
啓林館 新興出版社 文研出版

スマートレクチャー

コンテンツ 一覧

2017年9月版

株式会社　新興出版社啓林館
コンテンツ クリエーション事業部



中学用 小学校用
夏期講習 ビジョンクエスト 高校数学　教科書 ホントにわかる 教科書ぴったりテスト

＜夏期講習　英語＞ ＜VQ 総合英語＞ ＜新編数学Ⅰ 改訂版＞ ＜中1 英語＞ ＜さんすう 啓林版 １ねん＞

＜夏期講習　数学＞ ＜VQ 総合英語 2nd Edition＞ ＜新編数学Ａ 改訂版＞ ＜中2英語＞ ＜算数 啓林版 2年＞

＜夏期講習　物理＞ ＜VQⅠAdvansed＞ 高校理科　教科書 ＜中3英語＞ ＜算数 啓林版 3年＞

＜夏期講習　化学＞ ＜VQⅠStandard＞ ＜新編物理基礎＞ ＜中1数学＞ ＜算数 啓林版 4年＞

＜夏期講習　生物＞ ＜VQⅡ＞ ＜新編化学基礎＞ ＜中2数学＞ ＜算数 啓林版 5年＞

フォーカスゴールド ＜新編生物基礎＞ ＜中3数学＞ ＜算数 啓林版 6年＞

＜FG 数学Ⅰ＋Ａ＞ ＜地学基礎＞ ＜中1理科＞

大学入学新テスト対策 ＜FG 4th edition 数学Ⅰ＋Ａ＞ ＜科学と人間生活＞ ＜中2理科＞

＜数学Ⅰ＞ ＜FG 数学Ⅱ＋Ｂ＞ ＜生物基礎　改訂版＞ ＜中3理科＞

＜FG 4th edition 数学Ⅱ＋Ｂ＞ Accel Reading ＜中学 地理＞

＜FG 数学Ⅲ＞ ＜Accel Reading 1＞ ＜中学 歴史＞

センサー ＜Accel Reading 2＞ ＜中学 国語＞

＜センサー物理基礎＞ ＜Accel Reading 3＞ 合格BEST本

＜センサー化学基礎＞ ＜Accel Reading 1 英語版＞ ＜英語＞

＜センサー生物基礎＞ ＜Accel Reading 2 英語版＞ ＜数学＞

＜センサー地学基礎＞ ＜Accel Reading 3 英語版＞ ＜理科＞

＜センサー物理＞ ＜社会＞

＜センサー化学＞ ＜国語＞

＜センサー生物＞ 中学ガイド

＜センサー地学＞ ＜数学 啓林版 1年＞

＜数学 啓林版 2年＞

＜数学 啓林版 3年＞

教科書トレーニング

＜英語 1～3年 各社版＞

＜数学 1～3年 啓林版・東書版＞

＜理科 1～3年 啓林版＞

＜社会 地理・歴史・公民＞

教科別一覧

英語 夏期講習 ビジョンクエスト Accel Reading ホントにわかる

＜夏期講習　英語＞ ＜VQ 総合英語＞ ＜Accel Reading 1＞ ＜中1英語＞

＜VQ 総合英語 2nd Edition＞ ＜Accel Reading 2＞ ＜中2英語＞

＜VQⅠAdvansed＞ ＜Accel Reading 3＞ ＜中3英語＞

＜VQⅠStandard＞ ＜Accel Reading 1 英語版＞ 合格BEST本

＜VQⅡ＞ ＜Accel Reading 2 英語版＞ ＜英語＞

＜Accel Reading 3 英語版＞ 教科書トレーニング

＜英語 1～3年 各社版＞

数学 夏期講習 フォーカスゴールド 高校数学　教科書 ホントにわかる 教科書ぴったりテスト

＜夏期講習　数学＞ ＜FG 数学Ⅰ＋Ａ＞ ＜新編数学Ⅰ 改訂版＞ ＜中1数学＞ ＜さんすう 啓林版 １ねん＞

＜FG 4th edition 数学Ⅰ＋Ａ＞ ＜新編数学Ａ 改訂版＞ ＜中2数学＞ ＜算数 啓林版 2年＞

大学入試新共通テスト解説 ＜FG 数学Ⅱ＋Ｂ＞ ＜中3数学＞ ＜算数 啓林版 3年＞

数学Ⅰ ＜FG 4th edition 数学Ⅱ＋Ｂ＞ 合格BEST本 ＜算数 啓林版 4年＞

＜記述式問題のモデル問題例＞ ＜FG 数学Ⅲ＞ ＜数学＞ ＜算数 啓林版 5年＞

＜マーク式問題のモデル問題例＞ 中学ガイド ＜算数 啓林版 6年＞

＜数学 啓林版 1年＞

＜数学 啓林版 2年＞

＜数学 啓林版 3年＞

教科書トレーニング

＜数学 1～3年 啓林版・東書版＞

理科 夏期講習 センサー 高校理科　教科書 ホントにわかる

＜夏期講習　物理＞ ＜センサー物理基礎＞ ＜新編物理基礎＞ ＜中1理科＞

＜センサー物理＞ ＜新編化学基礎＞ ＜中2理科＞

＜夏期講習　化学＞ ＜センサー化学基礎＞ ＜新編生物基礎＞ ＜中3理科＞

＜センサー化学＞ ＜地学基礎＞ 合格BEST本

＜夏期講習　生物＞ ＜センサー生物基礎＞ ＜科学と人間生活＞ ＜理科＞

＜センサー生物＞ ＜生物基礎　改訂版＞ 教科書トレーニング

＜センサー地学基礎＞ ＜理科 1～3年 啓林版＞

＜センサー地学＞

社会 ホントにわかる

＜中学 地理＞

＜中学 歴史＞

合格BEST本

＜社会＞

教科書トレーニング

＜社会 地理・歴史・公民＞

国語 ホントにわかる

＜中学 国語＞

合格BEST本

＜国語＞

高校用



夏期講習 第21講　会話 第9講　水圧・浮力の問題を解くポイントをつかむ 第9講　細胞の構造と代謝

＜夏期講習　英語＞ 会話　会話（１） 水圧・浮力の問題を解くポイントをつかむ-1 細胞の構造と代謝-1

第1講　文型と動詞（とっても大事なカタチ） 会話　会話（２） 水圧・浮力の問題を解くポイントをつかむ-2 細胞の構造と代謝-2

文型と動詞（とっても大事なカタチ）1 会話　会話（３） 水圧・浮力の問題を解くポイントをつかむ-3 細胞の構造と代謝-3

文型と動詞（とっても大事なカタチ）2 会話　会話（４） 水圧・浮力の問題を解くポイントをつかむ-4 細胞の構造と代謝-4

文型と動詞（とっても大事なカタチ）3 第22講　語句整序 第10講　波を表すグラフをマスターする 第10講　遺伝子とDNA

文型と動詞（とっても大事なカタチ）4 語句整序　語句整序（１） 波を表すグラフをマスターする-1 遺伝子とDNA-1

第2講　自動詞と他動詞（働きかけるか否か） 語句整序　語句整序（２） 波を表すグラフをマスターする-2 遺伝子とDNA-2

自動詞と他動詞（働きかけるか否か）1 語句整序　語句整序（３） 波を表すグラフをマスターする-3 遺伝子とDNA-3

自動詞と他動詞（働きかけるか否か）2 語句整序　語句整序（４） 波を表すグラフをマスターする-4 遺伝子とDNA-4

自動詞と他動詞（働きかけるか否か）3 第11講　電気回路での消費エネルギーを求められるようにする 第11講　呼吸

自動詞と他動詞（働きかけるか否か）4 ＜夏期講習　数学＞ 電気回路での消費エネルギーを求められるようにする-1 呼吸-1

第3講　群動詞（群れをつくって新たなチカラ） 第1講　2次関数　定義域が広がるときの最大・最小 電気回路での消費エネルギーを求められるようにする-2 呼吸-2

群動詞（群れをつくって新たなチカラ）1 ２次関数　定義域が広がるときの最大・最小 1 電気回路での消費エネルギーを求められるようにする-3 呼吸-3

群動詞（群れをつくって新たなチカラ）2 ２次関数　定義域が広がるときの最大・最小 2 電気回路での消費エネルギーを求められるようにする-4 第12講　オペロン説

群動詞（群れをつくって新たなチカラ）3 ２次関数　定義域が広がるときの最大・最小 3 第12講　球面鏡の問題の解法を身につける オペロン説-1

群動詞（群れをつくって新たなチカラ）4 第2講　2次関数　軸が動くときの最大・最小(1) 球面鏡の問題の解法を身につける-1 オペロン説-2

第4講　動詞の語義語法Ⅰ（使い方が違うの？） ２次関数　軸が動くときの最大・最小(1) 1 球面鏡の問題の解法を身につける-2 オペロン説-3

動詞の語義語法Ⅰ（使い方が違うの？）1 ２次関数　軸が動くときの最大・最小(2) 2 球面鏡の問題の解法を身につける-3

動詞の語義語法Ⅰ（使い方が違うの？）2 第3講　2次関数　軸が動くときの最大・最小(2) 第13講　エネルギー保存則で電磁誘導を考える

動詞の語義語法Ⅰ（使い方が違うの？）3 ２次関数　軸が動くときの最大・最小(2) 1 エネルギー保存則で電磁誘導を考える-1

動詞の語義語法Ⅰ（使い方が違うの？）4 ２次関数　軸が動くときの最大・最小(2) 2 エネルギー保存則で電磁誘導を考える-2

第5講　動詞の語義語法Ⅱ（ことばのワナワナ） 第4講　2次関数　区間が動くときの最大・最小(1) エネルギー保存則で電磁誘導を考える-3

動詞の語義語法Ⅱ（ことばのワナワナ）1 ２次関数　区間が動くときの最大・最小(1) 1 第14講　放射線のポイントを理解する

動詞の語義語法Ⅱ（ことばのワナワナ）2 ２次関数　区間が動くときの最大・最小(1) 2 放射線のポイントを理解する-1

動詞の語義語法Ⅱ（ことばのワナワナ）3 ２次関数　区間が動くときの最大・最小(1) 3 放射線のポイントを理解する-2

動詞の語義語法Ⅱ（ことばのワナワナ）4 第5講　2次関数　区間が動くときの最大・最小(2) 放射線のポイントを理解する-3

第6講　基本時制（意外と知らない現在過去未来） ２次関数　区間が動くときの最大・最小(2) 1

基本時制（意外と知らない現在過去未来）1 ２次関数　区間が動くときの最大・最小(2) 2 ＜夏期講習　化学＞

基本時制（意外と知らない現在過去未来）2 ２次関数　区間が動くときの最大・最小(2) 3 第1講　元素・単体・化合物，混合物の分離

基本時制（意外と知らない現在過去未来）3 第6講　2次関数　解の存在範囲(1) 元素・単体・化合物

基本時制（意外と知らない現在過去未来）4 ２次関数　解の存在範囲(1) 1 混合物の分離

基本時制（意外と知らない現在過去未来）5 ２次関数　解の存在範囲(1) 2 センター試験にチャレンジしてみよう！

第7講　副詞節中の時制（これって今？未来？） ２次関数　解の存在範囲(1) 3 第2講　物質の状態変化，原子の構造と電子配置

副詞節中の時制（これって今？未来？）1 ２次関数　解の存在範囲(1) 4 物質の状態変化

副詞節中の時制（これって今？未来？）2 第7講　2次関数　解の存在範囲(2) センター試験にチャレンジしてみよう！

副詞節中の時制（これって今？未来？）3 ２次関数　解の存在範囲(2) 1 原子の構造と電子配置

副詞節中の時制（これって今？未来？）4 ２次関数　解の存在範囲(2) 2 センター試験にチャレンジしてみよう！

第8講　進行形（あれれ，今やってること？） ２次関数　解の存在範囲(2) 3 第3講　イオン・イオン化エネルギーと電子親和力

進行形（あれれ，今やってること？）1 第8講　2次関数　解の存在範囲(3) イオン・イオン化エネルギーと電子親和力（解説編）

進行形（あれれ，今やってること？）2 ２次関数　解の存在範囲(3) 1 イオン・イオン化エネルギーと電子親和力（問題編）

進行形（あれれ，今やってること？）3 ２次関数　解の存在範囲(3) 2 センター試験にチャレンジしてみよう！

進行形（あれれ，今やってること？）4 第9講　個数の処理(1) 第4講　周期表，電子配置

進行形（あれれ，今やってること？）5 個数の処理(1) 1 周期表

第9講　現在完了（二度と戻らぬ今を大切に） 個数の処理(1) 2 電子配置

現在完了（二度と戻らぬ今を大切に）1 個数の処理(1) 3 センター試験にチャレンジしてみよう！

現在完了（二度と戻らぬ今を大切に）2 個数の処理(1) 4 第5講　イオン結合

現在完了（二度と戻らぬ今を大切に）3 第10講　個数の処理(2) イオン結合（解説編）

現在完了（二度と戻らぬ今を大切に）4 個数の処理(2) 1 イオン結合（問題編）

現在完了（二度と戻らぬ今を大切に）5 個数の処理(2) 2 第6講　共有結合

第10講　過去完了（基準がズレただけのことよ） 個数の処理(2) 3 共有結合（解説編）

過去完了（基準がズレただけのことよ）1 個数の処理(2) 4 共有結合（問題編）

過去完了（基準がズレただけのことよ）2 第11講　個数の処理(3) センター試験にチャレンジしてみよう！

過去完了（基準がズレただけのことよ）3 個数の処理(3) 1 第7講　電気陰性度と分子の極性，高分子化合物

過去完了（基準がズレただけのことよ）4 個数の処理(3) 2 電気陰性度と分子の極性（解説編）

第11講　未来完了（今のこと？未来のこと？） 第12講　個数の処理(4) 電気陰性度と分子の極性（問題編）

未来完了（今のこと？未来のこと？）1 個数の処理(4) 1 高分子化合物

未来完了（今のこと？未来のこと？）2 個数の処理(4) 2 センター試験にチャレンジしてみよう！

未来完了（今のこと？未来のこと？）3 個数の処理(4) 3 第8講　金属結合，物質の構成粒子と物質の種類

未来完了（今のこと？未来のこと？）4 個数の処理(4) 4 金属結合

第12講　完了時制まとめ（やってしまった…） 第13講　図形と軽量（有名な定理とその運用） センター試験にチャレンジしてみよう！

完了時制まとめ（やってしまった…）1 図形と計量（有名な定理とその運用）-1 物質の構成粒子と物質の種類

完了時制まとめ（やってしまった…）2 図形と計量（有名な定理とその運用）-2 センター試験にチャレンジしてみよう！

完了時制まとめ（やってしまった…）3 第14講　データの分析（定義やデータの意味を探る） 第9講　電子配置と周期表

完了時制まとめ（やってしまった…）4 データの分析（定義やデータの意味を探る）-1 電子配置と周期表-1

完了時制まとめ（やってしまった…）5 データの分析（定義やデータの意味を探る）-2 電子配置と周期表-2

第13講　助動詞基本用法（アレコレ助けて） 第15講　整数問題（素因数分解を巡るとユークリッドの互除法） 電子配置と周期表-3

助動詞基本用法（アレコレ助けて）1 整数問題（素因数分解を巡るとユークリッドの互除法）-1 第10講　化学反応式と量的関係

助動詞基本用法（アレコレ助けて）2 整数問題（素因数分解を巡るとユークリッドの互除法）-2 化学反応式と量的関係-1

助動詞基本用法（アレコレ助けて）3 整数問題（素因数分解を巡るとユークリッドの互除法）-3 化学反応式と量的関係-2

助動詞基本用法（アレコレ助けて）4 第16講　図形と方程式（有名な公定の確認と相加相乗平均の不等式） 化学反応式と量的関係-3

第14講　助動詞＋完了Ⅰ（昔に想いを馳せて） 図形と方程式（有名な公式の確認と相加相乗平均の不等式）-1 化学反応式と量的関係-4

助動詞＋完了Ⅰ（昔に想いを馳せて）1 図形と方程式（有名な公式の確認と相加相乗平均の不等式）-2 第11講　金属結晶

助動詞＋完了Ⅰ（昔に想いを馳せて）2 第17講　微分積分（極値をもつ問題や面積公式） 金属結晶-1

助動詞＋完了Ⅰ（昔に想いを馳せて）3 微分積分（極値をもつ問題や面積公式）-1 金属結晶-2

助動詞＋完了Ⅰ（昔に想いを馳せて）4 微分積分（極値をもつ問題や面積公式）-2 金属結晶-3

第15講　助動詞＋完了Ⅱ（あぁ，やっちゃった） 第18講　数列（シグマの計算や漸化式） 第12講　電気分解

助動詞＋完了Ⅱ（あぁ，やっちゃった）1 数列（シグマの計算や漸化式）-1 電気分解-1

助動詞＋完了Ⅱ（あぁ，やっちゃった）2 数列（シグマの計算や漸化式）-2 電気分解-2

助動詞＋完了Ⅱ（あぁ，やっちゃった）3 数列（シグマの計算や漸化式）-3 電気分解-3

助動詞＋完了Ⅱ（あぁ，やっちゃった）4

第16講　助動詞構文（結びついたら広がるの） ＜夏期講習　物理＞ ＜夏期講習　生物＞

助動詞構文（結びついたら広がるの）1 第1講　運動の表し方，落体の運動 第1講　細胞の構造

助動詞構文（結びついたら広がるの）2 運動の表し方，落体の運動 1 細胞の構造 1

助動詞構文（結びついたら広がるの）3 運動の表し方，落体の運動 2 細胞の構造 2

助動詞構文（結びついたら広がるの）4 第2講　物理で使う数値について 第2講　細胞の研究と組織

助動詞構文（結びついたら広がるの）5 物理で使う数値について 1 細胞の研究と組織 1

第17講　音声 物理で使う数値について 2 細胞の研究と組織 2

音声　アクセント（１） 第3講　力　三角比・ベクトル 第3講　代謝と酵素

音声　アクセント（２） 力　三角比・ベクトル 1 代謝と酵素 1

音声　発音（１） 力　三角比・ベクトル 2 代謝と酵素 2

音声　発音（２） 第4講　運動の法則　圧力と浮力 第4講　光合成と呼吸

第18講　空所補充① 運動の法則　圧力と浮力 1 光合成と呼吸 1

空所補充①　文法（１） 運動の法則　圧力と浮力 2 光合成と呼吸 2

空所補充①　文法（２） 第5講　運動の法則　いろいろな力，ニュートンの三法則，運動方程式 第5講　遺伝子とDNA

空所補充①　語義・語法（１） 運動の法則　いろいろな力，ニュートンの三法則，運動方程式 1 遺伝子とDNA 1

空所補充①　語義・語法（２） 運動の法則　いろいろな力，ニュートンの三法則，運動方程式 2 遺伝子とDNA 2

第19講　空所補充② 第6講　運動の法則　運動方程式 第6講　細胞分裂

空所補充②　語義・語法（３） 運動の法則　運動方程式 1 細胞分裂 1

空所補充②　語義・語法（４） 運動の法則　運動方程式 2 細胞分裂 2

空所補充②　成句（１） 第7講　水平投射等 第7講　遺伝情報とタンパク質の合成

空所補充②　成句（２） 水平投射等 1 遺伝情報とタンパク質の合成 1

第20講　空所補充③ 水平投射等 2 遺伝情報とタンパク質の合成 2

空所補充③　準動詞（１） 第8講　総合演習 第8講　センター実践演習

空所補充③　準動詞（２） 総合演習 1 センター実践演習 1

空所補充③　時制（１） 総合演習 2 センター実践演習 2

空所補充③　時制（２）



大学入試新共通テスト解説　数学Ⅰ

＜記述式問題のモデル問題例＞

数学Ⅰ　問題全体の指導内容について

例３　問題解法の解説

例３　問題の指導内容に関して

例4　問題解法の解説

例4　問題の指導内容に関して

例5　問題解法の解説

例5　問題の指導内容に関して

＜記述式問題のモデル問題例＞

例３　問題解法の解説

例３　問題の指導内容に関して

例4　問題解法の解説

例4　問題の指導内容に関して



ビジョンクエスト Focus057　確信を表すmust Focus111　独立分詞構文

＜VQ　総合英語＞ Focus058　義務・助言・推量を表すshould Focus112　付帯状況を表す〈with＋（代）名詞＋現在分詞/過去分詞〉

序章　文の成り立ち Focus059　命令・忠告を表すhad better do 英作文のコツ「～しながら」の表し方

1　英語の文 Focus060　未来の予測を表すwill 分詞を使った構文 1　There is S doing/done｜Sが～している/されている

2　文の要素 Focus061　意思を表すwill 分詞を使った構文 2　go doing｜～しに行く

3　S＋V＋α Focus062　現在における推量を表すwill 分詞を使った構文 3　be busy (in) doing｜～するのに忙しい

4　英語の品詞の種類と働き Focus063　習性・習慣を表すwill 分詞を使った構文 4　have difficulty[trouble] (in) doing｜～するのに苦労する

5　句と節 Focus064　過去の習慣・状態を表すused to do 分詞を使った構文 5　spend O (in) doing｜～してO（時間・金・労力）を費やす　

CROSSOVER　いろいろな句と節 質問箱 Q　used to doとwouldはどちらも「（よく）～したものだ」という意味ですが、何か違いはあるのでしょうか。 準動詞のまとめ 1　準動詞の種類と働き

第1章　文の種類　 Focus065　「相手の意向」を尋ねるshall 準動詞のまとめ 2　動詞にはない働き

Focus001　平叙文（肯定文と否定文） Plusα　動詞と助動詞がまぎらわしいneedとdare 準動詞のまとめ 3　動詞と同じような働き

Focus002　疑問文:Yes/No疑問文 Plusα　「義務・必要」「依頼」のさまざまな表現　Plusα　be supposed to do Plusα　準動詞が持つ基本イメージ

英作文のコツ　肯定文・否定文の変換 Focus066　助動詞のbe, have, do 第10章　関係詞

Focus003　疑問文:疑問詞で始まる疑問文 Focus067　〈助動詞＋have＋過去分詞〉:過去についての推量 Focus113　関係代名詞:主格のwho, which

Focus004　選択疑問文 Focus068　〈助動詞＋have＋過去分詞〉:過去の行為についての非難・後悔 Focus114　関係代名詞:目的格のwhom[who], which

英作文のコツ　疑問詞が主語か目的語か？ 助動詞を使った構文 1　would like～｜～が欲しいのですが Focus115　関係代名詞:所有格のwhose

Focus005　命令文 助動詞を使った構文 2　would like to do｜～したいのですが Focus116　関係代名詞that

Focus006　感嘆文 助動詞を使った構文 3　would rather do～（than do…）｜（…するよりも）むしろ～したい Focus117　前置詞の目的語になる関係代名詞

Focus007　否定疑問文 助動詞を使った構文 4　may[might] well do｜おそらく～するだろう Focus118　関係代名詞のwhat

Focus008　付加疑問文 助動詞を使った構文 5　may[might] as well do｜（気は進まないが）～したほうがいい 英作文のコツ　前置詞に注意

Focus009　修辞疑問文 助動詞を使った構文 6　only have to do｜～しさえすればよい（ほかのことはしなくてもよい） Focus119　関係代名詞の限定用法と非限定用法

第2章　文型と動詞 助動詞を使った構文 7　cannot～too…｜いくら…してもしすぎることはない 英作文のコツ　限定用法か？　非限定用法か？

Focus010　主語と動詞 助動詞を使った構文 8　cannot help doing/cannot help but do｜～せずにはいられない[～せざるを得ない] Focus120　句や節を受ける非制限用法のwhich

Focus011　目的語/補語 第6章　受動態 Focus121　関係副詞where

Focus012　修飾語 Focus069　受動態の意味と形（能動態と受動態／動作主を示さない受動態） 質問箱 Q　先行詞が場所を表す場合はwhereを使うと考えてもいいですか。

Focus013　自動詞と他動詞 英作文のコツ　受動態の主語は？ Focus122　関係副詞when

Focus014　文型:SV（主語＋動詞） Focus070　受動態の否定文と疑問文 Focus123　関係副詞why

英作文のコツ　「～がある」の表し方 Focus071　助動詞を含む受動態 Focus124　関係副詞how

Focus015　文型:SVC（主語＋動詞＋補語） Focus072　未来を表す受動態 Focus125　関係副詞の非限定用法

Focus016　文型:SVO（主語＋動詞＋目的語） Focus073　進行形の受動態 Focus126　複合関係代名詞:「～ならどんなものでも」

Focus017　文型:SVOO（主語＋動詞＋目的語＋目的語） Focus074　完了形の受動態 Focus127　複合関係代名詞:「～しようとも」

質問箱 Q　SVOO→＜SVO＋to[for] A＞への書きかえで、toを使えばいいのかforを使えばいいのかが難しいです。 英作文のコツ　受動態の時制に注意 Focus128　複合関係副詞:「～する時はいつでも」など

Focus018　文型:SVOC（主語＋動詞＋目的語＋補語） Focus075　SVOOの受動態:〈give＋O＋O〉型 Focus129　複合関係副詞:「いつ～しようとも」など

文型の見分け方　基本5文型のまとめ Focus076　SVOOの受動態:〈buy＋O＋O〉型 Focus130　関係詞の注意すべき用法 1　<関係代名詞+I think...〉

CROSSOVER　句や節も主語、目的語、補語になる Focus077　SVOCの受動態 Focus130　関係詞の注意すべき用法 2　<二重限定.〉

Focus019　群動詞 Focus078　sayを使った受動態 Focus130　関係詞の注意すべき用法 3　<関係形容詞〉

Focus020　注意すべき他動詞 Focus079　群動詞の受動態 Focus130　関係詞の注意すべき用法 4　<～oFocus whom[which]の非限定用法〉

Focus021　注意すべき自動詞 Focus080　by以外の前置詞が使われる受動態 関係詞を使った構文 1　what is called｜いわゆる

Focus021　自動詞と他動詞で活用と意味がまぎらわしいもの Plusα　受け身の意味を表す能動態 関係詞を使った構文 2　what S used to be｜以前[かつて]のS（の状態）

Focus021　自動詞と他動詞で意味が異なるもの 英作文のコツ　marryを使った英作文 関係詞を使った構文 3　what with A and B｜AやBの理由で

Focus021　SVOOで使う注意すべき動詞 Focus081　動作・変化を表す受動態／状態を表す受動態 関係詞を使った構文 4　A is to B what C is to D｜AとBの関係はCとDの関係と同じだ

動詞の語法 1　「話す」「言う」を表す動詞　speak, talk, say, tell Focus082　受動態でbe動詞以外が使われる場合 関係詞を使った構文 5　such ～ as...｜…するような～

動詞の語法 2　「借りる」「貸す」を表す動詞　borrow, use, lend, rent CROSSOVER　getで「動作・変化」を表す 関係詞を使った構文 6　the same ～ as...｜…するのと同じ～

動詞の語法 3　「似合う」「合う」を表す動詞　suit, become, match, fitなど 英語の情報構造 関係詞を使った構文 7　as is often the case with ～｜～にはよくあることだが

動詞の語法 4　「書く」「描く」を表す動詞　write, draw, paint 第7章　不定詞 関係詞を使った構文 8　more ～ than...｜…する以上の～

動詞の語法 5　「疑う」を表す動詞　doubt, suspect Focus083　名詞的用法 関係詞を使った構文 9　no ～ but...｜…ない～はない

動詞の語法 6　hopeの用法 Focus084　形容詞的用法 句と節のまとめ 1　句と節

動詞の語法 7　helpの用法 Focus085　副詞的用法 句と節のまとめ 2　句の種類と働き

動詞の語法 8　以外な意味を表す自動詞 Focus086　不定詞の意味上の主語 句と節のまとめ 3　節の種類と働き

動詞の語法 9　以外な意味を表す他動詞 Focus087　〈SVO＋to不定詞〉 句と節のまとめ 4　主節と従属節[従位節]

動詞の語法 10　SCOOで使われるdo Focus088　不定詞の否定形 第11章　比較

動詞の語法 11　〈SVO＋for＋名詞〉 Focus089　〈SVO＋原形不定詞〉　使役動詞を使う Focus131　規則変化:-er, -est型

動詞の語法 12　〈SVO＋of＋名詞〉 Focus089　〈SVO＋原形不定詞〉　知覚動詞を使う Focus132　規則変化:more, most型

動詞の語法 13　〈SVO＋with＋名詞〉 CROSSOVER　使役動詞，知覚動詞の受動態 Focus133　不規則変化

動詞の語法 14　〈SVO＋to＋名詞〉 Focus090　〈疑問詞＋to不定詞〉 Focus134　原級を使った比較表現:〈A...as＋原級＋as B〉

動詞の語法 15　〈SVO＋into＋名詞〉 Focus091　不定詞が表す時 CROSSOVER　〈形容詞＋a[an]＋名詞〉の語順

動詞の語法 16　〈SVO＋from＋名詞〉 Focus092　不定詞の進行形・受動態 Focus135　原級を使ったさまざまな表現　〈as many＋複数名詞＋as B〉

第3章　時制 Focus093　〈be動詞＋難易を表す形容詞＋to不定詞〉 Focus135　原級を使ったさまざまな表現　〈X倍を表す〉

Focus022　現在形:状態動詞の場合 Focus094　不定詞を伴う形容詞・動詞 Focus136　比較級を使った比較表現:〈A...比較級＋than B〉

Focus023　現在形:動作動詞の場合 Focus095　代不定詞 英作文のコツ　moreの位置に注意

Focus024　現在形:変わることのない事実や真理 英作文のコツ　「～するようになる」の言い方 CROSSOVER　繰り返しを避ける代名詞

Focus025　現在進行形〈am/are/is＋doing〉 Focus096　〈be動詞＋to不定詞〉 Focus137　比較級を使ったさまざまな表現 1　２つの差が大きいことを表す

英作文のコツ　「～している」の表し方 Focus097　独立不定詞 Focus137　比較級を使ったさまざまな表現 2　２つの差が小さいことを表す

Focus026　過去形:状態動詞の場合 不定詞を使った構文 1　too～to do｜…するには～すぎる／あまりに～なので…できない Focus137　比較級を使ったさまざまな表現 3　２つの差を具体的な数値で表す

Focus027　過去形:動作動詞の場合 不定詞を使った構文 2　～enough to do｜…するのに十分～／十分～なので…する Focus138　句と句、節と節の比較の対象

Focus028　過去進行形〈was/were＋doing〉 不定詞を使った構文 3　so～as to do｜…するほど～な／～なので…する Focus139　最上級を使った比較表現:〈A...(the)＋最上級〉

Focus029　未来を表す表現:〈will＋動詞の原形〉 不定詞を使った構文 4　in order to do/so as to do｜～するために Focus140　最上級を使ったさまざまな表現 1　〈the＋序数＋最上級＋名詞〉

Focus030　未来を表す表現:〈be going to＋動詞の原形〉 不定詞を使った構文 5　All you have to do is (to) do｜～しさえすればよい Focus140　最上級を使ったさまざまな表現 2　〈by far the＋最上級〉

Focus031　未来進行形〈will be＋doing〉 英作文のコツ　「親切にも～してくれた」の表し方 Focus140　最上級を使ったさまざまな表現 3　〈one oFocus the＋最上級＋複数名詞〉

Focus032　現在形の注意すべき用法　＊時や条件を表す副詞節の中で＊ 第8章　動名詞 Focus141　原級・比較級を使って最上級の意味を表す①　no(other), any otherを使った表現

CROSSOVER　副詞節と名詞節の見分け方 Focus098　動名詞の働き Focus142　原級・比較級を使って最上級の意味を表す②　nothing, anythingを使った表現

Focus033　進行形の注意すべき用法　＊繰り返される動作＊＊変化している途中＊ Focus099　動名詞の意味上の主語 Focus143　原級・比較級を使って最上級の意味を表す③　nobody, anybodyを使った表現

Focus034　未来を表す注意すべき表現　＊進行形で「未来の予定・計画」を表す＊ Focus100　動名詞の否定形 英作文のコツ　「誰よりも～」の表し方

Focus034　未来を表す注意すべき表現　＊現在形で「確定した未来の予定」を表す＊ 英作文のコツ　意味上の主語と動名詞の位置 Focus144　thanではなくtoを用いる比較

Focus035　未来を表す他の表現　＊be about to do＊＊〈be動詞＋to不定詞〉 Focus101　動名詞が表す時 Focus145　絶対比較級

動作動詞と状態動詞 Focus102　動名詞の受動態 Focus146　注意すべき比較級の用法　〈the＋比較級＋oFocus the two～〉

第4章　完了形 CROSSOVER　動名詞の形容詞用法 Focus147　注意すべき最上級の用法　〈同一人物・物の中での比較〉

Focus036　現在完了形:完了・結果 動名詞を使った構文 1　It is no use[good] doing｜～しても無駄である Focus148　〈the＋最上級＋名詞〉

Focus037　現在完了形:経験 動名詞を使った構文 2　There is no doing｜～することはできない 比較を使った構文 1　as ～ as possible｜できるだけ～

Focus038　現在完了形:状態の継続 動名詞を使った構文 3　be worth doing｜～する価値がある 比較を使った構文 2　as＋原級＋as ever｜相変わらず～、普段と変わらず～

英作文のコツ　「～して〇年になる」の表し方 動名詞を使った構文 4　on doing｜～するとすぐ 比較を使った構文 3　as many[much] as＋数詞＋名詞｜（数[量]が）～もの…

Focus039　現在完了進行形:動作の継続 動名詞を使った構文 5　It goes without saying that …　｜…は言うまでもないことだ 比較を使った構文 4　as good as＋形容詞[分詞]｜ほとんど～と同様、～も同然

Focus040　現在完了形と一緒に使える語句・使えない語句 動名詞を使った構文 6　feel like doing｜～したい気分だ 比較を使った構文 5　not so much A as B｜AというよりはむしろB

Focus041　過去完了形:完了・結果 動名詞を使った構文 7　be on[at] the poing of doing｜まさに～しようとしている 比較を使った構文 6　without so much as＋名詞[動名詞]｜～さえしないで

Focus042　過去完了形:経験 動名詞を使った構文 8　make a point of doing｜～することにしている 比較を使った構文 7　比較級＋and＋比較級｜ますます～，だんだん～

Focus043　過去完了形:状態の継続 動名詞を使った構文 9　look forward to doing｜～するのを楽しみにする 比較を使った構文 8　the＋比較級＋SV..., the＋比較級＋SV～｜…すればするほど、ますます～する

Focus044　過去完了進行形:動作の継続 動名詞を使った構文 10　be used to doing｜～するのに慣れている 比較を使った構文 9　(all) the＋比較級(＋for）｜それだけ～、ますます～

Focus045　時間的な前後関係を表す過去完了形（大過去） 動名詞を使った構文 11　with a view to doing｜～するために 比較を使った構文 10　none the less (for～)｜それでもやはり、それにも関わらず

Plusα　実現されなかった期待を表す過去完了形 動名詞を使った構文 12　when it comes to doing｜～するということになると 比較を使った構文 11　(and) what is more｜その上、さらには

CROSSOVER　時制の一致による過去完了 動名詞を使った構文 13　What do you say to doing?｜～したらどうだろう 比較を使った構文 12　know better than to do｜（～するほど）愚かでない、分別がある（から～しない）

Focus046　未来完了形:完了・結果 CROSSOVER　まぎらわしいused to 比較を使った構文 13　more than＋数詞＋名詞｜～よりも多い

Focus047　未来完了形:経験 動名詞と不定詞 1　動詞の目的語になる動名詞と不定詞 比較を使った構文 14　not more than＋数詞＋名詞｜多くても～、せいぜい～

Focus048　未来完了形:状態の継続 動名詞と不定詞 2　動名詞のみを目的語とする動詞 比較を使った構文 15　not less than＋数詞＋名詞｜少なくとも～

Plusα　未来完了進行形〈will have been＋doing〉 動名詞と不定詞 3　不定詞のみを目的語とする他動詞 比較を使った構文 16　no more than＋数詞＋名詞｜たったの～、わずか～しか

Focus049　未来完了形の代用 動名詞と不定詞 4　動名詞も不定詞も目的語とする動詞①（ほとんど意味は変わらない） 比較を使った構文 17　no less than＋数詞＋名詞｜～もの、～ほども多く

完了形のまとめ、完了進行形のまとめ 動名詞と不定詞 5　動名詞も不定詞も目的語とする動詞②（意味が違う） 比較を使った構文 18　A...no＋比較級＋than B｜AはBと同じくらい…だ、AはBほどの…しかない

時制の一致 動名詞と不定詞 6　その他の注意すべき表現　＊be sure ofとbe sure to＊ 比較を使った構文 19　A ... no more～than B｜AはBと同様に～でない

時制の一致を行わない場合 第9章　分詞 比較を使った構文 20　much[still] less｜まして～ない

第5章　助動詞 Focus103　名詞を修飾する分詞（限定用法） 比較を使った構文 21　more or less｜1．多かれ少なかれ　2．ほとんど、事実上

助動詞、助動詞の意味とルール Focus104　形容詞化した分詞 比較を使った構文 22　sooner or later｜遅かれ早かれ、いつかそのうちに

Focus050　能力・可能を表すcanとbe able to do Focus105　補語になる分詞（叙述用法） 比較を使った構文 23　at (the) most｜多くても、せいぜい[最大でも同じかそれ以下]

Focus051　許可・依頼を表すcan Focus106　〈知覚動詞＋O＋分詞〉 比較を使った構文 24　at best｜最高でも、せいぜい

Focus052　推量を表すcan Focus107　〈使役動詞＋O＋過去分詞〉 比較を使った構文 25　at one's best｜最高の状態で

Focus053　許可を表すmay CROSSOVER　使役動詞がとる形 比較を使った構文 26　make the most of～｜～を最大限に利用する

Focus054　推量を表すmay Focus108　分詞構文の形と働き 第12章　仮定法

Focus055　義務・必要・禁止を表すmust Focus109　分詞構文が表す意味 Focus149　直説法と仮定法

Focus056　義務・必要を表すhave to do Focus110　完了形の分詞構文 Focus150　仮定法過去



Focus151　仮定法過去完了 第17章　接続詞 英作文のコツ　aはいる？　いらない？

Focus152　if節と主節で時制が異なる場合 接続詞の種類と役割 Focus269　抽象名詞

Focus153　未来のことを表す仮定法 Focus208　and Focus270　固有名詞

Focus154　wishを使った仮定法 Focus209　or Focus271　名詞の複数形:規則変化

Focus155　as ifを使った仮定法 Focus210　but/so/for Focus272　名詞の複数形:不規則変化

Focus156　ifの省略（倒置形） Focus211　命令文＋and.../命令文＋or... Focus273　名詞の所有格

Focus157　ifを使わない仮定法①:副詞（句）で仮定を表す 1　〈without＋名詞〉「～がなければ」 Focus212　等位接続詞を用いたその他の表現 1　both A and B「AとBの両方」 Focus274　常に複数形で使われる名詞

Focus157　ifを使わない仮定法①:副詞（句）で仮定を表す 2　〈with＋名詞〉「～があれば」 Focus212　等位接続詞を用いたその他の表現 2　not only A but (also) B「AだけでなくBも」 Focus275　数えられない名詞が普通名詞として使われる場合

Focus157　ifを使わない仮定法①:副詞（句）で仮定を表す 3　otherwise「そうでなければ」 Focus212　等位接続詞を用いたその他の表現 3　not A but B「AではなくてB」 Focus276　〈of＋抽象名詞〉〈with＋抽象名詞〉〈in＋抽象名詞〉

Focus157　ifを使わない仮定法①:副詞（句）で仮定を表す 4　in your place「もしあなたの立場なら」 Focus212　等位接続詞を用いたその他の表現 4　either A or B「AかBのどちらか」 名詞の語法 1　意外な意味を持つ名詞

Focus158　ifを使わない仮定法②:主語が仮定を表す Focus212　等位接続詞を用いたその他の表現 5　neither A nor B「AもBもどちらも～ない」 名詞の語法 2　単数形と複数形で意味が異なる名詞

Focus159　ifを使わない仮定法③:不定詞・分詞構文で仮定を表す 質問箱 Q　"either Tom or Bob"のようなものが主語になった場合、後ろに続く動詞は～　 名詞の語法 3　常に複数形を用いる表現（相互複数）

