税込）

進路適性検査 わくわく 高1～高 3 学校
時間1時間 950円

SG式進路適性検査DSCP 高1～高 3 学校
時間2時間 1,100円

文理選択適性検査 ジブラボ 高1～高 3 学校
時間1時間 1,000円

進学適性検査 GAKUTAN（学探） 高1～高 3 学校
時間1時間 1,000円

SG式進学適性検査DASH 高1～高 3 学校
時間2時間 1,100円

就職に向けた性格検査GET 高1～高 3 30分 450円

SG式一般職業適性検査 高1～高 3 学校
時間1時間 600円

SG式精神作業検査（クレペリン検査） 高1～高 3 学校
時間1時間 650円

ちあふる
 ［ライト版］ 高1～高 3 学校

時間1時間 700円

 ［スタンダード版］ 高1～高 3 学校
時間2時間 1,200円

スタート 新入生のための生徒理解調査 高1・1学期 35分 600円

スタートプラス 生徒の成長がわかる調査 高1～高 3 30分 500円

KJQマトリックス 高1～高 3 15分 540円

菅野純のKJQ調査 高1～高 3 25分 470円

KJQマトリックスガイドブック〈KJQ マトリックス 教師用指導書〉 1,200円

国・数・ 英
各 教 科

模擬試験・テスト／添削指導

商品名 対象学年 試験時間 受験・添削料（税込）

基礎学力テスト［高1用／高2用／高3用］ 高1～高 3 45分 各回1,100円

一般常識テスト［高3用／高2用］ 高 2・高 3 45分 各回950円

常識テスト90［高1～高3用］ 高1～高 3 90分 各回1,350円

SPI 攻略のための3ステップ
高校用SPI 入門テスト［高1～高3用］ 高1～高 3 45分 各回950円

高校用SPI 基礎テスト［高1～高3用］ 高1～高 3 45分 各回950円

高校用SPI 対策テスト［高1～高3用］ 高1～高 3 70分 各回1,000円

就職模擬試験［高3用／高3用工業系版／高2用］ 高 2・高 3 90分 各回1,350円

高卒程度 公務員模擬試験［高3用／高2用］ 高 2・高 3 115分 各回1,800円

基礎小論文 ワーク&添削［ワーク①／ワーク②］ 高1～高 3 45分 各ワーク1,120円

作文 ワーク&添削［全6テーマ］ 高1～高 3 45分 1テーマ1,120円

作文添削［全39テーマ］ 高1～高 3 45分・50分 1テーマ1,050円

国・数・ 英
各 教 科

小論文
執 筆
作文
執筆



補習教材

＊キャリア教育・進路学習教材、補習教材の定価は、消費税込みの価格です。
＊心理検査・適性検査の受検料は、採点料と消費税込みの価格（1人・1回あたり）です。
＊模擬試験・テストの受験料は、採点料と消費税込みの価格（1人・1回あたり）です。
＊添削指導の添削料は、消費税込みの価格（1人・1回あたり）です。
＊上記目次に掲載している学校向商品の定価、受検（験）料、添削料は、2022年４月1日から2023年３月31日までのご注文・ご実施分に
有効です。キャリア教育・進路学習教材、補習教材は、1回のご注文につき合計9部以下の場合は配送料500円（税込）を別途申し受けます。

商品名 体裁 定価（税込）

「1回10分！
  らくらくドリル」

シリーズ 

キホンの英単語［聞く・読む・書く・話す］らくらくドリル A4 判・87 ページ 520 円

キホンの日本語力らくらくドリル A4 判・87 ページ 520 円

キホンの計算力らくらくドリル A4 判・87 ページ 520 円

わかる！ とける！ 基本の数学 B5 判・56 ページ 550 円

これでバッチリ！ 進学ガイダンス＋国・数・英	 B B5 判・192 ページ 940 円

ステップアップ国・数・英 B5 判・104 ページ 670 円

ステップアップ国・数・英 Next B5 判・111 ページ 720 円

SPI& 一般常識 10 日間集中ドリル B5 判・48 ページ 580 円

これでバッチリ！ ガイダンス+SPI・一般常識	 B B5 判・144 ページ 780 円

ステップアップ一般常識	 A B5 判・104 ページ 670 円

一般常識チェック & トライ	 A B5 判・79 ページ 660 円

一般常識サポートドリル	 A B5 判・73 ページ 620 円

一般常識Drill	 A B5 判・88 ページ 620 円

一般常識 & SPI 対策ワーク B5 判・80 ページ 660 円

一般常識 & 適性検査ベーシック	 A B5 判・79 ページ 640 円

はじめて学ぶ SPI 入門問題集	 A B5 判・80 ページ 660 円

基礎から学ぶ SPI ベーシック問題集	 A B5 判・93 ページ 660 円

実戦レベルで学ぶ SPI 対策問題集	 A B5 判・95 ページ 680 円

就職試験サポートドリル B5 判・72 ページ 620 円

就職基礎Drill B5 判・72 ページ 580 円

実戦力がキチンと身につく 就職精選問題集 B5 判・80 ページ 650 円

自己アピール力をつける 面接ワークブック B5 判・48 ページ 440 円

書く力を身につける 作文ワークブック B5 判・72 ページ 550 円

高卒程度公務員試験対策 適性試験ステップ25［基礎］編 A4 判・176 ページ 1,340 円

高卒程度公務員試験対策 適性試験ステップ25［実戦］編 A4 判・176 ページ 1,340 円

改訂


