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KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 

読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機能
など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供します。 

No.KD0248  2021年6月 

紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

旺文社 

＊上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。 

まずは「パス単」！ 

英検問題の分析
に基づきよく出題
される語を「でる
順」に掲載。すべ
ての見出し語に例
文が付いているの
で効果的に暗記
が出来ます。1級
～5級を販売 

「でる順」だからムダがな
い！1冊で2次試験対
策までカバーできるオー
ルインワン型対策問題
集「でる順 合格問題
集」！過去問を分析し、
本番そっくりのオリジナル
問題を頻度別に収録。 

準1級～3級を販売 

「分野別ターゲット」は、 

1級～3級までそれぞれの
級で必要な分野を抜き
出して出版されています。 

1級は1番の難関英作文
問題「エッセー」に特化し
た対策書を出版。苦手
分野を重点的に学びた
い方におすすめ。 

短期完成「7日間で完
成 予想問題ドリル」！ 

本番形式の予想問題
を解くことで、総仕上げ
が出来る問題集。 

1級～5級を販売 

英検CBTとは、従来型の英検
と同じ出題形式を取りつつ、ス
ピーキングテストを吹込み式と
して1日で4技能を測ることがで
きる試験。実施級は準1級、2

級、準2級、3級です。 

「中学生のための英検合
格レッスン」はイラストととも
に必要な知識がオールカ
ラーでまとめられているから
分かりやすい！準2級～5

級を販売 

お子さま向けの英検
「英検Jr.」のテキスト。
お子さまがお家で楽
しくテスト勉強が出
来るように作成して
あります。 

英検はスピーキングを含む4技能を測定。 

日常会話からビジネス活用まで、 

「使える英語」であなたのコミュニケーションを広げます。 



Product　ID 出版社
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

でる順パス単

無料音声ダウンロード付 KP00045908 旺文社 201203 EPUB ¥6,864 ー ¥10,296

英検1級 でる順パス単 9784010947029

音声ダウンロード付 KP00045909 旺文社 201203 EPUB ¥6,468 ー ¥9,702

英検準1級 でる順パス単 9784010947036

音声ダウンロード付 KP00045930 旺文社 201203 EPUB ¥5,236 ー ¥7,854

英検2級 でる順パス単 9784010947043

音声ダウンロード付 KP00045931 旺文社 201203 EPUB ¥4,840 ー ¥7,260

英検準2級 でる順パス単 9784010947050

音声ダウンロード付 KP00045932 旺文社 201203 EPUB ¥4,400 ー ¥6,600

英検3級 でる順パス単 9784010947067

音声ダウンロード付 KP00045933 旺文社 201203 EPUB ¥4,048 ー ¥6,072

英検4級 でる順パス単 9784010947074

音声ダウンロード付 KP00045934 旺文社 201203 EPUB ¥3,828 ー ¥5,742

英検5級 でる順パス単 9784010947081

でる順　合格問題集

音声ダウンロード付 KP00045960 旺文社 201704 EPUB ¥5,676 ー ¥8,514

英検準1級 でる順 合格問題集

新試験対応版
9784010949115

音声ダウンロード付 KP00045961 旺文社 201608 EPUB ¥4,840 ー ¥7,260

英検2級 でる順 合格問題集

新試験対応版
9784010942802

音声ダウンロード付 KP00045962 旺文社 201708 EPUB ¥4,840 ー ¥7,260

英検準2級 でる順 合格問題集

新試験対応版
9784010949122

音声ダウンロード付 KP00045963 旺文社 201708 EPUB ¥4,840 ー ¥7,260

英検3級 でる順 合格問題集

新試験対応版
9784010949139
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NO

内容紹介

1

2

3

本書の特長１「でる順」で効果的に覚えられる！２すべての見出し語に例文つき！３単語暗記のサポートつ

き。最新の英検問題の分析に基づき、よく出題される語を「でる順」に掲載しています。また、すべての見出し

語に例文がついているので効果的に暗記することができます。さらに巻頭には英検1級の合格者および指導者

による単語学習法のページも用意されています。＊電子書籍版では「赤セル」部分は収録していません。