Focus160　動詞の原形を使う仮定法 英作文のコツ　日本語の「～だが・・・」に注意 名詞の語法 4　使い分けに注意が必要な名詞　[習慣・慣習][仕事]

仮定法を使った構文 1　If it were not for～｜もし～がなければ Focus213　名詞節をつくるthat「・・・ということ」 名詞の語法 4　使い分けに注意が必要な名詞　[予約][料金]

仮定法を使った構文 2　If only...｜～でさえあればなあ Focus214　形容詞に続くthat 名詞の語法 4　使い分けに注意が必要な名詞　[給料][客][間違い]

仮定法を使った構文 3　It's time＋仮定法過去｜もう～してもよいころだ CROSSOVER　thatのさまざまな用法 第21章　冠詞

仮定法を使った構文 4　as it were｜いわば Focus215　名詞節をつくるwhether/if「・・・～かどうか」 Focus277　aとanの使い分け

仮定法を使った構文 5　would rather＋仮定法過去｜（むしろ）～してほしい Focus216　時を表すwhen/while/as Focus278　a[an]が使われる場合

第13章　否定 Plusα　さまざまな意味を持つas CROSSOVER　数えられない名詞に付くa[an]

Focus161　notの用法 Focus217　時を表すbefore/after Focus279　theが使われる場合

Focus162　neverの用法 Focus218　時を表すsince/until[till]/by the time Focus280　〈the＋形容詞[分詞]／固有形容詞〉

Focus163　noの用法 質問箱 Q　until[till]もby the timeも日本語では「～まで」ですが、～　 Focus281　慣用的にtheが使われる場合

Focus164　noの付いた否定語 Focus219　時を表すevery[each] tme/(the) next time Focus282　無冠詞になる場合 1　数えられる名詞の複数形

Focus165　準否定語:hardly/scarcely/seldom/rarely Focus220　時を表すas soon as/the moment Focus282　無冠詞になる場合 2　数えられない名詞（物質名詞）

Focus166　準否定語:few/little Focus221　条件を表すif/unless Focus282　無冠詞になる場合 3　数えられない名詞（抽象名詞）

Focus167　部分否定と全否定　＊not all～とnone～＊ Focus222　条件を表すonce/as long as/as far as Focus282　無冠詞になる場合 4　数えられない名詞（固有名詞）

Focus168　部分否定の表現 1　not every～「すべての～が…というわけではない」 CROSSOVER　ifの意味を表す表現 Focus282　無冠詞になる場合 5　「機能」に焦点を当てる

Focus168　部分否定の表現 2　not～both...「両方とも～というわけではない」 Focus223　譲歩を表すthough/although/even though/even if Focus282　無冠詞になる場合 6　「行為」に焦点を当てる

Focus168　部分否定の表現 3　not always～「いつも～とは限らない」 Focus224　譲歩を表すwhether Focus282　無冠詞になる場合 7　「交通手段・通信手段」に焦点を当てる

Focus169　二重否定 Focus225　理由・結果を表すbecause/since Focus282　無冠詞になる場合 8　「地位・役職」を表す語が補語（C)になる

Focus170　notの位置 Focus226　理由・結果を表すnow (that)/in that Focus282　無冠詞になる場合 9　無冠詞複数形で「種類全体」を表す

Focus171　否定を含む節の代わりをするnot Focus227　結果・程度を表すso～that.../such ～ that... Focus283　theと固有名詞 1　〈the＋固有名詞＋（普通名詞）〉

否定の構文 1　It will not be long before...｜まもなく…するだろう Focus228　目的を表すso that Focus283　theと固有名詞 2　〈the＋複数形の固有名詞〉

否定の構文 2　not...until～｜～して初めて…する，～までは・・・しない Focus229　in case/for fear (that) Focus283　theと固有名詞 3　〈the＋公共の乗り物の名前〉

否定の構文 3　no longer｜もはや～ない 第18章　前置詞 Focus283　theと固有名詞 4　〈the＋公共の建物の名前〉

否定の構文 4　by no means｜決して～ない Focus230　場所を表すat/in/on Focus283　theと固有名詞 5　〈the＋新聞の名前〉

否定の構文 5　have no choice but to do｜～するしかない Focus231　時を表すat/in/on 1　at「時の一点」　atが持つ意味の広がり Focus283　theと固有名詞 6　〈the＋普通名詞＋of＋固有名詞〉

否定の構文 6　nothing but～｜ただの～，～にすぎない Focus231　時を表すat/in/on 2　in「幅のある時間」　inが持つ意味の広がり Focus284　a[an]を含む慣用表現

否定の構文 7　do nothing but do｜～してばかりいる Focus231　時を表すat/in/on 3　on「曜日・日付」　onが持つ意味の広がり Focus285　theを含む慣用表現

否定の構文 8　be second to none｜～は誰にも（何にも）劣らない 英作文のコツ　inかonか？ Focus286　注意すべき冠詞の位置

否定の構文 9　anything but～｜決して～でない Focus232　from/to 1　from「起点」　fromが持つ意味の広がり 第22章　代名詞

否定の構文 10　far from～｜決して～でない，～どころではない Focus232　from/to 2　to「到達点」　toが持つ意味の広がり 1．人称代名詞

否定の構文 11　the last...＋関係詞節｜決して～しない人だ 英作文のコツ　「～から」＝from？ Focus287　「一般の人々」を表す総称のyou, we, they

否定の構文 12　fail to do｜～し損なう，～できない Focus233　for　1　for「方向」　2　for「利益」　3　for「継続する期間」 Focus288　所有代名詞

否定の構文 13　in vain｜無駄に～する，（結局）～できない Focus233　forが持つ意味の広がり Focus289　再帰代名詞 1、2　再帰用法

否定の構文 14　be free of[from]～｜～がない 英作文のコツ　「～ために」＝for？ Focus289　再帰代名詞 3　強調用法

否定の構文 15　have yet to do｜まだ～していない Focus234　along/across Focus289　再帰代名詞 4　再帰代名詞を使った慣用表現

否定の構文 16　remain to be＋過去分詞｜まだ～されていない Focus235　through Focus290　itの用法

第14章　強調・倒置・挿入・省略・同格 Focus236　into/out of Focus291　形式主語のit

Focus172　強調構文を使った強調 Focus237　over/under 1　over「～の上に」　overが持つ意味の広がり Focus292　形式目的語のit

Focus173　語句を付け加える強調　＊動詞を強調するdo＊ Focus237　over/under 2　under「～の下に」　underrが持つ意味の広がり 英作文のコツ　It is ～ to do か It is ～ that…か

Focus173　語句を付け加える強調　＊疑問詞を強調するon earthなど＊ Focus238　above/below Focus293　時間・天候・距離・明暗を表すit

Focus173　語句を付け加える強調　＊否定表現を強調するat allなど＊ Focus239　up/down Focus294　状況を漠然と表すit

Focus174　そのほかの強調　＊名詞を強調するvery＊ Focus240　in front of/behind/opposite Focus295　物や人を指し示すthis[these], that[those]

Focus174　そのほかの強調　＊形容詞・副詞を強調するterriblyなど＊ Focus241　next to/beside/near Focus296　前後の節や文の内容を指し示すthis, that

Focus174　そのほかの強調　＊～and～＊ Focus242　by Focus297　前出の語の繰り返しを避けるthat, those

Focus175　強調のための倒置 Focus243　about Focus298　「人々」の意味のthose

Focus176　慣用的な倒置　＊〈so＋疑問文の語順〉＊ Focus244　around/beyond Plusα　the same

Focus176　慣用的な倒置　＊〈neither[nor]＋疑問文の語順〉＊ Focus245　between/among Focus299　one〈修飾語句が付かない場合〉

Focus177　そのほかの倒置　＊副詞が文頭に出る＊ Focus246　during　CROSSOVWER　for/during/whileの使い分け Focus300　one, ones〈修飾語句が付く場合〉

Focus177　そのほかの倒置　＊補語が文頭に出る＊ Focus247　before/after Focus301　some〈代名詞・形容詞〉

Focus178　挿入 英作文のコツ　「3日後に」の表し方 Focus302　any〈代名詞・形容詞〉

Focus179　省略:語句の繰り返しを避ける Focus248　since/until[till] Focus303　another〈代名詞・形容詞〉

Focus180　接続詞の後の〈主語＋be動詞〉の省略 英作文のコツ　byとuntilの使い分け Focus304　other（代名詞の用法）

Focus181　同格:名詞の同格 Focus249　against one, some, another, otherのまとめ

Focus182　thatを使った同格 Focus250　with/without　1　with「同伴」　2　without「～なしで」 Focus305　other（形容詞の用法）

Ｐｌｕｓα　to不定詞・動名詞を使った同格 Focus250　with/without　withが持つ意味の広がり Focus306　both（代名詞・形容詞）

質問箱 Q　同格のthatを関係代名詞のthatの見分け方を教えてください。 Focus251　within Focus307　all（代名詞・形容詞）

強調・倒置・省略の構文 1　It is not until～that...｜～して初めて… Plusα　手段・道具・方法を表す前置詞の使い分け Focus308　each（代名詞・形容詞）

強調・倒置・省略の構文 2　No sooner～than...｜～するとすぐに… Focus252　of　1　of「部分」　2　of「所属」 英作文のコツ　each otherの使い方

強調・倒置・省略の構文 3　Hardly[Scarcely]～when...｜～するとすぐに… Focus252　of　ofが持つ意味の広がり CROSSOVER　eachとeveryの違い

強調・倒置・省略の構文 4　～one thing, and ... another｜～と…は別のものだ Focus253　as/like Focus309　either（代名詞・形容詞）

第15章　無生物主語・名詞構文 Focus254　except/but Focus310　neither（代名詞・形容詞）

Focus183　「SがOに～させる」 Focus255　群前置詞 Focus311　someone, everything, no oneなど（代名詞）　　-one, -body, -thing

Focus184　「SがOに～を思い出させる」 英作文のコツ　「～しないで」の表し方 Focus311　someone, everything, no oneなど（代名詞） 1　someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody

Focus185　「SがOが～することを可能にする」 群動詞 1　自動詞の働きをする群動詞 Focus311　someone, everything, no oneなど（代名詞） 2　something, anything, everything

Focus186　「SがOが～するのを妨げる」 群動詞 2　他動詞の働きをする群動詞 ①〈動詞＋副詞〉で他動詞の働きをする群動詞 Focus311　someone, everything, no oneなど（代名詞） 3　no one, nobody, nothing

Focus187　「SがOを～へ連れていく」 群動詞 2　他動詞の働きをする群動詞 ②〈動詞＋前置詞〉で他動詞の働きをする群動詞 代名詞を使った構文　●itを用いた表現

Focus188　「SがOから～を奪う」 群動詞 2　他動詞の働きをする群動詞 ③〈動詞＋副詞＋前置詞〉で他動詞の働きをする群動詞 代名詞を使った構文　●-thingを用いた表現

Focus189　「SがOに～を費やさせる/節約させる」 群動詞 2　他動詞の働きをする群動詞 ④〈動詞＋名詞＋前置詞〉で他動詞の働きをする群動詞 第23章　形容詞

Focus190　「SがOに～を伝える」 第19章　疑問詞 Focus312　形容詞の限定用法（名詞を修飾する）

英作文のコツ　主語の決定 Focus256　疑問代名詞:主格 CROSSOVER　限定用法

Focus191　〈take[have] a[an]＋名詞〉型 Focus257　疑問代名詞:目的格 質問箱 Q　形容詞が続くとき、並べる順番を教えてください。

Focus192　〈make a[an]＋名詞〉型 Focus258　疑問代名詞:所有格 Focus313　形容詞の叙述用法（補語になる）

Focus193　〈give (O) a[an]＋名詞〉型 Focus259　疑問形容詞 Focus314　限定用法・叙述用法のどちらか一方の形容詞

Focus194　〈a[an]＋形容詞＋～する人〉型 Focus260　疑問副詞when, where, why Focus314　1　限定用法しかない形容詞

Focus195　〈所有格＋名詞〉型 英作文のコツ　「どこ」＝where？ Focus314　2　叙述用法しかな形容詞

Focus196　〈名詞＋of＋名詞〉型 Focus261　疑問副詞how Focus314　3，4　限定用法と叙述用法で意味が異なる形容詞

第16章　話法 Focus262　How～?, How many～?, How much～? 英作文のコツ　「似ている」の表し方

Focus197　話法と時制 英作文のコツ　「人口の多さ」の表し方 Focus315　人が主語にならない形容詞

Focus198　平叙文の間接話法 1　〈tell+人+(that)+S+V〉 Focus263　間接疑問 CROSSOVER　他品詞の形容詞化

Focus198　平叙文の間接話法 2　人称代名詞の変更 Focus264　〈疑問詞＋do you think...?〉 Focus316　数詞

Focus198　平叙文の間接話法 3　指示代名詞の変更 疑問詞を使った構文 1　What...for?｜何のために・・・なのか Focus317　manyとmuch

Focus198　平叙文の間接話法 4　時制の一致の基本 疑問詞を使った構文 2　How come S+V?｜どうして・・・なのか Focus318　a lot of

Focus198　平叙文の間接話法 5　時・場所を表す表現を変える 疑問詞を使った構文 3　What is S like?｜Sはどのようなもの[人]か Focus319　a fewとa little

Focus199　疑問詞を使った疑問文の間接話法 疑問詞を使った構文 4　How do you like A?｜1．Aはどうですか　2．Aはどのようにしますか Focus320　several

Focus200　Yes/No疑問文の間接話法 疑問詞を使った構文 5　What do you think of[about] A?｜Aをどう思いますか Focus321　enough

Focus201　命令文の間接話法 疑問詞を使った構文 6　What is wrong (with A)?など｜どうしたのですか Focus322　most

Focus202　否定の命令文の間接話法 疑問詞を使った構文 7　What's up?｜1．最近どう？　2．どうしたの？ 英作文のコツ　mostとalmostの使い分け

Focus203　Let's～の間接話法 疑問詞を使った構文 8　What becomes of A?｜Aはどうなるのか Focus323　every

Focus204　感嘆文の間接話法 疑問詞を使った構文 9　How about doing?など｜～するのはどうですか，＝～してはどうですか 形容詞を使った構文

Focus205　従属節を含む文の間接話法 疑問詞を使った構文 10　What if S+V...?｜・・・したらどうなるだろうか[どうするのか] 形容詞の語法 1　「多い」「少ない」を表す表現

Focus206　and, butなどで結ばれた文の間接話法 第20章　名詞 形容詞の語法 2　「多い」「少ない」を表すlarge, small

Focus207　2種類の文の間接話法 Focus265　数えられる名詞と数えられない名詞 形容詞の語法 3　「高い」「安い」を表すhigh, lowとlarge, small

Plusα　描出話法 Focus266　普通名詞　 形容詞の語法 4　対で覚える形容詞の表現

質問箱 Q　She said that the new movie is good. という文～　 Focus267　集合名詞 形容詞の語法 5　つづりと意味がまぎらわしい形容詞

Focus268　物質名詞



第24章　副詞 Focus035　未来を表す他の表現　＊be about to do＊＊〈be動詞＋to不定詞〉 Focus101　動名詞が表す時

Focus324　「様態」を表す副詞 動作動詞と状態動詞 Focus102　動名詞の受動態

Focus325　「場所」を表す副詞 第4章　完了形 CROSSOVER　動名詞の形容詞用法

Focus326　「時」を表す副詞 Focus036　現在完了形:完了・結果 動名詞を使った構文 1　It is no use[good] doing｜～しても無駄である

Focus327　「頻度」を表す副詞 Focus037　現在完了形:経験 動名詞を使った構文 2　There is no doing｜～することはできない

Focus328　「程度」を表す副詞 Focus038　現在完了形:状態の継続 動名詞を使った構文 3　be worth doing｜～する価値がある

Focus329　文全体を修飾する副詞 英作文のコツ　「～して〇年になる」の表し方 動名詞を使った構文 4　on doing｜～するとすぐ

Focus330　very/much Focus039　現在完了進行形:動作の継続 動名詞を使った構文 5　It goes without saying that …　｜…は言うまでもないことだ

Focus331　ago/before Focus040　現在完了形と一緒に使える語句・使えない語句 動名詞を使った構文 6　feel like doing｜～したい気分だ

Focus332　already/yet/still Focus041　過去完了形:完了・結果 動名詞を使った構文 7　be on[at] the poing of doing｜まさに～しようとしている

Focus333　so Focus042　過去完了形:経験 動名詞を使った構文 8　make a point of doing｜～することにしている

Focus334　too/either/neither Focus043　過去完了形:状態の継続 動名詞を使った構文 9　look forward to doing｜～するのを楽しみにする

Focus335　つなぎの言葉（ディスコースマーカー）になる副詞（句） Focus044　過去完了進行形:動作の継続 動名詞を使った構文 10　be used to doing｜～するのに慣れている

英作文のコツ　howeverは副詞 Focus045　時間的な前後関係を表す過去完了形（大過去） 動名詞を使った構文 11　with a view to doing｜～するために

副詞の語法 1　名詞と間違えやすい副詞 Plusα　実現されなかった期待を表す過去完了形 動名詞を使った構文 12　when it comes to doing｜～するということになると

副詞の語法 2　-lyの有無によって意味の異なる副詞 CROSSOVER　時制の一致による過去完了 動名詞を使った構文 13　What do you say to doing?｜～したらどうだろう

副詞の語法 3　意外な意味を持つ副詞 Focus046　未来完了形:完了・結果 CROSSOVER　まぎらわしいused to

副詞の語法 4　副詞のotherwiseが表す3つの意味 Focus047　未来完了形:経験 動名詞と不定詞 1　動詞の目的語になる動名詞と不定詞

副詞の語法 5　thereのいろいろ Focus048　未来完了形:状態の継続 動名詞と不定詞 2　動名詞のみを目的語とする動詞

付録 Plusα　未来完了進行形〈will have been＋doing〉 動名詞と不定詞 3　不定詞のみを目的語とする他動詞

1　be, do, haveの活用 Focus049　未来完了形の代用 動名詞と不定詞 4　動名詞も不定詞も目的語とする動詞①（ほとんど意味は変わらない）

2　3人称単数現在の-s, -esの付け方 完了形のまとめ、完了進行形のまとめ 動名詞と不定詞 5　動名詞も不定詞も目的語とする動詞②（意味が違う）

3　規則動詞の活用（一般動詞の過去形・過去分詞形） 時制の一致 動名詞と不定詞 6　その他の注意すべき表現　＊be sure ofとbe sure to＊

4　-ing形の作り方（一般動詞の現在分詞形・動名詞） 時制の一致を行わない場合 第9章　分詞

5　不規則動詞の活用 第5章　助動詞 Focus103　名詞を修飾する分詞（限定用法）

6　〈主語＋be動詞／have／助動詞〉の短縮形 助動詞、助動詞の意味とルール Focus104　形容詞化した分詞

7　〈be動詞／do／have／助動詞＋not〉の短縮形 Focus050　能力・可能を表すcanとbe able to do Focus105　補語になる分詞（叙述用法）

8　数詞（基数と序数） Focus051　許可・依頼を表すcan Focus106　〈知覚動詞＋O＋分詞〉

9　数字の読み方 Focus052　推量を表すcan Focus107　〈使役動詞＋O＋過去分詞〉

10　国名・国民名 Focus053　許可を表すmay CROSSOVER　使役動詞がとる形

11　母音の発音 Focus054　推量を表すmay Focus108　分詞構文の形と働き

12　子音の発音 Focus055　義務・必要・禁止を表すmust Focus109　分詞構文が表す意味

Focus056　義務・必要を表すhave to do Focus110　完了形の分詞構文

Focus057　確信を表すmust Focus111　独立分詞構文

＜VQ　総合英語　2nd Edition＞ Focus058　義務・助言・推量を表すshould Focus112　付帯状況を表す〈with＋（代）名詞＋現在分詞/過去分詞〉

序章　文の成り立ち Focus059　命令・忠告を表すhad better do 英作文のコツ「～しながら」の表し方

1　英語の文 Focus060　未来の予測を表すwill 分詞を使った構文 1　There is S doing/done｜Sが～している/されている

2　文の要素 Focus061　意思を表すwill 分詞を使った構文 2　go doing｜～しに行く

3　S＋V＋α Focus062　現在における推量を表すwill 分詞を使った構文 3　be busy (in) doing｜～するのに忙しい

4　英語の品詞の種類と働き Focus063　習性・習慣を表すwill 分詞を使った構文 4　have difficulty[trouble] (in) doing｜～するのに苦労する

5　句と節 Focus064　過去の習慣・状態を表すused to do 分詞を使った構文 5　spend O (in) doing｜～してO（時間・金・労力）を費やす　

CROSSOVER　いろいろな句と節 質問箱 Q　used to doとwouldはどちらも「（よく）～したものだ」という意味ですが、何か違いはあるのでしょうか。 準動詞のまとめ 1　準動詞の種類と働き

第1章　文の種類　 Focus065　「相手の意向」を尋ねるshall 準動詞のまとめ 2　動詞にはない働き

Focus001　平叙文（肯定文と否定文） Plusα　動詞と助動詞がまぎらわしいneedとdare 準動詞のまとめ 3　動詞と同じような働き

Focus002　疑問文:Yes/No疑問文 Plusα　「義務・必要」「依頼」のさまざまな表現　Plusα　be supposed to do Plusα　準動詞が持つ基本イメージ

英作文のコツ　肯定文・否定文の変換 Focus066　助動詞のbe, have, do 第10章　関係詞

Focus003　疑問文:疑問詞で始まる疑問文 Focus067　〈助動詞＋have＋過去分詞〉:過去についての推量 Focus113　関係代名詞:主格のwho, which

Focus004　選択疑問文 Focus068　〈助動詞＋have＋過去分詞〉:過去の行為についての非難・後悔 Focus114　関係代名詞:目的格のwhom[who], which

英作文のコツ　疑問詞が主語か目的語か？ 助動詞を使った構文 1　would like～｜～が欲しいのですが Focus115　関係代名詞:所有格のwhose

Focus005　命令文 助動詞を使った構文 2　would like to do｜～したいのですが Focus116　関係代名詞that

Focus006　感嘆文 助動詞を使った構文 3　would rather do～（than do…）｜（…するよりも）むしろ～したい Focus117　前置詞の目的語になる関係代名詞

Focus007　否定疑問文 助動詞を使った構文 4　may[might] well do｜おそらく～するだろう Focus118　関係代名詞のwhat

Focus008　付加疑問文 助動詞を使った構文 5　may[might] as well do｜（気は進まないが）～したほうがいい 英作文のコツ　前置詞に注意

Focus009　修辞疑問文 助動詞を使った構文 6　only have to do｜～しさえすればよい（ほかのことはしなくてもよい） Focus119　関係代名詞の限定用法と非限定用法

第2章　文型と動詞 助動詞を使った構文 7　cannot～too…｜いくら…してもしすぎることはない 英作文のコツ　限定用法か？　非限定用法か？

Focus010　主語と動詞 助動詞を使った構文 8　cannot help doing/cannot help but do｜～せずにはいられない[～せざるを得ない] Focus120　句や節を受ける非制限用法のwhich

Focus011　目的語/補語 第6章　受動態 Focus121　関係副詞where

Focus012　修飾語 Focus069　受動態の意味と形（能動態と受動態／動作主を示さない受動態） 質問箱 Q　先行詞が場所を表す場合はwhereを使うと考えてもいいですか。

Focus013　自動詞と他動詞 英作文のコツ　受動態の主語は？ Focus122　関係副詞when

Focus014　文型:SV（主語＋動詞） Focus070　受動態の否定文と疑問文 Focus123　関係副詞why

英作文のコツ　「～がある」の表し方 Focus071　助動詞を含む受動態 Focus124　関係副詞how

Focus015　文型:SVC（主語＋動詞＋補語） Focus072　未来を表す受動態 Focus125　関係副詞の非限定用法

Focus016　文型:SVO（主語＋動詞＋目的語） Focus073　進行形の受動態 Focus126　複合関係代名詞:「～ならどんなものでも」

Focus017　文型:SVOO（主語＋動詞＋目的語＋目的語） Focus074　完了形の受動態 Focus127　複合関係代名詞:「～しようとも」

質問箱 Q　SVOO→＜SVO＋to[for] A＞への書きかえで、toを使えばいいのかforを使えばいいのかが難しいです。 英作文のコツ　受動態の時制に注意 Focus128　複合関係副詞:「～する時はいつでも」など

Focus018　文型:SVOC（主語＋動詞＋目的語＋補語） Focus075　SVOOの受動態:〈give＋O＋O〉型 Focus129　複合関係副詞:「いつ～しようとも」など

文型の見分け方　基本5文型のまとめ Focus076　SVOOの受動態:〈buy＋O＋O〉型 Focus130　関係詞の注意すべき用法 1　<関係代名詞+I think...〉

CROSSOVER　句や節も主語、目的語、補語になる Focus077　SVOCの受動態 Focus130　関係詞の注意すべき用法 2　<二重限定.〉

Focus019　群動詞 Focus078　sayを使った受動態 Focus130　関係詞の注意すべき用法 3　<関係形容詞〉

Focus020　注意すべき他動詞 Focus079　群動詞の受動態 Focus130　関係詞の注意すべき用法 4　<～oFocus whom[which]の非限定用法〉

Focus021　注意すべき自動詞 Focus080　by以外の前置詞が使われる受動態 関係詞を使った構文 1　what is called｜いわゆる

Focus021　自動詞と他動詞で活用と意味がまぎらわしいもの Plusα　受け身の意味を表す能動態 関係詞を使った構文 2　what S used to be｜以前[かつて]のS（の状態）

Focus021　自動詞と他動詞で意味が異なるもの 英作文のコツ　marryを使った英作文 関係詞を使った構文 3　what with A and B｜AやBの理由で

Focus021　SVOOで使う注意すべき動詞 Focus081　動作・変化を表す受動態／状態を表す受動態 関係詞を使った構文 4　A is to B what C is to D｜AとBの関係はCとDの関係と同じだ

動詞の語法 1　「話す」「言う」を表す動詞　speak, talk, say, tell Focus082　受動態でbe動詞以外が使われる場合 関係詞を使った構文 5　such ～ as...｜…するような～

動詞の語法 2　「借りる」「貸す」を表す動詞　borrow, use, lend, rent CROSSOVER　getで「動作・変化」を表す 関係詞を使った構文 6　the same ～ as...｜…するのと同じ～

動詞の語法 3　「似合う」「合う」を表す動詞　suit, become, match, fitなど 英語の情報構造 関係詞を使った構文 7　as is often the case with ～｜～にはよくあることだが

動詞の語法 4　「書く」「描く」を表す動詞　write, draw, paint 第7章　不定詞 関係詞を使った構文 8　more ～ than...｜…する以上の～

動詞の語法 5　「疑う」を表す動詞　doubt, suspect Focus083　名詞的用法 関係詞を使った構文 9　no ～ but...｜…ない～はない

動詞の語法 6　hopeの用法 Focus084　形容詞的用法 句と節のまとめ 1　句と節

動詞の語法 7　helpの用法 Focus085　副詞的用法 句と節のまとめ 2　句の種類と働き

動詞の語法 8　以外な意味を表す自動詞 Focus086　不定詞の意味上の主語 句と節のまとめ 3　節の種類と働き

動詞の語法 9　以外な意味を表す他動詞 Focus087　〈SVO＋to不定詞〉 句と節のまとめ 4　主節と従属節[従位節]

動詞の語法 10　SCOOで使われるdo Focus088　不定詞の否定形 第11章　比較

動詞の語法 11　〈SVO＋for＋名詞〉 Focus089　〈SVO＋原形不定詞〉　使役動詞を使う Focus131　規則変化:-er, -est型

動詞の語法 12　〈SVO＋of＋名詞〉 Focus089　〈SVO＋原形不定詞〉　知覚動詞を使う Focus132　規則変化:more, most型

動詞の語法 13　〈SVO＋with＋名詞〉 CROSSOVER　使役動詞，知覚動詞の受動態 Focus133　不規則変化

動詞の語法 14　〈SVO＋to＋名詞〉 Focus090　〈疑問詞＋to不定詞〉 Focus134　原級を使った比較表現:〈A...as＋原級＋as B〉

動詞の語法 15　〈SVO＋into＋名詞〉 Focus091　不定詞が表す時 CROSSOVER　〈形容詞＋a[an]＋名詞〉の語順

動詞の語法 16　〈SVO＋from＋名詞〉 Focus092　不定詞の進行形・受動態 Focus135　原級を使ったさまざまな表現　〈as many＋複数名詞＋as B〉

第3章　時制 Focus093　〈be動詞＋難易を表す形容詞＋to不定詞〉 Focus135　原級を使ったさまざまな表現　〈X倍を表す〉

Focus022　現在形:状態動詞の場合 Focus094　不定詞を伴う形容詞・動詞 Focus136　比較級を使った比較表現:〈A...比較級＋than B〉

Focus023　現在形:動作動詞の場合 Focus095　代不定詞 英作文のコツ　moreの位置に注意

Focus024　現在形:変わることのない事実や真理 英作文のコツ　「～するようになる」の言い方 CROSSOVER　繰り返しを避ける代名詞

Focus025　現在進行形〈am/are/is＋doing〉 Focus096　〈be動詞＋to不定詞〉 Focus137　比較級を使ったさまざまな表現 1　２つの差が大きいことを表す

英作文のコツ　「～している」の表し方 Focus097　独立不定詞 Focus137　比較級を使ったさまざまな表現 2　２つの差が小さいことを表す

Focus026　過去形:状態動詞の場合 不定詞を使った構文 1　too～to do｜…するには～すぎる／あまりに～なので…できない Focus137　比較級を使ったさまざまな表現 3　２つの差を具体的な数値で表す

Focus027　過去形:動作動詞の場合 不定詞を使った構文 2　～enough to do｜…するのに十分～／十分～なので…する Focus138　句と句、節と節の比較の対象

Focus028　過去進行形〈was/were＋doing〉 不定詞を使った構文 3　so～as to do｜…するほど～な／～なので…する Focus139　最上級を使った比較表現:〈A...(the)＋最上級〉

Focus029　未来を表す表現:〈will＋動詞の原形〉 不定詞を使った構文 4　in order to do/so as to do｜～するために Focus140　最上級を使ったさまざまな表現 1　〈the＋序数＋最上級＋名詞〉

Focus030　未来を表す表現:〈be going to＋動詞の原形〉 不定詞を使った構文 5　All you have to do is (to) do｜～しさえすればよい Focus140　最上級を使ったさまざまな表現 2　〈by far the＋最上級〉

Focus031　未来進行形〈will be＋doing〉 英作文のコツ　「親切にも～してくれた」の表し方 Focus140　最上級を使ったさまざまな表現 3　〈one oFocus the＋最上級＋複数名詞〉

Focus032　現在形の注意すべき用法　＊時や条件を表す副詞節の中で＊ 第8章　動名詞 Focus141　原級・比較級を使って最上級の意味を表す①　no(other), any otherを使った表現

CROSSOVER　副詞節と名詞節の見分け方 Focus098　動名詞の働き Focus142　原級・比較級を使って最上級の意味を表す②　nothing, anythingを使った表現

Focus033　進行形の注意すべき用法　＊繰り返される動作＊＊変化している途中＊ Focus099　動名詞の意味上の主語 Focus143　原級・比較級を使って最上級の意味を表す③　nobody, anybodyを使った表現

Focus034　未来を表す注意すべき表現　＊進行形で「未来の予定・計画」を表す＊ Focus100　動名詞の否定形 英作文のコツ　「誰よりも～」の表し方

Focus034　未来を表す注意すべき表現　＊現在形で「確定した未来の予定」を表す＊ 英作文のコツ　意味上の主語と動名詞の位置 Focus144　thanではなくtoを用いる比較



Focus145　絶対比較級 第15章　無生物主語・名詞構文 Focus255　群前置詞

Focus146　注意すべき比較級の用法　〈the＋比較級＋oFocus the two～〉 Focus183　「SがOに～させる」 英作文のコツ　「～しないで」の表し方

Focus147　注意すべき最上級の用法　〈同一人物・物の中での比較〉 Focus184　「SがOに～を思い出させる」 群動詞 1　自動詞の働きをする群動詞

Focus148　〈the＋最上級＋名詞〉 Focus185　「SがOが～することを可能にする」 群動詞 2　他動詞の働きをする群動詞 ①〈動詞＋副詞〉で他動詞の働きをする群動詞

比較を使った構文 1　as ～ as possible｜できるだけ～ Focus186　「SがOが～するのを妨げる」 群動詞 2　他動詞の働きをする群動詞 ②〈動詞＋前置詞〉で他動詞の働きをする群動詞

比較を使った構文 2　as＋原級＋as ever｜相変わらず～、普段と変わらず～ Focus187　「SがOを～へ連れていく」 群動詞 2　他動詞の働きをする群動詞 ③〈動詞＋副詞＋前置詞〉で他動詞の働きをする群動詞

比較を使った構文 3　as many[much] as＋数詞＋名詞｜（数[量]が）～もの… Focus188　「SがOから～を奪う」 群動詞 2　他動詞の働きをする群動詞 ④〈動詞＋名詞＋前置詞〉で他動詞の働きをする群動詞

比較を使った構文 4　as good as＋形容詞[分詞]｜ほとんど～と同様、～も同然 Focus189　「SがOに～を費やさせる/節約させる」 第19章　疑問詞

比較を使った構文 5　not so much A as B｜AというよりはむしろB Focus190　「SがOに～を伝える」 Focus256　疑問代名詞:主格

比較を使った構文 6　without so much as＋名詞[動名詞]｜～さえしないで 英作文のコツ　主語の決定 Focus257　疑問代名詞:目的格

比較を使った構文 7　比較級＋and＋比較級｜ますます～，だんだん～ Focus191　〈take[have] a[an]＋名詞〉型 Focus258　疑問代名詞:所有格

比較を使った構文 8　the＋比較級＋SV..., the＋比較級＋SV～｜…すればするほど、ますます～する Focus192　〈make a[an]＋名詞〉型 Focus259　疑問形容詞

比較を使った構文 9　(all) the＋比較級(＋for）｜それだけ～、ますます～ Focus193　〈give (O) a[an]＋名詞〉型 Focus260　疑問副詞when, where, why

比較を使った構文 10　none the less (for～)｜それでもやはり、それにも関わらず Focus194　〈a[an]＋形容詞＋～する人〉型 英作文のコツ　「どこ」＝where？

比較を使った構文 11　(and) what is more｜その上、さらには Focus195　〈所有格＋名詞〉型 Focus261　疑問副詞how

比較を使った構文 12　know better than to do｜（～するほど）愚かでない、分別がある（から～しない） Focus196　〈名詞＋of＋名詞〉型 Focus262　How～?, How many～?, How much～?

