
これが役に立つ！センターお薦め参考書(最新版)

島根県立松江北高等学校英語科 八幡成人
★は超オススメ 2014年 8月現在

第１問題 発音・アクセント問題 ※単語の発音とアクセントの知識 満点を狙う！

竹岡広信 センター試験英語【発音・アクセン 中経出版 2012年
ト、文強勢・会話・リスニング】の
点数が面白いほどとれる本

八幡成人（編）★★★ ２０１５年度英語センター対策本～ 自費出版 2014年
勉強の仕方（改訂１２版） ※3種類の

頻出語リストが的中率高し!

八幡成人 発音・アクセント問題の攻略法 自費出版 2013年

安河内哲也(他) センター英語ファイナルチェック７６８ 桐原書店 2009年

国生浩久 ハンディスタイル発音・アクセント 学研 2009年

寺島よしき ９割とれる！英語の発音・アクセン 中経出版 2012年
ト攻略法

佐々木欣也 最頻出問題発音・アクセント３００ 桐原書店 2010年

大岩秀樹 みんなのセンター教科書 英語 旺文社 2012年

山下りょうとく★ 発音・アクセント問題演習 ホームページ 無料
http://ryoutoku.jimdo.com/

出題頻度・傾向別発音・アクセント 旺文社 2004年
問題集

第２問題 文法・語法、会話文、語整序問題 ※文の構成ルールと語句の意味・語法知識

島田浩史・落合郁夫 島田・落合のセンターはこれだけ！ 文英堂 2005年
英語[発音・文法・語法・整序]

福崎伍郎 ★★★ きめる！センター英語 新旧両課程 学研 2014年
対応版

薄 大助 整序英作文 厳選２３の解法で合格 文英堂 2005年
を決める

篠田重晃・米山達郎★ 英文法・語法ヴィンテージ いいずな書店 2010年

田中丈博 センター試験でた順英語 星雲社 2007年

戸澤全宗★ 英文法・語法問題ベスト４００ 学研 2012年

伊藤 剛 短期で攻める英語整序問題２００ 桐原書店 2009年

中川雅晴 中川センター英語講義の実況中継 語学春秋社 2008年

佐々木欣也 最頻出問題英文法・語法５００ 桐原書店 2010年

浅野・大島・天倉・早 センター英語突破のルール２８ 学研 2012年
川

八幡成人（監修）中川 センター試験英語過去問題集 文法 ピアソン桐原 2012年
右也・土屋知洋（編） ・語法頻出１７項目の演習 TREND17

★★★ ※別冊の重要事項のまとめがいい

佐藤誠司★ トータルマスター試験に出る「英語 メトロポリタン 2011年
の語法・文法」大全 プレス

山下りょうとく★★★ 英文法・語法問題演習 山下先生の 無料

動詞の語法問題演習 ホームページ

類義語・語義説明問題演習

英熟語のまとめと問題演習

センター文法語法スーパーチェック

会話問題演習

整序英作文問題演習

三浦淳一★★ センター試験英語［語句整序］を 中経出版 2014年
１０時間で攻略する本

関 正生★ 世界一わかりやすい英文法・語法の 中経出版 2012年
特別講座

英語検定協会★ 英検準２級・２級 英語検定協会 問題集で

第３問題 語義類推、不要文削除、意見要約問題 ※段落内の流れを読み取る力

早川勝己 「出る問」攻略 システムセンター 水王舎 2005年
対策英語

八幡成人(編) ★★ 英単語はアタマ・オナカ・シッポ 自費出版 2011年
で攻略だ！

三村浩一・堀池光男 ９割をねらえ！解決！センター英 Ｚ会 2011年
語筆記 改訂第５版

八幡成人★★ ２０１５進研［センター試験］直前 ラーンズ 2014年
演習英語(筆記）

入試問題 明治大・青山学院大・中央大・法政 過去問 赤本で
＜第３問Ａ＞ 大・学習院大 センター本試・追試

第４問題 図表・グラフ問題、広告問題 ※英文情報をグラフ情報に

石井雅勇 ズバリ攻略！センター試験英語 桐原書店 2005年

田辺博史 センター試験英語大問別予想問題集 旺文社 2008年
第４問

山下りょうとく ホームページ動画講義ギャラリー ホームページ 2012年
→センター対策シリーズ



第５問題 ビジュアル読解問題 ※文字情報とビジュアル情報の一致

竹岡広信 センター試験英語【読解】の点数が 中経出版 2009年
面白いほどとれる本

山下良徳★ 語感で覚える重要英単語 青灯社 2011年

第６問題 評論文問題 ※正確な読解力と論旨の流れを捉える力

宇佐美光昭 マーク式英語長文解き方の基本 旺文社 2010年
読解テクニック編

木原太郎 木原センター英語講義の実況中継 語学春秋社 2005年

山下良徳 ★★★ センター英語９割GETの攻略法 語学春秋社 2010年
改訂第４版

リスニング問題 ※｢待ち伏せ｣ができるかどうかがカギ！ 音読、音読、音読！

木村達哉 ★★ Listening Box センター対策リスニ 啓林館 2009年
ング

（八幡成人） ★★ ２０１５進研［センター試験］対策 ラーンズ 2014年
英語重要問題演習 英語リスニング
改訂版

安河内哲也 きめる！センター英語リスニングト 学研 2014年
レーニング

（八幡成人）★ ２０１５進研［センター試験］直前 ラーンズ 2014年
演習英語(リスニング）

◎問題演習に、過去問演習に（最良のセンター対策だ！）

（八幡成人） ★★★ ２０１５進研［センター試験］対策 ラーンズ 2014年
英語 重要問題演習 英語(筆記)
※別冊のナビゲーターが重宝

八幡成人他 センター試験必勝トレーニング 東京出版 2005年

河合塾 ★ センター試験過去問レビュー 河合出版 2014年
英語２０１４ ※解説がより詳しくてよい

宇佐美光昭 ★★ センター試験過去問 宇佐美光昭は 旺文社 2011年
こう解く！英語(筆記)

田辺博史 センター試験傾向と対策英語（筆記） 旺文社 2011年

（八幡成人）★★ ２０１５進研［センター試験］直前 ラーンズ 2014年
演習英語(筆記) 」
※別冊に未知語推測・語彙リストが掲載

柴田卓也 センター英語プレ問題集<BASIC> 学研 2014年

西北出版編集部 大学入試センター過去問題集 いいづな書店 2014年

◎その他指導に参考になるもの、おススメ教材

※問題演習加工用に大 データベースセンターTen 2014 ジェイシー教育 2014年
変重宝するソフト ★★ 研究所

徳村英樹の直前対策ＤＶＤセンター試験・英語編 ★ イエジュク 2010年
山下りょうとく（河合塾）のホームページ ★★★ http://ryoutoku.jimdo.com/
水野 卓 鉄人講師のセンター対策傾向と対策ナビ ★★★『蛍雪時代』（旺文社） 2014年

水野 卓 Podでセンター英語 講談社 2006年

津田秀樹 センター試験)裏技大全２０１４年英語 洋泉社 2014年

※これらは私が手にとって実際に使ってみて、センター試験対策の「戦略」を教えてくれる良書と
判断できるものばかりです。特に★印のついているものは利用価値の高いものです。