本書の特長。１「でる順」で効果的に覚えられる！２学校で習う単語から始まるので学びやすい！３学習成

果がわかるミニテストつき最新の英検問題の分析に基づき、よく出題される語を「でる順」に掲載しています。ま

た、単語は効率的に覚えられるよう、英検にでる単語のうち、「中学１、２年の教科書で多く取り扱われてい

る単語」と「英検に特徴的な単語」の２ステップで学習できます。さらに、見出し語を覚えたか確認できるミニテ

ストも用意されています。＊電子書籍版では「赤セル」部分は収録していません。

1冊で二次試験対策までカバーできる、オールインワン型、英検準1級対策問題集●「でる順」に効率よく学

習！過去問を分析し、本番そっくりのオリジナル問題を頻度別に収録。合格に最適な問題数だから、ムリな

く、ムダなく学習できます。●1冊で二次試験対策まで！一次試験はもちろん、二次試験までこれ1冊でばっち

り対策できます。●試験直前に役立つ「でる順BOOK」付き！*本書の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語

の友」でもお聞きいただけます。※一部電子書籍版では割愛した問題があります。

1冊で二次試験対策までカバーできる、オールインワン型、英検2級対策問題集●「でる順」に効率よく学

習！過去問を分析し、本番そっくりのオリジナル問題を頻度別に収録。合格に最適な問題数だから、ムリな

く、ムダなく学習できます。●1冊で二次試験対策まで！一次試験はもちろん、二次試験までこれ1冊でばっち

り対策できます。●試験直前に役立つ「でる順BOOK」付き！*本書の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語

の友」でもお聞きいただけます。※一部電子書籍版では割愛した問題があります。

1冊で二次試験対策までカバーできる、オールインワン型、英検準2級対策問題集●「でる順」に効率よく学

習！過去問を分析し、本番そっくりのオリジナル問題を頻度別に収録。合格に最適な問題数だから、ムリな

く、ムダなく学習できます。●1冊で二次試験対策まで！一次試験はもちろん、二次試験までこれ1冊でばっち

り対策できます。●試験直前に役立つ「でる順BOOK」付き！*本書の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語

の友」でもお聞きいただけます。※一部電子書籍版では割愛した問題があります。

1冊で二次試験対策までカバーできる、オールインワン型、英検3級対策問題集●「でる順」に効率よく学

習！過去問を分析し、本番そっくりのオリジナル問題を頻度別に収録。合格に最適な問題数だから、ムリな

く、ムダなく学習できます。●1冊で二次試験対策まで！一次試験はもちろん、二次試験までこれ1冊でばっち

り対策できます。●試験直前に役立つ「でる順BOOK」付き！*本書の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語

の友」でもお聞きいただけます。※一部電子書籍版では割愛した問題があります。

本書の特長１「でる順」で効果的に覚えられる！２すべての見出し語に例文つき！３単語暗記のサポートつ

き最新の英検問題の分析に基づき、よく出題される語を「でる順」に掲載しています。また、すべての見出し語

に例文がついているので効果的に暗記することができます。さらに巻頭には英検準1級の合格者および指導者

による単語学習法のページも用意されています。＊電子書籍版では「赤セル」部分は収録していません。

本書の特長１「でる順」で効果的に覚えられる！２すべての見出し語に用例つき！最新の英検問題の分析

に基づき、よく出題される語を「でる順」に掲載しています。また、すべての見出し語に用例がついているので効

果的に暗記することができます。＊電子書籍版では「赤セル」「別冊単語帳」部分は収録していません。

本書の特長１「でる順」で効果的に覚えられる！２すべての見出し語に用例つき！最新の英検問題の分析

に基づき、よく出題される語を「でる順」に掲載しています。また、すべての見出し語に用例がついているので効

果的に暗記することができます。＊電子書籍版では「赤セル」「別冊単語帳」部分は収録していません。

本書の特長　１「でる順」で効果的に覚えられる！２すべての見出し語に用例つき！最新の英検問題の分

析に基づき、よく出題される語を「でる順」に掲載しています。また、すべての見出し語に用例がついているので

効果的に暗記することができます。＊電子書籍版では「赤セル」「別冊単語帳」部分は収録していません。

本書の特長。１「でる順」で効果的に覚えられる！２学校で習う単語から始まるので学びやすい！３学習成

果がわかるミニテスト付。最新の英検問題の分析に基づき、よく出題される語を「でる順」に掲載しています。ま

た、単語は効率的に覚えられるよう、英検にでる単語のうち、「中学１、２年の教科書で多く取り扱われてい

る単語」と「英検に特徴的な単語」の２ステップで学習できます。さらに、見出し語を覚えたか確認できるミニテ

ストも用意されています。＊電子書籍版では「赤セル」部分は収録していません。
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英検Jr.