比較を使った構文 13　more than＋数詞＋名詞｜～よりも多い 第16章　話法 英作文のコツ　「人口の多さ」の表し方

比較を使った構文 14　not more than＋数詞＋名詞｜多くても～、せいぜい～ Focus197　話法と時制 Focus263　間接疑問

比較を使った構文 15　not less than＋数詞＋名詞｜少なくとも～ Focus198　平叙文の間接話法 1　〈tell+人+(that)+S+V〉 Focus264　〈疑問詞＋do you think...?〉

比較を使った構文 16　no more than＋数詞＋名詞｜たったの～、わずか～しか Focus198　平叙文の間接話法 2　人称代名詞の変更 疑問詞を使った構文 1　What...for?｜何のために・・・なのか

比較を使った構文 17　no less than＋数詞＋名詞｜～もの、～ほども多く Focus198　平叙文の間接話法 3　指示代名詞の変更 疑問詞を使った構文 2　How come S+V?｜どうして・・・なのか

比較を使った構文 18　A...no＋比較級＋than B｜AはBと同じくらい…だ、AはBほどの…しかない Focus198　平叙文の間接話法 4　時制の一致の基本 疑問詞を使った構文 3　What is S like?｜Sはどのようなもの[人]か

比較を使った構文 19　A ... no more～than B｜AはBと同様に～でない Focus198　平叙文の間接話法 5　時・場所を表す表現を変える 疑問詞を使った構文 4　How do you like A?｜1．Aはどうですか　2．Aはどのようにしますか

比較を使った構文 20　much[still] less｜まして～ない Focus199　疑問詞を使った疑問文の間接話法 疑問詞を使った構文 5　What do you think of[about] A?｜Aをどう思いますか

比較を使った構文 21　more or less｜1．多かれ少なかれ　2．ほとんど、事実上 Focus200　Yes/No疑問文の間接話法 疑問詞を使った構文 6　What is wrong (with A)?など｜どうしたのですか

比較を使った構文 22　sooner or later｜遅かれ早かれ、いつかそのうちに Focus201　命令文の間接話法 疑問詞を使った構文 7　What's up?｜1．最近どう？　2．どうしたの？

比較を使った構文 23　at (the) most｜多くても、せいぜい[最大でも同じかそれ以下] Focus202　否定の命令文の間接話法 疑問詞を使った構文 8　What becomes of A?｜Aはどうなるのか

比較を使った構文 24　at best｜最高でも、せいぜい Focus203　Let's～の間接話法 疑問詞を使った構文 9　How about doing?など｜～するのはどうですか，＝～してはどうですか

比較を使った構文 25　at one's best｜最高の状態で Focus204　感嘆文の間接話法 疑問詞を使った構文 10　What if S+V...?｜・・・したらどうなるだろうか[どうするのか]

比較を使った構文 26　make the most of～｜～を最大限に利用する Focus205　従属節を含む文の間接話法 第20章　名詞

第12章　仮定法 Focus206　and, butなどで結ばれた文の間接話法 Focus265　数えられる名詞と数えられない名詞

Focus149　直説法と仮定法 Focus207　2種類の文の間接話法 Focus266　普通名詞　

Focus150　仮定法過去 Plusα　描出話法 Focus267　集合名詞

Focus151　仮定法過去完了 質問箱 Q　She said that the new movie is good. という文～　 Focus268　物質名詞

Focus152　if節と主節で時制が異なる場合 第17章　接続詞 英作文のコツ　aはいる？　いらない？

Focus153　未来のことを表す仮定法 接続詞の種類と役割 Focus269　抽象名詞

Focus154　wishを使った仮定法 Focus208　and Focus270　固有名詞

Focus155　as ifを使った仮定法 Focus209　or Focus271　名詞の複数形:規則変化

Focus156　ifの省略（倒置形） Focus210　but/so/for Focus272　名詞の複数形:不規則変化

Focus157　ifを使わない仮定法①:副詞（句）で仮定を表す 1　〈without＋名詞〉「～がなければ」 Focus211　命令文＋and.../命令文＋or... Focus273　名詞の所有格

Focus157　ifを使わない仮定法①:副詞（句）で仮定を表す 2　〈with＋名詞〉「～があれば」 Focus212　等位接続詞を用いたその他の表現 1　both A and B「AとBの両方」 Focus274　常に複数形で使われる名詞

Focus157　ifを使わない仮定法①:副詞（句）で仮定を表す 3　otherwise「そうでなければ」 Focus212　等位接続詞を用いたその他の表現 2　not only A but (also) B「AだけでなくBも」 Focus275　数えられない名詞が普通名詞として使われる場合

Focus157　ifを使わない仮定法①:副詞（句）で仮定を表す 4　in your place「もしあなたの立場なら」 Focus212　等位接続詞を用いたその他の表現 3　not A but B「AではなくてB」 Focus276　〈of＋抽象名詞〉〈with＋抽象名詞〉〈in＋抽象名詞〉

Focus158　ifを使わない仮定法②:主語が仮定を表す Focus212　等位接続詞を用いたその他の表現 4　either A or B「AかBのどちらか」 名詞の語法 1　意外な意味を持つ名詞

Focus159　ifを使わない仮定法③:不定詞・分詞構文で仮定を表す Focus212　等位接続詞を用いたその他の表現 5　neither A nor B「AもBもどちらも～ない」 名詞の語法 2　単数形と複数形で意味が異なる名詞

Focus160　動詞の原形を使う仮定法 質問箱 Q　"either Tom or Bob"のようなものが主語になった場合、後ろに続く動詞は～　 名詞の語法 3　常に複数形を用いる表現（相互複数）

仮定法を使った構文 1　If it were not for～｜もし～がなければ 英作文のコツ　日本語の「～だが・・・」に注意 名詞の語法 4　使い分けに注意が必要な名詞　[習慣・慣習][仕事]

仮定法を使った構文 2　If only...｜～でさえあればなあ Focus213　名詞節をつくるthat「・・・ということ」 名詞の語法 4　使い分けに注意が必要な名詞　[予約][料金]

仮定法を使った構文 3　It's time＋仮定法過去｜もう～してもよいころだ Focus214　形容詞に続くthat 名詞の語法 4　使い分けに注意が必要な名詞　[給料][客][間違い]

仮定法を使った構文 4　as it were｜いわば CROSSOVER　thatのさまざまな用法 第21章　冠詞

仮定法を使った構文 5　would rather＋仮定法過去｜（むしろ）～してほしい Focus215　名詞節をつくるwhether/if「・・・～かどうか」 Focus277　aとanの使い分け

第13章　否定 Focus216　時を表すwhen/while/as Focus278　a[an]が使われる場合

Focus161　notの用法 Plusα　さまざまな意味を持つas CROSSOVER　数えられない名詞に付くa[an]

Focus162　neverの用法 Focus217　時を表すbefore/after Focus279　theが使われる場合

Focus163　noの用法 Focus218　時を表すsince/until[till]/by the time Focus280　〈the＋形容詞[分詞]／固有形容詞〉

Focus164　noの付いた否定語 質問箱 Q　until[till]もby the timeも日本語では「～まで」ですが、～　 Focus281　慣用的にtheが使われる場合

Focus165　準否定語:hardly/scarcely/seldom/rarely Focus219　時を表すevery[each] tme/(the) next time Focus282　無冠詞になる場合 1　数えられる名詞の複数形

Focus166　準否定語:few/little Focus220　時を表すas soon as/the moment Focus282　無冠詞になる場合 2　数えられない名詞（物質名詞）

Focus167　部分否定と全否定　＊not all～とnone～＊ Focus221　条件を表すif/unless Focus282　無冠詞になる場合 3　数えられない名詞（抽象名詞）

Focus168　部分否定の表現 1　not every～「すべての～が…というわけではない」 Focus222　条件を表すonce/as long as/as far as Focus282　無冠詞になる場合 4　数えられない名詞（固有名詞）

Focus168　部分否定の表現 2　not～both...「両方とも～というわけではない」 CROSSOVER　ifの意味を表す表現 Focus282　無冠詞になる場合 5　「機能」に焦点を当てる

Focus168　部分否定の表現 3　not always～「いつも～とは限らない」 Focus223　譲歩を表すthough/although/even though/even if Focus282　無冠詞になる場合 6　「行為」に焦点を当てる

Focus169　二重否定 Focus224　譲歩を表すwhether Focus282　無冠詞になる場合 7　「交通手段・通信手段」に焦点を当てる

Focus170　notの位置 Focus225　理由・結果を表すbecause/since Focus282　無冠詞になる場合 8　「地位・役職」を表す語が補語（C)になる

Focus171　否定を含む節の代わりをするnot Focus226　理由・結果を表すnow (that)/in that Focus282　無冠詞になる場合 9　無冠詞複数形で「種類全体」を表す

否定の構文 1　It will not be long before...｜まもなく…するだろう Focus227　結果・程度を表すso～that.../such ～ that... Focus283　theと固有名詞 1　〈the＋固有名詞＋（普通名詞）〉

否定の構文 2　not...until～｜～して初めて…する，～までは・・・しない Focus228　目的を表すso that Focus283　theと固有名詞 2　〈the＋複数形の固有名詞〉

否定の構文 3　no longer｜もはや～ない Focus229　in case/for fear (that) Focus283　theと固有名詞 3　〈the＋公共の乗り物の名前〉

否定の構文 4　by no means｜決して～ない 第18章　前置詞 Focus283　theと固有名詞 4　〈the＋公共の建物の名前〉

否定の構文 5　have no choice but to do｜～するしかない Focus230　場所を表すat/in/on Focus283　theと固有名詞 5　〈the＋新聞の名前〉

否定の構文 6　nothing but～｜ただの～，～にすぎない Focus231　時を表すat/in/on 1　at「時の一点」　atが持つ意味の広がり Focus283　theと固有名詞 6　〈the＋普通名詞＋of＋固有名詞〉

否定の構文 7　do nothing but do｜～してばかりいる Focus231　時を表すat/in/on 2　in「幅のある時間」　inが持つ意味の広がり Focus284　a[an]を含む慣用表現

否定の構文 8　be second to none｜～は誰にも（何にも）劣らない Focus231　時を表すat/in/on 3　on「曜日・日付」　onが持つ意味の広がり Focus285　theを含む慣用表現

否定の構文 9　anything but～｜決して～でない 英作文のコツ　inかonか？ Focus286　注意すべき冠詞の位置

否定の構文 10　far from～｜決して～でない，～どころではない Focus232　from/to 1　from「起点」　fromが持つ意味の広がり 第22章　代名詞

否定の構文 11　the last...＋関係詞節｜決して～しない人だ Focus232　from/to 2　to「到達点」　toが持つ意味の広がり 1．人称代名詞

否定の構文 12　fail to do｜～し損なう，～できない 英作文のコツ　「～から」＝from？ Focus287　「一般の人々」を表す総称のyou, we, they

否定の構文 13　in vain｜無駄に～する，（結局）～できない Focus233　for　1　for「方向」　2　for「利益」　3　for「継続する期間」 Focus288　所有代名詞

否定の構文 14　be free of[from]～｜～がない Focus233　forが持つ意味の広がり Focus289　再帰代名詞 1、2　再帰用法

否定の構文 15　have yet to do｜まだ～していない 英作文のコツ　「～ために」＝for？ Focus289　再帰代名詞 3　強調用法

否定の構文 16　remain to be＋過去分詞｜まだ～されていない Focus234　along/across Focus289　再帰代名詞 4　再帰代名詞を使った慣用表現

第14章　強調・倒置・挿入・省略・同格 Focus235　through Focus290　itの用法

Focus172　強調構文を使った強調 Focus236　into/out of Focus291　形式主語のit

Focus173　語句を付け加える強調　＊動詞を強調するdo＊ Focus237　over/under 1　over「～の上に」　overが持つ意味の広がり Focus292　形式目的語のit

Focus173　語句を付け加える強調　＊疑問詞を強調するon earthなど＊ Focus237　over/under 2　under「～の下に」　underrが持つ意味の広がり 英作文のコツ　It is ～ to do か It is ～ that…か

Focus173　語句を付け加える強調　＊否定表現を強調するat allなど＊ Focus238　above/below Focus293　時間・天候・距離・明暗を表すit

Focus174　そのほかの強調　＊名詞を強調するvery＊ Focus239　up/down Focus294　状況を漠然と表すit

Focus174　そのほかの強調　＊形容詞・副詞を強調するterriblyなど＊ Focus240　in front of/behind/opposite Focus295　物や人を指し示すthis[these], that[those]

Focus174　そのほかの強調　＊～and～＊ Focus241　next to/beside/near Focus296　前後の節や文の内容を指し示すthis, that

Focus175　強調のための倒置 Focus242　by Focus297　前出の語の繰り返しを避けるthat, those

Focus176　慣用的な倒置　＊〈so＋疑問文の語順〉＊ Focus243　about Focus298　「人々」の意味のthose

Focus176　慣用的な倒置　＊〈neither[nor]＋疑問文の語順〉＊ Focus244　around/beyond Plusα　the same

Focus177　そのほかの倒置　＊副詞が文頭に出る＊ Focus245　between/among Focus299　one〈修飾語句が付かない場合〉

Focus177　そのほかの倒置　＊補語が文頭に出る＊ Focus246　during　CROSSOVWER　for/during/whileの使い分け Focus300　one, ones〈修飾語句が付く場合〉

Focus178　挿入 Focus247　before/after Focus301　some〈代名詞・形容詞〉

Focus179　省略:語句の繰り返しを避ける 英作文のコツ　「3日後に」の表し方 Focus302　any〈代名詞・形容詞〉

Focus180　接続詞の後の〈主語＋be動詞〉の省略 Focus248　since/until[till] Focus303　another〈代名詞・形容詞〉

Focus181　同格:名詞の同格 英作文のコツ　byとuntilの使い分け Focus304　other（代名詞の用法）

Focus182　thatを使った同格 Focus249　against one, some, another, otherのまとめ

Ｐｌｕｓα　to不定詞・動名詞を使った同格 Focus250　with/without　1　with「同伴」　2　without「～なしで」 Focus305　other（形容詞の用法）

質問箱 Q　同格のthatを関係代名詞のthatの見分け方を教えてください。 Focus250　with/without　withが持つ意味の広がり Focus306　both（代名詞・形容詞）

強調・倒置・省略の構文 1　It is not until～that...｜～して初めて… Focus251　within Focus307　all（代名詞・形容詞）

強調・倒置・省略の構文 2　No sooner～than...｜～するとすぐに… Plusα　手段・道具・方法を表す前置詞の使い分け Focus308　each（代名詞・形容詞）

強調・倒置・省略の構文 3　Hardly[Scarcely]～when...｜～するとすぐに… Focus252　of　1　of「部分」　2　of「所属」 英作文のコツ　each otherの使い方

強調・倒置・省略の構文 4　～one thing, and ... another｜～と…は別のものだ Focus252　of　ofが持つ意味の広がり CROSSOVER　eachとeveryの違い

Focus253　as/like Focus309　either（代名詞・形容詞）

Focus254　except/but Focus310　neither（代名詞・形容詞）



Focus311　someone, everything, no oneなど（代名詞）　　-one, -body, -thing Lesson8　How about going to a movie this afternoon?　(動名詞) 補充問題２

Focus311　someone, everything, no oneなど（代名詞） 1　someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody Grammar　動名詞① Grammar Focus①　名詞と冠詞

Focus311　someone, everything, no oneなど（代名詞） 2　something, anything, everything Exercises　① 補充問題１

Focus311　someone, everything, no oneなど（代名詞） 3　no one, nobody, nothing Grammar　動名詞② 補充問題２

代名詞を使った構文　●itを用いた表現 Exercises　② Lesson3　京都に観光に(自動詞と他動詞/間違えやすい自動詞と他動詞/郡動詞)

代名詞を使った構文　●-thingを用いた表現 Lesson9　Rulles are for everyone's comfort and safety.　(分詞) Study Points

第23章　形容詞 Grammar　分詞① Exercises

Focus312　形容詞の限定用法（名詞を修飾する） Exercises　① 補充問題１

CROSSOVER　限定用法 Grammar　分詞② 補充問題２

質問箱 Q　形容詞が続くとき、並べる順番を教えてください。 Exercises　② Lesson4　私の家族です(SVO(主語+動詞+目的語)/SVOO(主語+動詞+目的語+目的語))

Focus313　形容詞の叙述用法（補語になる） Lesson10　A must-have item for those who run shops　(関係詞) Study Points

Focus314　限定用法・叙述用法のどちらか一方の形容詞 Grammar　関係詞① Exercises

Focus314　1　限定用法しかない形容詞 Exercises　① 補充問題１

Focus314　2　叙述用法しかな形容詞 Grammar　関係詞② 補充問題２

Focus314　3，4　限定用法と叙述用法で意味が異なる形容詞 Exercises　② Lesson5　保育園の職業体験(SVC(主語+動詞+補語)/SVOC(主語+動詞+目的語+補語))

英作文のコツ　「似ている」の表し方 Grammar　関係詞③ Study Points

Focus315　人が主語にならない形容詞 Exercises　③ Exercises

CROSSOVER　他品詞の形容詞化 Lesson11　I believe everything has a positiveside.　(比較) 補充問題１

Focus316　数詞 Grammar　比較① 補充問題２

Focus317　manyとmuch Exercises　① Lesson6　サプライズパーティー(使役動詞/知覚動詞)

Focus318　a lot of Grammar　比較② Study Points

Focus319　a fewとa little Exercises　② Exercises

Focus320　several Lesson12　I wish my father were more understanding.　(仮定法) 補充問題１

Focus321　enough Grammar　仮定法① 補充問題２

Focus322　most Exercises　① Lesson7　映画のお誘い(直接話法と間接話法/間接話法で伝達)

英作文のコツ　mostとalmostの使い分け Grammar　仮定法② Study Points

Focus323　every Exercises　② Exercises

形容詞を使った構文 補充問題１

形容詞の語法 1　「多い」「少ない」を表す表現 補充問題２

形容詞の語法 2　「多い」「少ない」を表すlarge, small ＜VQⅠStandard＞ Grammar Focus②　主語と動詞の呼応・時制の一致

形容詞の語法 3　「高い」「安い」を表すhigh, lowとlarge, small Lesson1　Let's have lunch together sometime.　(文の種類) 補充問題１

形容詞の語法 4　対で覚える形容詞の表現 Grammar　文の種類 補充問題２

形容詞の語法 5　つづりと意味がまぎらわしい形容詞 Exercises Lesson8　航空管制になる(｢～する｣/｢～している｣)

第24章　副詞 Lesson2　Are you interested in japanese anime?　(文型と動詞) Study Points

Focus324　「様態」を表す副詞 Grammar　文型と動詞① Exercises

Focus325　「場所」を表す副詞 Exercises　① 補充問題１

Focus326　「時」を表す副詞 Grammar　文型と動詞② 補充問題２

Focus327　「頻度」を表す副詞 Exercises　② Lesson9　趣味はピアノ(｢～した｣/｢～していた｣)

Focus328　「程度」を表す副詞 Lesson3　I'm going to Okinawa with my family.　(時制) Study Points

Focus329　「確信度」を表す副詞 Grammar　時制① Exercises

Focus330　文全体を修飾する副詞 Exercises　① 補充問題１

Focus331　very/much Grammar　時制② 補充問題２

Focus332　ago/before Exercises　② Lesson10　「タイタニック」を見て(能動態と受動態/日本語との違い)

Focus333　already/yet/still Lesson4　I have you've joined the soccer team.　(完了形) Study Points

Focus334　so Grammar　完了形① Exercises

Focus335　too/either/neither Exercises　① 補充問題１

Focus336　つなぎの言葉（ディスコースマーカー）になる副詞（句） Grammar　完了形② 補充問題２

英作文のコツ　howeverは副詞 Exercises　② Lesson11　世界遺産の魅力(｢もし(今)～ならば｣/｢もし(あの時)～だったなら｣)

副詞の語法 1　名詞と間違えやすい副詞 Lesson5　Can you tell me what ammitsu is like?　(助動詞) Study Points

副詞の語法 2　-lyの有無によって意味の異なる副詞 Grammar　助動詞① Exercises

副詞の語法 3　意外な意味を持つ副詞 Exercises　① 補充問題１

副詞の語法 4　副詞のotherwiseが表す3つの意味 Grammar　助動詞② 補充問題２

副詞の語法 5　thereのいろいろ Exercises　② Lesson12　ボランティア活動(義務・必要を表す助動詞/推量を表す助動詞)

付録 Grammar　助動詞③ Study Points

1　be, do, haveの活用 Exercises　③ Exercises

2　3人称単数現在の-s, -esの付け方 Lesson6　I'm glad I can see the Sydney Opera House.　(受動態) 補充問題１

3　規則動詞の活用（一般動詞の過去形・過去分詞形） Grammar　受動態① 補充問題２

4　-ing形の作り方（一般動詞の現在分詞形・動名詞） Exercises　① Grammar Focus③　英語の情報構造

5　不規則動詞の活用 Grammar　受動態② 補充問題１

6　〈主語＋be動詞／have／助動詞〉の短縮形 Exercises　② 補充問題２

7　〈be動詞／do／have／助動詞＋not〉の短縮形 Lesson7　It's very nice of you to say so.　(不定詞) Lesson13　制服に賛成？反対？(数量を表す語句/名詞を前から修飾する語句)

8　数詞（基数と序数） Grammar　不定詞① Study Points

9　数字の読み方 Exercises　① Exercises

10　国名・国民名 Grammar　不定詞② 補充問題１

11　母音の発音 Exercises　② 補充問題２

12　子音の発音 Grammar　不定詞③ Lesson14　ローマの魅力(名詞から後ろを修飾する①/名詞から後ろを修飾する②)

Exercises　③ Study Points

Lesson8　How about going to see a musical?　(動名詞) Exercises

＜VQⅠAdvansed＞ Grammar　動名詞① 補充問題１

Lesson1　My name is Tanaka kaito. Nice to meet you.　(文の種類) Exercises　① 補充問題２

Grammar　文の種類 Grammar　動名詞② Lesson15　思い出の写真(関係代名詞/関係副詞)

Exercises Exercises　② Study Points

Lesson2　How did you get interested in Japan?　(文型と動詞) Lesson9　I'm for school uniforms.　(分詞) Exercises

Grammar　文型と動詞① Grammar　分詞① 補充問題１

Exercises　① Exercises　① 補充問題２

Grammar　文型と動詞② Grammar　分詞② Lesson16　科学技術の利用(副詞・副詞句/不定詞や分詞を使った副詞句)

Exercises　② Exercises　② Study Points

Lesson3　I'm planning to go nagano this summer.　(時制) Lesson10　How do you spend Chrismas?　(関係詞) Exercises

Grammar　時制① Grammar　関係詞① 補充問題１

Exercises　① Exercises　① 補充問題２

Grammar　時制② Grammar　関係詞② Lesson17　携帯電話は便利だけど...(副詞節①/副詞節②)

Exercises　② Exercises　② Study Points

Lesson4　Have you ever seen a livie soccer game?　(完了形) Grammar　関係詞③ Exercises

Grammar　完了形① Exercises　③ 補充問題１

Exercises　① Lesson11　Did you watch the debate on TV last night?　(比較) 補充問題２

Grammar　完了形② Grammar　比較① Grammar Focus④　前置詞

Exercises　② Exercises　① 補充問題１

Lesson5　Can you help me with this plate?　(助動詞) Grammar　比較② 補充問題２

Grammar　助動詞① Exercises　② Lesson18　犬派？猫派？(原級/比較級)

Exercises　① Lesson12　I wish my parents were more understanding.　(仮定法) Study Points

Grammar　助動詞② Grammar　仮定法① Exercises

Exercises　② Exercises　① 補充問題１

Grammar　助動詞③ Grammar　仮定法② 補充問題２

Exercises　③ Exercises　② Lesson19　思い出深いプレゼント(最上級/最上級を意味する表現)

Lesson6　The Sapporo Lilac Fastival will be held next week.　(受動態) Study Points

Grammar　受動態① Exercises

Exercises　① ＜VQⅡ＞ 補充問題１

Grammar　受動態② Part 1 補充問題２

Exercises　② Lesson1　お花見(主語の決定/見えない主語の発見/主語のit) Lesson20　インターネットの問題点(no+名詞、no-で始まる代名詞/部分否定/準否定)

Lesson7　Thank you for coming to my biirthday party.　(不定詞) Study Points Study Points

Grammar　不定詞① Exercises Exercises

Exercises　① 補充問題１ 補充問題１

Grammar　不定詞② 補充問題２ 補充問題２

Exercises　② Lesson2　漫画の楽しみ(主語になる名詞句/形式主語/無生物主語) Grammar Focus⑤　丁寧表現

Grammar　不定詞③ Study Points 補充問題１

Exercises　③ Exercises 補充問題２

補充問題１ Part 2



Lesson1　ロボットの有用性(パラグラフの構成/列挙・順序)

モデル文ほか

Practice

補充問題１

Lesson2　英語を学ぶ意義(例示・追加)

モデル文ほか

Practice

補充問題１

Lesson3　都会と田舎(企画・対象)

モデル文ほか

Practice

補充問題１

Lesson4　深刻な黄砂問題(原因・理由・結果)

モデル文ほか

Practice

補充問題１

Lesson5　ベジタリアン(要点・要約)

モデル文ほか

Practice

補充問題１



Accel Reading 第11回 評論・日本文化 リスニングA 第21回 案内・イベント リスニングA 第31回 評論・国際情勢 リスニングA 第7回 手紙・文通 Phrase Reading

＜Accel Reading 1＞ 第11回 評論・日本文化 リスニングB 第21回 案内・イベント リスニングB 第31回 評論・国際情勢 リスニングB 第7回 手紙・文通 重要語句 

第1回 評論・文化 リスニングA 第11回 評論・日本文化 リスニングC 第21回 案内・イベント リスニングC 第31回 評論・国際情勢 リスニングC 第7回 手紙・文通 重要構文・文法 

第1回 評論・文化 リスニングB 第11回 評論・日本文化 重要語句 第21回 案内・イベント 重要語句 第31回 評論・国際情勢 重要語句 第7回 手紙・文通 解釈のヒント 

第1回 評論・文化 リスニングC 第11回 評論・日本文化 重要構文・文法 第21回 案内・イベント 重要構文・文法 第31回 評論・国際情勢 重要構文・文法 第7回 手紙・文通 フレーズ解釈 

第1回 評論・文化 重要語句 第11回 評論・日本文化 解釈のヒント 第21回 案内・イベント 解釈のヒント 第31回 評論・国際情勢 解釈のヒント 第7回 手紙・文通 真偽問題 

第1回 評論・文化 重要構文・文法 第11回 評論・日本文化 フレーズ解釈 第21回 案内・イベント フレーズ解釈 第31回 評論・国際情勢 フレーズ解釈 第7回 手紙・文通 適語句補充問題 

第1回 評論・文化 解釈のヒント 第11回 評論・日本文化 真偽問題 第21回 案内・イベント 真偽問題 第31回 評論・国際情勢 真偽問題 第7回 手紙・文通 内容一致問題 

第1回 評論・文化 フレーズ解釈 第11回 評論・日本文化 適語句補充問題 第21回 案内・イベント 適語句補充問題 第31回 評論・国際情勢 適語句補充問題 第8回 評論・科学 Phrase Reading

第1回 評論・文化 真偽問題 第11回 評論・日本文化 内容一致問題 第21回 案内・イベント 内容一致問題 第31回 評論・国際情勢 内容一致問題 第8回 評論・科学 重要語句 

第1回 評論・文化 適語句補充問題 第12回 評論・インターネット リスニングA 第22回 評論・観光 リスニングA 第32回 あいさつ文・イベント リスニングA 第8回 評論・科学 重要構文・文法 

第1回 評論・文化 内容一致問題 第12回 評論・インターネット リスニングB 第22回 評論・観光 リスニングB 第32回 あいさつ文・イベント リスニングB 第8回 評論・科学 解釈のヒント 

第2回 会話・学校生活 リスニングA 第12回 評論・インターネット リスニングC 第22回 評論・観光 リスニングC 第32回 あいさつ文・イベント リスニングC 第8回 評論・科学 フレーズ解釈 

第2回 会話・学校生活 リスニングB 第12回 評論・インターネット 重要語句 第22回 評論・観光 重要語句 第32回 あいさつ文・イベント 重要語句 第8回 評論・科学 真偽問題 

第2回 会話・学校生活 リスニングC 第12回 評論・インターネット 重要構文・文法 第22回 評論・観光 重要構文・文法 第32回 あいさつ文・イベント 重要構文・文法 第8回 評論・科学 適語句補充問題 

第2回 会話・学校生活 重要語句 第12回 評論・インターネット 解釈のヒント 第22回 評論・観光 解釈のヒント 第32回 あいさつ文・イベント 解釈のヒント 第8回 評論・科学 内容一致問題 

第2回 会話・学校生活 重要構文・文法 第12回 評論・インターネット フレーズ解釈 第22回 評論・観光 フレーズ解釈 第32回 あいさつ文・イベント フレーズ解釈 第9回 フォーラム・教育 Phrase Reading

第2回 会話・学校生活 解釈のヒント 第12回 評論・インターネット 真偽問題 第22回 評論・観光 真偽問題 第32回 あいさつ文・イベント 真偽問題 第9回 フォーラム・教育 重要語句 

第2回 会話・学校生活 フレーズ解釈 第12回 評論・インターネット 適語句補充問題 第22回 評論・観光 適語句補充問題 第32回 あいさつ文・イベント 適語句補充問題 第9回 フォーラム・教育 重要構文・文法 

第2回 会話・学校生活 真偽問題 第12回 評論・インターネット 内容一致問題 第22回 評論・観光 内容一致問題 第32回 あいさつ文・イベント 内容一致問題 第9回 フォーラム・教育 解釈のヒント 

第2回 会話・学校生活 適語句補充問題 第13回 インタビュー・芸能 リスニングA 第23回 会話・科学 リスニングA 第33回 評論・生物 リスニングA 第9回 フォーラム・教育 フレーズ解釈 

第2回 会話・学校生活 内容一致問題 第13回 インタビュー・芸能 リスニングB 第23回 会話・科学 リスニングB 第33回 評論・生物 リスニングB 第9回 フォーラム・教育 真偽問題 

第3回 評論・歴史 リスニングA 第13回 インタビュー・芸能 リスニングC 第23回 会話・科学 リスニングC 第33回 評論・生物 リスニングC 第9回 フォーラム・教育 適語句補充問題 

第3回 評論・歴史 リスニングB 第13回 インタビュー・芸能 重要語句 第23回 会話・科学 重要語句 第33回 評論・生物 重要語句 第9回 フォーラム・教育 内容一致問題 

第3回 評論・歴史 リスニングC 第13回 インタビュー・芸能 重要構文・文法 第23回 会話・科学 重要構文・文法 第33回 評論・生物 重要構文・文法 第10回 会話・テクノロジー Phrase Reading

第3回 評論・歴史 重要語句 第13回 インタビュー・芸能 解釈のヒント 第23回 会話・科学 解釈のヒント 第33回 評論・生物 解釈のヒント 第10回 会話・テクノロジー 重要語句 

第3回 評論・歴史 重要構文・文法 第13回 インタビュー・芸能 フレーズ解釈 第23回 会話・科学 フレーズ解釈 第33回 評論・生物 フレーズ解釈 第10回 会話・テクノロジー 重要構文・文法 

第3回 評論・歴史 解釈のヒント 第13回 インタビュー・芸能 真偽問題 第23回 会話・科学 真偽問題 第33回 評論・生物 真偽問題 第10回 会話・テクノロジー 解釈のヒント 

第3回 評論・歴史 フレーズ解釈 第13回 インタビュー・芸能 適語句補充問題 第23回 会話・科学 適語句補充問題 第33回 評論・生物 適語句補充問題 第10回 会話・テクノロジー フレーズ解釈 

第3回 評論・歴史 真偽問題 第13回 インタビュー・芸能 内容一致問題 第23回 会話・科学 内容一致問題 第33回 評論・生物 内容一致問題 第10回 会話・テクノロジー 真偽問題 

第3回 評論・歴史 適語句補充問題 第14回 評論・文化 リスニングA 第24回 物語 リスニングA 第34回 講義・世界情勢 リスニングA 第10回 会話・テクノロジー 適語句補充問題 

第3回 評論・歴史 内容一致問題 第14回 評論・文化 リスニングB 第24回 物語 リスニングB 第34回 講義・世界情勢 リスニングB 第10回 会話・テクノロジー 内容一致問題 

第4回 メール・招待と返事 リスニングA 第14回 評論・文化 リスニングC 第24回 物語 リスニングC 第34回 講義・世界情勢 リスニングC 第11回 評論・日本文化 Phrase Reading

第4回 メール・招待と返事 リスニングB 第14回 評論・文化 重要語句 第24回 物語 重要語句 第34回 講義・世界情勢 重要語句 第11回 評論・日本文化 重要語句 

第4回 メール・招待と返事 リスニングC 第14回 評論・文化 重要構文・文法 第24回 物語 重要構文・文法 第34回 講義・世界情勢 重要構文・文法 第11回 評論・日本文化 重要構文・文法 

第4回 メール・招待と返事 重要語句 第14回 評論・文化 解釈のヒント 第24回 物語 解釈のヒント 第34回 講義・世界情勢 解釈のヒント 第11回 評論・日本文化 解釈のヒント 

第4回 メール・招待と返事 重要構文・文法 第14回 評論・文化 フレーズ解釈 第24回 物語 フレーズ解釈 第34回 講義・世界情勢 フレーズ解釈 第11回 評論・日本文化 フレーズ解釈 

第4回 メール・招待と返事 解釈のヒント 第14回 評論・文化 真偽問題 第24回 物語 真偽問題 第34回 講義・世界情勢 真偽問題 第11回 評論・日本文化 真偽問題 

第4回 メール・招待と返事 フレーズ解釈 第14回 評論・文化 適語句補充問題 第24回 物語 適語句補充問題 第34回 講義・世界情勢 適語句補充問題 第11回 評論・日本文化 適語句補充問題 

第4回 メール・招待と返事 真偽問題 第14回 評論・文化 内容一致問題 第24回 物語 内容一致問題 第34回 講義・世界情勢 内容一致問題 第11回 評論・日本文化 内容一致問題 

第4回 メール・招待と返事 適語句補充問題 第15回 小説 リスニングA 第25回 評論・情報社会 リスニングA 第35回 評論・医学 リスニングA 第12回 評論・インターネット Phrase Reading

第4回 メール・招待と返事 内容一致問題 第15回 小説 リスニングB 第25回 評論・情報社会 リスニングB 第35回 評論・医学 リスニングB 第12回 評論・インターネット 重要語句 

第5回 会話・マンガ リスニングA 第15回 小説 リスニングC 第25回 評論・情報社会 リスニングC 第35回 評論・医学 リスニングC 第12回 評論・インターネット 重要構文・文法 

第5回 会話・マンガ リスニングB 第15回 小説 重要語句 第25回 評論・情報社会 重要語句 第35回 評論・医学 重要語句 第12回 評論・インターネット 解釈のヒント 

第5回 会話・マンガ リスニングC 第15回 小説 重要構文・文法 第25回 評論・情報社会 重要構文・文法 第35回 評論・医学 重要構文・文法 第12回 評論・インターネット フレーズ解釈 

第5回 会話・マンガ 重要語句 第15回 小説 解釈のヒント 第25回 評論・情報社会 解釈のヒント 第35回 評論・医学 解釈のヒント 第12回 評論・インターネット 真偽問題 

第5回 会話・マンガ 重要構文・文法 第15回 小説 フレーズ解釈 第25回 評論・情報社会 フレーズ解釈 第35回 評論・医学 フレーズ解釈 第12回 評論・インターネット 適語句補充問題 

第5回 会話・マンガ 解釈のヒント 第15回 小説 真偽問題 第25回 評論・情報社会 真偽問題 第35回 評論・医学 真偽問題 第12回 評論・インターネット 内容一致問題 

第5回 会話・マンガ フレーズ解釈 第15回 小説 適語句補充問題 第25回 評論・情報社会 適語句補充問題 第35回 評論・医学 適語句補充問題 第13回 インタビュー・芸能 Phrase Reading

第5回 会話・マンガ 真偽問題 第15回 小説 内容一致問題 第25回 評論・情報社会 内容一致問題 第35回 評論・医学 内容一致問題 第13回 インタビュー・芸能 重要語句 

第5回 会話・マンガ 適語句補充問題 第16回 評論・歴史 リスニングA 第26回 評論・教育 リスニングA 第13回 インタビュー・芸能 重要構文・文法 

第5回 会話・マンガ 内容一致問題 第16回 評論・歴史 リスニングB 第26回 評論・教育 リスニングB ＜Accel Reading 1 英語版＞ 第13回 インタビュー・芸能 解釈のヒント 

第6回 評論・動物 リスニングA 第16回 評論・歴史 リスニングC 第26回 評論・教育 リスニングC 第1回 評論・文化 Phrase Reading 第13回 インタビュー・芸能 フレーズ解釈 

第6回 評論・動物 リスニングB 第16回 評論・歴史 重要語句 第26回 評論・教育 重要語句 第1回 評論・文化 重要語句 第13回 インタビュー・芸能 真偽問題 

第6回 評論・動物 リスニングC 第16回 評論・歴史 重要構文・文法 第26回 評論・教育 重要構文・文法 第1回 評論・文化 重要構文・文法 第13回 インタビュー・芸能 適語句補充問題 

第6回 評論・動物 重要語句 第16回 評論・歴史 解釈のヒント 第26回 評論・教育 解釈のヒント 第1回 評論・文化 解釈のヒント 第13回 インタビュー・芸能 内容一致問題 

第6回 評論・動物 重要構文・文法 第16回 評論・歴史 フレーズ解釈 第26回 評論・教育 フレーズ解釈 第1回 評論・文化 フレーズ解釈 第14回 評論・文化 Phrase Reading

第6回 評論・動物 解釈のヒント 第16回 評論・歴史 真偽問題 第26回 評論・教育 真偽問題 第1回 評論・文化 真偽問題 第14回 評論・文化 重要語句 

第6回 評論・動物 フレーズ解釈 第16回 評論・歴史 適語句補充問題 第26回 評論・教育 適語句補充問題 第1回 評論・文化 適語句補充問題 第14回 評論・文化 重要構文・文法 

第6回 評論・動物 真偽問題 第16回 評論・歴史 内容一致問題 第26回 評論・教育 内容一致問題 第1回 評論・文化 内容一致問題 第14回 評論・文化 解釈のヒント 

第6回 評論・動物 適語句補充問題 第17回 伝記 リスニングA 第27回 評論・環境 リスニングA 第2回 会話・学校生活 Phrase Reading 第14回 評論・文化 フレーズ解釈 

第6回 評論・動物 内容一致問題 第17回 伝記 リスニングB 第27回 評論・環境 リスニングB 第2回 会話・学校生活 重要語句 第14回 評論・文化 真偽問題 

第7回 手紙・文通 リスニングA 第17回 伝記 リスニングC 第27回 評論・環境 リスニングC 第2回 会話・学校生活 重要構文・文法 第14回 評論・文化 適語句補充問題 

第7回 手紙・文通 リスニングB 第17回 伝記 重要語句 第27回 評論・環境 重要語句 第2回 会話・学校生活 解釈のヒント 第14回 評論・文化 内容一致問題 

第7回 手紙・文通 リスニングC 第17回 伝記 重要構文・文法 第27回 評論・環境 重要構文・文法 第2回 会話・学校生活 フレーズ解釈 第15回 小説 Phrase Reading

第7回 手紙・文通 重要語句 第17回 伝記 解釈のヒント 第27回 評論・環境 解釈のヒント 第2回 会話・学校生活 真偽問題 第15回 小説 重要語句 

第7回 手紙・文通 重要構文・文法 第17回 伝記 フレーズ解釈 第27回 評論・環境 フレーズ解釈 第2回 会話・学校生活 適語句補充問題 第15回 小説 重要構文・文法 

第7回 手紙・文通 解釈のヒント 第17回 伝記 真偽問題 第27回 評論・環境 真偽問題 第2回 会話・学校生活 内容一致問題 第15回 小説 解釈のヒント 

第7回 手紙・文通 フレーズ解釈 第17回 伝記 適語句補充問題 第27回 評論・環境 適語句補充問題 第3回 評論・歴史 Phrase Reading 第15回 小説 フレーズ解釈 

第7回 手紙・文通 真偽問題 第17回 伝記 内容一致問題 第27回 評論・環境 内容一致問題 第3回 評論・歴史 重要語句 第15回 小説 真偽問題 

第7回 手紙・文通 適語句補充問題 第18回 評論・社会 リスニングA 第28回 日記 リスニングA 第3回 評論・歴史 重要構文・文法 第15回 小説 適語句補充問題 

第7回 手紙・文通 内容一致問題 第18回 評論・社会 リスニングB 第28回 日記 リスニングB 第3回 評論・歴史 解釈のヒント 第15回 小説 内容一致問題 

第8回 評論・科学 リスニングA 第18回 評論・社会 リスニングC 第28回 日記 リスニングC 第3回 評論・歴史 フレーズ解釈 第16回 評論・歴史 Phrase Reading

第8回 評論・科学 リスニングB 第18回 評論・社会 重要語句 第28回 日記 重要語句 第3回 評論・歴史 真偽問題 第16回 評論・歴史 重要語句 

第8回 評論・科学 リスニングC 第18回 評論・社会 重要構文・文法 第28回 日記 重要構文・文法 第3回 評論・歴史 適語句補充問題 第16回 評論・歴史 重要構文・文法 

第8回 評論・科学 重要語句 第18回 評論・社会 解釈のヒント 第28回 日記 解釈のヒント 第3回 評論・歴史 内容一致問題 第16回 評論・歴史 解釈のヒント 

第8回 評論・科学 重要構文・文法 第18回 評論・社会 フレーズ解釈 第28回 日記 フレーズ解釈 第4回 メール・招待と返事 Phrase Reading 第16回 評論・歴史 フレーズ解釈 

第8回 評論・科学 解釈のヒント 第18回 評論・社会 真偽問題 第28回 日記 真偽問題 第4回 メール・招待と返事 重要語句 第16回 評論・歴史 真偽問題 

第8回 評論・科学 フレーズ解釈 第18回 評論・社会 適語句補充問題 第28回 日記 適語句補充問題 第4回 メール・招待と返事 重要構文・文法 第16回 評論・歴史 適語句補充問題 

第8回 評論・科学 真偽問題 第18回 評論・社会 内容一致問題 第28回 日記 内容一致問題 第4回 メール・招待と返事 解釈のヒント 第16回 評論・歴史 内容一致問題 

第8回 評論・科学 適語句補充問題 第19回 ブログ・音楽 リスニングA 第29回 評論・科学 リスニングA 第4回 メール・招待と返事 フレーズ解釈 第17回 伝記 Phrase Reading

第8回 評論・科学 内容一致問題 第19回 ブログ・音楽 リスニングB 第29回 評論・科学 リスニングB 第4回 メール・招待と返事 真偽問題 第17回 伝記 重要語句 

第9回 フォーラム・教育 リスニングA 第19回 ブログ・音楽 リスニングC 第29回 評論・科学 リスニングC 第4回 メール・招待と返事 適語句補充問題 第17回 伝記 重要構文・文法 

第9回 フォーラム・教育 リスニングB 第19回 ブログ・音楽 重要語句 第29回 評論・科学 重要語句 第4回 メール・招待と返事 内容一致問題 第17回 伝記 解釈のヒント 

第9回 フォーラム・教育 リスニングC 第19回 ブログ・音楽 重要構文・文法 第29回 評論・科学 重要構文・文法 第5回 会話・マンガ Phrase Reading 第17回 伝記 フレーズ解釈 

第9回 フォーラム・教育 重要語句 第19回 ブログ・音楽 解釈のヒント 第29回 評論・科学 解釈のヒント 第5回 会話・マンガ 重要語句 第17回 伝記 真偽問題 

第9回 フォーラム・教育 重要構文・文法 第19回 ブログ・音楽 フレーズ解釈 第29回 評論・科学 フレーズ解釈 第5回 会話・マンガ 重要構文・文法 第17回 伝記 適語句補充問題 

第9回 フォーラム・教育 解釈のヒント 第19回 ブログ・音楽 真偽問題 第29回 評論・科学 真偽問題 第5回 会話・マンガ 解釈のヒント 第17回 伝記 内容一致問題 

第9回 フォーラム・教育 フレーズ解釈 第19回 ブログ・音楽 適語句補充問題 第29回 評論・科学 適語句補充問題 第5回 会話・マンガ フレーズ解釈 第18回 評論・社会 Phrase Reading

第9回 フォーラム・教育 真偽問題 第19回 ブログ・音楽 内容一致問題 第29回 評論・科学 内容一致問題 第5回 会話・マンガ 真偽問題 第18回 評論・社会 重要語句 

第9回 フォーラム・教育 適語句補充問題 第20回 評論・技術 リスニングA 第30回 評論・言語 リスニングA 第5回 会話・マンガ 適語句補充問題 第18回 評論・社会 重要構文・文法 

第9回 フォーラム・教育 内容一致問題 第20回 評論・技術 リスニングB 第30回 評論・言語 リスニングB 第5回 会話・マンガ 内容一致問題 第18回 評論・社会 解釈のヒント 

第10回 会話・テクノロジー リスニングA 第20回 評論・技術 リスニングC 第30回 評論・言語 リスニングC 第6回 評論・動物 Phrase Reading 第18回 評論・社会 フレーズ解釈 

第10回 会話・テクノロジー リスニングB 第20回 評論・技術 重要語句 第30回 評論・言語 重要語句 第6回 評論・動物 重要語句 第18回 評論・社会 真偽問題 

