赤本 の 英俊社 から…

貴塾オリジナル

高校入試

英語リスニング教材

制作の
ご提案
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平素は中学入試・高校入試赤本の出版におきまして，大変お世話になって
おります。
かねてより弊社では，赤本の出版にともなって英語リスニング音声データ
の蓄積を進めてまいりました。
中学校での英語教育，高校入試におけるリスニングのウェイトが高まるな
か，弊社がこれまで蓄積してきた英語リスニングコンテンツを有効に活用し
ていただくことにより，塾様のご要望に応じたオリジナルのリスニング教材
をリーズナブルな価格でご提供してまいりたいと存じますので，是非，当資
料をご一読いただきご検討の程宜しくお願い申し上げます。

株式会社 英 俊 社

■ご提案のポイント！
１）約 850 本 の高校入試リスニング過去問から自由に問題を選べます。
２）問題文やリスニング音声ＣＤだけでなく，くわしい解答解説・全訳 まで備えたテキ
ストが作成できます。
３）少部数 でもリーズナブルな価格設定。
４）貴塾ロゴ等をデザインした オリジナル表紙 を作成可能です。
▼収録可能校
＜近畿の国私立高＞
芦屋学園高・育英西高・大阪教大附高池田校・大阪薫英女高・大阪国際大和田高・大阪信愛女高・大阪星光学院高（1 次／ 1.5 次）・
大阪桐蔭高・京都学園高（特進･進学／国際・ＩＣＴ）
・京都橘高・京都両洋高・神戸野田高・神戸龍谷高・滋賀学園高・滋賀短大附高・
夙川学院高・樟蔭高・清教学園高・園田学園高・帝塚山高・東海大付仰星高・同志社高・東大寺学園高・奈良育英高・奈良大附高・西
大和学園高・梅花高・白陵高・雲雀丘学園高・立命館高（前期／後期）・立命館宇治高・和歌山信愛高
＜九州の私立高＞
久留米大附高・精華女子高・常磐高・中村学園女高（前期）・福岡大附大濠高（前期／後期／専願）
＜公立高＞
茨城県・埼玉県・千葉県（前期選抜／後期選抜）
・東京都立高・神奈川県・岐阜県・静岡県・愛知県（A ／ B グループ）
・三重県・滋賀県・京都府（中
期選抜／前期選抜共通学力検査）
・京都市立堀川高（探究学科群）
・京都市立西京高（エンタープライジング科）
・京都府立嵯峨野高（京
都こすもす科）
・大阪府（一般選抜・後期選抜／特別選抜・前期選抜）
・兵庫県・奈良県（一般選抜／特色選抜）
・和歌山県・岡山県（一
般選抜／特別選抜）
・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・福岡県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県
※学校ごとの収録可能年度については，お問い合わせください。

▼参考価格表
収録問題数

入試問
入試問題

５回分収録

入試問
入試問題

10 回分収録

入試問
入試問題

20 回分収録

問題冊子

12 ページ

20 ページ

32 ページ

解答解説冊子

16 ページ

32 ページ

64 ページ

音声ＣＤ

1枚

2 枚組

3 枚組

1,500 部
1,000 部
500 部
300 部
100 部
50 部
制作仕様

330 円

570 円

860 円

（テキスト 130 円＋ CD 200 円）

（テキスト 180 円＋ CD 390 円）

（テキスト 280 円＋ CD 580 円）

390 円

700 円

1,070 円

（テキスト 140 円＋ CD 250 円）

（テキスト 200 円＋ CD 500 円）

（テキスト 320 円＋ CD 750 円）

580 円

1,070 円

1,630 円

（テキスト 180 円＋ CD 400 円）

（テキスト 270 円＋ CD 800 円）

（テキスト 430 円＋ CD 1,200 円）

670 円

1,210 円

1,850 円

（テキスト 240 円＋ CD 430 円）

（テキスト 360 円＋ CD 850 円）

（テキスト 570 円＋ CD 1,280 円）

1,100 円

1,950 円

3,000 円

（テキスト 510 円＋ CD 590 円）

（テキスト 770 円＋ CD 1,180 円）

（テキスト 1,230 円＋ CD 1,770 円）

2,810 円

4,300 円

1,640 円
（テキスト 860 円＋ CD 780 円）

（テキスト 1,250 円＋ CD 1,560 円） （テキスト 1,960 円＋CD2,340 円）

①英俊社が蓄積する入試過去問リスニングデータを組み合わせて，オリジナルテキストを作成。
②B5 判。問題冊子は中綴じ製本，解答解説冊子はあじろ綴じ製本にし，解答解説冊子に問題冊子を挟み込み。
③表紙は貴塾オリジナルで英俊社が作成。
④音声 CD は透明マキシケース（OP 袋入れ）

参考価格表はあくまで目安となる金
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額を例示していますので，実際の納
品価格はご要望内容をお聞きしたう
えで，個別に御見積りいたします。

いろいろなご要望に
お応えいたします。

リスニングだけではなく，英語の総合問題集にしたい。
実際の入試を再現した直前対策教材にしたい。
入試問題を 30 回分収録したい。
生徒用の CD は必要なく，授業用として教室数分のみ制作したい。
過去問をそのまま収録するのではなく，設問単位で編集したい。
テスト形式のプリント教材にしたい。
etc.......

収録する学校（問題）の選択は，
１）学校・年度を指定する。

だけでなく，

２）実際の放送台本（スクリプト）
や問題紙面を確認して選択する。

ことも可能です。

▲
▲
▲

■サンプル教材をご用意しています！
できあがりのイメージをご確認いただけます。
サンプル音声付です。

※表紙はイメージです。
実際には貴塾オリジナル表紙になります。