音声ダウンロード付 KP00045973 旺文社 201711 EPUB ¥6,468 ー ¥9,702

楽しくはじめる英検Jr.

ブロンズ 新装版
9784010943236

音声ダウンロード付 KP00045974 旺文社 201711 EPUB ¥6,468 ー ¥9,702

楽しくはじめる英検Jr.

シルバー 新装版
9784010943243

音声ダウンロード付 KP00045975 旺文社 201711 EPUB ¥7,656 ー ¥11,484

楽しくはじめる英検Jr.

ゴールド 新装版
9784010943250

分野別ターゲット

音声ダウンロード付 KP00045976 旺文社 201711 EPUB ¥7,656 ー ¥11,484

英検分野別ターゲット

英検1級英作文問題

改訂版

9784010948514

音声ダウンロード付 KP00046002 旺文社 201808 EPUB ¥7,260 ー ¥10,890

英検分野別ターゲット

英検準1級 単語・熟語問題

改訂版

9784010948521

音声ダウンロード付 KP00046003 旺文社 201808 EPUB ¥7,260 ー ¥10,890

英検分野別ターゲット

英検準1級 リーディング問題

改訂版

9784010948538

音声ダウンロード付 KP00046004 旺文社 201808 EPUB ¥8,492 ー ¥12,738

英検分野別ターゲット

英検準1級 リスニング問題

改訂版

9784010948545

音声ダウンロード付 KP00046005 旺文社 201808 EPUB ¥7,260 ー ¥10,890

英検分野別ターゲット

英検準1級 ライティング問題
9784010948552

音声ダウンロード付 KP00046038 旺文社 202004 EPUB ¥5,236 ー ¥7,854

英検分野別ターゲット

英検2級　ライティング問題
9784010949573
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●英作文問題の基本がわかる！まずは試験形式と過去問分析、また英作文の書き方をおさえます。●英検