第10回 会話・テクノロジー リスニングC 第20回 評論・技術 重要構文・文法 第30回 評論・言語 重要構文・文法 第6回 評論・動物 重要構文・文法 第18回 評論・社会 適語句補充問題 

第10回 会話・テクノロジー 重要語句 第20回 評論・技術 解釈のヒント 第30回 評論・言語 解釈のヒント 第6回 評論・動物 解釈のヒント 第18回 評論・社会 内容一致問題 

第10回 会話・テクノロジー 重要構文・文法 第20回 評論・技術 フレーズ解釈 第30回 評論・言語 フレーズ解釈 第6回 評論・動物 フレーズ解釈 第19回 ブログ・音楽 Phrase Reading

第10回 会話・テクノロジー 解釈のヒント 第20回 評論・技術 真偽問題 第30回 評論・言語 真偽問題 第6回 評論・動物 真偽問題 第19回 ブログ・音楽 重要語句 

第10回 会話・テクノロジー フレーズ解釈 第20回 評論・技術 適語句補充問題 第30回 評論・言語 適語句補充問題 第6回 評論・動物 適語句補充問題 第19回 ブログ・音楽 重要構文・文法 

第10回 会話・テクノロジー 真偽問題 第20回 評論・技術 内容一致問題 第30回 評論・言語 内容一致問題 第6回 評論・動物 内容一致問題 第19回 ブログ・音楽 解釈のヒント 

第10回 会話・テクノロジー 適語句補充問題 第19回 ブログ・音楽 フレーズ解釈 

第10回 会話・テクノロジー 内容一致問題 第19回 ブログ・音楽 真偽問題 

第19回 ブログ・音楽 適語句補充問題 

第19回 ブログ・音楽 内容一致問題 



第20回 評論・技術 Phrase Reading 第33回 評論・生物 Phrase Reading 第9回 広告・イベント リスニングA 第19回 メール・異文化 リスニングA 第29回 評論・伝記 リスニングA

第20回 評論・技術 重要語句 第33回 評論・生物 重要語句 第9回 広告・イベント リスニングB 第19回 メール・異文化 リスニングB 第29回 評論・伝記 リスニングB

第20回 評論・技術 重要構文・文法 第33回 評論・生物 重要構文・文法 第9回 広告・イベント リスニングC 第19回 メール・異文化 リスニングC 第29回 評論・伝記 リスニングC

第20回 評論・技術 解釈のヒント 第33回 評論・生物 解釈のヒント 第9回 広告・イベント 重要語句 第19回 メール・異文化 重要語句 第29回 評論・伝記 重要語句 

第20回 評論・技術 フレーズ解釈 第33回 評論・生物 フレーズ解釈 第9回 広告・イベント 重要構文・文法 第19回 メール・異文化 重要構文・文法 第29回 評論・伝記 重要構文・文法 

第20回 評論・技術 真偽問題 第33回 評論・生物 真偽問題 第9回 広告・イベント 解釈のヒント 第19回 メール・異文化 解釈のヒント 第29回 評論・伝記 解釈のヒント 

第20回 評論・技術 適語句補充問題 第33回 評論・生物 適語句補充問題 第9回 広告・イベント フレーズ解釈 第19回 メール・異文化 フレーズ解釈 第29回 評論・伝記 フレーズ解釈 

第20回 評論・技術 内容一致問題 第33回 評論・生物 内容一致問題 第9回 広告・イベント 真偽問題 第19回 メール・異文化 真偽問題 第29回 評論・伝記 真偽問題 

第21回 案内・イベント Phrase Reading 第34回 講義・世界情勢 Phrase Reading 第9回 広告・イベント 適語句補充問題 第19回 メール・異文化 適語句補充問題 第29回 評論・伝記 適語句補充問題 

第21回 案内・イベント 重要語句 第34回 講義・世界情勢 重要語句 第9回 広告・イベント 内容一致問題 第19回 メール・異文化 内容一致問題 第29回 評論・伝記 内容一致問題 

第21回 案内・イベント 重要構文・文法 第34回 講義・世界情勢 重要構文・文法 第10回 評論・歴史 リスニングA 第20回 評論・科学 リスニングA 第30回 評論・社会 リスニングA

第21回 案内・イベント 解釈のヒント 第34回 講義・世界情勢 解釈のヒント 第10回 評論・歴史 リスニングB 第20回 評論・科学 リスニングB 第30回 評論・社会 リスニングB

第21回 案内・イベント フレーズ解釈 第34回 講義・世界情勢 フレーズ解釈 第10回 評論・歴史 リスニングC 第20回 評論・科学 リスニングC 第30回 評論・社会 リスニングC

第21回 案内・イベント 真偽問題 第34回 講義・世界情勢 真偽問題 第10回 評論・歴史 重要語句 第20回 評論・科学 重要語句 第30回 評論・社会 重要語句 

第21回 案内・イベント 適語句補充問題 第34回 講義・世界情勢 適語句補充問題 第10回 評論・歴史 重要構文・文法 第20回 評論・科学 重要構文・文法 第30回 評論・社会 重要構文・文法 

第21回 案内・イベント 内容一致問題 第34回 講義・世界情勢 内容一致問題 第10回 評論・歴史 解釈のヒント 第20回 評論・科学 解釈のヒント 第30回 評論・社会 解釈のヒント 

第22回 評論・観光 Phrase Reading 第35回 評論・医学 Phrase Reading 第10回 評論・歴史 フレーズ解釈 第20回 評論・科学 フレーズ解釈 第30回 評論・社会 フレーズ解釈 

第22回 評論・観光 重要語句 第35回 評論・医学 重要語句 第10回 評論・歴史 真偽問題 第20回 評論・科学 真偽問題 第30回 評論・社会 真偽問題 

第22回 評論・観光 重要構文・文法 第35回 評論・医学 重要構文・文法 第10回 評論・歴史 適語句補充問題 第20回 評論・科学 適語句補充問題 第30回 評論・社会 適語句補充問題 

第22回 評論・観光 解釈のヒント 第35回 評論・医学 解釈のヒント 第10回 評論・歴史 内容一致問題 第20回 評論・科学 内容一致問題 第30回 評論・社会 内容一致問題 

第22回 評論・観光 フレーズ解釈 第35回 評論・医学 フレーズ解釈 第11回 手紙 リスニングA 第21回 エッセイ・料理 リスニングA 第31回 評論・芸術 リスニングA

第22回 評論・観光 真偽問題 第35回 評論・医学 真偽問題 第11回 手紙 リスニングB 第21回 エッセイ・料理 リスニングB 第31回 評論・芸術 リスニングB

第22回 評論・観光 適語句補充問題 第35回 評論・医学 適語句補充問題 第11回 手紙 リスニングC 第21回 エッセイ・料理 リスニングC 第31回 評論・芸術 リスニングC

第22回 評論・観光 内容一致問題 第35回 評論・医学 内容一致問題 第11回 手紙 重要語句 第21回 エッセイ・料理 重要語句 第31回 評論・芸術 重要語句 

第23回 会話・科学 Phrase Reading 第11回 手紙 重要構文・文法 第21回 エッセイ・料理 重要構文・文法 第31回 評論・芸術 重要構文・文法 

第23回 会話・科学 重要語句 ＜Accel Reading 2＞ 第11回 手紙 解釈のヒント 第21回 エッセイ・料理 解釈のヒント 第31回 評論・芸術 解釈のヒント 

第23回 会話・科学 重要構文・文法 第1回 評論・文化 リスニングA 第11回 手紙 フレーズ解釈 第21回 エッセイ・料理 フレーズ解釈 第31回 評論・芸術 フレーズ解釈 

第23回 会話・科学 解釈のヒント 第1回 評論・文化 リスニングB 第11回 手紙 真偽問題 第21回 エッセイ・料理 真偽問題 第31回 評論・芸術 真偽問題 

第23回 会話・科学 フレーズ解釈 第1回 評論・文化 リスニングC 第11回 手紙 適語句補充問題 第21回 エッセイ・料理 適語句補充問題 第31回 評論・芸術 適語句補充問題 

第23回 会話・科学 真偽問題 第1回 評論・文化 重要語句 第11回 手紙 内容一致問題 第21回 エッセイ・料理 内容一致問題 第31回 評論・芸術 内容一致問題 

第23回 会話・科学 適語句補充問題 第1回 評論・文化 重要構文・文法 第12回 評論・医療 リスニングA 第22回 評論・技術 リスニングA 第32回 評論・環境問題 リスニングA

第23回 会話・科学 内容一致問題 第1回 評論・文化 解釈のヒント 第12回 評論・医療 リスニングB 第22回 評論・技術 リスニングB 第32回 評論・環境問題 リスニングB

第24回 物語 Phrase Reading 第1回 評論・文化 フレーズ解釈 第12回 評論・医療 リスニングC 第22回 評論・技術 リスニングC 第32回 評論・環境問題 リスニングC

第24回 物語 重要語句 第1回 評論・文化 真偽問題 第12回 評論・医療 重要語句 第22回 評論・技術 重要語句 第32回 評論・環境問題 重要語句 

第24回 物語 重要構文・文法 第1回 評論・文化 適語句補充問題 第12回 評論・医療 重要構文・文法 第22回 評論・技術 重要構文・文法 第32回 評論・環境問題 重要構文・文法 

第24回 物語 解釈のヒント 第1回 評論・文化 内容一致問題 第12回 評論・医療 解釈のヒント 第22回 評論・技術 解釈のヒント 第32回 評論・環境問題 解釈のヒント 

第24回 物語 フレーズ解釈 第2回 会話・技術 リスニングA 第12回 評論・医療 フレーズ解釈 第22回 評論・技術 フレーズ解釈 第32回 評論・環境問題 フレーズ解釈 

第24回 物語 真偽問題 第2回 会話・技術 リスニングB 第12回 評論・医療 真偽問題 第22回 評論・技術 真偽問題 第32回 評論・環境問題 真偽問題 

第24回 物語 適語句補充問題 第2回 会話・技術 リスニングC 第12回 評論・医療 適語句補充問題 第22回 評論・技術 適語句補充問題 第32回 評論・環境問題 適語句補充問題 

第24回 物語 内容一致問題 第2回 会話・技術 重要語句 第12回 評論・医療 内容一致問題 第22回 評論・技術 内容一致問題 第32回 評論・環境問題 内容一致問題 

第25回 評論・情報社会 Phrase Reading 第2回 会話・技術 重要構文・文法 第13回 評論・スポーツ リスニングA 第23回 講義・芸術 リスニングA 第33回 評論・社会 リスニングA

第25回 評論・情報社会 重要語句 第2回 会話・技術 解釈のヒント 第13回 評論・スポーツ リスニングB 第23回 講義・芸術 リスニングB 第33回 評論・社会 リスニングB

第25回 評論・情報社会 重要構文・文法 第2回 会話・技術 フレーズ解釈 第13回 評論・スポーツ リスニングC 第23回 講義・芸術 リスニングC 第33回 評論・社会 リスニングC

第25回 評論・情報社会 解釈のヒント 第2回 会話・技術 真偽問題 第13回 評論・スポーツ 重要語句 第23回 講義・芸術 重要語句 第33回 評論・社会 重要語句 

第25回 評論・情報社会 フレーズ解釈 第2回 会話・技術 適語句補充問題 第13回 評論・スポーツ 重要構文・文法 第23回 講義・芸術 重要構文・文法 第33回 評論・社会 重要構文・文法 

第25回 評論・情報社会 真偽問題 第2回 会話・技術 内容一致問題 第13回 評論・スポーツ 解釈のヒント 第23回 講義・芸術 解釈のヒント 第33回 評論・社会 解釈のヒント 

第25回 評論・情報社会 適語句補充問題 第3回 評論・教育 リスニングA 第13回 評論・スポーツ フレーズ解釈 第23回 講義・芸術 フレーズ解釈 第33回 評論・社会 フレーズ解釈 

第25回 評論・情報社会 内容一致問題 第3回 評論・教育 リスニングB 第13回 評論・スポーツ 真偽問題 第23回 講義・芸術 真偽問題 第33回 評論・社会 真偽問題 

第26回 評論・教育 Phrase Reading 第3回 評論・教育 リスニングC 第13回 評論・スポーツ 適語句補充問題 第23回 講義・芸術 適語句補充問題 第33回 評論・社会 適語句補充問題 

第26回 評論・教育 重要語句 第3回 評論・教育 重要語句 第13回 評論・スポーツ 内容一致問題 第23回 講義・芸術 内容一致問題 第33回 評論・社会 内容一致問題 

第26回 評論・教育 重要構文・文法 第3回 評論・教育 重要構文・文法 第14回 評論・社会 リスニングA 第24回 インタビュー リスニングA 第34回 評論・科学 リスニングA

第26回 評論・教育 解釈のヒント 第3回 評論・教育 解釈のヒント 第14回 評論・社会 リスニングB 第24回 インタビュー リスニングB 第34回 評論・科学 リスニングB

第26回 評論・教育 フレーズ解釈 第3回 評論・教育 フレーズ解釈 第14回 評論・社会 リスニングC 第24回 インタビュー リスニングC 第34回 評論・科学 リスニングC

第26回 評論・教育 真偽問題 第3回 評論・教育 真偽問題 第14回 評論・社会 重要語句 第24回 インタビュー 重要語句 第34回 評論・科学 重要語句 

第26回 評論・教育 適語句補充問題 第3回 評論・教育 適語句補充問題 第14回 評論・社会 重要構文・文法 第24回 インタビュー 重要構文・文法 第34回 評論・科学 重要構文・文法 

第26回 評論・教育 内容一致問題 第3回 評論・教育 内容一致問題 第14回 評論・社会 解釈のヒント 第24回 インタビュー 解釈のヒント 第34回 評論・科学 解釈のヒント 

第27回 評論・環境 Phrase Reading 第4回 日記・異文化 リスニングA 第14回 評論・社会 フレーズ解釈 第24回 インタビュー フレーズ解釈 第34回 評論・科学 フレーズ解釈 

第27回 評論・環境 重要語句 第4回 日記・異文化 リスニングB 第14回 評論・社会 真偽問題 第24回 インタビュー 真偽問題 第34回 評論・科学 真偽問題 

第27回 評論・環境 重要構文・文法 第4回 日記・異文化 リスニングC 第14回 評論・社会 適語句補充問題 第24回 インタビュー 適語句補充問題 第34回 評論・科学 適語句補充問題 

第27回 評論・環境 解釈のヒント 第4回 日記・異文化 重要語句 第14回 評論・社会 内容一致問題 第24回 インタビュー 内容一致問題 第34回 評論・科学 内容一致問題 

第27回 評論・環境 フレーズ解釈 第4回 日記・異文化 重要構文・文法 第15回 物語 リスニングA 第25回 小説 リスニングA 第35回 評論・地理 リスニングA

第27回 評論・環境 真偽問題 第4回 日記・異文化 解釈のヒント 第15回 物語 リスニングB 第25回 小説 リスニングB 第35回 評論・地理 リスニングB

第27回 評論・環境 適語句補充問題 第4回 日記・異文化 フレーズ解釈 第15回 物語 リスニングC 第25回 小説 リスニングC 第35回 評論・地理 リスニングC

第27回 評論・環境 内容一致問題 第4回 日記・異文化 真偽問題 第15回 物語 重要語句 第25回 小説 重要語句 第35回 評論・地理 重要語句 

第28回 日記 Phrase Reading 第4回 日記・異文化 適語句補充問題 第15回 物語 重要構文・文法 第25回 小説 重要構文・文法 第35回 評論・地理 重要構文・文法 

第28回 日記 重要語句 第4回 日記・異文化 内容一致問題 第15回 物語 解釈のヒント 第25回 小説 解釈のヒント 第35回 評論・地理 解釈のヒント 

第28回 日記 重要構文・文法 第5回 評論・スポーツ リスニングA 第15回 物語 フレーズ解釈 第25回 小説 フレーズ解釈 第35回 評論・地理 フレーズ解釈 

第28回 日記 解釈のヒント 第5回 評論・スポーツ リスニングB 第15回 物語 真偽問題 第25回 小説 真偽問題 第35回 評論・地理 真偽問題 

第28回 日記 フレーズ解釈 第5回 評論・スポーツ リスニングC 第15回 物語 適語句補充問題 第25回 小説 適語句補充問題 第35回 評論・地理 適語句補充問題 

第28回 日記 真偽問題 第5回 評論・スポーツ 重要語句 第15回 物語 内容一致問題 第25回 小説 内容一致問題 第35回 評論・地理 内容一致問題 

第28回 日記 適語句補充問題 第5回 評論・スポーツ 重要構文・文法 第16回 会話・地学 リスニングA 第26回 ブログ・ハイテク技術 リスニングA

第28回 日記 内容一致問題 第5回 評論・スポーツ 解釈のヒント 第16回 会話・地学 リスニングB 第26回 ブログ・ハイテク技術 リスニングB ＜Accel Reading 2 英語版＞

第29回 評論・科学 Phrase Reading 第5回 評論・スポーツ フレーズ解釈 第16回 会話・地学 リスニングC 第26回 ブログ・ハイテク技術 リスニングC 第1回 評論・文化 Phrase Reading
第29回 評論・科学 重要語句 第5回 評論・スポーツ 真偽問題 第16回 会話・地学 重要語句 第26回 ブログ・ハイテク技術 重要語句 第1回 評論・文化 重要語句 

第29回 評論・科学 重要構文・文法 第5回 評論・スポーツ 適語句補充問題 第16回 会話・地学 重要構文・文法 第26回 ブログ・ハイテク技術 重要構文・文法 第1回 評論・文化 重要構文・文法 

第29回 評論・科学 解釈のヒント 第5回 評論・スポーツ 内容一致問題 第16回 会話・地学 解釈のヒント 第26回 ブログ・ハイテク技術 解釈のヒント 第1回 評論・文化 解釈のヒント 

第29回 評論・科学 フレーズ解釈 第6回 物語 リスニングA 第16回 会話・地学 フレーズ解釈 第26回 ブログ・ハイテク技術 フレーズ解釈 第1回 評論・文化 フレーズ解釈 

第29回 評論・科学 真偽問題 第6回 物語 リスニングB 第16回 会話・地学 真偽問題 第26回 ブログ・ハイテク技術 真偽問題 第1回 評論・文化 真偽問題 

第29回 評論・科学 適語句補充問題 第6回 物語 リスニングC 第16回 会話・地学 適語句補充問題 第26回 ブログ・ハイテク技術 適語句補充問題 第1回 評論・文化 適語句補充問題 

第29回 評論・科学 内容一致問題 第6回 物語 重要語句 第16回 会話・地学 内容一致問題 第26回 ブログ・ハイテク技術 内容一致問題 第1回 評論・文化 内容一致問題 

第30回 評論・言語 Phrase Reading 第6回 物語 重要構文・文法 第17回 評論・環境 リスニングA 第27回 評論・国際関係 リスニングA 第2回 会話・技術 Phrase Reading

第30回 評論・言語 重要語句 第6回 物語 解釈のヒント 第17回 評論・環境 リスニングB 第27回 評論・国際関係 リスニングB 第2回 会話・技術 重要語句 

第30回 評論・言語 重要構文・文法 第6回 物語 フレーズ解釈 第17回 評論・環境 リスニングC 第27回 評論・国際関係 リスニングC 第2回 会話・技術 重要構文・文法 

第30回 評論・言語 解釈のヒント 第6回 物語 真偽問題 第17回 評論・環境 重要語句 第27回 評論・国際関係 重要語句 第2回 会話・技術 解釈のヒント 

第30回 評論・言語 フレーズ解釈 第6回 物語 適語句補充問題 第17回 評論・環境 重要構文・文法 第27回 評論・国際関係 重要構文・文法 第2回 会話・技術 フレーズ解釈 

第30回 評論・言語 真偽問題 第6回 物語 内容一致問題 第17回 評論・環境 解釈のヒント 第27回 評論・国際関係 解釈のヒント 第2回 会話・技術 真偽問題 

第30回 評論・言語 適語句補充問題 第7回 評論・文学 リスニングA 第17回 評論・環境 フレーズ解釈 第27回 評論・国際関係 フレーズ解釈 第2回 会話・技術 適語句補充問題 

第30回 評論・言語 内容一致問題 第7回 評論・文学 リスニングB 第17回 評論・環境 真偽問題 第27回 評論・国際関係 真偽問題 第2回 会話・技術 内容一致問題 

第31回 評論・国際情勢 Phrase Reading 第7回 評論・文学 リスニングC 第17回 評論・環境 適語句補充問題 第27回 評論・国際関係 適語句補充問題 第3回 評論・教育 Phrase Reading

第31回 評論・国際情勢 重要語句 第7回 評論・文学 重要語句 第17回 評論・環境 内容一致問題 第27回 評論・国際関係 内容一致問題 第3回 評論・教育 重要語句 

第31回 評論・国際情勢 重要構文・文法 第7回 評論・文学 重要構文・文法 第18回 評論・社会 リスニングA 第28回 評論・政治 リスニングA 第3回 評論・教育 重要構文・文法 

第31回 評論・国際情勢 解釈のヒント 第7回 評論・文学 解釈のヒント 第18回 評論・社会 リスニングB 第28回 評論・政治 リスニングB 第3回 評論・教育 解釈のヒント 

第31回 評論・国際情勢 フレーズ解釈 第7回 評論・文学 フレーズ解釈 第18回 評論・社会 リスニングC 第28回 評論・政治 リスニングC 第3回 評論・教育 フレーズ解釈 

第31回 評論・国際情勢 真偽問題 第7回 評論・文学 真偽問題 第18回 評論・社会 重要語句 第28回 評論・政治 重要語句 第3回 評論・教育 真偽問題 

第31回 評論・国際情勢 適語句補充問題 第7回 評論・文学 適語句補充問題 第18回 評論・社会 重要構文・文法 第28回 評論・政治 重要構文・文法 第3回 評論・教育 適語句補充問題 

第31回 評論・国際情勢 内容一致問題 第7回 評論・文学 内容一致問題 第18回 評論・社会 解釈のヒント 第28回 評論・政治 解釈のヒント 第3回 評論・教育 内容一致問題 

第32回 あいさつ文・イベント Phrase Reading 第8回 会話・文化 リスニングA 第18回 評論・社会 フレーズ解釈 第28回 評論・政治 フレーズ解釈 第4回 日記・異文化 Phrase Reading

第32回 あいさつ文・イベント 重要語句 第8回 会話・文化 リスニングB 第18回 評論・社会 真偽問題 第28回 評論・政治 真偽問題 第4回 日記・異文化 重要語句 

第32回 あいさつ文・イベント 重要構文・文法 第8回 会話・文化 リスニングC 第18回 評論・社会 適語句補充問題 第28回 評論・政治 適語句補充問題 第4回 日記・異文化 重要構文・文法 

第32回 あいさつ文・イベント 解釈のヒント 第8回 会話・文化 重要語句 第18回 評論・社会 内容一致問題 第28回 評論・政治 内容一致問題 第4回 日記・異文化 解釈のヒント 

第32回 あいさつ文・イベント フレーズ解釈 第8回 会話・文化 重要構文・文法 第4回 日記・異文化 フレーズ解釈 

第32回 あいさつ文・イベント 真偽問題 第8回 会話・文化 解釈のヒント 第4回 日記・異文化 真偽問題 

第32回 あいさつ文・イベント 適語句補充問題 第8回 会話・文化 フレーズ解釈 第4回 日記・異文化 適語句補充問題 

第32回 あいさつ文・イベント 内容一致問題 第8回 会話・文化 真偽問題 第4回 日記・異文化 内容一致問題 

第8回 会話・文化 適語句補充問題 

第8回 会話・文化 内容一致問題 



第5回 評論・スポーツ Phrase Reading 第18回 評論・社会 Phrase Reading 第31回 評論・芸術 Phrase Reading 第6回 物語 リスニングA 第15回 物語 リスニングA

第5回 評論・スポーツ 重要語句 第18回 評論・社会 重要語句 第31回 評論・芸術 重要語句 第6回 物語 リスニングB 第15回 物語 リスニングB

第5回 評論・スポーツ 重要構文・文法 第18回 評論・社会 重要構文・文法 第31回 評論・芸術 重要構文・文法 第6回 物語 リスニングC 第15回 物語 リスニングC

第5回 評論・スポーツ 解釈のヒント 第18回 評論・社会 解釈のヒント 第31回 評論・芸術 解釈のヒント 第6回 物語 重要語句 第15回 物語 重要語句 

第5回 評論・スポーツ フレーズ解釈 第18回 評論・社会 フレーズ解釈 第31回 評論・芸術 フレーズ解釈 第6回 物語 重要構文・文法 第15回 物語 重要構文・文法 

第5回 評論・スポーツ 真偽問題 第18回 評論・社会 真偽問題 第31回 評論・芸術 真偽問題 第6回 物語 解釈のヒント 第15回 物語 解釈のヒント 

第5回 評論・スポーツ 適語句補充問題 第18回 評論・社会 適語句補充問題 第31回 評論・芸術 適語句補充問題 第6回 物語 フレーズ解釈 第15回 物語 フレーズ解釈 

第5回 評論・スポーツ 内容一致問題 第18回 評論・社会 内容一致問題 第31回 評論・芸術 内容一致問題 第6回 物語 真偽問題 第15回 物語 真偽問題 

第6回 物語 Phrase Reading 第19回 メール・異文化 Phrase Reading 第32回 評論・環境問題 Phrase Reading 第6回 物語 適語句補充問題 第15回 物語 適語句補充問題 

第6回 物語 重要語句 第19回 メール・異文化 重要語句 第32回 評論・環境問題 重要語句 第6回 物語 内容一致問題 第15回 物語 内容一致問題 

第6回 物語 重要構文・文法 第19回 メール・異文化 重要構文・文法 第32回 評論・環境問題 重要構文・文法 第6回 物語 整序問題 第15回 物語 整序問題

第6回 物語 解釈のヒント 第19回 メール・異文化 解釈のヒント 第32回 評論・環境問題 解釈のヒント 第7回 情論・ハイテク技術 リスニングA 第16回 評論・環境問題 リスニングA

第6回 物語 フレーズ解釈 第19回 メール・異文化 フレーズ解釈 第32回 評論・環境問題 フレーズ解釈 第7回 情論・ハイテク技術 リスニングB 第16回 評論・環境問題 リスニングB

第6回 物語 真偽問題 第19回 メール・異文化 真偽問題 第32回 評論・環境問題 真偽問題 第7回 情論・ハイテク技術 リスニングC 第16回 評論・環境問題 リスニングC

第6回 物語 適語句補充問題 第19回 メール・異文化 適語句補充問題 第32回 評論・環境問題 適語句補充問題 第7回 情論・ハイテク技術 重要語句 第16回 評論・環境問題 重要語句 

第6回 物語 内容一致問題 第19回 メール・異文化 内容一致問題 第32回 評論・環境問題 内容一致問題 第7回 情論・ハイテク技術 重要構文・文法 第16回 評論・環境問題 重要構文・文法 

第7回 評論・文学 Phrase Reading 第20回 評論・科学 Phrase Reading 第33回 評論・社会 Phrase Reading 第7回 情論・ハイテク技術 解釈のヒント 第16回 評論・環境問題 解釈のヒント 

第7回 評論・文学 重要語句 第20回 評論・科学 重要語句 第33回 評論・社会 重要語句 第7回 情論・ハイテク技術 フレーズ解釈 第16回 評論・環境問題 フレーズ解釈 

第7回 評論・文学 重要構文・文法 第20回 評論・科学 重要構文・文法 第33回 評論・社会 重要構文・文法 第7回 情論・ハイテク技術 真偽問題 第16回 評論・環境問題 真偽問題 

第7回 評論・文学 解釈のヒント 第20回 評論・科学 解釈のヒント 第33回 評論・社会 解釈のヒント 第7回 情論・ハイテク技術 適語句補充問題 第16回 評論・環境問題 適語句補充問題 

第7回 評論・文学 フレーズ解釈 第20回 評論・科学 フレーズ解釈 第33回 評論・社会 フレーズ解釈 第7回 情論・ハイテク技術 内容一致問題 第16回 評論・環境問題 内容一致問題 

第7回 評論・文学 真偽問題 第20回 評論・科学 真偽問題 第33回 評論・社会 真偽問題 第7回 情論・ハイテク技術 整序問題 第16回 評論・環境問題 整序問題

第7回 評論・文学 適語句補充問題 第20回 評論・科学 適語句補充問題 第33回 評論・社会 適語句補充問題 第8回 会話・社会 リスニングA 第17回 伝記・美術 リスニングA

第7回 評論・文学 内容一致問題 第20回 評論・科学 内容一致問題 第33回 評論・社会 内容一致問題 第8回 会話・社会 リスニングB 第17回 伝記・美術 リスニングB

第8回 会話・文化 Phrase Reading 第21回 エッセイ・料理 Phrase Reading 第34回 評論・科学 Phrase Reading 第8回 会話・社会 リスニングC 第17回 伝記・美術 リスニングC

第8回 会話・文化 重要語句 第21回 エッセイ・料理 重要語句 第34回 評論・科学 重要語句 第8回 会話・社会 重要語句 第17回 伝記・美術 重要語句 

第8回 会話・文化 重要構文・文法 第21回 エッセイ・料理 重要構文・文法 第34回 評論・科学 重要構文・文法 第8回 会話・社会 重要構文・文法 第17回 伝記・美術 重要構文・文法 

第8回 会話・文化 解釈のヒント 第21回 エッセイ・料理 解釈のヒント 第34回 評論・科学 解釈のヒント 第8回 会話・社会 解釈のヒント 第17回 伝記・美術 解釈のヒント 

第8回 会話・文化 フレーズ解釈 第21回 エッセイ・料理 フレーズ解釈 第34回 評論・科学 フレーズ解釈 第8回 会話・社会 フレーズ解釈 第17回 伝記・美術 フレーズ解釈 

第8回 会話・文化 真偽問題 第21回 エッセイ・料理 真偽問題 第34回 評論・科学 真偽問題 第8回 会話・社会 真偽問題 第17回 伝記・美術 真偽問題 

第8回 会話・文化 適語句補充問題 第21回 エッセイ・料理 適語句補充問題 第34回 評論・科学 適語句補充問題 第8回 会話・社会 適語句補充問題 第17回 伝記・美術 適語句補充問題 

第8回 会話・文化 内容一致問題 第21回 エッセイ・料理 内容一致問題 第34回 評論・科学 内容一致問題 第8回 会話・社会 内容一致問題 第17回 伝記・美術 内容一致問題 

第9回 広告・イベント Phrase Reading 第22回 評論・技術 Phrase Reading 第35回 評論・地理 Phrase Reading 第8回 会話・社会 整序問題 第17回 伝記・美術 整序問題

第9回 広告・イベント 重要語句 第22回 評論・技術 重要語句 第35回 評論・地理 重要語句 第9回 評論・文化 リスニングA 第18回 評論・娯楽 リスニングA

第9回 広告・イベント 重要構文・文法 第22回 評論・技術 重要構文・文法 第35回 評論・地理 重要構文・文法 第9回 評論・文化 リスニングB 第18回 評論・娯楽 リスニングB

第9回 広告・イベント 解釈のヒント 第22回 評論・技術 解釈のヒント 第35回 評論・地理 解釈のヒント 第9回 評論・文化 リスニングC 第18回 評論・娯楽 リスニングC

第9回 広告・イベント フレーズ解釈 第22回 評論・技術 フレーズ解釈 第35回 評論・地理 フレーズ解釈 第9回 評論・文化 重要語句 第18回 評論・娯楽 重要語句 

第9回 広告・イベント 真偽問題 第22回 評論・技術 真偽問題 第35回 評論・地理 真偽問題 第9回 評論・文化 重要構文・文法 第18回 評論・娯楽 重要構文・文法 

第9回 広告・イベント 適語句補充問題 第22回 評論・技術 適語句補充問題 第35回 評論・地理 適語句補充問題 第9回 評論・文化 解釈のヒント 第18回 評論・娯楽 解釈のヒント 

第9回 広告・イベント 内容一致問題 第22回 評論・技術 内容一致問題 第35回 評論・地理 内容一致問題 第9回 評論・文化 フレーズ解釈 第18回 評論・娯楽 フレーズ解釈 

第10回 評論・歴史 Phrase Reading 第23回 講義・芸術 Phrase Reading 第9回 評論・文化 真偽問題 第18回 評論・娯楽 真偽問題 

第10回 評論・歴史 重要語句 第23回 講義・芸術 重要語句 ＜Accel Reading 3＞ 第9回 評論・文化 適語句補充問題 第18回 評論・娯楽 適語句補充問題 

第10回 評論・歴史 重要構文・文法 第23回 講義・芸術 重要構文・文法 第1回 エッセイ・文化 リスニングA 第9回 評論・文化 内容一致問題 第18回 評論・娯楽 内容一致問題 

第10回 評論・歴史 解釈のヒント 第23回 講義・芸術 解釈のヒント 第1回 エッセイ・文化 リスニングB 第9回 評論・文化 整序問題 第18回 評論・娯楽 整序問題

第10回 評論・歴史 フレーズ解釈 第23回 講義・芸術 フレーズ解釈 第1回 エッセイ・文化 リスニングC 第10回 評論・文化 リスニングA 第19回 評論・歴史 リスニングA

第10回 評論・歴史 真偽問題 第23回 講義・芸術 真偽問題 第1回 エッセイ・文化 重要語句 第10回 評論・文化 リスニングB 第19回 評論・歴史 リスニングB

第10回 評論・歴史 適語句補充問題 第23回 講義・芸術 適語句補充問題 第1回 エッセイ・文化 重要構文・文法 第10回 評論・文化 リスニングC 第19回 評論・歴史 リスニングC

第10回 評論・歴史 内容一致問題 第23回 講義・芸術 内容一致問題 第1回 エッセイ・文化 解釈のヒント 第10回 評論・文化 重要語句 第19回 評論・歴史 重要語句 

第11回 手紙 Phrase Reading 第24回 インタビュー Phrase Reading 第1回 エッセイ・文化 フレーズ解釈 第10回 評論・文化 重要構文・文法 第19回 評論・歴史 重要構文・文法 

第11回 手紙 重要語句 第24回 インタビュー 重要語句 第1回 エッセイ・文化 真偽問題 第10回 評論・文化 解釈のヒント 第19回 評論・歴史 解釈のヒント 

第11回 手紙 重要構文・文法 第24回 インタビュー 重要構文・文法 第1回 エッセイ・文化 適語句補充問題 第10回 評論・文化 フレーズ解釈 第19回 評論・歴史 フレーズ解釈 

第11回 手紙 解釈のヒント 第24回 インタビュー 解釈のヒント 第1回 エッセイ・文化 内容一致問題 第10回 評論・文化 真偽問題 第19回 評論・歴史 真偽問題 

第11回 手紙 フレーズ解釈 第24回 インタビュー フレーズ解釈 第1回 エッセイ・文化 整序問題 第10回 評論・文化 適語句補充問題 第19回 評論・歴史 適語句補充問題 

第11回 手紙 真偽問題 第24回 インタビュー 真偽問題 第2回 評論・テクノロジー リスニングA 第10回 評論・文化 内容一致問題 第19回 評論・歴史 内容一致問題 

第11回 手紙 適語句補充問題 第24回 インタビュー 適語句補充問題 第2回 評論・テクノロジー リスニングB 第10回 評論・文化 整序問題 第19回 評論・歴史 整序問題

第11回 手紙 内容一致問題 第24回 インタビュー 内容一致問題 第2回 評論・テクノロジー リスニングC 第11回 評論・言語 リスニングA 第20回 伝記・社会 リスニングA

第12回 評論・医療 Phrase Reading 第25回 小説 Phrase Reading 第2回 評論・テクノロジー 重要語句 第11回 評論・言語 リスニングB 第20回 伝記・社会 リスニングB

第12回 評論・医療 重要語句 第25回 小説 重要語句 第2回 評論・テクノロジー 重要構文・文法 第11回 評論・言語 リスニングC 第20回 伝記・社会 リスニングC

第12回 評論・医療 重要構文・文法 第25回 小説 重要構文・文法 第2回 評論・テクノロジー 解釈のヒント 第11回 評論・言語 重要語句 第20回 伝記・社会 重要語句 

第12回 評論・医療 解釈のヒント 第25回 小説 解釈のヒント 第2回 評論・テクノロジー フレーズ解釈 第11回 評論・言語 重要構文・文法 第20回 伝記・社会 重要構文・文法 

第12回 評論・医療 フレーズ解釈 第25回 小説 フレーズ解釈 第2回 評論・テクノロジー 真偽問題 第11回 評論・言語 解釈のヒント 第20回 伝記・社会 解釈のヒント 

第12回 評論・医療 真偽問題 第25回 小説 真偽問題 第2回 評論・テクノロジー 適語句補充問題 第11回 評論・言語 フレーズ解釈 第20回 伝記・社会 フレーズ解釈 

第12回 評論・医療 適語句補充問題 第25回 小説 適語句補充問題 第2回 評論・テクノロジー 内容一致問題 第11回 評論・言語 真偽問題 第20回 伝記・社会 真偽問題 

第12回 評論・医療 内容一致問題 第25回 小説 内容一致問題 第2回 評論・テクノロジー 整序問題 第11回 評論・言語 適語句補充問題 第20回 伝記・社会 適語句補充問題 

第13回 評論・スポーツ Phrase Reading 第26回 ブログ・ハイテク技術 Phrase Reading 第3回 ブログ・文学 リスニングA 第11回 評論・言語 内容一致問題 第20回 伝記・社会 内容一致問題 

第13回 評論・スポーツ 重要語句 第26回 ブログ・ハイテク技術 重要語句 第3回 ブログ・文学 リスニングB 第11回 評論・言語 整序問題 第20回 伝記・社会 整序問題

第13回 評論・スポーツ 重要構文・文法 第26回 ブログ・ハイテク技術 重要構文・文法 第3回 ブログ・文学 リスニングC 第12回 評論・環境問題 リスニングA 第21回 評論・スポーツ リスニングA

第13回 評論・スポーツ 解釈のヒント 第26回 ブログ・ハイテク技術 解釈のヒント 第3回 ブログ・文学 重要語句 第12回 評論・環境問題 リスニングB 第21回 評論・スポーツ リスニングB

第13回 評論・スポーツ フレーズ解釈 第26回 ブログ・ハイテク技術 フレーズ解釈 第3回 ブログ・文学 重要構文・文法 第12回 評論・環境問題 リスニングC 第21回 評論・スポーツ リスニングC

第13回 評論・スポーツ 真偽問題 第26回 ブログ・ハイテク技術 真偽問題 第3回 ブログ・文学 解釈のヒント 第12回 評論・環境問題 重要語句 第21回 評論・スポーツ 重要語句 

第13回 評論・スポーツ 適語句補充問題 第26回 ブログ・ハイテク技術 適語句補充問題 第3回 ブログ・文学 フレーズ解釈 第12回 評論・環境問題 重要構文・文法 第21回 評論・スポーツ 重要構文・文法 

第13回 評論・スポーツ 内容一致問題 第26回 ブログ・ハイテク技術 内容一致問題 第3回 ブログ・文学 真偽問題 第12回 評論・環境問題 解釈のヒント 第21回 評論・スポーツ 解釈のヒント 

第14回 評論・社会 Phrase Reading 第27回 評論・国際関係 Phrase Reading 第3回 ブログ・文学 適語句補充問題 第12回 評論・環境問題 フレーズ解釈 第21回 評論・スポーツ フレーズ解釈 

第14回 評論・社会 重要語句 第27回 評論・国際関係 重要語句 第3回 ブログ・文学 内容一致問題 第12回 評論・環境問題 真偽問題 第21回 評論・スポーツ 真偽問題 

第14回 評論・社会 重要構文・文法 第27回 評論・国際関係 重要構文・文法 第3回 ブログ・文学 整序問題 第12回 評論・環境問題 適語句補充問題 第21回 評論・スポーツ 適語句補充問題 

第14回 評論・社会 解釈のヒント 第27回 評論・国際関係 解釈のヒント 第4回 日記・言語 リスニングA 第12回 評論・環境問題 内容一致問題 第21回 評論・スポーツ 内容一致問題 

第14回 評論・社会 フレーズ解釈 第27回 評論・国際関係 フレーズ解釈 第4回 日記・言語 リスニングB 第12回 評論・環境問題 整序問題 第21回 評論・スポーツ 整序問題