の「採点基準」にそった攻略法を学べる！採点されるポイントと、どうすればハイスコアがねらえるかを確認しま

す。●練習問題を重ねることで実力がつく！練習問題ではヒントをもとにメモを完成させて、解答を書きます。

慣れたら模擬テストにチャレンジ！●模範解答2パターン＋ていねいな解説！模範解答は2パターンあり、そ

れぞれの解答をていねいに解説しています。●「チェックリスト」と「NG解答例」で振り返り学習が可能！チェック

リストを使って自分の解答を振り返ります。またNG解答例で間違った言い回しについても知ることができます。

●CBT対策ができるWeb特典！Web特典で模範解答の音声を聞いたり、タイピング練習などのCBT対策が

できます。※本書の音声は、公式アプリ「英語の友」でもお聞きいただけます

30

41長文で読解問題を徹底攻略！英検準1級のリーディング（長文読解）問題に特化した対策書です。●

リーディングについて基礎から学べる！準1級の試験形式と過去問分析、長文の読み進め方、問題の解き

方、普段の学習法などを詳しく解説しています。●41長文あるから、着実に力をつけられる！「短めウォーミン

グアップ」10長文、本番同様の長さの21長文、模擬テスト10長文（2回分）を収録しています。●「覚えて

おきたい単語リスト」と「音声ダウンロード」付き！巻末には特に知っておきたい単語リストを収録。難しい話題

の長文を理解するのに役立ちます。さらに、Chapter 3「模擬テスト」読み上げ音声がダウンロードできます。

※本書の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。

英検Jr. にチャレンジするならこの1冊！本書は、英検Jr.ブロンズをはじめて受験するお子さんが、楽しくテスト

対策できる内容となっています。●本番形式の問題とイラストで覚える単語・会話表現、本番形式の問題を

通じて実際のテストに向けた練習ができます。また、単語や会話表現は音声やイラストとともに覚えられます。

●指導冊子付き。解答解説は保護者・指導者向けの指導冊子に収録。参考にしていただける「指導のポイ

ント」も掲載しています。●充実した音声、問題だけでなく、単語や会話表現も収録。単語のパートにはリズム

で覚えられる「チャンツ」も収録しています。※電子書籍版では、付録「ポスター」、「表彰状」、「ごほうびシー

ル」は割愛しています。

本書は、英検Jr.シルバーをはじめて受験するお子さんが、楽しくテスト対策できる内容となっています。●本番

形式の問題とイラストで覚える単語・会話表現。シルバーでは各問題をはじめる前に、解答の仕方が確認でき

ます。その後で実際のテストに向けた練習ができます。また、単語や会話表現は音声やイラストとともに覚えら

れます。●指導冊子付き。●充実した音声各問題の解答の仕方は日本語音声で解説。問題のほかに単語

や会話表現も収録しています。※電子書籍版では、付録「絵カード」、「表彰状」、「ごほうびシール」は割愛し

ています。購入特典の音声ファイルでも、「絵カード」部分は割愛しています。

500問で2000語を徹底攻略！英検準1級の単語・熟語（語彙）問題に特化した対策書です。●語彙

問題の対策法を知る！試験形式と過去問分析、問題パターン別攻略法や語彙力をつけるための学習法な

ども紹介しています。●500問に挑戦できる！品詞別の練習問題400問、模擬テスト100問（25問×4回

分）の全500問を収録しています。●「単語リスト」付き！「単語リスト」に収録された単語と語義の音声をダ

ウンロードできます。※本書の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。

英検1級の英作文問題（エッセー）に特化した対策書です。●エッセーの書き方を基礎から学べる！「エッ

セーの構成」や「パラグラフの作り方」などを詳しく解説しています。●練習問題と模擬テストで英作文問題の

対策ができる！オリジナル問題13問（解答例は「賛成」「反対」2パターン掲載）を収録しています。●「時

事解説＆単語ブック」で頻出トピックを学習できる！よく出題される時事トピックの解説と語彙・フレーズをまとめ

ています。●音声ダウンロード付き！練習問題と模擬テストの解答例、「時事解説＆単語ブック」のダイアロー

グの音声をダウンロードできます。※本書の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語の友」でもお聞きいただけま

す。

本書は、英検Jr.ゴールドをはじめて受験するお子さんが、楽しくテスト対策できる内容となっています。●本番

形式の問題とイラストで覚える単語・会話表現。ゴールドでは各問題をはじめる前に、解答の仕方が確認でき

ます。その後で実際のテストに向けた練習ができます。また、単語や会話表現は音声やイラストとともに覚えら

れます。●指導冊子付き●充実した音声。各問題の解答の仕方は日本語音声で解説。問題のほかに単語

や会話表現も収録しています。※電子書籍版では、付録「表彰状」、「ごほうびシール」は割愛しています。

17のアプローチで徹底攻略！英検準1級のリスニング問題に特化した対策書です。●独自の最新分析から

攻略ポイントを学べる！最新の過去問分析とそれに基づいた攻略ポイントを掲載しています。リスニング全般へ

の取り組みにくわえて、パートごとに異なるアプローチを問題パターン別に習得できます。●オリジナル問題150

問を解ける！練習問題92問、模擬テスト58問（29問×2回分）を収録しています。●本番そっくりの音声

が聞ける！英検準1級のスピードに合わせ、本番そっくりの発音（イギリス英語を含む）でナレーションが読ま

れています本書の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。

厳選13問で英作文問題を徹底攻略！英検準1級の英作文（ライティング）問題に特化した対策書です。

●エッセーについて基礎から学べる！試験形式と過去問分析、エッセーの構成、エッセーを書く前に考えておく

べきことなどを詳しく解説しています。●厳選13問に挑戦できる！オリジナル問題13問を収録。解答例は

Agree/DisagreeまたはYes/Noの2パターンを掲載しているので、多様な解答パターンを学習できます。●

「時事解説＆単語ブック」付き！巻末には、出題が予想される時事トピックの解説と語句・フレーズをまとめた

章を設けました。●練習問題と模擬テストの解答例の音声をダウンロードできます。※本書の音声は、旺文社

リスニングアプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。



Product　ID 出版社
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2
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アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

音声ダウンロード付 KP00046039 旺文社 202004 EPUB ¥4,444 ー ¥6,666

英検分野別ターゲット

英検準2級　ライティング問題
9784010949580

音声ダウンロード付 KP00046040 旺文社 202004 EPUB ¥4,048 ー ¥6,072

英検分野別ターゲット

英検3級　ライティング問題
9784010949597

７日間完成

音声ダウンロード付 KP00046014 旺文社 201908 EPUB ¥8,096 ー ¥12,144

7日間完成 英検1級

予想問題ドリル 5訂版
9784010948910

音声ダウンロード付 KP00046015 旺文社 201908 EPUB ¥6,468 ー ¥9,702

7日間完成 英検準1級

予想問題ドリル 5訂版
9784010948927

音声ダウンロード付 KP00046016 旺文社 201908 EPUB ¥5,676 ー ¥8,514

7日間完成 英検2級

予想問題ドリル 5訂版
9784010948767

音声ダウンロード付 KP00046017 旺文社 201908 EPUB ¥5,060 ー ¥7,590

7日間完成 英検準2級

予想問題ドリル 5訂版
9784010948774

音声ダウンロード付 KP00046018 旺文社 201908 EPUB ¥4,664 ー ¥6,996

7日間完成 英検3級

予想問題ドリル 5訂版
9784010948781

音声ダウンロード付 KP00046019 旺文社 201908 EPUB ¥4,224 ー ¥6,336

7日間完成 英検4級

予想問題ドリル 4訂版
9784010948798

音声ダウンロード付 KP00046020 旺文社 201908 EPUB ¥3,652 ー ¥5,478

7日間完成 英検5級

予想問題ドリル 4訂版
9784010948804

26

24

25

23

21

22

20

31

●英作文問題の基本がわかる！まずは試験形式と過去問分析、また英作文の書き方をおさえます。●英検

の「採点基準」にそった攻略法を学べる！採点されるポイントと、どうすればハイスコアがねらえるかを確認しま

す。●練習問題を重ねることで実力がつく！練習問題ではヒントをもとにメモを完成させて、解答を書きます。

慣れたら模擬テストにチャレンジ！●模範解答2パターン＋ていねいな解説！模範解答は2パターンあり、そ

れぞれの解答をていねいに解説しています。●「チェックリスト」と「NG解答例」で振り返り学習が可能！チェック

リストを使って自分の解答を振り返ります。またNG解答例で間違った言い回しについても知ることができます。

●CBT対策ができるWeb特典！Web特典で模範解答の音声を聞いたり、タイピング練習などのCBT対策が

できます。※本書の音声は、公式アプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。

32

7日間で短期完成！本番形式の予想問題を解くことで、合格に向けた総仕上げができる問題集。★本番に

限りなく近い予想問題！過去問分析を基にした本番に近い予想問題を収録。また、各回の最初に、単熟

語、文法、問題攻略法等をまとめたページを収録。★学習スタイルに合わせて音声が聞ける！リスニングアプリ

「英語の友」を使ってスマホで再生可能。★面接にも対応！本書1冊で面接対策もできる。★Web特典付

き！オンラインマークシートで解答できる「自動採点サービス」、ライティング力を鍛える「英作文トレーニング」、

CBT形式の「スピーキングテスト対策」ができる※本書の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語の友」でもお聞