第14回 評論・社会 真偽問題 第27回 評論・国際関係 真偽問題 第4回 日記・言語 リスニングC 第13回 メール・コミュニケーション リスニングA 第22回 広告 リスニングA

第14回 評論・社会 適語句補充問題 第27回 評論・国際関係 適語句補充問題 第4回 日記・言語 重要語句 第13回 メール・コミュニケーション リスニングB 第22回 広告 リスニングB

第14回 評論・社会 内容一致問題 第27回 評論・国際関係 内容一致問題 第4回 日記・言語 重要構文・文法 第13回 メール・コミュニケーション リスニングC 第22回 広告 リスニングC

第15回 物語 Phrase Reading 第28回 評論・政治 Phrase Reading 第4回 日記・言語 解釈のヒント 第13回 メール・コミュニケーション 重要語句 第22回 広告 重要語句 

第15回 物語 重要語句 第28回 評論・政治 重要語句 第4回 日記・言語 フレーズ解釈 第13回 メール・コミュニケーション 重要構文・文法 第22回 広告 重要構文・文法 

第15回 物語 重要構文・文法 第28回 評論・政治 重要構文・文法 第4回 日記・言語 真偽問題 第13回 メール・コミュニケーション 解釈のヒント 第22回 広告 解釈のヒント 

第15回 物語 解釈のヒント 第28回 評論・政治 解釈のヒント 第4回 日記・言語 適語句補充問題 第13回 メール・コミュニケーション フレーズ解釈 第22回 広告 フレーズ解釈 

第15回 物語 フレーズ解釈 第28回 評論・政治 フレーズ解釈 第4回 日記・言語 内容一致問題 第13回 メール・コミュニケーション 真偽問題 第22回 広告 真偽問題 

第15回 物語 真偽問題 第28回 評論・政治 真偽問題 第4回 日記・言語 整序問題 第13回 メール・コミュニケーション 適語句補充問題 第22回 広告 適語句補充問題 

第15回 物語 適語句補充問題 第28回 評論・政治 適語句補充問題 第5回 評論・経済 リスニングA 第13回 メール・コミュニケーション 内容一致問題 第22回 広告 内容一致問題 

第15回 物語 内容一致問題 第28回 評論・政治 内容一致問題 第5回 評論・経済 リスニングB 第13回 メール・コミュニケーション 整序問題 第22回 広告 整序問題

第16回 会話・地学 Phrase Reading 第29回 評論・伝記 Phrase Reading 第5回 評論・経済 リスニングC 第14回 評伝・技術 リスニングA 第23回 評論・映画 リスニングA

第16回 会話・地学 重要語句 第29回 評論・伝記 重要語句 第5回 評論・経済 重要語句 第14回 評伝・技術 リスニングB 第23回 評論・映画 リスニングB

第16回 会話・地学 重要構文・文法 第29回 評論・伝記 重要構文・文法 第5回 評論・経済 重要構文・文法 第14回 評伝・技術 リスニングC 第23回 評論・映画 リスニングC

第16回 会話・地学 解釈のヒント 第29回 評論・伝記 解釈のヒント 第5回 評論・経済 解釈のヒント 第14回 評伝・技術 重要語句 第23回 評論・映画 重要語句 

第16回 会話・地学 フレーズ解釈 第29回 評論・伝記 フレーズ解釈 第5回 評論・経済 フレーズ解釈 第14回 評伝・技術 重要構文・文法 第23回 評論・映画 重要構文・文法 

第16回 会話・地学 真偽問題 第29回 評論・伝記 真偽問題 第5回 評論・経済 真偽問題 第14回 評伝・技術 解釈のヒント 第23回 評論・映画 解釈のヒント 

第16回 会話・地学 適語句補充問題 第29回 評論・伝記 適語句補充問題 第5回 評論・経済 適語句補充問題 第14回 評伝・技術 フレーズ解釈 第23回 評論・映画 フレーズ解釈 

第16回 会話・地学 内容一致問題 第29回 評論・伝記 内容一致問題 第5回 評論・経済 内容一致問題 第14回 評伝・技術 真偽問題 第23回 評論・映画 真偽問題 

第17回 評論・環境 Phrase Reading 第30回 評論・社会 Phrase Reading 第5回 評論・経済 整序問題 第14回 評伝・技術 適語句補充問題 第23回 評論・映画 適語句補充問題 

第17回 評論・環境 重要語句 第30回 評論・社会 重要語句 第14回 評伝・技術 内容一致問題 第23回 評論・映画 内容一致問題 

第17回 評論・環境 重要構文・文法 第30回 評論・社会 重要構文・文法 第14回 評伝・技術 整序問題 第23回 評論・映画 整序問題

第17回 評論・環境 解釈のヒント 第30回 評論・社会 解釈のヒント 

第17回 評論・環境 フレーズ解釈 第30回 評論・社会 フレーズ解釈 

第17回 評論・環境 真偽問題 第30回 評論・社会 真偽問題 

第17回 評論・環境 適語句補充問題 第30回 評論・社会 適語句補充問題 

第17回 評論・環境 内容一致問題 第30回 評論・社会 内容一致問題 



第24回 評論・政治 リスニングA 第10回 評論・文化 Phrase Reading 第21回 評論・スポーツ Phrase Reading

第24回 評論・政治 リスニングB 第10回 評論・文化 重要語句 第21回 評論・スポーツ 重要語句 

第24回 評論・政治 リスニングC 第10回 評論・文化 重要構文・文法 第21回 評論・スポーツ 重要構文・文法 

第24回 評論・政治 重要語句 第10回 評論・文化 解釈のヒント 第21回 評論・スポーツ 解釈のヒント 

第24回 評論・政治 重要構文・文法 第10回 評論・文化 フレーズ解釈 第21回 評論・スポーツ フレーズ解釈 

第24回 評論・政治 解釈のヒント 第10回 評論・文化 真偽問題 第21回 評論・スポーツ 真偽問題 

第24回 評論・政治 フレーズ解釈 第10回 評論・文化 適語句補充問題 第21回 評論・スポーツ 適語句補充問題 

第24回 評論・政治 真偽問題 第10回 評論・文化 内容一致問題 第21回 評論・スポーツ 内容一致問題 

第24回 評論・政治 適語句補充問題 第10回 評論・文化 整序問題 第21回 評論・スポーツ 整序問題

第24回 評論・政治 内容一致問題 第11回 評論・言語 Phrase Reading 第22回 広告 Phrase Reading

第24回 評論・政治 整序問題 第11回 評論・言語 重要語句 第22回 広告 重要語句 

第25回 評論・医学 リスニングA 第11回 評論・言語 重要構文・文法 第22回 広告 重要構文・文法 

第25回 評論・医学 リスニングB 第11回 評論・言語 解釈のヒント 第22回 広告 解釈のヒント 

第25回 評論・医学 リスニングC 第11回 評論・言語 フレーズ解釈 第22回 広告 フレーズ解釈 

第25回 評論・医学 重要語句 第11回 評論・言語 真偽問題 第22回 広告 真偽問題 

第25回 評論・医学 重要構文・文法 第11回 評論・言語 適語句補充問題 第22回 広告 適語句補充問題 

第25回 評論・医学 解釈のヒント 第11回 評論・言語 内容一致問題 第22回 広告 内容一致問題 

第25回 評論・医学 フレーズ解釈 第11回 評論・言語 整序問題 第22回 広告 整序問題

第25回 評論・医学 真偽問題 第12回 評論・環境問題 Phrase Reading 第23回 評論・映画 Phrase Reading

第25回 評論・医学 適語句補充問題 第12回 評論・環境問題 重要語句 第23回 評論・映画 重要語句 

第25回 評論・医学 内容一致問題 第12回 評論・環境問題 重要構文・文法 第23回 評論・映画 重要構文・文法 

第25回 評論・医学 整序問題 第12回 評論・環境問題 解釈のヒント 第23回 評論・映画 解釈のヒント 

第12回 評論・環境問題 フレーズ解釈 第23回 評論・映画 フレーズ解釈 

＜Accel Reading 3 英語版＞ 第12回 評論・環境問題 真偽問題 第23回 評論・映画 真偽問題 

第1回 エッセイ・文化 Phrase Reading 第12回 評論・環境問題 適語句補充問題 第23回 評論・映画 適語句補充問題 

第1回 エッセイ・文化 重要語句 第12回 評論・環境問題 内容一致問題 第23回 評論・映画 内容一致問題 

第1回 エッセイ・文化 重要構文・文法 第12回 評論・環境問題 整序問題 第23回 評論・映画 整序問題

第1回 エッセイ・文化 解釈のヒント 第13回 メール・コミュニケーション Phrase Reading 第24回 評論・政治 Phrase Reading

第1回 エッセイ・文化 フレーズ解釈 第13回 メール・コミュニケーション 重要語句 第24回 評論・政治 重要語句 

第1回 エッセイ・文化 真偽問題 第13回 メール・コミュニケーション 重要構文・文法 第24回 評論・政治 重要構文・文法 

第1回 エッセイ・文化 適語句補充問題 第13回 メール・コミュニケーション 解釈のヒント 第24回 評論・政治 解釈のヒント 

第1回 エッセイ・文化 内容一致問題 第13回 メール・コミュニケーション フレーズ解釈 第24回 評論・政治 フレーズ解釈 

第1回 エッセイ・文化 整序問題 第13回 メール・コミュニケーション 真偽問題 第24回 評論・政治 真偽問題 

第2回 評論・テクノロジー Phrase Reading 第13回 メール・コミュニケーション 適語句補充問題 第24回 評論・政治 適語句補充問題 

第2回 評論・テクノロジー 重要語句 第13回 メール・コミュニケーション 内容一致問題 第24回 評論・政治 内容一致問題 

第2回 評論・テクノロジー 重要構文・文法 第13回 メール・コミュニケーション 整序問題 第24回 評論・政治 整序問題

第2回 評論・テクノロジー 解釈のヒント 第14回 評伝・技術 Phrase Reading 第25回 評論・医学 Phrase Reading

第2回 評論・テクノロジー フレーズ解釈 第14回 評伝・技術 重要語句 第25回 評論・医学 重要語句 

第2回 評論・テクノロジー 真偽問題 第14回 評伝・技術 重要構文・文法 第25回 評論・医学 重要構文・文法 

第2回 評論・テクノロジー 適語句補充問題 第14回 評伝・技術 解釈のヒント 第25回 評論・医学 解釈のヒント 

第2回 評論・テクノロジー 内容一致問題 第14回 評伝・技術 フレーズ解釈 第25回 評論・医学 フレーズ解釈 

第2回 評論・テクノロジー 整序問題 第14回 評伝・技術 真偽問題 第25回 評論・医学 真偽問題 

第3回 ブログ・文学 Phrase Reading 第14回 評伝・技術 適語句補充問題 第25回 評論・医学 適語句補充問題 

第3回 ブログ・文学 重要語句 第14回 評伝・技術 内容一致問題 第25回 評論・医学 内容一致問題 

第3回 ブログ・文学 重要構文・文法 第14回 評伝・技術 整序問題 第25回 評論・医学 整序問題

第3回 ブログ・文学 解釈のヒント 第15回 物語 Phrase Reading

第3回 ブログ・文学 フレーズ解釈 第15回 物語 重要語句 

第3回 ブログ・文学 真偽問題 第15回 物語 重要構文・文法 

第3回 ブログ・文学 適語句補充問題 第15回 物語 解釈のヒント 

第3回 ブログ・文学 内容一致問題 第15回 物語 フレーズ解釈 

第3回 ブログ・文学 整序問題 第15回 物語 真偽問題 

第4回 日記・言語 Phrase Reading 第15回 物語 適語句補充問題 

第4回 日記・言語 重要語句 第15回 物語 内容一致問題 

第4回 日記・言語 重要構文・文法 第15回 物語 整序問題

第4回 日記・言語 解釈のヒント 第16回 評論・環境問題 Phrase Reading

第4回 日記・言語 フレーズ解釈 第16回 評論・環境問題 重要語句 

第4回 日記・言語 真偽問題 第16回 評論・環境問題 重要構文・文法 

第4回 日記・言語 適語句補充問題 第16回 評論・環境問題 解釈のヒント 

第4回 日記・言語 内容一致問題 第16回 評論・環境問題 フレーズ解釈 

第4回 日記・言語 整序問題 第16回 評論・環境問題 真偽問題 

第5回 評論・経済 Phrase Reading 第16回 評論・環境問題 適語句補充問題 

第5回 評論・経済 重要語句 第16回 評論・環境問題 内容一致問題 

第5回 評論・経済 重要構文・文法 第16回 評論・環境問題 整序問題

第5回 評論・経済 解釈のヒント 第17回 伝記・美術 Phrase Reading

第5回 評論・経済 フレーズ解釈 第17回 伝記・美術 重要語句 

第5回 評論・経済 真偽問題 第17回 伝記・美術 重要構文・文法 

第5回 評論・経済 適語句補充問題 第17回 伝記・美術 解釈のヒント 

第5回 評論・経済 内容一致問題 第17回 伝記・美術 フレーズ解釈 

第5回 評論・経済 整序問題 第17回 伝記・美術 真偽問題 

第6回 物語 Phrase Reading 第17回 伝記・美術 適語句補充問題 

第6回 物語 重要語句 第17回 伝記・美術 内容一致問題 

第6回 物語 重要構文・文法 第17回 伝記・美術 整序問題

第6回 物語 解釈のヒント 第18回 評論・娯楽 Phrase Reading

第6回 物語 フレーズ解釈 第18回 評論・娯楽 重要語句 

第6回 物語 真偽問題 第18回 評論・娯楽 重要構文・文法 

第6回 物語 適語句補充問題 第18回 評論・娯楽 解釈のヒント 

第6回 物語 内容一致問題 第18回 評論・娯楽 フレーズ解釈 

第6回 物語 整序問題 第18回 評論・娯楽 真偽問題 

第7回 情論・ハイテク技術 Phrase Reading 第18回 評論・娯楽 適語句補充問題 

第7回 情論・ハイテク技術 重要語句 第18回 評論・娯楽 内容一致問題 

第7回 情論・ハイテク技術 重要構文・文法 第18回 評論・娯楽 整序問題

第7回 情論・ハイテク技術 解釈のヒント 第19回 評論・歴史 Phrase Reading

第7回 情論・ハイテク技術 フレーズ解釈 第19回 評論・歴史 重要語句 

第7回 情論・ハイテク技術 真偽問題 第19回 評論・歴史 重要構文・文法 

第7回 情論・ハイテク技術 適語句補充問題 第19回 評論・歴史 解釈のヒント 

第7回 情論・ハイテク技術 内容一致問題 第19回 評論・歴史 フレーズ解釈 

第7回 情論・ハイテク技術 整序問題 第19回 評論・歴史 真偽問題 

第8回 会話・社会 Phrase Reading 第19回 評論・歴史 適語句補充問題 

第8回 会話・社会 重要語句 第19回 評論・歴史 内容一致問題 

第8回 会話・社会 重要構文・文法 第19回 評論・歴史 整序問題

第8回 会話・社会 解釈のヒント 第20回 伝記・社会 Phrase Reading

第8回 会話・社会 フレーズ解釈 第20回 伝記・社会 重要語句 

第8回 会話・社会 真偽問題 第20回 伝記・社会 重要構文・文法 

第8回 会話・社会 適語句補充問題 第20回 伝記・社会 解釈のヒント 

第8回 会話・社会 内容一致問題 第20回 伝記・社会 フレーズ解釈 

第8回 会話・社会 整序問題 第20回 伝記・社会 真偽問題 

第9回 評論・文化 Phrase Reading 第20回 伝記・社会 適語句補充問題 

第9回 評論・文化 重要語句 第20回 伝記・社会 内容一致問題 

第9回 評論・文化 重要構文・文法 第20回 伝記・社会 整序問題

第9回 評論・文化 解釈のヒント 

第9回 評論・文化 フレーズ解釈 

第9回 評論・文化 真偽問題 

第9回 評論・文化 適語句補充問題 

第9回 評論・文化 内容一致問題 

第9回 評論・文化 整序問題



フォーカスゴールド ４．2次不等式とその応用 例題 186　同じものを含む順列 ２．円の性質

＜FG　数学Ⅰ＋A＞ 例題 91　放物線とx軸との共有点 例題 187　一定の順序を含む順列(1) 例題 283　円周角

第1章　数と式 例題 92　x軸から切りとる線分の長さ 例題 188　整数を作る問題(2) 例題 284　円に内接する四角形(3)

１．整式の計算・因数分解 例題 93　グラフと係数の符号 例題 189　最短経路の問題(1) 例題 285　円周角の定理の逆

例題 1　数式の整理 例題 94　放物線と直線の共有点(1) 例題 190　最短経路の問題(2) 例題 286　四角形が円に内接する条件

例題 2　数式の加法・減法 例題 95　放物線と直線の共有点(2) 例題 191　円順列(3) 例題 287　接弦定理の利用

例題 3　数式の乗法 例題 96　2次不等式(1) 例題 192　重複組合せ 例題 288　方べきの定理

例題 4　乗法公式による展開 例題 97　2次不等式(2) 例題 193　整数解の個数 例題 289　方べきの定理とその逆

例題 5　展開の工夫(1)　おき換え 例題 98　連立2次不等式 例題 194　三角形の個数(2) 例題 290　2円の位置関係(1)

例題 6　展開の工夫(2)　順序・組み合わせ 例題 99　2次不等式の応用 例題 195　一定の順序を含む順列(2) 例題 291　2円の位置関係(2)

例題 7　因数分解の基本 例題 100　文字係数の2次不等式 例題 196　完全順列 例題 292　共通接線

例題 8　たすき掛け 例題 101　不等式の解から係数決定 第7章　確率 例題 293　トレミーの定理

例題 9　３乗の和・差 例題 102　すべての実数で成り立つ不等式 １．確率の意味・独立な試行・条件つき確率 ３．軌跡と作図

例題 10　文字を含んだたすき掛け(1) 例題 103　ある区間でつねに成り立つ不等式 例題 197　確率の定義 例題 294　移動する定線分の中点の軌跡

例題 11　時数の低い文字に着目 例題 104　不等式を満たす整数 例題 198　順列と確率 例題 295　方べきの定理による軌跡の解析

例題 12　文字を含んだたすき掛け(2) 例題 105　2次方程式が実数解をもつ条件(3) 例題 199　円順列と確率 例題 296　直交する２直線への距離の比が一定である点の軌跡

例題 13　a^2-b^2の利用 例題 106　2つの2次方程式が実数解をもつ条件 例題 200　組合せと確率 例題 297　線分の分割の作図

例題 14　おき換えによる因数分解 例題 107　解の存在範囲(1) 例題 201　赤玉・白玉の確立　方程式をたてる 例題 298　線分の最大・最小の作図

例題 15　次数が同じ場合 例題 108　解の存在範囲(2) 例題 202　実数解をもつ確率 例題 299　面積の2等分線の作図

例題 16　複2次式 例題 109　解の存在範囲(3) 例題 203　確率の加法定理(1)，余事象の確立 例題 300　2次方程式を満たす解の線分の作図

例題 17　3次式の因数分解 例題 110　解の存在範囲(4) 例題 204　じゃんけん ４．空間図形

２．実数と式の値 例題 111　解の存在範囲(5) 例題 205　同じものを含む順列と確率 例題 301　直線と平面のなす角，平面と平面のなす角

例題 18　循環小数 例題 112　解の存在範囲(6) 例題 206　和事象の確立 例題 302　三垂線の定理

例題 19　平方根の性質とその計算 例題 113　直線から切りとる線分の長さ 例題 207　確率の加法定理(2) 例題 303　立体の切断・体積(1)

例題 20　分母の有理化 例題 114　判別式による最大・最小(1) 例題 208　独立な試行(1) 例題 304　立体の切断・体積(2)

例題 21　絶対値記号のはずし方 例題 115　判別式による最大・最小(2) 例題 209　独立な試行(2)

例題 22　2重根号 例題 116　絶対値記号を含む関数のグラフ(3) 例題 210　反復試行(1) ＜FG　数学Ⅰ＋A　4th Edition＞

例題 23　式の値(1)　対称式 例題 117　絶対値記号を含む2次不等式 例題 211　反復試行(2)　ｋ回先に勝つ 第1章　数と式

例題 24　式の値(2)　3文字の対称式 例題 118　絶対値記号を含む2次不等式　 例題 212　反復試行(3)　さいころの最大・最小 １．整式の計算・因数分解

例題 25　式の値(3) 第4章　図形と計量 例題 213　反復試行(4)　点の移動 例題 1　整式の整理

例題 26　式の値(4) １．三角比の定義・性質 例題 214　反復試行(5)　最大確率 例題 2　整式の加法・減法

例題 27　整数部分と小数部分 例題 119　三角比の定義 例題 215　条件つき確率(1)　くじの確立 例題 3　整式の乗法

３．１次不等式 例題 120　三角比と計量 例題 216　条件つき確率(2)　戻すか戻さないか 例題 4　乗法公式による展開

例題 28　不等式の性質 例題 121　三角比の相互関係(1) 例題 217　条件つき確率(3) 例題 5　展開の工夫(1)　おき換え

例題 29　1次不等式の基本 例題 122　0°～180°の三角比の値 例題 218　独立な試行の利用 例題 6　展開の工夫(2)　順序・組み合わせ

例題 30　連立1次不等式 例題 123　余角・補角の公式 例題 219　統計的確率 例題 7　因数分解の基本

例題 31　不等式の応用 例題 124　15°の三角比 ２．期待値・事象の独立 例題 8　たすき掛け

例題 32　絶対値を含む方程式・不等式(1) 例題 125　三角比の相互関係(2) 例題 220　期待値の定義 例題 9　３乗の和・差

例題 33　絶対値を含む方程式・不等式(2) 例題 126　三角方程式(1) 例題 221　図形と期待値 例題 10　文字を含んだたすき掛け(1)

例題 34　不等式を満たす整数 例題 127　三角方程式(2) 例題 222　反復試行と期待値 例題 11　次数の低い文字に着目

例題 35　文字係数の1次不等式 例題 128　2直線のなす角 例題 223　有利・不利の問題 例題 12　文字を含んだたすき掛け(2)

４．2次方程式 例題 129　三角不等式(1) 例題 224　事象の独立と従属 例題 13　a2-b2の利用

例題 36　2次方程式の解法(1) 例題 130　三角不等式(2) 第8章　整数の性質 例題 14　おき換えによる因数分解

例題 37　2次方程式の解法(2) 例題 131　三角比の式の値 １．約数と倍数 例題 15　次数が同じ場合

例題 38　文字係数の2次方程式 例題 132　三角比の2次関数 例題 225　最大公約数・最大公倍数(1) 例題 16　複2次式

例題 39　実数解の個数と判別式 例題 133　三角比の2次方程式の解の個数 例題 226　約数の個数 例題 17　3次式の因数分解

例題 40　2次方程式が実数解をもつ条件(1) 例題 134　三角比を係数にもつ2次方程式 例題 227　等式を満たす自然数の組 ２．実数と式の値

例題 41　2次方程式が実数解をもつ条件(2) 例題 135　三角比を解にもつ2次方程式 例題 228　互いに素な自然数の性質 例題 18　循環小数

例題 42　連立1次方程式 ２．正弦定理と余弦定理 例題 229　素因数に関する問題 例題 19　平方根の性質とその計算

例題 43　連立2次方程式 例題 136　正弦定理の基本 例題 230　互いに素な整数の個数 例題 20　分母の有理化

例題 44　方程式の解の意味 例題 137　余弦定理の基本 例題 231　方程式の整数解(1) 例題 21　絶対値記号のはずし方

例題 45　共通解 例題 138　三角形の決定 例題 232　方程式の整数解(2) 例題 22　2重根号

例題 46　2次方程式の文章題 例題 139　正弦と余弦の融合 例題 233　整数の除法 例題 23　式の値(1)　対称式

例題 47　完全平方式 例題 140　三角形の成立条件 例題 234　整数の除法の利用 例題 24　式の値(2)　3文字の対称式

第2章　集合と命題 例題 141　三角形の形状 例題 235　余による場合分け 例題 25　式の値(3)

１．集合 ３．図形の計量 例題 236　合同式の性質 例題 26　式の値(4)

例題 48　集合の表し方(1) 例題 142　三角形の面積 例題 237　合同式の利用(1) 例題 27　整数部分と小数部分

例題 49　集合の表し方(2) 例題 143　多角形の面積 例題 238　合同式の利用(2) ３．1次不等式

例題 50　集合の表し方(3) 例題 144　三角形の面積と内接円の半径 例題 239　合同式の利用(3) 例題 28　不等式の性質

例題 51　数直線の利用 例題 145　円に接する四角形(1) 例題 240　素数の基本性質 例題 29　1次不等式の基本

例題 52　集合の要素の個数(1) 例題 146　円に接する四角形(2) 例題 241　倍数の証明 例題 30　連立1次不等式

例題 53　集合の要素の個数(2) 例題 147　円に内接する正n角形 ２．ユークリッドの互除法 例題 31　不等式の応用

例題 54　集合の要素の個数の最大・最小 例題 148　角の3等分線の長さ(1) 例題 242　最大公約数・最小公倍数(2) 例題 32　絶対値を含む方程式・不等式 (1)

例題 55　3つの集合の要素の個数 例題 149　角の3等分線の長さ(2) 例題 243　文字式の互除法 例題 33　絶対値を含む方程式・不等式(2)

２．命題と条件 例題 150　角の3等分線の長さ(3) 例題 244　方程式の整数解(3) 例題 34　不等式を満たす整数

例題 56　命題の真偽 例題 151　中線定理 例題 245　方程式の整数解(4) 例題 35　文字係数の1次不等式

例題 57　命題と集合 例題 152　三角比と内心・外心 例題 246　方程式の整数解(5) ４．2次方程式

例題 58　条件の否定 例題 153　正四面体の種々の量 例題 247　不定方程式の応用 例題 36　2次方程式の解法(1)

例題 59　必要条件・十分条件(1) 例題 154　空間図形と測量 例題 248　方程式の整数解(6) 例題 37　2次方程式の解法(2)

例題 60　必要条件・十分条件(2) 例題 155　空間図形での最短距離 例題 249　方程式の整数解(7) 例題 38　文字係数の2次方程式

例題 61　「すべて」と「ある」の否定 例題 156　球と接する直円錐 例題 250　方程式の整数解(8) 例題 39　実数解の個数と判別式

３．命題と証明 第5章　データの分析 例題 251　方程式の整数解(9) 例題 40　2次方程式が実数解をもつ条件(1)

例題 62　逆・裏・待遇 １．データの散らばり ３．整数の性質の利用 例題 41　2次方程式が実数解をもつ条件(2)

例題 63　命題と待遇 例題 157　代表値(1) 例題 252　循環節 例題 42　連立1次方程式

例題 64　背理法(1) 例題 158　度数分布表,　ヒストグラム 例題 253　循環小数 例題 43　連立2次方程式

例題 65　背理法(2) 例題 159　相対度数分布表 例題 254　ｎ進法 例題 44　方程式の解の意味

第3章　2次関数 例題 160　代表値(2) 例題 255　ｎ進法の表し方(1) 例題 45　共通解

１．関数のグラフ 例題 161　四分位数と箱ひげ図 例題 256　一般のｎ進法 例題 46　2次方程式の文章題

例題 66　関数の値 例題 162　分散と標準偏差 例題 257　ｎ進法の表し方(2) 例題 47　完全平方式

例題 67　値域と最大・最小 ２．データの相関 例題 258　ｎ進法の順序 第2章　2次関数

例題 68　絶対値記号を含む関数のグラフ(1) 例題 163　散布図 例題 259　部屋割り論法 １．関数のグラフ

例題 69　絶対値記号を含む関数のグラフ(2) 例題 164　相関係図 例題 260　ガウス記号を含む関数のグラフ 例題 48　関数の値

２．2次関数のグラフ 例題 165　散布図,　相関係図 例題 261　ガウス記号 例題 49　値域と最大・最小

例題 70　2次関数のグラフ 第6章　個数の処理 例題 262　ガウス記号の利用 例題 50　値域から1次関数の係数決定

例題 71　平行移動(1) １．場合の数 例題 263　格子点 例題 51　定義域によって式が異なる関数のグラフ

例題 72　平行移動(2) 例題 166　辞書式配列・樹形図の利用 例題 264　フェルマーの小定理 例題 52　絶対値記号を含む関数のグラフ(1)

例題 73　対称移動 例題 167　和の法則と積の法則 例題 265　整数の応用問題(1) 例題 53　絶対値記号を含む関数のグラフ(2)

例題 74　平行移動・対称移動 例題 168　補集合の考えの利用 例題 266　整数の応用問題(2) 例題 54　絶対値記号を含む関数のグラフ(3)

例題 75　2次関数の決定(1) 例題 169　支払える金額の種類 例題 267　整数の応用問題(3) ２．2次関数のグラフ

例題 76　2次関数の決定(2) 例題 170　約数の個数 第9章　図形の性質 例題 55　2次関数のグラフ

例題 77　2次関数の決定(3) ２．順列 １．三角形の性質 例題 56　平行移動(1)

３．2次関数の最大・最小 例題 171　条件のついた並び方 例題 268　内分点・外分点 例題 57　平行移動(2)

例題 78　2次関数の最大・最小 例題 172　辞書式配列 例題 269　中線上の点の性質 例題 58　対称移動

例題 79　定義域が定められたときの最大・最小 例題 173　整数を作る問題(1) 例題 270　角の2等分線の性質 例題 59　平行移動・対称移動

例題 80　最大・最小による係数の決定 例題 174　円順列(1) 例題 271　三角形の性質 例題 60　2次関数の決定(1)

例題 81　定義域が広がるときの最大・最小 例題 175　円順列(2) 例題 272　三角形の重心・外心・内心 例題 61　2 次関数の決定(2)

例題 82　軸が動くときの最大・最小 例題 176　重複順列(1) 例題 273　三角形の垂心 例題 62　2次関数の決定(3)

例題 83　区間が動くときの最大・最小 例題 177　重複順列(2) 例題 274　三角形の傍心 ３．2次関数の最大・最小

例題 84　最小値の最大・最小 例題 178　立体の色分けの問題 例題 275　オイラー線 例題 63　2次関数の最大・最小

例題 85　おき換えによる最大・最小 例題 179　平面の色分けの問題 例題 276　2つの三角形の面積比(1) 例題 64　定義域が定められたときの最大・最小

例題 86　条件つき2変数関数(1) ３．組合せ 例題 277　2つの三角形の面積比(2) 例題 65　最大・最小による係数の決定

例題 87　条件つき2変数関数(2) 例題 180　特定のものを含む組合せ 例題 278　2つの三角形の面積比(3) 例題 66　定義域が広がるときの最大・最小

例題 88　条件なし2変数関数 例題 181　長方形の個数 例題 279　2つの四面体の体積比 例題 67　軸が動くときの最大・最小

例題 89　最大・最小の応用問題 例題 182　三角形の個数(1) 例題 280　相似な図形の面積比・体積比 例題 68　区間が動くときの最大・最小

例題 90　2つの放物線の位置関係 例題 183　部屋割りの問題 例題 281　メネラウス・チェバの定理 例題 69　最小値の最大・最小

例題 184　グループの分け方 例題 282　メネラウス・チェバの定理の逆 例題 70　おき換えによる最大・最小

例題 185　乗り物への分乗 例題 71　条件つき２変数関数(1)



例題 72　条件つき２変数関数(2) 例題 168　代表値と四分位数 例題 263　不定方程式の応用(2) 第2章　高次方程式

例題 73　条件なし２変数関数 例題 169　四分位数と箱ひげ図 ４.　整数の性質の活用 １．複素数

例題 74　最大・最小の応用問題 例題 170　箱ひげ図 例題 264　循環節 例題 35　複素数の四則計算

例題 75　２つの放物線の位置関係 例題 171　ヒストグラムと箱ひげ図 例題 265　循環小数 例題 36　√-aを含む計算

4.　2次不等式とその応用 例題 172　分散と標準偏差 (1) 例題 266　n進法の表し方(1) 例題 37　複素数の相等

例題 76　放物線とx軸との共有点 例題 173　分散と標準偏差 (2) 例題 267　n進法の表し方(2) 例題 38　複素数の平方根

例題 77　x軸から切りとる線分の長さ ２．データの相関 例題 268　一般のｎ進法 例題 39　複素数と式の値

例題 78　グラフと係数の符号 例題 174　散布図と相関係数 (1) 例題 269　n進法の活用 ２．2次方程式

例題 79　放物線と直線の共有点(1) 例題 175　散布図と相関係数 (2) 例題 270　ｎ進法の表し方(3) 例題 40　2次方程式の解法

例題 80　放物線と直線の共有点(2) 例題 176　総合問題 例題 271　ｎ進法の順序 例題 41　2次方程式の解の判別(1)

例題 81　2次不等式(1) 第6章　場合の数 例題 272　部屋割り論法 例題 42　2次方程式の解の判別(2)

例題 82　2次不等式(2) １．場合の数 例題 273　ガウス記号を含む関数のグラフ 例題 43　2次方程式の解の判別(3)

例題 83　連立2次不等式 例題 177　辞書式配列・樹形図の利用 例題 274　ガウス記号 例題 44　2次式の因数分解

例題 84　2次不等式の応用 例題 178　和の法則と積の法則 例題 275　ガウス記号の利用 例題 45　係数に虚数を含む2次方程式の解

例題 85　文字係数の2次不等式 例題 179　補集合の考えの利用 例題 276　格子点 例題 46　解と係数の関係(1)

例題 86　不等式の解から係数決定 例題 180　支払える金額の種類 例題 277　フェルマーの小定理(1) 例題 47　2つの数を解とする2次方程式

例題 87　すべての実数で成り立つ不等式 例題 181　約数の個数 例題 278　フェルマーの小定理(2) 例題 48　解と係数の関係(2)

例題 88　ある区間でつねに成り立つ不等式 例題 182　すべての約数の積 例題 279　整数の応用問題(1) 例題 49　解と係数の関係(3)

例題 89　不等式を満たす整数 2.　順　列 例題 280　整数の応用問題(2) 例題 50　2次方程式の解の存在範囲

例題 90　2次方程式が実数解をもつ条件(3) 例題 183　条件のついた並び方 第9章　図形の性質 例題 51　判別式と解と係数の関係

例題 91　２つの2次方程式が実数解をもつ条件 例題 184　辞書式配列 １．三角形の性質 ３．高次方程式

例題 92　解の存在範囲(1) 例題 185　整数を作る問題(1) 例題 281　中線上の点の性質 例題 52　剰余の定理(1)

例題 93　解の存在範囲(2) 例題 186　円順列(1) 例題 282　角の二等分線の性質 例題 53　因数定理

例題 94　解の存在範囲(3) 例題 187　円順列(2) 例題 283　三角形の性質 例題 54　剰余の定理(2)

例題 95　解の存在範囲(4) 例題 188　重複順列(1) 例題 284　三角形の重心・内心 例題 55　剰余の定理(3)

例題 96　解の存在範囲(5) 例題 189　重複順列(2) 例題 285　三角形の外心と垂心 例題 56　1の3乗根ω

例題 97　解の存在範囲(6) 例題 190　立体の色分けの問題 例題 286　三角形の傍心 例題 57　3次式の因数分解

例題 98　解の存在範囲(7) 例題 191　平面の色分けの問題 例題 287　オイラー線 例題 58　高次方程式の解法(1)

例題 99　直線から切り取る線分の長さ 3.　組合せ 例題 288　2つの三角形の面積比(1) 例題 59　高次方程式の解法(2)

例題 100　判別式による最大・最小(1) 例題 192　特定のものを含む組合せ 例題 289　2つの三角形の面積比(2) 例題 60　高次方程式の解法(3)

例題 101　判別式による最大・最小(2) 例題 193　長方形の個数 例題 290　2つの四面体の体積比 例題 61　3次方程式と虚数解

例題 102　絶対値記号を含む関数のグラフ(4) 例題 194　三角形の個数(1) 例題 291　相似な図形の面積比・体積比 例題 62　3次方程式と実数解

例題 103　絶対値記号を含む2次不等式 例題 195　部屋割りの問題 例題 292　メネラウス・チェバの定理 例題 63　3次方程式の解と係数の関係(1)

例題 104　絶対値記号を含む2次方程式 例題 196　グループの分け方 例題 293　メネラウス・チェバの定理の逆 例題 64　3次方程式の解と係数の関係(2)

第3章　図形と計量 例題 197　乗り物への分乗 2.　円の性質 例題 65　相反方程式

1.　三角比の定義・性質 例題 198　同じものを含む順列 例題 294　円に内接する四角形(3) 第3章　図形と方程式

例題 105　三角比の定義 例題 199　一定の順序を含む順列(1) 例題 295　円周角の定理の逆 １．点の座標・直線の方程式

例題 106　三角比と計量 例題 200　整数を作る問題(2) 例題 296　四角形が円に内接する条件 例題 66　数直線上の内分・外分

例題 107　三角比の相互関係(1) 例題 201　最短経路の問題(1) 例題 297　接弦定理の利用 例題 67　平面上の2点間の距離

例題 108　0°～180°の三角比の値 例題 202　最短経路の問題(2) 例題 298　円周角と接弦定理 例題 68　三角形の形状

例題 109　余角・補角の公式 例題 203　円順列(3)　じゅず順列 例題 299　方べきの定理(1) 例題 69　平面上の内分・外分

例題 110　15°の三角比 例題 204　重複組合せ 例題 300　方べきの定理(2) 例題 70　対称な点と三角形の重心

例題 111　三角比の相互関係(2) 例題 205　整数解の個数 例題 301　方べきの定理の逆(1) 例題 71　平行四辺形

例題 112　三角比の式の値 例題 206　三角形の個数(2) 例題 302　方べきの定理の逆(2) 例題 72　座標の利用

例題 113　三角方程式(1) 例題 207　一定の順序を含む順列(2) 例題 303　方べきの定理の応用 例題 73　直線の方程式

例題 114　三角方程式(2) 例題 208　完全順列 例題 304　2円の位置関係(1) 例題 74　3点が一直線上にある条件

例題 115　2直線のなす角 第7章　確率 例題 305　2 円の位置関係(2) 例題 75　平行な直線・垂直な直線

例題 116　三角不等式(1) 1.　 確率の意味と基本性質 例題 306　共通接線 例題 76　平行条件・垂直条件

例題 117　三角不等式(2) 例題 209　確率の定義 例題 307　2 円の位置関係(3) 例題 77　線分の垂直二等分線

例題 118　三角比の2次関数 例題 210　順列と確率 例題 308　トレミーの定理 例題 78　折れ線の長さの最小値

例題 119　三角比の2次方程式の解の個数 例題 211　円順列と確率 ３．作図 例題 79　三角形を作らない条件

例題 120　三角比を係数にもつ2次方程式 例題 212　組合せと確率(1) 例題 309　線分の分割の作図 例題 80　定点を通る直線

2．正弦定理と余弦定理 例題 213　組合せと確率(2)　方程式をたてる(1) 例題 310　長さが与えられた線分の作図 例題 81　交点を通る直線群

例題 121　正弦定理の基本 例題 214　実数解をもつ確率 例題 311　2次方程式を満たす解の線分の作図 例題 82　点と直線の距離

例題 122　余弦定理の基本 例題 215　確率の加法定理(1)，余事象の確立(1) 例題 312　線分の和の最小値 例題 83　点と直線の距離の利用

例題 123　三角形の決定 例題 216　余事象の確率 (2) 例題 313　線分の最大・最小の作図 例題 84　三角形の面積

例題 124　正弦と余弦の融合 例題 217　じゃんけん 例題 314　面積の2等分線の作図 ２．円の方程式

例題 125　三角形の成立条件 例題 218　同じものを含む順列と確率 ４.　空間図形 例題 85　円の方程式(1)

例題 126　三角形の形状 例題 219　和事象の確立 例題 315　平面に垂直な直線 例題 86　円の方程式(2)

3.　図形の計量 例題 220　確率の加法定理(2) 例題 316　立体の切断・体積(1) 例題 87　3直線の交点を通る円

例題 127　三角形の面積 ２．いろいろな試行と確率 例題 317　立体の切断・体積(2) 例題 88　円の方程式(3)