きいただけます。※電子書籍版では、「解答用紙」は付属しておりません。

7日間で短期完成！本番形式の予想問題を解くことで、合格に向けた総仕上げができる問題集。★本番に

限りなく近い予想問題！過去問分析を基にした本番に近い予想問題を収録。また、各回の最初に、単熟

語、文法、問題攻略法等をまとめたページを収録。★学習スタイルに合わせて音声が聞ける！リスニングアプリ

「英語の友」を使ってスマホで再生可能。★スピーキングテストにも対応！本書1冊でスピーキングテスト対策も

できる。★Web特典付き！オンラインマークシートで解答できる「自動採点サービス」や「スピーキングテスト対

策」ができる。※本書の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。詳しくは、公式

ウェブサイトをご覧ください。※電子書籍版では、「解答用紙」 は付属しておりません。

7日間で短期完成！本番形式の予想問題を解くことで、合格に向けた総仕上げができる問題集。★本番に

限りなく近い予想問題！過去問分析を基にした本番に近い予想問題を収録。また、各回の最初に、単熟

語、文法、問題攻略法等をまとめたページを収録。★学習スタイルに合わせて音声が聞ける！リスニングアプリ

「英語の友」を使ってスマホで再生可能。★スピーキングテストにも対応！本書1冊でスピーキングテスト対策も

できる。★Web特典付き！オンラインマークシートで解答できる「自動採点サービス」や「スピーキングテスト対

策」ができる。※本書の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。※電子書籍版

では、「解答用紙」は付属しておりません。

7日間で短期完成！本番形式の予想問題を解くことで、合格に向けた総仕上げができる問題集。★本番に

限りなく近い予想問題！過去問分析を基にした本番に近い予想問題を収録。★学習スタイルに合わせて音

声が聞ける！リスニングアプリ「英語の友」を使ってスマホで再生可能。★面接にも対応！本書1冊で面接対

策もできる。★Web特典付き！オンラインマークシートで解答できる「自動採点サービス」が体験できる※本書

の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。※電子書籍版では、「解答用紙」は

付属しておりません。

7日間で短期完成！本番形式の予想問題を解くことで、合格に向けた総仕上げができる問題集。★本番に

限りなく近い予想問題！過去問分析を基にした本番に近い予想問題を収録。★学習スタイルに合わせて音

声が聞ける！リスニングアプリ「英語の友」を使ってスマホで再生可能。★面接にも対応！本書1冊で面接対

策もできる。★Web特典付き！オンラインマークシートで解答できる「自動採点サービス」、ライティング力を鍛

える「英作文トレーニング」、CBT形式の「スピーキングテスト対策」ができる。※本書の音声は、旺文社リスニ

ングアプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。※電子書籍版では、「解答用紙」は付属しておりません。

7日間で短期完成！本番形式の予想問題を解くことで、合格に向けた総仕上げができる問題集。★本番に

限りなく近い予想問題！過去問分析を基にした本番に近い予想問題を収録。また、各回の最初に、単熟

語、文法、問題攻略法等をまとめたページを収録。★学習スタイルに合わせて音声が聞ける！リスニングアプリ

「英語の友」を使ってスマホで再生可能。★面接にも対応！本書1冊で面接対策もできる。★Web特典付

き！オンラインマークシートで解答できる「自動採点サービス」、ライティング力を鍛える「英作文トレーニング」、

CBT形式の「スピーキングテスト対策」ができる。※本書の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語の友」でもお

聞きいただけます。※電子書籍版では、「解答用紙」は付属しておりません。

●英作文問題の基本がわかる！まずは試験形式と過去問分析、また英作文の書き方をおさえます。●英検

の「採点基準」にそった攻略法を学べる！採点されるポイントと、どうすればハイスコアがねらえるかを確認しま

す。●練習問題を重ねることで実力がつく！練習問題ではヒントをもとにメモを完成させて、解答を書きます。

慣れたら模擬テストにチャレンジ！●模範解答2パターン＋ていねいな解説！模範解答は2パターンあり、そ

れぞれの解答をていねいに解説しています。●「チェックリスト」と「NG解答例」で振り返り学習が可能！チェック

リストを使って自分の解答を振り返ります。またNG解答例で間違った言い回しについても知ることができます。

●CBT対策ができるWeb特典！Web特典で模範解答の音声を聞いたり、タイピング練習などのCBT対策が

できます。※本書の音声は、公式アプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。

7日間で短期完成！本番形式の予想問題を解くことで、合格に向けた総仕上げができる問題集。★本番に

限りなく近い予想問題！過去問分析を基にした本番に近い予想問題を収録。また、各回の最初に、単熟

語、文法、問題攻略法等をまとめたページを収録。★学習スタイルに合わせて音声が聞ける！リスニングアプリ

「英語の友」を使ってスマホで再生可能。★面接にも対応！本書1冊で面接対策もできる。★Web特典付

き！オンラインマークシートで解答できる「自動採点サービス」、ライティング力を鍛える「英作文トレーニング」、

CBT形式の「スピーキングテスト対策」ができる。※本書の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語の友」でもお