例題 128　多角形の面積 (1) 例題 221　独立な試行(1) 例題 318　多面体の面・辺・頂点の数 例題 89　方程式の表す図形

例題 129　多角形の面積 (2) 例題 222　独立な試行(2) 例題 319　等面四面体 例題 90　円と直線の位置関係(1)

例題 130　三角形の面積と内接円の半径 例題 223　反復試行(1) 例題 320　多面体の体積 例題 91　円と直線の位置関係(2)

例題 131　円に接する四角形(1) 例題 224　反復試行(2)　ｋ回先に勝つ 例題 321　多面体に内接する球の半径 例題 92　弦の長さ(1)

例題 132　円に接する四角形(2) 例題 225　反復試行(3)　さいころの最大・最小 例題 322　回転体の体積 例題 93　弦の長さ(2)

例題 133　角の二等分線の長さ(1) 例題 226　反復試行(4)　点の移動 例題 94　円の接線

例題 134　角の二等分線の長さ(2) 例題 227　反復試行(5)　最大確率 例題 95　傾きが与えられた円の接線

例題 135　角の三等分線の長さ 例題 228　条件つき確率(1)　くじの確率 ＜FG　数学Ⅱ＋B＞ 例題 96　円外の点から引いた接線(1)

例題 136　中線定理 例題 229　条件つき確率(2)　戻すか戻さないか 第1章　式と計算 例題 97　円外の点から引いた接線(2)

例題 137　三角比と内心・外心 例題 230　条件付き確率 (3) １．整式の乗法・除法と分数式 例題 98　2円の位置関係

例題 138　空間図形と測量 例題 231　原因の確率(3) 例題 1　3次の乗法公式の利用 例題 99　共通接線

例題 139　空間図形での最短距離 例題 232　独立な試行の利用 例題 2　3次式の因数分解 例題 100　2円の交点を通る図形

例題 140　正四面体の種々の量 例題 233　統計的確率 例題 3　a³+b³+c³-3abcの因数分解 例題 101　円と直線の交点を通る円

例題 141　球と接する立体 例題 234　原因の確率 (2) 例題 4　整式の除法 例題 102　放物線と円の共有点

第4章　集合と命題 第8章　整数の性質 例題 5　等式 A=BQ+R ３．軌跡と領域

1.　集合 １．約数と倍数 例題 6　割り算と式の値 例題 103　基本的な軌跡

例題 142　集合の表し方(1) 例題 235　約数の個数と総和 例題 7　分数式の乗法・除法 例題 104　動点に対する軌跡(1)

例題 143　集合の表し方(2) 例題 236　合成数と素数 例題 8　分数式の加法・減法 例題 105　動点に対する軌跡(2)

例題 144　数直線の利用 例題 237　素因数に関する問題 例題 9　繁分数式 例題 106　媒介変数と軌跡

例題 145　集合の表し方(3) 例題 238　等式を満たす自然数の組 例題 10　整式の約数・倍数 例題 107　対称な直線・角の2等分線

例題 146　集合の包含関係の証明 例題 239　倍数の性質の利用 例題 11　(a+b)nの展開 例題 108　2直線の交点の軌跡(1)

例題 147　集合の相等の証明 例題 240　最大公約数・最大公倍数(1) 例題 12　二項係数 例題 109　中点の軌跡

例題 148　集合の要素の個数(1) 例題 241　互いに素な自然数の性質(1) 例題 13　(a+b+c)nの展開(1) 例題 110　2直線の交点の軌跡(2)

例題 149　集合の要素の個数(2) 例題 242　互いに素な自然数の性質 (2) 例題 14　(a+b+c)nの展開(2) 例題 111　不等式の表す領域

例題 150　集合の要素の個数の最大・最小 例題 243　互いに素な自然数の個数 例題 15　二項定理の利用 例題 112　連立不等式と領域

例題 151　3つの集合の要素の個数 例題 244　nを除くnの正の約数の和(完全数) 例題 16　二項定理を用いた式の値 例題 113　いろいろな不等式の表す領域(1)

2.　命題と条件 ２.　整数の除法と余りによる分類 ２．恒等式 例題 114　いろいろな不等式の表す領域(2)

例題 152　命題の真偽 例題 245　整数の除法 例題 17　恒等式 例題 115　同じ側と反対側

例題 153　命題と集合 例題 246　余による場合分け(1) 例題 18　分数式の恒等式 例題 116　領域と最大・最小(1)

例題 154　条件の否定 例題 247　連続する整数の積・余りによる場合分け(2) 例題 19　割り算と恒等式 例題 117　領域と最大・最小(2)

例題 155　必要条件・十分条件(1) 例題 248　合同式の利用(1) 例題 20　2文字の恒等式 例題 118　領域と最大・最小(3)

例題 156　必要条件・十分条件(2) 例題 249　合同式の利用(2) 例題 21　条件式のある恒等式 例題 119　領域と最大・最小(4)

例題 157　「すべて」と「ある」の否定 例題 250　合同式の利用(3) ３．等式・不等式の利用 例題 120　直線の通過領域

３ 命題と証明 ３.　不定方程式 例題 22　等式の証明 例題 121　条件を満たす点の存在範囲

例題 158　逆・裏・対偶 例題 251　最大公約数・最小公倍数(2) 例題 23　条件つきの等式の証明 例題 122　命題と領域

例題 159　命題と対偶 例題 252　文字式の互除法 例題 24　少なくとも1つは1 例題 123　線形計画法

例題 160　背理法(1) 例題 253　方程式の整数解 (1) 例題 25　比例式と等式の証明 第4章　三角関数

例題 161　背理法(2) 例題 254　方程式の整数解(2) 例題 26　比例式の値 １．一般角の三角関数

第5章　データの分析 例題 255　方程式の整数解 (3) 例題 27　不等式の証明(1) 例題 124　弧度法(1)

１．データの散らばり 例題 256　方程式の整数解(4) 例題 28　コーシー・シュワルツの不等式 例題 125　弧度法(2)

例題 162　度数分布表とヒストグラム 例題 257　方程式の整数解 (5) 例題 29　不等式の証明(2) 例題 126　三角関数の相互関係

例題 163　相対度数分布表 例題 258　方程式の整数解(6) 例題 30　相加平均・相乗平均の関係(1) 例題 127　三角関数の式の値

例題 164　代表値(1) 例題 259　方程式の整数解(7) 例題 31　相加平均・相乗平均の関係(2) 例題 128　sinθ,cosθを解にもつ2次方程式

例題 165　代表値(2) 例題 260　方程式の整数解(8) 例題 32　条件つきの不等式の証明 ２．いろいろな角の三角関数

例題 166　代表値と度数分布表(1) 例題 261　方程式の整数解(9) 例題 33　大小比較 例題 129　いろいろな角の三角関数

例題 167　代表値と度数分布表(2) 例題 262　不定方程式の応用(1) 例題 34　絶対値を含む不等式の証明 例題 130　三角関数のグラフ(1)



例題 131　三角関数のグラフ(2) 例題 227　定積分 例題 326　ベクトルの内積 3. 等式・不等式の証明

例題 132　三角方程式の基本 例題 228　奇関数・偶関数の定積分 例題 327　内積の計算方法 例題21　等式の証明

例題 133　三角不等式の基本 例題 229　絶対値記号を含む関数の定積分 例題 328　ベクトルの不等式の証明 例題22　条件付きの等式の証明

例題 134　三角方程式・不等式(1) 例題 230　(x-a)(x-β)の定積分 例題 329　2つのベクトルのなす角 例題23　少なくとも１つは１

例題 135　三角方程式・不等式(2) 例題 231　文字を含む定積分の最大・最小 例題 330　ベクトルの垂直条件 例題24　すべてが１

３．三角関数の加法定理 例題 232　関数の直交性 例題 331　内積とベクトルの大きさ(1) 例題25　比例式と等式の証明

例題 136　三角関数の加法定理(1) 例題 233　関数の決定(1) 例題 332　内積とベクトルの大きさ(2) 例題26　比例式の値

例題 137　三角関数の加法定理(2) 例題 234　関数の決定(2) 例題 333　内積とベクトルの大きさ(3) 例題27　不等式の証明(1)

例題 138　2倍角 ・半角の公式 例題 235　定積分で表された関数の極値 例題 334　内積とベクトルの大きさ(4) 例題28　コーシー・シュワルツの不等式

例題 139　3倍角の公式 ２．面積 例題 335　内積と三角形の面積 例題29　不等式の証明(2)

例題 140　3倍角の公式の応用 例題 236　曲線とx軸の間の面積 例題 336　三角形の形状 例題30　条件付きの不等式の証明

例題 141　積→和,和→積の公式 例題 237　直線・曲線の間の面積 ３．ベクトルと図形 例題31　相加平均・相乗平均の関係(1)

例題 142　和→積の公式の利用 例題 238　絶対値記号を含む関数と面積 例題 337　分点と重心の位置ベクトル 例題32　相加平均・相乗平均の関係(2)

例題 143　三角関数の合成 例題 239　面積の比 例題 338　点Pの位置ベクトル(1) 例題33　相加平均・相乗平均の関係(3)

例題 144　2直線のなす角 例題 240　接線と曲線の間の面積(1) 例題 339　点Pの位置ベクトル(2) 例題34　大小比較

例題 145　三角関数の媒介変数表示 例題 241　接線と曲線の間の面積(2) 例題 340　ベクトルと軌跡 例題35　絶対値を含む不等式の証明

例題 146　三角方程式・不等式(3) 例題 242　面積の最小値 例題 341　交点の位置ベクトル(1) ２章　 高次方程式

例題 147　三角方程式・不等式(4) 例題 243　放物線と円の間の面積 例題 342　交点の位置ベクトル(2) 1. 複素数

例題 148　三角関数の最大・最小(1) 例題 244　3次関数のグラフと面積 例題 343　交点の位置ベクトル(3) 例題36　複素数の計算・√(-a)を含む式の計算

例題 149　三角関数の最大・最小(2) 例題 245　面積の等しい図形 例題 344　角の2等分線のベクトル 例題37　複素数の相等

例題 150　三角関数の最大・最小(3) 例題 246　曲線とy軸の間の面積 例題 345　内心の位置ベクトル 例題38　平方して虚数になる複素数

例題 151　三角関数の最大・最小(4) 例題 247　体積(1) 例題 346　外心の位置ベクトル 例題39　複素数と式の値

例題 152　三角方程式の解の個数 例題 248　体積(2) 例題 347　垂心の位置ベクトル 2. 2次方程式

例題 153　三角方程式の解の存在条件 第8章　数列 例題 348　オイラー線 例題40　2次方程式の解法

例題 154　図形への応用 １．等差数列と等比数列 例題 349　対称な点の位置ベクトル 例題41　2次方程式の解の判別(1)

第5章　指数関数と対数関数 例題 249　等差数列の一般項 例題 350　直線と円の方程式 例題42　2次方程式の解の判別(2)

１．指数の拡張 例題 250　3つの数が等差数列 例題 351　円の方程式 例題43　2次方程式の解の判別(3)

例題 155　指数法則・累乗根 例題 251　調和数列 例題 352　直線のベクトル方程式(1) 例題44　係数に虚数を含む2次方程式の解

例題 156　分数の指数 例題 252　等差数列の和 例題 353　直線のベクトル方程式(2) 例題45　解と係数の関係(1)

例題 157　式の値 例題 253　共通項(1) 例題 354　2直線のなす角 例題46　2つの数を解とする2次方程式

２．指数関数 例題 254　共通項(2) 例題 355　円のベクトル方程式 例題47　解と係数の関係(2)

例題 158　指数の大小 例題 255　2つの等差数列に共通な数列 例題 356　円の接線,線分の垂直二等分線のベクトル方程式 例題48　解と係数の関係(3)

例題 159　指数方程式 例題 256　等差数列の和の最大値 例題 357　内積と軌跡 例題49　２次式の因数分解

例題 160　指数不等式 例題 257　既約分数の和 例題 358　条件を満たす点の動く範囲(1) 例題50　2次方程式の解の存在範囲

例題 161　指数の連立方程式・不等式 例題 258　等比数列の一般項 例題 359　条件を満たす点の動く範囲(2) 例題51　判別式と解と係数の関係

例題 162　指数関数の最大・最小(1) 例題 259　3つの数が等比数列 例題 360　条件を満たす点の動く範囲(3) 3. 高次方程式

例題 163　指数関数の最大・最小(2) 例題 260　等比数列の和 第10章　空間のベクトル 例題52　剰余の定理(1)

３．対数と対数関数 例題 261　和から等比数列の決定 １．空間図形と空間の座標 例題53　因数定理

例題 164　対数の計算(1) 例題 262　共通項(3) 例題 361　空間における直線と平面 例題54　剰余の定理(2)

例題 165　対数の計算(2) 例題 263　複利計算 例題 362　空間の点と平面(1) 例題55　割られる式の決定

例題 166　対数の計算(3) 例題 264　いろいろな等比数列の和 例題 363　空間の点と平面(2) 例題56　剰余の定理(3)

例題 167　対数の計算(4) 例題 265　等比数列と図形 例題 364　空間における2点間の距離と三角形の形状 例題57　1の3乗根ω

例題 168　指数・対数の関係 例題 266　等比数列の応用 例題 365　等距離にある点 例題58　x^2+x+1による割り算

例題 169　対数関数のグラフ ２．いろいろな数列 例題 366　分点の座標 例題59　3次式の因数分解

例題 170　対数の大小(1) 例題 267　Σの計算(1) ２．空間のベクトルの成分と内積 例題60　高次方程式の解法(1)

例題 171　対数方程式(1) 例題 268　Σの計算(2) 例題 367　空間のベクトル(1) 例題61　高次方程式の解法(2)

例題 172　対数方程式(2) 例題 269　Σの計算(3) 例題 368　空間のベクトル(2) 例題62　高次方程式の解法(3)

例題 173　対数不等式(1) 例題 270　階差数列(1) 例題 369　空間のベクトルの成分(1) 例題63　相反方程式

例題 174　対数不等式(2) 例題 271　階差数列(2) 例題 370　空間のベクトルの成分(2) 例題64　高次不等式

例題 175　無理数となる対数 例題 272　いろいろな数列の和(1) 例題 371　空間のベクトルの内積 例題65　3次方程式と虚数解

例題 176　対数関数の最大・最小(1) 例題 273　いろいろな数列の和(2) 例題 372　空間のベクトルのなす角 例題66　3次方程式と実数解

例題 177　対数関数の最大・最小(2) 例題 274　部分分数 例題 373　空間のベクトルの大きさ 例題67　3次方程式の解と係数の関係(1)

例題 178　対数不等式と領域 例題 275　階差数列と和 例題 374　垂直な単位ベクトル 例題68　3次方程式の解と係数の関係(2)

例題 179　対数の大小(2) 例題 276　(等差数列)×(等比数列)の和 例題 375　三角形の面積と四面体の高さ ３章　図形と方程式

例題 180　桁数と小数第何位 例題 277　和 Snと一般項anの関係(1) 例題 376　方向余弦 1. 点の座標・直線の方程式

例題 181　最高位の数字 例題 278　和 Snと一般項anの関係(2) ３．空間のベクトルの応用 例題69　平面上の2点間の距離

例題 182　常用対数の応用 例題 279　群数列(1) 例題 377　同一平面上にある条件 例題70　三角形の形状

第6章　微分法 例題 280　群数列(2) 例題 378　空間の位置ベクトル(1) 例題71　平面上の内分点・外分点と重心の座標

１．微分係数と導関数 例題 281　群数列(3) 例題 379　空間の位置ベクトル(2) 例題72　平行四辺形

例題 183　極限値 例題 282　格子点の問題 例題 380　点の位置と体積比 例題73　座標の利用

例題 184　極限より係数決定 ３．漸化式と数学的帰納法 例題 381　四面体の重心 例題74　直線の方程式

例題 185　平均変化率と微分係数 例題 283　漸化式と一般項 例題 382　空間の位置ベクトル(3) 例題75　平行な直線・垂直な直線

例題 186　微分係数 例題 284　特殊な数列の和 例題 383　空間の位置ベクトル(4) 例題76　平行条件・垂直条件

例題 187　導関数の計算 例題 285　漸化式 an+1 = pan+q(p≠1) 例題 384　空間の位置ベクトル(5) 例題77　線分の垂直二等分線

例題 188　積・累乗の微分 例題 286　漸化式 an+1 = pan+f(n)(p≠1) 例題 385　空間図形への応用 例題78　折れ線の長さの最小値

例題 189　いろいろな文字の微分 例題 287　漸化式 an+1= pan+rn(p≠1) 例題 386　直線の方程式(1) 例題79　三角形を作らない条件

例題 190　導関数と微分係数 例題 288　漸化式 an+1q = anr 例題 387　直線の方程式(2) 例題80　3点が一直線上にある条件

例題 191　関数の決定 例題 289　漸化式ｆ(n)an+1=ｆ(n+1)an+q (1) 例題 388　空間における交点の座標(1) 例題81　定点を通る直線

例題 192　接線の方程式 例題 290　漸化式ｆ(n)an+1=ｆ(n+1)an+q (2) 例題 389　空間における交点の座標(2) 例題82　交点を通る直援群

例題 193　与えられた点を通る接線 例題 291　漸化式 an+1 =ｆ(n) ・an 例題 390　平面の方程式の決定 例題83　点と直線の距離

例題 194　共通接線(1) 例題 292　分数型の漸化式(1) 例題 391　平面と平面のなす角,直線と平面のなす角と交点の座標 例題84　点と直線の距離の利用

例題 195　3次関数のグラフと接線 例題 293　分数型の漸化式(2) 例題 392　平面への垂線の足 例題85　三角形の面積

例題 196　共通接線(2) 例題 294　和 Snと漸化式 例題 393　対称な点の位置ベクトル 例題86　三角形の面積の最大・最小

例題 197　接線に垂直な直線(法線) 例題 295　隣接3項間の漸化式(1) 例題 394　球面の方程式(1) 2. 円の方程式

２．関数の値の増加・減少 例題 296　隣接3項間の漸化式(2) 例題 395　球面の方程式(2) 例題87　円の方程式(1)

例題 198　関数の値の増加・減少 例題 297　隣接3項間の漸化式(3) 例題 396　球面と交わる直線 例題88　円の方程式(2)

例題 199　3次関数のグラフ 例題 298　連立漸化式 例題 397　2つの球面の交線と交線を含む平面の方程式 例題89　３直線の交点を通る円

例題 200　4次関数のグラフ 例題 299　数学的帰納法(1)・等式の証明 例題 398　球面と平面の交線 例題90　円の方程式(3)

例題 201　極値をもたない条件 例題 300　数学的帰納法(2)・不等式の証明 例題 399　球面と接する図形 例題91　方程式の表す図形

例題 202　絶対値記号を含む関数のグラフ 例題 301　数学的帰納法と合同式 例題92　円と直線の位置関係(1)

例題 203　極値より関数の決定 例題 302　数学的帰納法(3)・命題の証明 例題93　円と直線の位置関係(2)

例題 204　極大値と極小値の差 例題 303　k-1とkを仮定する数学的帰納法 ＜FG　数学Ⅱ＋B　4th Edition＞ 例題94　弦の長さ(1)

例題 205　極大値と極小値の和 例題 304　n≦k を固定する数学的帰納法 １章　式と計算 例題95　弦の長さ(2)

例題 206　区間における最大・最小 例題 305　個数の数学的帰納法 1. 整式の乗法・除法と分数式 例題96　円の接線

例題 207　最大・最小の応用(1) 例題 306　一般項を推測して証明する数学的帰納法 例題1　因数分解と式の値 例題97　傾きが与えられた円の接線

例題 208　最大・最小の応用(2) 例題 307　数学的帰納法と漸化式 例題2　整式の除法 例題98　円外の点から引いた接線(1)

例題 209　最大・最小の応用(3) 例題 308　数列と図形(1) 例題3　等式A=BQ+R 例題99　円外の点から引いた接線(2)

例題 210　最大・最小より関数の決定 例題 309　数列と図形(2) 例題4　割り算と式の値 例題100　2円の位置関係

例題 211　いろいろな関数の最大・最小(1) 例題 310　漸化式と確率(1) 例題5　整式の約数・倍数 例題101　共通接線

例題 212　いろいろな関数の最大・最小(2) 例題 311　漸化式と確率(2) 例題6　分数式の乗法・除法 例題102　2円の交点を通る図形

例題 213　体積の最大値 例題 312　漸化式と確率(3) 例題7　分数式の加法・減法 例題103　円と直線の交点を通る円

３．方程式・不等式への応用 例題 313　nを含む場合の数 例題8　繁分数式 例題104　放物線と円の共有点

例題 214　実数解の個数(1) 例題 314　nを含む確率(1) 例題9　(a+b)^nの展開 3. 軌跡と領域

例題 215　実数解の個数(2) 例題 315　nを含む確率(2) 例題10　二項係数 例題105　基本的な軌跡

例題 216　不等式の証明 例題 316　整式の項の係数による数列 例題11　(a+b+c)^nの展開(1) 例題106　動点に対する軌跡(1)

例題 217　不等式を満たす定数の範囲 例題 317　初めて到着する確率 例題12　(a+b+c)^nの展開(2) 例題107　動点に対する軌跡(2)

例題 218　3本の接線が引けるための条件(1) 例題 318　確率の最大 例題13　二項定理の利用 例題108　媒介変数と軌跡

例題 219　3本の接線が引けるための条件(2) 第9章　平面上のベクトル 例題14　二項係数の関係式(1) 例題109　対称な直線・角の二等分線

例題 220　整式を(x-a)2で割る １．ベクトルの成分と演算 例題15　二項係数の関係式(2) 例題110　2直線の交点の軌跡(1)

例題 221　三角不等式 例題 319　ベクトルの作図と演算 2. 恒等式 例題111　中点の軌跡

例題 222　運動と微分 例題 320　ベクトルの和 例題16　恒等式 例題112　反転による軌跡

第7章　積分法 例題 321　ベクトルの成分と大きさ(1) 例題17　分数式の恒等式 例題113　2直線の交点の軌跡(2)

１．不定積分と定積分 例題 322　ベクトルの成分と大きさ(2) 例題18　割り算と恒等式 例題114　不等式の表す領域

例題 223　不定積分(1) 例題 323　ベクトルの成分と演算 例題19　２文字の恒等式 例題115　連立不等式と領域

例題 224　不定積分(2) 例題 324　ベクトルの平行条件 例題20　条件式のある恒等式 例題116　いろいろな不等式の表す領域(1)

例題 225　原始関数を求める 例題 325　平行四辺形の頂点 例題117　いろいろな不等式の表す領域(2)

例題 226　曲線の決定 ２．ベクトルの内積 例題118　境界線の同じ側と反対側



例題119　領域と最大・最小(1) 例題217　いろいろな関数の最大・最小(2) 例題316　数学的帰納法(1)・等式の証明 例題413　確率変数の平均・標準偏差

例題120　領域と最大・最小(2) 例題218　条件付きの最大・最小 例題317　数学的帰納法(2)・不等式の証明 例題414　漸化式と平均･分散

例題121　領域と最大・最小(3) 例題219　体積の最大値 例題318　数学的帰納法(3)・命題の証明 2. 正規分布

例題122　領域と最大・最小(4) 3. 方程式・不等式への応用 例題319　一般項を推測数学的帰納法で証明(1) 例題415　確率密度変数と平均・標準偏差

例題123　直線の通過領域 例題220　実数解の個数(1) 例題320　一般項を推測数学的帰納法で証明(2) 例題416　正規分布の標準化(1)

例題124　条件を満たす点の存在範囲 例題221　実数解の個数(2) 例題321　n=k-1，kを仮定する数学的帰納法 例題417　正規分布の標準化(2)

例題125　命題と領域 例題222　不等式の証明 例題322　n≦kを仮定する数学的帰納法 例題418　二項分布と正規分布(1)

４章　三角関数 例題223　不等式を満たす定数の値の範囲 例題323　数学的帰納法と合同式 例題419　二項分布と正規分布(2)

1. 一般角の三角関数 例題224　３本の接線が引けるための条件(1) 例題324　整式の項の係数による数列 3. 統計的な推測

例題127　弧度法と三角関数の値 例題225　３本の接線が引けるための条件(2) 例題325　個数の数学的帰納法 例題420　標本平均の平均・標準偏差

例題128　三角関数の相互関係 例題226　三角不等式 ９章　平面上のベクトル 例題421　標本平均の標準化

例題129　三角関数の式の値 例題227　運動と微分 1. ベクトルの成分と演算 例題422　母平均の推定

例題130　sinθ，cosθを解にもつ2次方程式 ７章　積分法 例題326　ベクトルの作図と計算 例題423　母比率の推定

2. いろいろな角の三角関数 1. 不定積分と定積分 例題327　ベクトルの和

例題131　いろいろな角の三角関数 例題228　不定積分(1) 例題328　ベクトルの分解

例題132　三角関数のグラフ(1) 例題229　不定積分(2) 例題329　ベクトルの成分と大きさ(1) ＜FG　数学Ⅲ＞

例題133　三角関数のグラフ(2) 例題230　原始関数を求める 例題330　ベクトルの成分と大きさ(2) 第1章　式と曲線

例題134　三角方程式の基本 例題231　曲線の決定 例題331　ベクトルの成分と分解 １．放物線・楕円・双曲線

例題135　三角不等式の基本 例題232　定積分(1) 例題332　ベクトルの平行条件 例題 1　放物線・楕円・双曲線の定義

例題136　三角方程式・不等式(1) 例題233　定積分(2)　偶関数・奇関数 例題333　平行四辺形とベクトル 例題 2　放物線の決定(1)

例題137　三角方程式・不等式(2) 例題234　定積分(3)　絶対値を含む関数など 2. ベクトルの内積 例題 3　放物線の決定(2)

例題138　三角関数の最大・最小(1) 例題235　絶対値記号を含む関数の定積分 例題334　ベクトルの内積 例題 4　放物線の準線

例題139　三角方程式の解の個数 例題236　(x-α)(x-β)の定積分 例題335　内積の計算法則 例題 5　放物線となる奇跡

3. 三角関数の加法定理 例題237　関数の直交性 例題336　2つのベクトルのなす角 例題 6　楕円の焦点・概形(1)

例題140　三角関数の加法定理(1) 例題238　定積分の不等式の証明 例題337　ベクトルの垂直条件 例題 7　楕円の焦点・概形(2)

例題141　三角関数の加法定理(2) 例題239　関数の決定(1) 例題338　ベクトルの不等式の証明 例題 8　楕円の決定(1)

例題142　2直線のなす角 例題240　関数の決定(2) 例題339　内積とベクトルの大きさ(1) 例題 9　楕円の決定(2)

例題143　2倍角・3倍角・半角の公式 例題241　定積分で表された関数の極値 例題340　内積とベクトルの大きさ(2) 例題 10　双曲線の焦点・頂点

例題144　三角方程式・不等式(3) 2. 面積 例題341　内積とベクトルの大きさ(3) 例題 11　双曲線の決定

例題145　3倍角の公式の応用 例題242　曲線とx軸の間の面積 例題342　内積とベクトルの大きさ(4) 例題 12　2次曲線の平行移動

例題146　三角関数の媒介変数表示 例題243　直線・曲線の間の面積 例題343　内積とベクトルの大きさ(5) 例題 13　2次曲線の性質

例題147　「積→和，和→積の公式の利用」 例題244　不等式の表す領域の面積 例題344　内積と三角形の面積 ２．二次曲線と直線

例題148　和→積の公式の利用 例題245　放物線と接線の囲む面積(1) 例題345　三角形の形状 例題 14　2次曲線と直線

例題149　三角関数の合成 例題246　放物線と接線の囲む面積(2) 3. ベクトルと図形 例題 15　弦の中点と長さ

例題150　三角方程式・不等式(4) 例題247　3次関数のグラフと面積 例題346　分点と重心の位置ベクトル 例題 16　2次曲線の接線

例題151　三角関数の最大・最小(2) 例題248　3次関数のグラフと接線の間の面積 例題347　点Pの位置ベクトル(1) 例題 17　弦の中点の軌跡

例題152　三角関数の最大・最小(3) 例題249　面積の比 例題348　点Pの位置ベクトル(2) 例題 18　2次曲線と直線との距離

例題153　三角関数の最大・最小(4) 例題250　面積の最小値 例題349　ベクトルと軌跡 例題 19　2次曲線と離心率

例題154　三角関数の最大・最小(5) 例題251　絶対値記号を含む関数と面積 例題350　交点の位置ベクトル(1) ３．媒介変数表示

例題155　三角関数の最大・最小(6) 例題252　面積の相等 例題351　交点の位置ベクトル(2) 例題 20　曲線の媒介変数表示(1)

例題156　三角関数の最大・最小(7) 例題253　放物線と円の間の面積 例題352　交点の位置ベクトル(3) 例題 21　曲線の媒介変数表示(2)

例題157　図形への応用 例題254　4次関数のグラフと面積 例題353　角の二等分線のベクトル 例題 22　曲線の媒介変数表示(3)

例題158　三角方程式の解の存在条件 例題255　曲線とy軸の間の面積 例題354　内心の位置ベクトル 例題 23　媒介変数表示と最大・最小

５章　指数関数と対数関数 例題256　体積(1) 例題355　外心の位置ベクトル 例題 24　直交する2つの接線の交点

1. 指数関数と対数関数 例題257　体積(2) 例題356　垂心の位置ベクトル 例題 25　いろいろな曲線(1)

例題159　指数法則・累乗根 ８章　数列 例題357　オイラー線 例題 26　いろいろな曲線(2)

例題160　分数の指数 1. 等差数列と等比数列 例題358　対称な点の位置ベクトル ４．極座標と極方程式

例題161　指数の計算と式の値 例題258　等差数列の一般項 例題359　直線と円の方程式 第2章　複素数平面

例題162　指数の大小 例題259　3つの数が等差数列 例題360　直線のベクトル方程式(1) １．複素数と複素数平面

例題163　指数方程式 例題260　調和数列 例題361　直線のベクトル方程式(2) 例題 27　直交座標と極座標

例題164　指数不等式 例題261　等差数列の和 例題362　2直線のなす角 例題 28　2点間の距離・三角形の面積

例題165　指数の連立方程式・不等式 例題262　数列の共通項 例題363　円のベクトル方程式(1) 例題 29　極方程式(1)

例題166　指数関数の最大・最小(1) 例題263　2つの等差数列に共通な数列 例題364　円のベクトル方程式(2) 例題 30　極方程式(2)

例題167　指数関数の最大・最小(2) 例題264　等差数列の和の最大値 例題365　円の接線，線分の垂直二等分線の
ベクトル方程式 例題 31　2次曲線の応用

2. 対数と対数関数 例題265　既約分数の和 例題366　条件を満たす点の動く範囲(1) 例題 32　極方程式で表される図形

例題168　対数の計算(1) 例題266　等比数列の一般項 例題367　条件を満たす点の動く範囲(2) 例題 33　複素数の計算

例題169　対数の計算(2) 例題267　３つの数が等比数列 例題368　条件を満たす点の動く範囲(3) 例題 34　複素数と共役複素数

例題170　対数の計算(3) 例題268　等比数列の和 10章　空間のベクトル 例題 35　実数となる複素数，複素数の相等

例題171　対数の計算(4) 例題269　和から等比数列の決定 1. 空間のベクトル 例題 36　共役複素数の性質(1)

例題172　指数・対数の関係 例題270　等差数列と等比数列に共通な数列 例題369　空間における直線と平面 例題 37　共役複素数の性質の利用，複素数の実数・純虚数の条件(1)

例題173　対数関数のグラフ 例題271　複利計算 例題370　空間の点と平面(1) 例題 38　3次方程式の解と係数の関係，共役複素数の性質(2)

例題174　対数の大小(1) 例題272　いろいろな等比数列の和 例題371　空間の点と平面(2) 例題 39　複素数の実数・純虚数の条件(2)

例題175　対数方程式(1) 例題273　等比数列と図形 例題372　空間における2点間の距離と三角形の形状 例題 40　複素数の実数条件

例題176　対数方程式(2) 例題274　等比数列の応用 例題373　等距離にある点 例題 41　複素数平面での平行四辺形の頂点

例題177　対数不等式(1) 2. いろいろな数列 例題374　分点の座標 例題 42　複素数の絶対値(1)

例題178　対数不等式(2) 例題275　Σの計算(1) 2. 空間のベクトルの成分と内積 例題 43　複素数の絶対値(2)

例題179　無理数となる対数 例題276　Σの計算(2) 例題375　空間のベクトル 例題 44　複素数の絶対値(3)

例題180　対数関数の最大・最小(1) 例題277　Σの計算(3) 例題376　空間のベクトルの成分(1) ２．複素数の極刑式

例題181　対数関数の最大・最小(2) 例題278　階差数列(1) 例題377　空間のベクトルの成分(2) 例題 45　極形式表示と極形式の積・商

例題182　対数不等式と領域 例題279　階差数列(2) 例題378　空間のベクトルの内積(1) 例題 46　複素数の積・商の図示

例題183　対数の大小(2) 例題280　和Snと一般項anの関係(1) 例題379　空間のベクトルの内積(2) 例題 47　極形式の利用

例題184　桁数と小数第何位 例題281　和Snと一般項anの関係(2) 例題380　空間のベクトルのなす角 例題 48　極形式の積・商

例題185　最高位の数字 例題282　部分分数 例題381　空間のベクトルの大きさ 例題 49　複素数の極形式と共役複素数・絶対値

例題186　常用対数の応用 例題283　(等差数列)×(等比数列)の和 例題382　垂直な単位ベクトル 例題 50　複素数の極形式

６章　微分法 例題284　いろいろな数列の和(1) 例題383　三角形の面積と四面体の高さ ３．ド・モアブルの定理

1. 微分係数と導関数 例題285　いろいろな数列の和(2) 例題384　方向余弦 例題 51　(複素数)^n の計算(1)

例題187　極限値 例題286　群数列(1) 3. 空間のベクトルの応用 例題 52　2次方程式の解の極形式表示とド・モアブルの定理の利用(1)

例題188　極限より係数決定 例題287　群数列(2) 例題385　空間の位置ベクトルと四面体の重心 例題 53　(複素数)^n の計算(2)

例題189　平均変化率と微分係数 例題288　群数列(3) 例題386　同一平面上にある条件 例題 54　方程式 z^n=α の解

例題190　微分係数 例題289　格子点の個数 例題387　空間の位置ベクトル(1) 例題 55　ド・モアブルの定理の利用(2)

例題191　導関数の計算(1) 3. 漸化式と数学的帰納法 例題388　空間の位置ベクトル(2) 例題 56　ド・モアブルの定理の利用(3)，剰余の定理

例題192　導関数の計算(2) 例題290　漸化式と一般項 例題389　空間の位置ベクトル(3) 例題 57　ド・モアブルの定理の利用(4)

例題193　積と累乗の微分 例題291　漸化式 an+1=pan+q (p≠1) 例題390　空間の位置ベクトル(4) 例題 58　単位円に内接する正多角形

例題194　導関数と微分係数 例題292　漸化式 an+1=pan+f(n) (p≠1) 例題391　点の位置と体積比 ４．平面図形と複素数

例題195　関数の決定 例題293　漸化式 an+1=pan+r^n (p≠1) 例題392　空間の位置ベクトル(5) 例題 59　内分点・外分点・回転

例題196　整式が(x−a)^2で割り切れる条件 例題294　漸化式 an+1^q=p･an^r 例題393　直線の方程式(1) 例題 60　点の回転(1)

例題197　 接線の方程式 例題295　f(n)an+1=f(n+1)an+q 例題394　直線の方程式(2) 例題 61　点の回転(2)

例題198　与えられた点を通る接線 例題296　an+1=f(n)･an 例題395　空間における交点の座標(1) 例題 62　2次曲線の回転移動

例題199　3次関数のグラフと接線 例題297　分数型の漸化式(1) 例題396　空間における交点の座標(2) 例題 63　複素数で表された数列の和

例題200　接線に垂直な直線(法線) 例題298　分数型の漸化式(2) 例題397　平面の方程式の決定 例題 64　2直線のなす角

例題201　共通接線(1) 例題299　和Snと漸化式 例題398　2平面のなす角 例題 65　同一直線上にあるための条件

例題202　 共通接線(2) 例題300　隣接3項間の漸化式(1) 例題399　直線と平面のなす角 例題 66　三角形の形状の決定(1)

2.  関数の値の増加・減少 例題301　隣接3項間の漸化式(2) 例題400　対称な点の位置ベクトル 例題 67　三角形の形状の決定(2)

例題203　 関数の値の増加・減少 例題302　隣接3項間の漸化式(3) 例題401　平面への垂線の足 例題 68　三角形の形状の決定(3)

例題204　 3次関数のグラフ 例題303　連立漸化式 例題402　球面の方程式(1) 例題 69　図形の形状と複素数

例題205　 4次関数のグラフ 例題304　無理数のn乗と漸化式 例題403　球面の方程式(2) 例題 70　円に内接する四角形

例題206　極値をもたない条件 例題305　漸化式と図形(1) 例題404　球面と交わる直線 例題 71　原点を通る直線に関する対称移動　(折り返し)

例題207　絶対値記号を含む関数のグラフ 例題306　漸化式と図形(2) 例題405　2つの球面の交線と交線を含む平面の方程式 例題 72　直線，円の接線の方程式

例題208　極値より関数の決定 例題307　漸化式と場合の数 例題406　球面と平面の交線 例題 73　垂線の方程式、垂心

例題209　 極大値と極小値の差 例題308　漸化式と確率(1) 例題407　点と平面の距離 例題 74　三角形の内心

例題210　 極大値と極小値の和 例題309　漸化式と確率(2) 例題408　条件を満たす点の動く範囲(4) 例題 75　等式の表す図形(1)

例題211　区間における最大・最小 例題310　漸化式と確率(3) 11章　確率分布と統計的な推測 例題 76　等式の表す図形(2)

例題212　最大・最小の応用(1) 例題311　漸化式と確率(4) 1. 確率分布 例題 77　等式の表す図形(3)

例題213　最大・最小の応用(2) 例題312　nを含む確率(1) 例題409　確率分布と確率変数の平均 例題 78　点の移動

例題214　最大・最小の応用(3) 例題313　nを含む確率(2) 例題410　１次式の確率変数の平均・分散・標準偏差 例題 79　等式の表す図形(4)

例題215　最大・最小より関数の決定 例題314　確率の最大 例題411　確率変数の和の平均・標準偏差 例題 80　等式の表す図形(5)

例題216　いろいろな関数の最大・最小(1) 例題315　複数の数列の漸化式 例題412　二項分布の平均と標準偏差 例題 81　点の存在範囲(1)



例題 82　点の存在範囲(2) 例題 175　平均値の定理(2) 例題 273　媒介変数と面積(1)

例題 83　点の存在範囲(3) 例題 176　平均値の定理の利用(1) 例題 274　領域の面積(1)

例題 84　複素数による図形の証明(1) 例題 177　平均値の定理の利用(2) 例題 275　領域の面積(2)

例題 85　複素数による図形の証明(2) ２．関数の増減 例題 276　面積と無限級数

第3章　数列の極限 例題 178　関数の増減と極値 例題 277　トロコイド・サイクロイド(2)

１．無限配列 例題 179　極値をもつ条件(1) 例題 278　アステロイド

例題 86　数列の極限(1) 例題 180　極値をもつ条件(2) 例題 279　媒介変数と面積(2)

例題 87　数列の極限(2)　整数・分数式 例題 181　極値より係数決定 例題 280　回転を利用して面積を求める

例題 88　数列の極限(3)　無理式 例題 182　最大・最小(1) 例題 281　極座標で表された図形の面積

例題 89　数列の和や積の極限(1) 例題 183　最大・最小(2) ２．体積・道のり・微分方程式

例題 90　数列の和や積の極限(2) 例題 184　最大・最小(3) 例題 282　立体の体積(1)

例題 91　極限の性質 例題 185　最大・最小より係数決定 例題 283　立体の体積(2)

例題 92　三角関数・対数関数の極限(1) 例題 186　最大・最小の応用(1)　(体積) 例題 284　立体の体積(3)

例題 93　三角関数・対数関数の極限(2) 例題 187　最大・最小の応用(2)　(線分の長さ) 例題 285　立体の体積(4)