聞きいただけます。※電子書籍版では、「解答用紙」は付属しておりません。
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英検CTB/S-CBT

音声ダウンロード付 KP00046035 旺文社 202004 EPUB ¥6,072 ー ¥9,108

英検CBT/英検S-CBT専用

英検準1級　予想問題ドリル
9784010949795

音声ダウンロード付 KP00046036 旺文社 202004 EPUB ¥5,676 ー ¥8,514

英検CBT/英検S-CBT専用

英検2級　予想問題ドリル
9784010949801

音声ダウンロード付 KP00046037 旺文社 202004 EPUB ¥4,664 ー ¥6,996

英検CBT/英検S-CBT専用

英検準2級　予想問題ドリル
9784010949818

音声ダウンロード付 KP00046060 旺文社 202009 EPUB ¥4,224 ー ¥6,336

英検CBT/英検S-CBT専用

英検3級　予想問題ドリル
9784010930823

中学生のための英検

音声ダウンロード付 KP00046056 旺文社 202008 EPUB ¥5,676 ー ¥8,514

中学生のための英検準2級

合格レッスン
9784010949757

音声ダウンロード付 KP00046057 旺文社 202008 EPUB ¥5,236 ー ¥7,854

中学生のための英検3級

合格レッスン
9784010949764

音声ダウンロード付 KP00046058 旺文社 202008 EPUB ¥4,444 ー ¥6,666

中学生のための英検4級

合格レッスン
9784010949771

音声ダウンロード付 KP00046059 旺文社 202008 EPUB ¥3,652 ー ¥5,478

中学生のための英検5級

合格レッスン
9784010949788

27

29

28

「英検CBT」「英検2020 1 day S-CBT」の模試2回分をPCで体験！★4技能すべての模試2セットを収

録！リスニング・リーディングは自動でかんたん採点。スピーキング・ライティングでは自分の解答を保存して復習

できます。★「英検CBT」「英検2020 1 day S-CBT」のどちらにも対応！自分が受けたい試験の対策をす

ることが可能です。★試験についての情報も充実！各方式の基本的な違いから、自分に合った方式の選び

方まで、詳しく説明。※本書の書籍・ウェブ模試に収録されている問題は、『7日間完成 英検2級予想問題

ドリル[5訂版]』の一部を再編集したものです。※本書の音声は、公式アプリ「英語の友」でもお聞きいただけ

ます。

35

出ることだけを、できるまで、1冊で！中学生のための英検書が登場！★やさしい解説で要点がわかる！例文

やイラストとともに必要な知識がオールカラーでまとめられているので、わかりやすい。★問題で知識がしっかり定

着！確認問題「やってみよう！」や「チェックテスト」では学んだことしか問われないので、すらすら解ける。★本

番そっくりな模試で腕試しできる！巻末には模擬試験を収録。オンラインマークシートに対応しているので、らく

らく自動採点ができて正答率がパッとわかる。★スピーキングテストにも対応！1回分のスピーキングテストと解

説を収録。公式アプリ「英語の友」のスピーキング機能で、発音判定が体験できる。★選べる音声再生方

法！音声ダウンロード、公式アプリ「英語の友」で聞ける。★「直前対策BOOK」付き！よく出る単語や表現を

収録。試験直前の頭の整理にぴったり。※本書の音声は、公式アプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。

33

出ることだけを、できるまで、1冊で！中学生のための英検書が登場！★やさしい解説で要点がわかる！例文

やイラストとともに必要な知識がオールカラーでまとめられているので、わかりやすい。★問題で知識がしっかり定

着！確認問題「やってみよう！」や「チェックテスト」では学んだことしか問われないので、すらすら解ける。★本

番そっくりな模試で腕試しできる！巻末には模擬試験を収録。オンラインマークシートに対応しているので、らく

らく自動採点ができて正答率がパッとわかる。★面接試験にも対応！1回分の面接試験と解説を収録。公式

アプリ「英語の友」のスピーキング機能で、発音判定が体験できる。★選べる音声再生方法！音声ダウンロー

ド、公式アプリ「英語の友」で聞ける。★「直前対策BOOK」付き！よく出る単語や表現を収録。試験直前の

頭の整理にぴったり。※本書の音声は、公式アプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。

34

出ることだけを、できるまで、1冊で！中学生のための英検書が登場！★やさしい解説で要点がわかる！例文

やイラストとともに必要な知識がオールカラーでまとめられているので、わかりやすい。★問題で知識がしっかり定

着！確認問題「やってみよう！」や「チェックテスト」では学んだことしか問われないので、すらすら解ける。★本

番そっくりな模試で腕試しできる！巻末には模擬試験を収録。オンラインマークシートに対応しているので、らく

らく自動採点ができて正答率がパッとわかる。★面接試験にも対応！1回分の面接試験と解説を収録。公式

アプリ「英語の友」のスピーキング機能で、発音判定が体験できる。★選べる音声再生方法！音声ダウンロー

ド、公式アプリ「英語の友」で聞ける。★「直前対策BOOK」付き！よく出る単語や表現を収録。試験直前の

頭の整理にぴったり。※本書の音声は、公式アプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。

36

出ることだけを、できるまで、1冊で！中学生のための英検書が登場！★やさしい解説で要点がわかる！例文

やイラストとともに必要な知識がオールカラーでまとめられているので、わかりやすい。★問題で知識がしっかり定

着！確認問題「やってみよう！」や「チェックテスト」では学んだことしか問われないので、すらすら解ける。★本

番そっくりな模試で腕試しできる！巻末には模擬試験を収録。オンラインマークシートに対応しているので、らく

らく自動採点ができて正答率がパッとわかる。★スピーキングテストにも対応！1回分のスピーキングテストと解

説を収録。公式アプリ「英語の友」のスピーキング機能で、発音判定が体験できる。★選べる音声再生方

法！音声ダウンロード、公式アプリ「英語の友」で聞ける。★「直前対策BOOK」付き！よく出る単語を収録。

試験直前の頭の整理にぴったり。※本書の音声は、公式アプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。

37

「英検CBT」「英検2020 1 day S-CBT」の模試2回分をPCで体験！英検新方式はPCを使う試験なの

で、対策にはPCを使ったウェブ模試が効果的！★4技能すべての模試2セットを収録！リスニング・リーディング

は自動でかんたん採点。スピーキング・ライティングでは自分の解答を保存して復習できます。★「英検CBT」

「英検2020 1 day S-CBT」のどちらにも対応！自分が受けたい試験の対策をすることが可能です。★試験

についての情報も充実！各方式の基本的な違いから、自分に合った方式の選び方まで、詳しく説明。さらに

各級の出題内容や攻略法もていねいに解説。※本書の書籍・ウェブ模試に収録されている問題は、『7日間

完成 英検3級予想問題ドリル[5訂版]』の一部を再編集したものです。※本書の音声は、公式アプリ「英語

の友」でもお聞きいただけます。

「英検CBT」「英検2020 1 day S-CBT」の模試2回分をPCで体験！★4技能すべての模試2セットを収

録！リスニング・リーディングは自動でかんたん採点。スピーキング・ライティングでは自分の解答を保存して復習

できます。★「英検CBT」「英検2020 1 day S-CBT」のどちらにも対応！自分が受けたい試験の対策をす

ることが可能です。★試験についての情報も充実！各方式の基本的な違いから、自分に合った方式の選び

方まで、詳しく説明。※本書の書籍・ウェブ模試に収録されている問題は、『7日間完成 英検準1級予想問

題ドリル[5訂版]』の一部を再編集したものです。※本書の音声は、公式アプリ「英語の友」でもお聞きいただ

けます。

「英検CBT」「英検2020 1 day S-CBT」の模試2回分をPCで体験！★4技能すべての模試2セットを収

録！リスニング・リーディングは自動でかんたん採点。スピーキング・ライティングでは自分の解答を保存して復習

できます。★「英検CBT」「英検2020 1 day S-CBT」のどちらにも対応！自分が受けたい試験の対策をす

ることが可能です。★試験についての情報も充実！各方式の基本的な違いから、自分に合った方式の選び

方まで、詳しく説明。※本書の書籍・ウェブ模試に収録されている問題は、『7日間完成 英検準2級予想問

題ドリル[5訂版]』の一部を再編集したものです。※本書の音声は、公式アプリ「英語の友」でもお聞きいただ

けます。