例題 94　{r^n}の極限(1) 例題 188　極大・極小の応用 例題 286　x軸まわりの回転体(1)

例題 95　{r^n}の極限(2) 例題 189　漸近線(1) 例題 287　x軸まわりの回転体(2)

例題 96　二項定理と極限 例題 190　漸近線(2) 例題 288　軸の両側にある図形の回転体(1)

例題 97　はさみうちの原理(1) 例題 191　分数関数のグラフ 例題 289　軸の両側にある図形の回転体(2)

例題 98　はさみうちの原理(2) 例題 192　無理関数のグラフ(1) 例題 290　y軸まわりの回転体(1)

例題 99　はさみうちの原理(3) 例題 193　無理関数のグラフ(2) 例題 291　y軸まわりの回転体(2)

例題 100　不等式の証明(1) 例題 194　三角関数のグラフ 例題 292　直線のまわりの回転体(1)

例題 101　漸化式と極限(1) 例題 195　指数関数のグラフ 例題 293　直線のまわりの回転体(2)

例題 102　漸化式と極限(2) 例題 196　対数関数のグラフ 例題 294　媒介変数表示曲線の回転体

例題 103　漸化式と極限(3) ３．いろいろな応用 例題 295　体積の最大値

例題 104　漸化式と極限(4) 例題 197　不等式の証明(2)　(大小比較) 例題 296　立体の体積(5)

例題 105　漸化式と極限(5) 例題 198　不等式の証明(3) 例題 297　立体の体積(6)

例題 106　図形と極限(1) 例題 199　条件つき不等式の証明(1) 例題 298　直線上の道のり

例題 107　数学的帰納法と極限 例題 200　条件つき不等式の証明(2) 例題 299　平面上の道のり

２．無限級数 例題 201　不等式の成立条件 例題 300　曲線の長さ

例題 108　確率と極限 例題 202　方程式の実数解の個数 例題 301　微分方程式(1)

例題 109　無限級数の収束・発散(1) 例題 203　方程式の解の存在条件 例題 302　微分方程式(2)

例題 110　無限級数の収束・発散(2) 例題 204　接線の本数 例題 303　微分方程式(3)

例題 111　無限級数の発散条件 例題 205　凹凸とグラフ(1) 例題 304　微分方程式(4)

例題 112　無限等比級数(1)　周期性のある数列 例題 206　凹凸とグラフ(2) 例題 305　微分方程式(5)

例題 113　無限等比級数の収束条件 例題 207　凹凸とグラフ(3) 例題 306　微分方程式(6)

例題 114　循環小数 例題 208　極大・極小と第2次導関数

例題 115　無限等比級数(2) 例題 209　不等式の証明(4)

例題 116　追い出しの原理 例題 210　極値をもたない条件

第4章　関数の極限 例題 211　導関数とグラフの対称性

１．分数関数と無理関数 例題 212　極値の数列の極限

例題 117　無限級数と確率 例題 213　媒介変数で表される関数の微分

例題 118　分数関数のグラフと関数の決定 例題 214　媒介変数と第2次導関数

例題 119　分数関数のグラフと直線 例題 215　曲線の接線(3)

例題 120　分数方程式・不等式 例題 216　接線の性質

例題 121　無理関数のグラフと関数の決定 例題 217　媒介変数で表された曲線の概形

例題 122　無理関数のグラフと直線 例題 218　水面の変化

例題 123　無理方程式・不等式 例題 219　平面上の点の運動

２．逆関数と合成関数 例題 220　トロコイド・サイクロイド(1)

例題 124　逆関数(1) 例題 221　近似式

例題 125　逆関数(2) 例題 222　近似値

例題 126　合成関数 例題 223　微小変化

例題 127　関数の決定 第7章　積分法

例題 128　逆関数を持つ条件・一致する条件 １．不定積分

例題 129　関数とその逆関数のグラフの共有点 例題 224　不定積分(1)

例題 130　合成関数とグラフ 例題 225　不定積分(2)　指数関数・三角関数

３．関数の極限 例題 226　不定積分(3)　三角関数

例題 131　関数の決定極限(1) 例題 227　不定積分(4)　f(ax＋b)

例題 132　関数の極限(2) 例題 228　部分分数に分解する

例題 133　片側極限 ２．置換積分法と部分積分法

例題 134　指数関数・対数関数の極限 例題 229　置換積分法(1)

例題 135　三角関数の極限(1） 例題 230　置換積分法(2)

例題 136　三角関数の極限(2） 例題 231　置換積分法(3)

例題 137　三角関数の極限(3） 例題 232　置換積分法(4)　三角関数

例題 138　極限と係数決定 例題 233　三角関数の不定積分

例題 139　図形と極限(2) 例題 234　置換積分法(5)

例題 140　関数列と極限 例題 235　部分積分法(1)

４．連続関数 例題 236　部分積分法(2)

例題 141　関数の連続性 例題 237　部分積分法(3)

例題 142　極限で表された関数(1) ３．定積分

例題 143　中間値の定理 例題 238　定積分

例題 144　極限で表された関数(2) 例題 239　絶対値記号のついた定積分

第5章　微分法 例題 240　定積分の置換積分法(1)

１．微分係数と導関数 例題 241　定積分の置換積分法(2)

例題 145　微分係数 例題 242　定積分の置換積分法(3)

例題 146　導関数の定義 例題 243　偶関数奇関数

例題 147　微分可能 例題 244　定積分の部分積分法(1)

例題 148　連続と微分可能 例題 245　定積分の部分積分法(2)

例題 149　積・商の積分(1) 例題 246　定積分の部分積分法(3)

例題 150　積・商の積分(2) 例題 247　定積分と漸化式(1)

２．いろいろな関数の微分法 例題 248　t=π-xとおく置換積分

例題 151　合成関数の微分法 ４．定積分と微分・区分求積法

例題 152　F(x,ｙ)=0で与えられた関数の微分　　　 例題 249　定積分と微分

例題 153　逆関数の微分法 例題 250　定積分で表された関数(1)

例題 154　三角関数の微分法 例題 251　定積分で表された関数(2)

例題 155　対数関数の微分法 例題 252　定積分の最大・最小(1)

例題 156　指数関数の微分法 例題 253　定積分の最大・最小(2)

例題 157　対数微分法 例題 254　定積分の最大・最小(3)

例題 158　微分係数の利用(1) 例題 255　定積分と極限

例題 159　微分係数の利用(2) 例題 256　定積分と和の極限(1)

例題 160　極限とe(1) 例題 257　定積分と不等式の証明(1)

例題 161　極限とe(2) 例題 258　定積分と不等式の証明(2)

例題 162　関数方程式と導関数(1) 例題 259　定積分と不等式の証明(3)

例題 163　関数方程式と導関数(2) 例題 260　定積分と数列の極限

３．高次導関数 例題 261　区分求積法と図形

例題 164　第n次導関数(1) 例題 262　区分求積法と確率

例題 165　第n次導関数(2) 例題 263　定積分と和の極限(2)

例題 166　等式の証明 例題 264　定積分と漸化式(2)

例題 167　微分の利用 例題 265　ベータ関数

第6章　微分法の応用 例題 266　定積分と漸化式(3)

１．接線の方程式 第8章　積分法の応用

例題 168　接線・法線の方程式 １．面積

例題 169　曲線の接線(1) 例題 267　曲線とx軸の間の面積

例題 170　曲線の接線(2) 例題 268　2曲線で囲む面積

例題 171　共通接線(1) 例題 269　接線と曲線の囲む部分の面積

例題 172　共通接線(2) 例題 270　面積の最小値

例題 173　直交する2曲線 例題 271　曲線とy軸の間の面積

例題 174　平均値の定理(1) 例題 272　面積より定数決定



センサー 例題 17　波の反射 標準問題 16　物質の状態変化 標準問題 133　塩

＜センサー物理基礎＞ 標準問題 124　波のグラフ 標準問題 17　加熱曲線 標準問題 134　中和滴定

第1部　物体の運動とエネルギー 標準問題 125　波と触媒の運動 標準問題 18　身の回りの物理変化 標準問題 135　中和の量的関係

2　運動の表し方 標準問題 126　縦波のグラフ 第2章　原子の構造 標準問題 136　中和の量的関係

SP例題 1　直線運動とv－tグラフ 標準問題 127　波の重ね合わせ 標準例題 6　原子の構造 標準問題 137　混合物の含有量

SP例題 2　等加速度直線運動 標準問題 128　波の重ね合わせ 標準例題 7　イオンの生成と電子配置 標準問題 138　滴定曲線

例題 1　速度の合成 標準問題 129　定常波 標準例題 8　イオンの生成・イオンの大きさ 標準問題 139　滴定曲線

例題 2　直線運動のv－tグラフ 標準問題 130　反射波の図示 標準例題 9　元素の周期表 標準問題 140　中和とpH・電離度

標準問題 1　等速直線運動 標準問題 131　波のグラフと反射 標準問題 21　原子の構造 標準問題 141　塩の水溶液

標準問題 2　等速直線運動 標準問題 132　縦波の定常波 標準問題 22　原子の構造 標準問題 142　遊離

標準問題 3　速度の合成 発展B　波の性質 標準問題 23　水分子に含まれる粒子の数 第8章　酸化還元反応

標準問題 4　速度の合成 例題 18　正弦波を表す式 標準問題 24　重水素 標準例題 37　酸化剤・還元剤

標準問題 5　相対速度 例題 19　正弦波を表す式と位相 標準問題 25　塩素の同位体 標準例題 38　酸化還元反応

標準問題 6　相対速度 標準問題 137　波の式(正弦波の式)の求め方 標準問題 26　放射性同位体 標準問題 151　酸化と還元

標準問題 7　速度・加速度 標準問題 138　正弦波を表すグラフと式 標準問題 27　原子の電子配置 標準問題 152　酸化還元反応

標準問題 8　等加速度で減速する運動 標準問題 139　正弦波を表す式 標準問題 28　電子配置とイオンの生成 標準問題 153　酸化還元反応

標準問題 9　等加速度直線運動 標準問題 140　正弦波を表すグラフと式 標準問題 29　電子配置 標準問題 154　酸化剤

標準問題 10　v－tグラフ 標準問題 141　正弦波を表す式 標準問題 30　電子配置 標準問題 155　酸化力の強さ

3　落体の運動 標準問題 142　正弦波を表す式と位相 標準問題 31　原子番号とイオン 標準問題 156　過酸化水素による酸化・還元

SP例題 3　鉛直投げ上げ 発展C　波の干渉・回析・反射・屈折 標準問題 32　原子・イオンの電子配置 標準問題 157　硫酸の酸化作用

標準問題 16　自由落下 例題 20　波の干渉 標準問題 33　電子の数 標準問題 158　二酸化硫黄の酸化還元反応

標準問題 17　自由落下 例題 21　波の屈折 標準問題 34　イオン化エネルギーと電子親和力 標準問題 159　酸化還元反応の量的関係

標準問題 18　鉛直投げおろし 標準問題 145　波の干渉 標準問題 35　イオン化エネルギーと電子親和力 標準問題 160　酸化還元滴定

標準問題 19　自由落下と投げおろし 標準問題 146　定常波の節の数 標準問題 36　イオンの生成 標準問題 161　COD

標準問題 20　鉛直投げ上げ 標準問題 147　反射の法則 標準問題 37　電子配置とイオンの大きさ 第9章　金属の酸化還元反応

標準問題 21　自由落下と投げ上げ 標準問題 148　波の反射と屈折 標準問題 38　電子配置 標準例題 40　金属のイオン化傾向

標準問題 22　水平投射 9　音波の性質と音源の振動 標準問題 39　周期表 標準例題 41　化学電池

標準問題 23　斜方投射 例題 22　音の反射 第3章　化学結合 標準問題 170　イオン化傾向

標準問題 24　斜方投射 例題 23　弦の振動 標準例題 11　イオンの電子配置と組成式 標準問題 171　イオン化列

発展A　平面内の運動 例題 24　気柱の共鳴 標準例題 12　電子式と構造式 標準問題 172　イオン化傾向による金属の判別

例題 3　相対速度 標準問題 152　弦の振動 標準例題 13　電気陰性度と極性 標準問題 173　電池

例題 4　水平投射 標準問題 153　弦の振動 標準例題 14　結晶の分類 標準問題 174　鉛蓄電池

標準問題 29　速度の合成 標準問題 154　気柱の共鳴 標準問題 45　イオン結合と電子配置 標準問題 175　電気分解

標準問題 30　相対速度 標準問題 155　金属棒の振動 標準問題 46　組成式 標準問題 176　製鉄

標準問題 31　水平投射 標準問題 156　気柱の共鳴の実験 標準問題 47　組成式 標準問題 177　高度さらし粉

標準問題 32　斜方投射 標準問題 157　弦の振動 標準問題 48　電子配置と化学結合

標準問題 33　斜方投射 標準問題 158　気柱の圧力変化 標準問題 49　イオンとイオン結晶 ＜センサー生物基礎＞

標準問題 34　斜方投射 標準問題 159　気柱の共鳴 標準問題 50　分子を作る原子 第1部　生物の特長

標準問題 35　標的への斜方投射 標準問題 160　うなり 標準問題 51　電子式 第1章　生物の特徴と細胞

標準問題 36　動く台車からの斜方投射 発展D　音波の性質とドップラー効果 標準問題 52　電子式と構造式 例題 1　細胞の構造

標準問題 37　空気抵抗 SP例題 10　ドップラー効果・うなり 標準問題 53　価標 例題 2　ミクロメーターの使い方

4　力 例題 25　音波の干渉 標準問題 54　原子価 標準問題 1　生物の多様性と共通性

SP例題 4　物体にはたらく力 例題 26　ドップラー効果 標準問題 55　共有電子対 標準問題 2　細胞の発見の歴史

例題 5　弾性力・力のつり合い 標準問題 166　音波の干渉・定常波 標準問題 56　分子の形 標準問題 3　細胞の大きさ

標準問題 41　弾性力 標準問題 167　音波の屈折 標準問題 57　分子と共有結合 標準問題 4　顕微鏡の使い方

標準問題 42　力のつり合いとばね 標準問題 168　音波の干渉 標準問題 58　化学結合 標準問題 5　原核細胞

標準問題 43　３力のつり合い 標準問題 169　クインケ管 標準問題 59　極性分子 標準問題 6　細胞の構造と働き

標準問題 44　力のつり合いと作用・反作用 標準問題 170　動く音源の波長 標準問題 60　電気陰性度 標準問題 7　核の働き

標準問題 45　力のつり合いと作用・反作用 標準問題 171　ドップラー効果とうなり 標準問題 61　高分子化合物 標準問題 8　単細胞生物と多細胞生物

5　運動の法則 標準問題 172　観測者が動く場合のドップラー効果 標準問題 62　化学結合 標準問題 9　細胞の構造と多細胞生物

SP例題 5　運動方程式 10　静電気と電流 標準問題 63　金属と金属結合 標準問題 10　植物の組織

SP例題 6　摩擦のある斜面上での物体の運動 例題 27　抵抗の直列・並列つなぎ 標準問題 64　化学結合と結晶 Step Up 11　核の働き

例題 6　接触した物体の運動 例題 28　ジュール熱 標準問題 65　結晶の分類 応用問題 12　細胞の構造と働き

例題 7　連結した物体の運動 標準問題 176　電気抵抗 第2部　物質の変化 応用問題 13　細胞の内部構造

例題 8　重ねた物体の運動 標準問題 177　抵抗と電池の接続 第4章　原子量・分子量・式量 応用問題 14　細胞分画法

標準問題 50　運動の法則 標準問題 178　電流回路 標準例題 19　原子量 第2章　細胞とエネルギー

標準問題 51　張力と重力 標準問題 179　合成抵抗 標準例題 20　物質量 例題 1　植物と動物の代謝

標準問題 52　接触した物体の運動 標準問題 180　電池を含む回路 標準例題 21　溶液の濃度 例題 2　光合成と呼吸

標準問題 53　滑車につるした物体の運動 標準問題 181　電流計・電圧計 標準例題 22　固体の溶解度と再結晶 標準問題 15　代謝

標準問題 54　最大摩擦力 標準問題 182　消費電力量 標準問題 77　原子量 標準問題 16　ATP

標準問題 55　静止摩擦係数 標準問題 183　金属棒の長さと断面積 標準問題 78　原子量 標準問題 17　酵素

標準問題 56　斜面上の運動 標準問題 184　電熱線から発生する熱量 標準問題 79　原子量の基準 標準問題 18　呼吸と光合成

標準問題 57　あらい斜面上での運動 標準問題 185　電流のする仕事 標準問題 80　物質量と原子数 標準問題 19　呼吸商

標準問題 58　連結した物体の運動 11　交流と電磁波 標準問題 81　構成粒子数 標準問題 20　細胞の進化

標準問題 59　空気抵抗 例題 29　電流がつくる磁界 標準問題 82　構成粒子数 Step Up 21　呼吸基質の測定

標準問題 60　気球の運動 例題 30　モーターと発電機 標準問題 83　イオンの物質量 応用問題 22　酵素

標準問題 61　水圧と浮力 標準問題 193　直線電流がつくる磁界 標準問題 84　気体の物質量 応用問題 23　呼吸基質の測定

標準問題 62　液体中での浮力 標準問題 194　円電流のつくる磁界 標準問題 85　混合気体 応用問題 24　細胞の進化

6　仕事とエネルギー 標準問題 195　ソレノイドがつくる磁界 標準問題 86　溶液の調製 応用問題 25　酵素の性質

SP例題 7　力学的エネルギー保存の法則 標準問題 196　フレミングの左手の法則 標準問題 87　質量パーセント濃度 第2部　遺伝子とその働き

例題 9　力学的エネルギー保存の法則 標準問題 197　平行な導線にはたらく力 標準問題 88　モル濃度 第3章　遺伝情報とその働き

例題 10　力学的エネルギー保存の法則 標準問題 198　コイルが作る磁界と電磁誘導 標準問題 89　混合溶液 例題 1　エイブリーらの実験

例題 11　摩擦のある面上での運動 標準問題 199　ダイオードと整流 標準問題 90　濃度の換算 例題 2　DNAの構造

標準問題 72　仕事の原理 標準問題 200　変圧器 標準問題 91　溶解度 例題 3　細胞周期

標準問題 73　ポンプの仕事率 標準問題 201　電磁波 標準問題 92　固体の溶解度と温度 例題 4　セントラルドグマ

標準問題 74　弾性力による位置エネルギー 12　エネルギーとその利用 標準問題 93　溶解度と再結晶 標準問題 26　遺伝子の本体

標準問題 75　運動エネルギーと仕事 例題 31　エネルギーの形態の移り変わり 標準問題 94　溶解度と再結晶 標準問題 27　バクテリオファージの増殖

標準問題 76　仕事とエネルギー 例題 32　太陽エネルギー 第5章　化学反応式 標準問題 28　DNAの構造

標準問題 77　力学的エネルギー保存の法則 標準問題 206　エネルギーの携帯の移り変わり 標準例題 25　化学反応式のつくり方 標準問題 29　DNAの化学組成

標準問題 78　力学的エネルギー保存の法則 標準問題 207　太陽電池 標準例題 26　化学変化の量的関係 標準問題 30　ゲノム

標準問題 79　力学的エネルギー保存の法則 標準問題 208　エネルギー資源 標準問題 103　化学反応式の係数 標準問題 31　遺伝子の本体

標準問題 80　力学的エネルギー保存の法則 標準問題 209　太陽のエネルギー 標準問題 104　イオン反応式の係数 標準問題 32　染色体

標準問題 81　力学的エネルギー保存の法則 標準問題 210　核分裂 標準問題 105　化学反応式 標準問題 33　体細胞分裂

標準問題 82　動摩擦力のする仕事と力学的エネルギー 標準問題 211　半減期 標準問題 106　気体反応 標準問題 34　染色体

標準問題 83　動摩擦力のする仕事と力学的エネルギー 標準問題 107　気体反応 標準問題 35　細胞周期

第2部　物理現象とエネルギー ＜センサー化学基礎＞ 標準問題 108　沈殿反応 標準問題 36　体細胞分裂の観察

7　熱とエネルギー 序章　化学基礎を学ぶにあたって 標準問題 109　合金 標準問題 37　RNA

SP例題 8　熱と温度 標準問題 1　比例式 標準問題 110　混合気体の燃焼 標準問題 38　染色体の観察

例題 12　比熱の測定 標準問題 2　指数計算 標準問題 111　酸素とオゾン Step Up 39　細胞分裂とDNA

例題 13　熱力学第１法則 標準問題 3　有効数字を考慮した計算 標準問題 112　炭酸水素ナトリウムの純度 応用問題 40　遺伝子の本体

例題 14　摩擦熱の発生 標準問題 4　単位換算 標準問題 113　大気中の二酸化炭素濃度 応用問題 41　細胞周期

標準問題 107　内部エネルギー 標準問題 5　酸化銅 標準問題 114　化学の基本法則 応用問題 42　細胞周期

標準問題 108　ボイル・シャルルの法則 第1部　物質の構成 第6章　酸と塩基・水の電離とpH 応用問題 43　翻訳

標準問題 109　ボイル・シャルルの法則 第1章　物質の状態 標準例題 29　酸と塩基 応用問題 44　DNAの塩素配列

標準問題 110　温度の異なる水の混合 標準例題 1　混合物の分離 標準例題 30　水素イオン濃度とpH 第3部　生物体内環境の維持

標準問題 111　氷と水の混合 標準例題 2　元素と単体 標準問題 120　酸と塩基 第4章　体液の恒常性

標準問題 112　水と水蒸気の混合 標準例題 3　単体と化合物 標準問題 121　水素イオンの授受と酸・塩基 例題 1　酸素解離曲線

標準問題 113　比熱 標準例題 4　状態変化と温度 標準問題 122　酸と塩基の濃度 例題 2　腎臓の構造と働き

標準問題 114　熱量の保存 標準問題 7　蒸留 標準問題 123　酸・塩基の強さとpH 標準問題 45　体液

標準問題 115　定圧変化 標準問題 8　昇華法 標準問題 124　電離度 標準問題 46　血球の観察

標準問題 116　熱力学第１法則 標準問題 9　混合物の分離 標準問題 125　水素イオン濃度と水酸化物イオン濃度 標準問題 47　酸素の運搬

標準問題 117　熱機関 標準問題 10　物質の分離方法 標準問題 126　pH 標準問題 48　血液の凝固

標準問題 118　エネルギー保存の法則 標準問題 11　元素の検出 標準問題 127　酸性・塩基性の強さ 標準問題 49　循環系

8　波の伝わり方 標準問題 12　元素と単体 第7章　酸・塩基の中和と塩 標準問題 50　心臓の構造

SP例題 9　波の要素の読み取り 標準問題 13　物質の分類 標準例題 33　中和滴定 標準問題 51　リンパ系

例題 15　縦波のグラフ 標準問題 14　同素体 標準例題 34　滴定曲線 標準問題 52　肝臓

例題 16　定常波 標準問題 15　同素体 標準問題 132　中和の化学反応式 標準問題 53　腎臓の構造と働き



標準問題 54　腎臓での尿形成 標準問題 20　火山の分布 標準問題 132　主系列星 標準問題 72　万有引力の法則

標準問題 55　赤血球と塩類濃度 標準問題 21　火成岩の産状と組織 第14章　銀河系と宇宙 標準問題 73　万有引力による運動

標準問題 56　無脊椎動物の塩類濃度調節 標準問題 22　火成岩の分類 例題 31　銀河系の大きさ 標準問題 74　万有引力による運動

標準問題 57　魚類の塩類濃度調節 標準問題 23　火成岩の造岩鉱物 例題 32　宇宙の膨張 標準問題 75　静止衛星

Step Up 58　酸素の供給 標準問題 24　火成岩 標準問題 136　銀河系の構造 標準問題 76　重力

応用問題 59　酸素解離曲線 標準問題 25　鉱物 標準問題 137　銀河系内の恒星分布 標準問題 77　万有引力による位置エネルギー

応用問題 60　血液凝固 第4章　固体地球とその変動【発展】 標準問題 138　銀河系 標準問題 78　万有引力を受けて運動する物体のもつエネルギー

応用問題 61　腎臓の働き 例題 9　アイソスタシー 標準問題 139　銀河の性質 標準問題 79　惑星の運動

応用問題 62　肝臓と腎臓の働き 例題 10　走時曲線 標準問題 140　宇宙の姿 ８　気体分子の運動

応用問題 63　塩類濃度調節 標準問題 30　重力 標準問題 141　宇宙の始まり 例題 17　気体分子の熱運動

第5章　ホルモンと自律神経 標準問題 31　重力 第15章　宇宙の構成【発展】 標準問題 83　気体の圧力

例題 1　血糖量の調節 標準問題 32　地震波と地球の内部 例題 33　HR図 標準問題 84　ボイル・シャルルの法則

例題 2　内分泌腺 標準問題 33　地球の内部 例題 34　赤方偏移 標準問題 85　ボイル・シャルルの法則

例題 3　自律神経 標準問題 34　地球の内部構造 例題 35　ハッブルの法則 標準問題 86　理想気体の状態方程式

標準問題 64　内分泌腺とホルモン 標準問題 35　アイソスタシー 標準問題 146　恒星の明るさと距離 標準問題 87　気体の密度

標準問題 65　ホルモンの調節 標準問題 36　地殻熱流量 標準問題 147　恒星の明るさと距離 標準問題 88　熱気球

標準問題 66　ホルモン 標準問題 37　マグマの発生 標準問題 148　恒星の距離と絶対等級 標準問題 89　気体分子の運動

標準問題 67　自律神経とその働き 標準問題 38　マグマの分化 標準問題 149　HR図 標準問題 90　気体分子の速さ

標準問題 68　血糖量の調節 第2部　移り変わる地球 標準問題 150　恒星の表面温度 標準問題 91　気体分子の運動エネルギー

標準問題 69　体温調節 第5章　地球史の読み方 標準問題 151　オリオン座の天体 ９　気体の状態変化

標準問題 70　インスリンとグルカゴン 例題 11　地層 標準問題 152　いろんなHR図 SP例題 2　気体の変化

標準問題 71　ホルモン調節 例題 12　地層の新旧 標準問題 153　赤方偏移 例題 18　熱力学第1法則

Step Up 72　脳下垂体の働き 標準問題 44　風化作用 標準問題 154　宇宙の膨張 例題 19　気体の混合

応用問題 73　ホルモン 標準問題 45　河川のはたらき 標準問題 155　ハッブルの法則 標準問題 95　内部エネルギー

応用問題 74　血糖量の調節 標準問題 46　河川の地形 第5部　自然との共生 標準問題 96　内部エネルギー

応用問題 75　フィードバック調節 標準問題 47　段丘 例題 36　日本に接近する台風 標準問題 97　定圧変化のときの仕事

応用問題 76　体温調節 標準問題 48　山地の地形 例題 37　気候の変動 標準問題 98　定圧変化のときの仕事

応用問題 77　心拍の拍動 標準問題 49　いろいろな地形 標準問題 163　環境変化の時間スケール 標準問題 99　熱力学第1法則

応用問題 78　肥満 標準問題 50　海底の地形 標準問題 164　日本の資源 標準問題 100　モル比熱

第6章　免疫 標準問題 51　続成作用 標準問題 165　火山災害 標準問題 101　等温変化

例題 1　免疫 標準問題 52　堆積岩の分類 標準問題 166　地震災害 標準問題 102　気体の混合

標準問題 79　生体防御 標準問題 53　地層と堆積構造 標準問題 167　気象災害 標準問題 103　定圧変化

標準問題 80　免疫に関わる機関 第6章　地球と生命の進化 標準問題 168　台風の被害 標準問題 104　マイヤーの関係式

標準問題 81　体液性免疫 例題 13　生物の進化と地球環境の変化 標準問題 169　火山噴火予知 標準問題 105　断熱変化

標準問題 82　ワクチン 標準問題 57　原始の海洋 標準問題 170　温暖化 標準問題 106　断熱変化

標準問題 83　血液型 標準問題 58　生物の出現と地質時代 標準問題 171　オゾン層の破壊 標準問題 107　真空中への膨張

標準問題 84　細胞性免疫 標準問題 59　古生物 標準問題 108　気体の変化

標準問題 85　皮膚移植 標準問題 60　生物の進化 ＜センサー物理＞ 標準問題 109　理想気体の循環過程

標準問題 86　エイズ 標準問題 61　大陸移動 第Ⅰ部　様々な運動 第Ⅱ部　波動

標準問題 87　T細胞の働き 標準問題 62　地球の歴史 ２　平面内の運動 10　波の性質

Step Up 88　皮膚移植と免疫 第7章　移り変わる地球【発展】 例題 1　相対速度 例題 20　正弦波を表す式

応用問題 89　体液性免疫 例題 14　走向・傾斜 例題 2　水平投射 例題 21　正弦波を表す式と位相

応用問題 90　拒絶反応 標準問題 67　クリノメーター 標準問題 1　速度の合成 標準問題 133　波の式（正弦波の式）の求め方

第4部　生物の多様性と生態系 標準問題 68　地質調査 標準問題 2　相対速度 標準問題 134　正弦波を表すグラフと式

第7章　植生の多様性と分布 標準問題 69　地質図と地質断面図 標準問題 3　水平投射 標準問題 135　正弦波を表す式

例題 1　森林の構造 標準問題 70　変成条件 標準問題 4　斜方投射 標準問題 136　正弦波を表すグラフと式

例題 2　光の強さと光合成 第3部　大気と海洋 標準問題 5　斜方投射 標準問題 137　正弦波を表す式

例題 3　世界のバイオーム 第8章　大気の構造 標準問題 6　斜方投射 標準問題 138　正弦波を表す式と位相

標準問題 91　生活形 例題 15　大気圏の層構造 標準問題 7　標的への斜方投射 11　波の干渉・回折 反射・屈折

標準問題 92　森林の構造 例題 16　相対湿度 標準問題 8　動く台車からの斜方投射 例題 22　波の干渉

標準問題 93　光の強さと光合成速度 標準問題 75　大気圏の構造 標準問題 9　空気抵抗 例題 23　波の屈折

標準問題 94　光合成と光の強さ 標準問題 76　大気圏 ３　大きさのある物体にはたらく力 標準問題 141　波の干渉

標準問題 95　植生の変化 標準問題 77　飽和水蒸気量 例題 3　重心 標準問題 142　定常波の節の数

標準問題 96　遷移を進める要因 標準問題 78　相対湿度 例題 4　剛体のつり合い 標準問題 143　反射の法則

標準問題 97　二次遷移 標準問題 79　水の循環 例題 5　物体のつり合い 標準問題 144　波の反射と屈折

標準問題 98　世界のバイオーム 標準問題 80　雲の発生 標準問題 13　力のモーメント 12　音波の性質とドップラー効果

標準問題 99　日本のバイオーム 第9章　大気・海水の循環 標準問題 14　釘抜き SP例題 3　ドップラー効果・うなり

標準問題 100　水平分布と暖かさの指数 例題 17　太陽放射 標準問題 15　力のモーメントのつり合い 例題 24　音波の干渉

Step Up 101　光環境と植物 例題 18　地球の熱収支 標準問題 16　円板の重心 例題 25　ドップラー効果

応用問題 102　植生の調査 例題 19　大気の大循環 標準問題 17　針金の重心 標準問題 148　音波の干渉・定常波

応用問題 103　光環境と植物 例題 20　海水の組成 標準問題 18　棒の重心 標準問題 149　音波の屈折

応用問題 104　世界のバイオーム 標準問題 83　太陽放射 標準問題 19　棒のつり合い 標準問題 150　音波の干渉

応用問題 105　バイオームの分布 標準問題 84　太陽放射の行方 標準問題 20　棒のつり合い 標準問題 151　クインケ管

第8章　生態系とその保全 標準問題 85　太陽定数 標準問題 21　棒のつり合い 標準問題 152　動く音波の波長

例題 1　生態系と物質の循環 標準問題 86　温室効果 ４　運動量 標準問題 153　ドップラー効果とうなり

例題 2　物質生産 標準問題 87　大気の循環 SP例題 1　一直線上の衝突 標準問題 154　観測者が動く場合のドップラー効果

例題 3　生態系のバランス 標準問題 88　緯度別エネルギー収支 例題 6　一直線上の衝突 13　光の性質

標準問題 106　生態系の成り立ち 標準問題 89　海水の組成 例題 7　運動量と力積 例題 26　フィゾーの光速測定

標準問題 107　生態系の栄養段階 標準問題 90　海洋の層構造 例題 8　分裂 例題 27　光線の経路

標準問題 108　炭素の循環 標準問題 91　海流 例題 9　平面上の衝突 標準問題 158　光の反射

標準問題 109　窒素の循環 標準問題 92　海流 例題 10　なめらかな面との斜め衝突 標準問題 159　光の分散

標準問題 110　環境問題 標準問題 93　エルニーニョ現象 標準問題 26　運動量と力積 標準問題 160　平面鏡の回転

標準問題 111　自然浄化 第10章　日本の天気 標準問題 27　運動量と力積 標準問題 161　フーコーの光速の測定

標準問題 112　生物の移動 例題 21　天気図と日本の天気 標準問題 28　合体 標準問題 162　水中の光源が見えない円板の半径

Step Up 113  生物の多様性 例題 22　気象衛星の写真 標準問題 29　分裂 標準問題 163　全反射

応用問題 114　炭素の循環 標準問題 99　日本の天気 標準問題 30　分裂 標準問題 164　2枚のガラス板による光の屈折

応用問題 115　物質収支 標準問題 100　日本の気象災害 標準問題 31　一直線上での衝突 標準問題 165　水面への浮かび上がり

応用問題 116　生態ピラミッド 標準問題 101　温帯低気圧 標準問題 32　平面上での衝突 標準問題 166　偏光

応用問題 117　地球温暖化 第11章　大気と海洋【発展】 標準問題 33　なめらかな面との斜め衝突 14　レンズと球面鏡

例題 23　大気の安定・不安定 ５　円運動 例題 28　虫眼鏡の倍率

＜センサー地学基礎＞ 例題 24　フェーン現象 例題 11　等速円運動 例題 29　レンズの組み合わせと倍率

第1部　固体地球とその変動 標準問題 106　断熱変化 例題 12　慣性力 標準問題 169　レンズによる像の作図

第1章　地球の形と構造 標準問題 107　大気の安定・不安定 例題 13　鉛直内面での円運動 標準問題 170　レンズによる像

例題 1　地球の形と大きさ 標準問題 108　逆転層 標準問題 42　等速円運動 標準問題 171　平面鏡

標準問題 1　地球表面の高度分布 標準問題 109　風の吹き方 標準問題 43　弾性力による等速円運動 標準問題 172　眼鏡

標準問題 2　地球の大きさ 標準問題 110　風の吹き方 標準問題 44　張力による等速円運動 標準問題 173　鏡による像の作図

標準問題 3　地球の大きさ 第4部　宇宙の構成 標準問題 45　摩擦力による等速円運動 標準問題 174　凸面鏡による像

標準問題 4　地球の化学組成 第12章　太陽系と太陽 標準問題 46　鉛直内面での円運動 標準問題 175　凹面鏡による像の移動

第2章　プレートと地震 例題 25　[地球型惑星と木星型惑星] 標準問題 47　鉛直内面での円運動 標準問題 176　凹面鏡

例題 2　プレート境界 例題 26　[惑星の特徴] 標準問題 48　慣性力 15　光の回折と干渉

例題 3　大森公式 例題 27　太陽の活動とエネルギー 標準問題 49　慣性力 SP例題 4　薄膜による干渉

例題 4　押し波・引き波 例題 28　太陽とスペクトル ６　単振動 例題 30　ヤングの干渉実験

標準問題 6　プレートの境界 標準問題 116　太陽系の天体 例題 14　ばね振り子 例題 31　くさび形空気層による干渉

標準問題 7　プレート移動の速度 標準問題 117　木星型惑星 標準問題 57　単振動 標準問題 183　ヤングの実験

標準問題 8　震央分布 標準問題 118　惑星表面の比較 標準問題 58　単振動 標準問題 184　回折格子

標準問題 9　プレートと地震 標準問題 119　太陽系の天体 標準問題 59　単振動の周期 標準問題 185　薄膜の干渉

標準問題 10　震源の距離 標準問題 120　惑星や月の誕生 標準問題 60　水平ばね振り子 標準問題 186　薄膜の干渉

標準問題 11　地震の強さ 標準問題 121　地球の特徴 標準問題 61　ばね振り子の周期 標準問題 187　円錐ガラスによる干渉稿

標準問題 12　地震の波 標準問題 122　太陽の概観 標準問題 62　ばね振り子の周期 標準問題 188　マイケルソン干渉計

第3章　火山と火成岩 標準問題 123　太陽 標準問題 63　鉛直ばね振り子 第Ⅲ部　電気と磁気

例題 5　火成岩の組成 標準問題 124　太陽のエネルギー源 標準問題 64　単振り子 16　電界と電位

例題 6　火成岩の化学組成 第13章　太陽と恒星の進化 標準問題 65　単振り子の周期 SP例題 5　電界と電位

例題 7　マグマの発生 例題 29　恒星の明るさと色 ７　万有引力 例題 32　クローンの法則

例題 8　火成岩の鉱物 例題 30　恒星の誕生 例題 15　万有引力による運動 例題 33　電界と電位の仕事

標準問題 17　火山の噴火 標準問題 129　恒星の明るさ 例題 16　万有引力を受けて運動する物体のもつエネルギー 例題 34　電気力線と等電位面

標準問題 18　火山の形 標準問題 130　太陽の一生 標準問題 70　面積速度 標準問題 202　箔検電器

標準問題 19　噴火の様式 標準問題 131　いろんな天体 標準問題 71　万有引力の法則 標準問題 203　電荷の移動と電気力



標準問題 204　電気力線の本数 23　原子モデル 標準問題 66　溶融塩電解 第16章　炭化水素

標準問題 205　電界と電位 SP例題 12　水素原子モデル 第8章　反応速度 例題 62　反応系統図

標準問題 206　電界と電位 例題 55　水素原子のスペクトル 例題 32　反応速度 例題 63　炭化水素の燃焼

標準問題 207　等電位線と仕事 例題 56　エネルギー準位 例題 33　反応の経路 標準問題 186　炭化水素の分類

標準問題 208　電界と電位のグラフ 例題 57　X線 標準問題 73　反応速度 標準問題 187　アルカン

17　コンデンサー 標準問題 340　水素原子のエネルギーとスペクトル 標準問題 74　反応速度 標準問題 188　メタンの製法と性質

SP例題 6　コンデンサーの接続 標準問題 341　水素原子のエネルギーとスペクトル 標準問題 75　反応速度 標準問題 189　エタン・エチレン・アセチレン

例題 35　平行板コンデンサー 標準問題 342　ヘリウム原子モデル 標準問題 76　反応速度 標準問題 190　エチレンとアセチレン

例題 36　コンデンサーの並列・直列 標準問題 343　水素原子の基底状態 標準問題 77　分子のエネルギーと反応速度 標準問題 191　炭化水素の立体構造

例題 37　極板間への物体の挿入 標準問題 344　固有X線 標準問題 78　分子のエネルギーと反応速度 標準問題 192　炭化水素の燃焼

標準問題 215　コンデンサーの電気容量 24　原子核と放射線 第9章　化学平衡 標準問題 193　アルカンの燃焼

標準問題 216　電気容量 SP例題 13　原子核の崩壊 例題 36　平衡の移動 標準問題 194　炭化水素

標準問題 217　コンデンサーのエネルギー 例題 58　核反応 例題 37　平衡の移動と平衡定数 第17章　酸素を含む脂肪族化合物

標準問題 218　コンデンサーの並列接続 標準問題 347　原子量 例題 38　平衡定数 例題 66　反応系統図

標準問題 219　コンデンサーの接続 標準問題 348　同位体の存在比 例題 39　弱酸・弱塩基の電離定数とpH 例題 67　アルコール

標準問題 220　充電されたコンデンサーの接続 標準問題 349　質量分析器 標準問題 83　平衡移動 標準問題 198　アルコール

標準問題 221　コンデンサーの接続 標準問題 350　放射線の性質 標準問題 84　平衡移動とグラフ 標準問題 199　エーテル

標準問題 222　コンデンサーの直列接続 標準問題 351　崩壊系列 標準問題 85　平衡定数 標準問題 200　アルデヒドとケトン

標準問題 223　金属板を入れたコンデンサー 標準問題 352　α崩壊 標準問題 86　エステル化反応の平衡定数 標準問題 201　不飽和アルコール

標準問題 224　コンデンサーの耐電圧 標準問題 353　崩壊による電流 標準問題 87　弱酸・弱塩基の電離平衡 標準問題 202　酢酸

標準問題 225　極板間の引力 標準問題 354　半減期 標準問題 88　電離定数 標準問題 203　化合物の推定

18　電流 標準問題 355　半減期 標準問題 89　緩衝液・共通イオン効果 標準問題 204　反応系統図

SP例題 7　キルヒホッフの法則 標準問題 356　放射能 標準問題 90　緩衝液 標準問題 205　脂肪族化合物の性質

例題 38　抵抗の直列・並列接続 標準問題 357　核反応式 標準問題 91　加水分解 標準問題 206　C₄H₁₀Oの化合物

例題 39　非直線抵抗 標準問題 358　質量とエネルギーの等価性 標準問題 92　溶解度積 標準問題 207　化合物の推定

例題 40　メートルブリッジ 標準問題 359　原子核反応 第3部　無機物質 標準問題 208　C₄H₈O₂の化合物

例題 41　分流器・倍率器 標準問題 360　結合エネルギー 第10章　周期表と元素の性質 標準問題 209　油脂

例題 42　コンデンサーを含む回路 標準問題 361　核分裂 例題 42　周期表と元素の性質 標準問題 210　油脂

標準問題 233　電子と電流 標準問題 362　核融合 例題 43　第1～3周期の元素 標準問題 211　油脂

標準問題 234　抵抗率の温度係数 25　素粒子 標準問題 100　元素の性質 第18章　芳香族化合物

標準問題 235　オームの法則 例題 59　クォークモデル 標準問題 101　周期表 例題 70　反応系統図

標準問題 236　電流のする仕事 標準問題 102　同族元素の性質 例題 71　ベンゼン環をもつ化合物の構造式

標準問題 237　ジュール熱 ＜センサー化学＞ 標準問題 103　元素の性質と周期性 例題 72　混合物の系統分離

標準問題 238　抵抗の接続 第1部　物質の状態と平衡 標準問題 104　元素の性質と周期表 標準問題 215　芳香族炭化水素

標準問題 239　電流計・電圧計 第1章　物質の状態変化 第11章　非金属元素 標準問題 216　ベンゼン誘導体

標準問題 240　電池の内部抵抗 例題 1　物質の三態変化とエネルギー 例題 45　気体の製法 標準問題 217　構造異性体

標準問題 241　非直線抵抗 例題 2　状態変化の熱量 例題 46　塩素の製法 標準問題 218　芳香族化合物の反応

標準問題 242　キルヒホッフの法則 標準問題 1　物質の三態 標準問題 107　希ガス 標準問題 219　フェノール

標準問題 243　ホイートストンブリッジ 標準問題 2　加熱による状態変化と熱量 標準問題 108　希ガス 標準問題 220　C7H₈Oの化合物

標準問題 244　電位差計 第2章　気体の性質 標準問題 109　水素 標準問題 221　フェノールとアルコール

標準問題 245　半導体 標準問題 3　蒸気圧 標準問題 110　ハロゲン 標準問題 222　芳香族カルボン酸

19　電流と磁界 標準問題 4　分子間力と沸点 標準問題 111　ハロゲンの単体と化合物 標準問題 223　医薬品として用いられる芳香族化合物の反応

SP例題 8　平行電流間にはたらく力 例題 4　気体の法則 標準問題 112　塩素の製法と性質 標準問題 224　ベンゼン誘導体

例題 43　棒磁石がつくる磁界 例題 5　気体の法則とグラフ 標準問題 113　ハロゲン化合物 標準問題 225　芳香族化合物の分離

例題 44　円形電流と小磁針 例題 6　気体の分子量 標準問題 114　酸化物 標準問題 226　芳香族化合物の分離と性質

例題 45　磁界中の荷電粒子の運動 例題 7　水上置換 標準問題 115　硫黄の化合物 第5部　高分子化合物

例題 46　ホール効果 例題 8　混合気体 標準問題 116　硫酸の性質 第19章　高分子化合物の分類と特徴

標準問題 252　磁極の周りの磁界 例題 9　理想気体と実在気体 標準問題 117　アンモニアの性質 例題 74　分子量

標準問題 253　電流のつくる磁界 標準問題 7　ボイルーシャルルの法則 標準問題 118　硝酸の製法 例題 75　重合度

標準問題 254　円形電流の磁界 標準問題 8　気体の法則 標準問題 119　リンとその化合物 標準問題 230　重合度

標準問題 255　ソレノイドの磁界 標準問題 9　気体の法則 標準問題 120　炭素の単体と酸化物 標準問題 231　縮合重合

標準問題 256　磁界の合成 標準問題 10　気体の状態方程式 標準問題 121　ケイ素 第20章　合成高分子化合物

標準問題 257　平行電流間にはたらく力 標準問題 11　混合気体 標準問題 122　気体の性質 例題 78　ポリエチレンテレフタラート（PET)

標準問題 258　ローレンツ力の導出 標準問題 12　気体の密度と分子量 標準問題 123　気体の製法と性質 例題 79　合成樹脂

標準問題 259　導線が磁界から受ける力 標準問題 13　混合気体 標準問題 124　気体の発生と補集 例題 80　合成ゴム

標準問題 260　コイルが磁界から受ける力 標準問題 14　気体の反応 標準問題 125　気体の乾燥剤 例題 81　イオン交換樹脂

標準問題 261　磁界中での荷電粒子の運動 標準問題 15　理想気体と実在気体 第12章　典型金属元素 標準問題 235　合成高分子

20　電磁誘導 第3章　個体の構造 例題 48　ナトリウムの単体と化合物 標準問題 236　合成繊維

SP例題 9　発電機の原理 例題 12　イオン結晶の単位格子 例題 49　2族元素 標準問題 237　合成樹脂

例題 47　電磁誘導 標準問題 21　金属結晶 例題 50　アルミニウム 標準問題 238　合成ゴム

例題 48　自己誘導 標準問題 22　結晶構造 標準問題 132　アルカリ金属 標準問題 239　天然ゴム

標準問題 268　誘導起電力 標準問題 23　氷の結晶構造 標準問題 133　ナトリウム化合物の反応 標準問題 240　共重合体

標準問題 269　コイルに生じる誘導起電力 第4章　溶液の性質 標準問題 134　ナトリウムの炭酸塩 標準問題 241　イオン交換樹脂

標準問題 270　渦電流 例題 14　物質の溶解性 標準問題 135　2族元素 第21章　天然高分子化合物

標準問題 271　働く導体棒に発生する起電力 例題 15　無水塩の溶解度 標準問題 136　カルシウム化合物 例題 83　糖類

標準問題 272　導体棒の誘導起電力 例題 16　気体の溶解度 標準問題 137　アルミニウムの反応 例題 84　タンパク質とアミノ酸

標準問題 273　動くコイルに発生する誘導起電力 例題 17　溶液の濃度 標準問題 138　亜鉛の反応 例題 85　酵素

標準問題 274　誘導起電力 例題 18　溶液の凝固点・蒸気圧 標準問題 139　Snの性質 例題 86　DNA

標準問題 275　モーターの原理 例題 19　希薄溶液の性質 標準問題 140　Pbの性質 標準問題 246　糖類

標準問題 276　コイルの自己インダクタンス 標準問題 27　塩の溶解 第13章　遷移元素 標準問題 247　多糖類

標準問題 277　コイルの入った回路 標準問題 28　硫酸の濃度 例題 52　鉄とその化合物の反応 標準問題 248　糖類の性質

標準問題 278　相互誘導 標準問題 29　溶解度曲線 例題 53　銅の反応 標準問題 249　アルコール発酵

21　交流と電磁波 標準問題 30　気体の溶解度 標準問題 145　遷移元素 標準問題 250　ペプチド

SP例題 10　交流回路 標準問題 31　沸点上昇 標準問題 146　鉄の性質 標準問題 251　酵素

例題 49　交流のベクトル表示 標準問題 32　凝固点降下 標準問題 147　鉄イオンの反応 標準問題 252　核酸

例題 50　振動回路 標準問題 33　浸透圧 標準問題 148　銅の反応 標準問題 253　DNA

例題 51　電波の干渉 標準問題 34　凝固点降下 標準問題 149　銅イオンの反応 標準問題 254　DNA

標準問題 288　交流 第5章　コロイド 標準問題 150　銀の反応 標準問題 255　半合成繊維

標準問題 289　交流回路 例題 21　コロイド溶液 標準問題 151　クロム・マンガン

標準問題 290　交流の発生 標準問題 40　コロイド溶液 標準問題 152　金属の推定 ＜センサー生物＞

標準問題 291　RLC直列回路 第2部　物質の変化と平衡 第14章　イオンの分析 第1部　生命現象と物質

標準問題 292　交流のベクトル表示 第6章　化学反応と熱・光エネルギー 例題 55　金属イオンの反応 第1章　細胞と生体膜

標準問題 293　直列共振回路 例題 22　熱化学方程式 標準問題 158　塩基による沈殿 例題 1　細胞小器官の構造と働き

標準問題 294　並列共振回路 例題 23　ヘスの法則 標準問題 159　硫化水素による沈殿 例題 2　植物細胞の浸透圧

標準問題 295　RLC並列回路 標準問題 42　熱化学方程式 標準問題 160　イオンの反応 標準問題 1　生物体の構成物質

標準問題 296　電磁波の種類と波長 標準問題 43　熱化学方程式 標準問題 161　沈殿が生じるイオンの組み合わせ 標準問題 2　細胞小器官

標準問題 297　電波の性質 標準問題 44　熱化学方程式とヘスの法則 標準問題 162　金属イオンの反応 標準問題 3　細胞膜と細胞壁

標準問題 298　電磁波の性質 標準問題 45　生成熱・燃焼熱と反応熱 標準問題 163　金属イオンの分離 標準問題 4　原核生物と真核生物

標準問題 299　電波の波長 標準問題 46　混合気体の燃焼 第4部　有機化合物 標準問題 5　細胞構造の分画

第Ⅳ部　原子・分子の世界 標準問題 47　ヘスの法則と中和熱 第15章　有機化合物の特徴 標準問題 6　細胞骨格

22　波動性と粒子性 標準問題 48　燃焼熱と比熱 例題 57　幾何異性体と光学異性体 標準問題 7　染色体

SP例題 11　光電効果 標準問題 49　結合エネルギー 例題 58　異性体 標準問題 8　細胞膜の性質

例題 52　電界の中の荷電粒子の運動 第7章　化学反応と電気エネルギー 例題 59　分子式の決定 標準問題 9　細胞膜の働き

例題 53　ブラッグの条件・物質波 例題 26　ダニエル電池 標準問題 170　有機化合物の特徴 標準問題 10　植物細胞の吸水力

例題 54　コンプトン効果 例題 27　鉛蓄電池 標準問題 171　官能基と化合物 標準問題 11　浸透圧

標準問題 322　電子の比電荷 例題 28　電気分解 標準問題 172　異性体 標準問題 12　生体膜の構造と輸送

標準問題 323　電子が電界・磁界から受ける力 例題 29　電気分解の量的関係 標準問題 173　幾何異性体と光学異性体 標準問題 13　能動輸送

標準問題 324　電界中の電子の運動 標準問題 56　いろいろな電池 標準問題 174　異性体 第2章　生命現象とタンパク質

標準問題 325　ミリカンの実験 標準問題 57　電池と電気分解 標準問題 175　成分元素の検出 例題 1　タンパク質の構造と働き

標準問題 326　光電効果 標準問題 58　ダニエル型の電池 標準問題 176　元素分析 例題 2　酵素の反応速度と条件

標準問題 327　光電効果 標準問題 59　ダニエル型の電池 標準問題 177　分子式の決定 標準問題 16　酵素の性質

標準問題 328　X線の発生・X線回折 標準問題 60　燃料電池 標準問題 178　分子式の決定 標準問題 17　酵素の働きとその部位

標準問題 329　X線の発生 標準問題 61　鉛蓄電池 標準問題 179　分子式の決定 標準問題 18　消化酵素

標準問題 330　ブラッグの条件 標準問題 62　電気分解の反応 標準問題 180　分子式の決定 標準問題 19　カタラーゼの作用

標準問題 331　コンプトン効果 標準問題 63　直列回路の電気分解 標準問題 181　分子式の決定 標準問題 20　酵素の活性

標準問題 332　物質波 標準問題 64　直列回路の電気分解 標準問題 182　元素分析 標準問題 21　酵素濃度と反応速度の関係

標準問題 333　X線の屈折 標準問題 65　並列回路の電気分解 標準問題 22　酵素の種類と作用



標準問題 23　血液凝固の仕組み 第12章　植物の生殖と発生 Step Up 233　個体群の変動

標準問題 24　抗体の構造 例題 1　花粉と胚囊の形成 第20章　生態系の構造 

標準問題 25　筋肉の構造 標準問題 130　被子植物の配偶子形成 例題 1　エネルギーの流れ 

標準問題 26　物質輸送や情報伝達とタンパク質 標準問題 131　植物の受精 標準問題 236　草原の物質生産

標準問題 27　細胞接着とタンパク質 標準問題 132　ナズナの胚発生 標準問題 237　森林の物質生産

Step Up 28　酵素の性質 標準問題 133　花器官形成と遺伝子 標準問題 238　生物多様性

第３章　呼吸と発酵 Step Up 134　花粉管の伸長 標準問題 239　攪乱と生物多様性

例題 1　呼吸と発酵 第3部　生物の環境応答 Step Up 240　水界の物質生産

標準問題 31　呼吸と発酵 第13章　動物の刺激受容と応答

標準問題 32　呼吸の仕組み 例題 1　網膜の構造 ＜センサー地学＞

標準問題 33　呼吸の仕組み 例題 2　神経の興奮 第1部　固体地球の概観と活動

標準問題 34　反応式と呼吸商 例題 3　筋収縮 第1章　地球の概観

標準問題 35　電子伝達系 例題 4　脊髄の働き 例題 1　地球の概形

標準問題 36　発酵と解糖 標準問題 138　ヒトの受容器と適刺激 例題 2　アイソスタシー

標準問題 37　アルコール発酵 標準問題 139　眼の構造と働き 例題 3　地震波

標準問題 38　酵母菌の呼吸 標準問題 140　網膜の構造と働き 例題 4　地殻熱流量

標準問題 39　酵母菌の呼吸 標準問題 141　盲斑の確認 標準問題 1　地球の大きさ

Step Up 40　メチレンブルーの脱色反応実験 標準問題 142　耳の構造 標準問題 2　地磁気

第４章　炭酸同化と窒素同化 標準問題 143　耳の働き 標準問題 3　重力

例題 1　光合成 標準問題 144　聴覚の経路 標準問題 4　地球の内部構造

標準問題 43　光合成速度と限定要因 標準問題 145　神経細胞 標準問題 5　アイソスタシー

標準問題 44　光合成 標準問題 146　興奮の伝導 標準問題 6　地球の化学組織

標準問題 45　葉緑体と光合成の仕組み 標準問題 147　興奮の伝導 標準問題 7　地震波の速度

標準問題 46　光合成の過程 標準問題 148　興奮の伝達 標準問題 8　走時曲線

標準問題 47　光合成の仕組み 標準問題 149　筋肉の収縮 標準問題 9　地球内部の物質

標準問題 48　色素の分離 標準問題 150　興奮の伝導速度 標準問題 10　地磁気の逆転

標準問題 49　炭酸同化 標準問題 151　刺激の強さと筋収縮 標準問題 11　地球の内部

標準問題 50　窒素同化 標準問題 152　刺激の受容と反応 標準問題 12　地球内部の温度

標準問題 51　窒素同化 標準問題 153　中枢神経 標準問題 13　地殻熱流量

Step Up 52　炭酸同化 標準問題 154　中枢神経系 標準問題 14　地磁気

第５章　DNAとタンパク質合成 標準問題 155　中枢神経系とその働き 第2章　プレートテクトニクス 

例題 1　メセルソンとスタールの実験 標準問題 156　脳の働き 例題 5　弧-海溝系

標準問題 56　RNAの種類 標準問題 157　脊髄の働き 例題 6　プレートの運動

標準問題 57　染色体の構造 標準問題 158　反射 例題 7　大陸の移動

標準問題 58　タンパク質の合成 標準問題 159　脊髄反射 例題 8　プレートの移動

標準問題 59　遺伝子の発現 Step Up 160　神経細胞とNa＋ 標準問題 22　海洋底拡大説

標準問題 60　翻訳 第14章　動物の行動 標準問題 23　大陸移動説

標準問題 61　タンパク質合成と遺伝暗号 例題 1　ミツバチの 8 の字ダンス 標準問題 24　プレート

標準問題 62　一遺伝子一酵素説 標準問題 166　動物の行動 標準問題 25　プレート

標準問題 63　DNA複製の方向性 標準問題 167　走性 ＊以降のデータは制作中

Step Up 64　コドンと遺伝暗号表 標準問題 168　フェロモン

第６章　発現の仕組み 標準問題 169　動物の行動

例題 1　原核生物の転写調節 標準問題 170　動物の行動

例題 2　真核生物の転写調節 Step Up 171　チャバネゴキブリの配偶行動

標準問題 68　原核生物の転写調節 第15章　植物の刺激受容と応答 

標準問題 69　原核生物の転写調節 例題 1　植物の運動

標準問題 70　原核生物の転写調節 例題 2　植物の光屈性

標準問題 71　発生段階における転写調節 例題 3　いろいろな植物ホルモン

第７章　バイオテクノロジー 例題 4　花芽形成

例題 1　遺伝子組換え 標準問題 176　植物の運動

標準問題 74　遺伝子組換え 標準問題 177　オーキシン

標準問題 75　塩基配列の決定 標準問題 178　種子の発芽

第2部　生殖と発生 標準問題 179　植物の光周性

第8章　生殖法と減数分裂 標準問題 180　花芽の形成

例題 1　減数分裂 標準問題 181　開花と光周性

例題 2　DNA 量の変化 標準問題 182　フィトクロム

標準問題 78　生殖法 Step Up 183　植物の形態と植物ホルモン

標準問題 79　減数分裂 第4部　生物の進化と系統

標準問題 80　減数分裂 第16章　生命の起源とその変遷 

標準問題 81　DNA量の変化 例題 1　真核生物の出現

標準問題 82　性の決定様式 例題 2　地球環境の変化による生物の進化

第9章　遺伝 標準問題 188　有機物の生成と細胞の誕生

例題 1　個体の遺伝子型決定 標準問題 189　核酸とタンパク質

例題 2　ABO 式血液型 標準問題 190　光合成生物の出現

例題 3　個体の遺伝子型決定と組換え価 標準問題 191　地質時代と生物の変遷

標準問題 83　遺伝の法則 標準問題 192　霊長類と人類の誕生

標準問題 84　さまざまな遺伝 第17章　進化の仕組み 

標準問題 85　致死遺伝子 例題 1　進化論

標準問題 86　家系図 例題 2　ハーディー・ワインベルグの法則と遺伝子頻度の計算

標準問題 87　ABO式血液型 標準問題 196　化石

標準問題 88　二遺伝子雑種 標準問題 197　進化と器官

標準問題 89　検定交雑による判断 標準問題 198　進化の証拠

標準問題 90　連鎖 標準問題 199　窒素代謝物の比較

標準問題 91　染色体地図 標準問題 200　進化の仕組み

標準問題 92　三点交雑 標準問題 201　染色体突然変異

標準問題 93　染色体地図 標準問題 202　遺伝子頻度の計算

標準問題 94　補足遺伝子 標準問題 203　ハーディー・ワインベルグの法則

標準問題 95　伴性遺伝 標準問題 204　ヒトの遺伝病と遺伝子頻度

Step Up 96　遺伝の問題の考え方 標準問題 205　遺伝子頻度の計算

第10章　動物の生殖と発生 標準問題 206　種分化

例題 1　配偶子形成 標準問題 207　分子時計

例題 2　カエルとウニの発生過程 標準問題 208　変異と種分化

標準問題 103　動物の精子形成 Step Up 209　生物の進化と遺伝子頻度の変化

標準問題 104　精子形成 第18章　生物の分類と系統

標準問題 105　動物の卵形成 例題 1　動物の系統

標準問題 106　受精 例題 2　シダ植物の生活環

標準問題 107　卵と卵割 標準問題 214　生物の分類と学名

標準問題 108　ウニの発生 標準問題 215　生物の分類

標準問題 109　カエルの発生 標準問題 216　原核生物の分類と系統

標準問題 110　器官形成 標準問題 217　原生生物の分類と系統

標準問題 111　発生の実験 標準問題 218　植物の分類と系統

Step Up 112　ウニの発生 標準問題 219　生活環の比較

第11章　発生の仕組み 標準問題 220　菌類の分類と系統

例題 1　胚の予定域 標準問題 221　動物の分類と系統

例題 2　交換移植 第5部　生態と環境

標準問題 115　調節卵とモザイク卵 第19章　環境と個体群

標準問題 116　ウニの割球分離実験 例題 1　生態系

標準問題 117　原基分布図 例題 2　個体群の測定法

標準問題 118　交換移植 標準問題 224　個体群の成長

標準問題 119　形成体 標準問題 225　生存曲線

標準問題 120　中胚葉誘導 標準問題 226　個体群の成長

標準問題 121　表皮の誘導 標準問題 227　種内関係

標準問題 122　眼の誘導 標準問題 228　適応度

標準問題 123　再生 標準問題 229　生物群集の構造

標準問題 124　ES細胞・iPS細胞 標準問題 230　種間関係

標準問題 125　発生に関する技術 標準問題 231　個体群の相互作用

Step Up 126　分化の仕組み 標準問題 232　生物の相互関係



高理　教科書 第２部　物質の構成 第3章　免疫 第4部　宇宙の構成 第４部　宇宙や地球の科学

＜新編　物理基礎＞ 第１章　物質の構成粒子 生体防御 第1章　太陽系と太陽 第１章　身近な天体と太陽系における地球

序章　物理と私たちの生活 原子の構造-1 体液性免疫 第1節　太陽系の天体 太陽系の中の地球 1

物理量の測定と扱い方 原子の構造-2 細胞性免疫 太陽系の姿 太陽系の中の地球 2

第1部　物体の運動とエネルギー 原子の電子配置 第4部　生物の多様性と生態系 惑星の特徴 太陽と人間生活 1

第1章　物体の運動 イオンの生成-1 第1章　植生の多様性と分布 太陽系の小天体 天体の運行と人間生活 1

速さと速度 1 イオンの生成-2 さまざまな植生 第2節　太陽系の誕生 天体の運行と人間生活 2

速さと速度 2 元素の周期表-1 学校周辺の植生調査 惑星の誕生 天体の運行と人間生活 3

速さと速度 3 元素の周期表-2 遷移とそのしくみ 生命を生み出す環境 天体の運行と人間生活 4

速さと速度 4 章末問題 気候とバイオーム 第3節　太陽 天体の運行と人間生活 5

速度の合成と分解 1 第２章　化学結合 第2章　生態系とその保全 太陽の概観 第２章　自然観察と自然災害

速度の合成と分解 2 イオン結合-1 生態系とは 太陽の活動とエネルギー 地震による景観と災害 1

加速度 1 イオン結合-2 物質循環とエネルギーの流れ 第2章　恒星としての太陽の進化 地震による景観と災害 2

加速度 2 共有結合-1 生態系のバランスと保全 第1節　太陽と恒星 地震による景観と災害 3

加速度 3 共有結合-2 星の明るさ 地震による景観と災害 4

加速度 4 共有結合-3 ＜地学基礎＞ 星の色 火山の景観と災害 1

加速度 5 共有結合-4 第1部　固体地球とその変動 第2節　太陽の誕生と進化 火山の景観と災害 2

自由落下 共有結合-5 第1章 地球 太陽の誕生 流水の作用による景観と災害

鉛直投射 1 共有結合-6 第1節　地球の外観 太陽の進化

鉛直投射 2 金属結合-1 固体地球の表面 第3章　銀河系と宇宙 <生物基礎 改訂版＞

鉛直投射 3 金属結合-2 地球の形 第1節　銀河系とまわりの銀河 第1部　生物の特徴

放物運動 章末問題 第2節　地球の内部構造 銀河系の構造 生物の共通性と多様性

第2章　力と運動 第３部　物質の変化 地殻とマントル 銀河系のまわりの銀河 真核細胞の構造とはたらき

力 第１章　物質量と化学反応式 核 第2節　宇宙の姿 代謝

力の合成と分解 1 原子量・分子量・式量-1 第2章　活動する地球 銀河の分布 ATP

力の合成と分解 2 原子量・分子量・式量-2 第1節　プレートと地球の活動 膨張する宇宙 第2部　遺伝子とそのはたらき

力のつり合い 物質量-1 プレートテクトニス 宇宙の誕生 DNAの構造

作用・反作用の法則 物質量-2 プレート境界と大地形 第5部　自然との共生 遺伝子とゲノム

垂直効力と抗力 1 物質量-3 プレートの動き 第1節　地球環境と人類 遺伝情報の複製と分配

垂直効力と抗力 2 溶液の濃度-1 プレートと地球の内部 地球環境の変化の時間スケール タンパク質の合成と遺伝子の発現２

運動の法則 溶液の濃度-2 第2節　地震 自然の恩恵 転写と翻訳

単位と次元 溶液の濃度-3 地震の分布 第2節　日本の自然災害と防災 第3部　生物の体内環境の維持

いろいろな運動 1 化学反応式-1 地震の発生と断層 火山災害 酸素解離曲線

いろいろな運動 2 化学反応式-2 マグニチュードと震度 地震災害 肝臓のはたらき

いろいろな運動 3 化学変化の量的関係-1 震源の決定 気象災害 腎臓のはたらき－２

いろいろな運動 4 化学変化の量的関係-2 第3節　火山活動と火成岩の形成 自然の監視と防災 ヒトのホルモン

いろいろな運動 5 化学変化の量的関係-3 火山噴火 第3節　人間生活と地球環境の変化 免疫

圧力 1 化学変化の量的関係-4 火山噴出物 地球規模の環境の変化 第4部　生物の多様性と生態系

圧力 2 章末問題 噴火の形式 地域的な環境の変化 光の強さと光合成

第3章　仕事とエネルギー 第２章　酸と塩基 火山の分布 地学的な考え方と21世紀の私たち 植生と遷移

仕事 1 酸と塩基-1 火成岩の産状 終節 気候とバイオーム

仕事 2 酸と塩基-2 火成岩の分類 生態系と物質循環

仕事の原理 水素イオンの濃度とpH-1 第2部　移り変わる地球 ＜科学と人間生活＞

仕事率 水素イオンの濃度とpH-2 第1章　地球史の読み方 第１部　生命の科学

運動エネルギー 1 酸・塩基の中和-1 第1節　堆積岩とその形成 第１章　生物と光

運動エネルギー 2 酸・塩基の中和-2 堆積岩の形成 植物の生成と光 1

運動エネルギー 3 酸・塩基の中和-3 堆積岩とその分類 植物の生成と光 2

位置エネルギー 塩の性質 第2節　地層と地質構造 植物の生成と光 3

力学的エネルギーの保存の法則 1 章末問題 地層 ヒトの視覚と光 1

力学的エネルギーの保存の法則 2 第３章　酸化還元反応 不整合 ヒトの視覚と光 2

力学的エネルギーの保存の法則 3 酸化と還元-1 地質構造 動物の行動と光 1

力学的エネルギーが保存されない場合 酸化と還元-2 変成岩とその形成 第２章　微生物とその利用

第2部　物理現象とエネルギー 酸化剤と還元剤-1 岩石サイクル 微生物の存在 1

第1章　熱とエネルギー 酸化剤と還元剤-2 第3節　地球の歴史の組み立て 微生物の存在 2

熱と温度 金属のイオン化傾向と酸化・還元-1 化石 生態系における微生物 1

熱膨張 酸化還元反応と人間生活-1 地層の対比 生態系における微生物 2

熱容量と比熱 1 酸化還元反応と人間生活-2 地質時代の区分 微生物と人間生活 1

熱容量と比熱 2 章末問題 第2章　地球と生命の進化 微生物と人間生活 2

潜熱 第1節　先カンブリア時代 第２部　物質の科学

熱量の保存 ＜新編　生物基礎＞ 地球の誕生(冥王代) 第１章　食品と衣料

仕事と熱運動のエネルギー 第1部　生物の特徴 生命の誕生(太古代) 食品の科学 1

熱機関 第1章　生物の特徴 多細胞生物の出現(原生代) 食品の科学 2

エネルギーの変換と保存 多様な生物の持つ共通性 第2節　顕生代 食品の科学 3

第2章　波とエネルギー 生物共通の単位：細胞 生物の多様化と上陸(古生代) 食品の科学 4

波とは 細胞の構造の共通性と多様性 陸上生物の多様化と発展(中生代) 食品の科学 5

正弦波 細胞分画法 哺乳類の時代(新生代) 衣料の科学 1

横波と縦波 電子顕微鏡で観察できる細胞の模式図 大量絶滅 衣料の科学 2

並みの独立性と重ね合わせの原理 生物の構造の共通性と多様性 第3部　大気と海洋 衣料の科学 3

定在波 第2章　細胞とエネルギー 第1章　大気の構造 第２章　材料とその再利用

波の反射 生命活動とエネルギー 第1節　大気圏 プラスチック 1

音波とは 光合成と呼吸 大気の組成 プラスチック 2

音の三要素 葉緑体とミトコンドリアの構造 気圧 プラスチック 3

可聴音と超音波 葉緑体とミトコンドリアの起源 大気圏の層構造 金属 1

弦の振動 第2部　遺伝子とその働き 第2節　水と気象 金属 2

気柱の振動 第1章　遺伝情報とDNA 地球表層の水 金属 3

共振･共鳴 遺伝子とは 対流圏の気象 セラミックス 1

うなり DNAの抽出 第2章　太陽放射と大気・海水の運動 セラミックス 2

波が運ぶエネルギー・波が伝える情報 DNAの構造 第1節　地球のエネルギー収支 第３部　光や熱の科学

第3章　電気とエネルギー 染色体とDNA 太陽放射エネルギー 第１章　光の性質とその利用

静電気 DNA模型の製作 地球のエネルギー収支 光とは何か 1

電流と電圧 1 遺伝子とゲノム 第2節　大気の大循環 光とは何か 2

電流と電圧 2 ゲノム・遺伝子の研究の進展と技術の革新 熱の輸送 光とは何か 3

抵抗の接続 第2章　遺伝情報の分配 大気にはたらく力と風 光とは何か 4

電力と電力量 遺伝子情報の複製 大気の大循環 光とは何か 5

電流と磁界 1 遺伝情報の分配 第3節　海水の循環 光とは何か 6

電流と磁界 2 分裂期と間期の観察 海水 光の性質 1

交流 第3章　遺伝情報とタンパク質の合成 海洋の層構造 光の性質 2

電磁波 遺伝情報とRNA 海流 光の性質 3

第4章　エネルギーとその利用 遺伝情報の発現とタンパク質の合成 深層の流れ 光の性質 4

いろいろなエネルギーの移り変わり DNAとRNAの染色による転写の観察 海洋と気候 光の性質 5

太陽エネルギーの利用 アミノ酸とタンパク質 第3章　日本で見られる季節の気象 光の性質 6

化石燃料の利用 転写と翻訳の仕組み 第1節　冬から春の気象 光の性質 7

原子力エネルギーの利用 タンパク質のさまざまな働き 冬の気象 電磁波とその利用 1

放射線の性質とその利用 遺伝情報の維持と発現 春のあらし 電磁波とその利用 2

第3部　生物の体内環境の維持 周期的な天気の変化 第２章　熱の性質とその利用

＜新編　化学基礎＞ 第1章　体内環境と恒常性 第2節　夏から秋の気象 熱とは何か 1

第１部　化学と人間生活 恒常性とは 梅雨 熱とは何か 2

第２章　物質の状態 体液とその働き 夏の気象 熱とは何か 3

混合物と純物質-1 血液凝固のしくみ 台風 熱とは何か 4

混合物と純物質-2 体液の循環 秋雨 熱とは何か 5

元素・単体・化合物-1 心臓のしくみ 木枯らし 熱とは何か 6

元素・単体・化合物-2 体液の恒常性 日射量の測定 エネルギーの利用 1

粒子の熱運動と物質の状態-1 第2章　体内環境の維持のしくみ エネルギーの利用 2

粒子の熱運動と物質の状態-2 ホルモンによる調節 エネルギーの利用 3

章末問題 自律神経による調節 エネルギーの利用 4

血糖量の調節



ホントにわかる 接続詞・前置詞 文字式と数の関係 平行線と面積

＜中1英語＞ 接続詞 and、but、ot、because 関係を表す式 確認のテスト(三角形と四角形)

英語の文・be動詞 接続詞 when、before、after 確認のテスト(文字と式) 6章　確率

英語に必要！主語と動詞 接続詞 if 3章　方程式 確率とは？

be動詞って何？ 接続詞 that 方程式とは？ 確率の求め方

am/are/is を使い分けよう 2年生で習う前置詞 等式の性質 樹形図を使った確率の求め方

be動詞の否定文を作ろう 確認のテスト(接続詞・前置詞) 方程式の解き方① あることがらが起こらない確率

be動詞の疑問文を作ろう いろいろな文 方程式の解き方② 確認のテスト(確率)

確認のテスト(英語の文・be動詞) 「～があります」 という文 方程式を使って

一般動詞 「～がありません」 という文 比と比例式 ＜中3数学＞

主語が I と you のときの一般動詞 「～がありますか」 とたずねる文 確認のテスト(方程式) 1章　式の展開と因数分解

主語が複数のときの一般動詞 become、look の文 4章　比例と反比例 多項式と単項式のかけ算とわり算

一般動詞の否定文を作ろう 「(人)に(もの)を～する」 の文 関数とは？ 式の展開

一般動詞の疑問文を作ろう 「～を…と呼ぶ」「～を…にする」 の文 比例の式 (x+a)(x+b)の展開

確認のテスト(一般動詞) 確認のテスト(いろいろな文) 座標 (a+b)^2, (a-b)^2の展開

一般動詞(3単元) 比較級 比例のグラフ (a+b),(a-b)の展開

3人称って何？ 比較級とは？ 比例の式を求める 乗法の公式を使った展開

主語が3人称単数のときの一般動詞 more を置く比較級 反比例の式 共通因数を取り出す因数分解

3単現の s の付け方 形の変わる比較級 反比例のグラフ x^2+(a+b)x+ab の因数分解

主語が3人称単数のときの否定文 「どちらが～ですか」 とたずねる文 反比例の式を求める a^2+2ab+b^2 の因数分解

主語が3人称単数のときの疑問文 確認のテスト(比較級) 確認のテスト(比例と反比例) a^2-b^2 の因数分解

動詞のまとめ 最上級・同等比較 5章　平面図形 乗法の公式を使った因数分解

確認のテスト(一般動詞(三単現)) 最上級とは? 平面図形のことばと記号 素因数分解

修飾語句 most を置く比較級 平行移動 因数分解や式の展開を使った計算

名詞を説明するもの① 形の変わる最上級 回転移動 式の計算を使った証明

名詞を説明するもの② 「いちばん～なのはどれですか」 とたずねる文 対称移動 確認のテスト(式の展開と因数分解)

名詞を説明するもの③ as ～ as ．．．の文 線分，角の二等分線の作図 2章　平方根

文の後ろにある情報① not as ～ as ．．．の文 垂線の作図 平方根

文の後ろにある情報② 確認のテスト(最上級・同等比較) 円とおうぎ形 平方根の大きさ比べ

文の途中にある情報 確認のテスト(平面図形) √のついた数のかけ算とわり算

確認のテスト(修飾語句) ＜中3英語＞ 6章　空間図形 √のついた数の変形

疑問詞 1・2年の復習 いろいろな立体 分母に√のある数の変形

「何？」と質問しよう be動詞の復習 直線と直線の位置関係 √をふくむ式のたし算とひき算①

「だれ？」と質問しよう 一般動詞の復習 直線と平面，平面と平面の位置関係 √をふくむ式のたし算とひき算②

「いつ？」と質問しよう 過去形の復習 面を動かしてできる立体 √をふくむ式のかけ算

「どこ？」と質問しよう 否定文の復習 投影図 確認のテスト(平方根)

「どう？」と質問しよう 疑問文の復習 展開図 3章　2次方程式

確認のテスト(疑問詞) 確認のテスト(1・2年の復習) 円とおうぎ形の長さと面積 2次方程式

複数形・所有代名詞 受け身 角柱，円柱，角錐の表面積 ax^2=b、(x+m)^2=n の解き方

複数形って何？ 受け身って何? 円錐の表面積 x^2+px+q=0 の解き方

数を訪ねる疑問文 受け身の文 角柱，円柱の体積 2次方程式の解の公式①

「～のもの」という言い方 受け身の否定文 角錐，円錐の体積 2次方程式の解の公式②

「だれの？」と質問しよう 受け身の疑問文 球の表面積と体積 因数分解を使った解き方

確認のテスト(複数形・所有代名詞) 確認のテスト(受け身) 確認のテスト(空間図形) 2次方程式を使って

代名詞・命令文 現在完了 7章　資料の活用 確認のテスト(2次方程式)

主語になる代名詞 現在完了って何? 度数分布表とグラフ 4章　関数 y=ax^2

目的語になる代名詞 「ずっと～している」 という文 相対度数 y=ax^2 で表される関数

代名詞のまとめ 「ずっと～していない」 という文 代表値 関数 y=ax^2 の式を求める

命令文 「ずっと～していますか」 とたずねる文 近似値 関数 y=ax^2 のグラフ

確認のテスト(代名詞・命令文) 「～したことがある」 という文 確認のテスト(資料の活用) 関数 y=ax^2 の変域

現在進行形 「一度も～したことがない」 という文 関数 y=ax^22 の変化の割合

現在進行形って何？ 「～したことがありますか」 とたずねる文 ＜中2数学＞ 確認のテスト(関数 y=ax^2)

ing の付け方 「～してしまった」 という文 1章　式の計算 5章　図形の性質

現在進行形の否定文を作ろう 「まだ～してしまっていない」 という文 単項式と多項式 相似な図形の性質

現在進行形の疑問文を作ろう 「もう～してしまいましたか」 とたずねる文 同類項をまとめる 三角形の相似条件

確認のテスト(現在進行形) 確認のテスト(現在完了) 文字式のたし算とひき算 三角形の相似条件を使った証明

助動詞　can 分詞 数と多項式のかけ算とわり算 平行線と線分の比

can の使い方 現在分詞って何? かっこがある式の計算 平行線にはさまれた線分の比

can の否定文を作ろう 現在分詞を使って名詞を説明！ 単項式のかけ算 中点連結定理

can の疑問文を作ろう 過去分詞の意味 単項式のわり算 相似な図形の面積の比

確認のテスト(助動詞　can) 過去分詞を使って名詞を説明！ 3つの式のかけ算とわり算 相似な立体の表面積や体積の比

過去の文 確認のテスト(分詞) 式の値 確認のテスト(図形の性質)

過去の文を作ろう 関係代名詞 文字式を使って 6章　円

いろいろな動詞の過去形 関係代名詞って何？ 等式を変形する 円周角の定理

過去の否定文を作ろう 関係代名詞 who 確認のテスト(式の計算) 弧が等しい円周角

過去の疑問文を作ろう 関係代名詞 which、that 2章　連立方程式 円周角の定理の逆

確認のテスト(過去の文) 後ろから名刺を修飾する文 連立方程式とは? 円の性質を使って

確認のテスト(関係代名詞) たしたりひいたりして解く 確認のテスト(円)

＜中2英語＞ 不定詞を使った文 どちらかの式を何倍かして解く 7章　三平方の定理

be動詞の過去形・現在進行形 不定詞 「～すること」 の復習 2つの式を何倍かして解く 三平方の定理

was と were <It is ．．．(for + 人) to ～ ．> の文 式を代入して解く 三平方の定理の逆

was と were の否定文 <tell[ask] + 人 + to ～> の文 かっこのある連立方程式 正三角形の高さ

was と were の疑問文 <want + 人 + to ～> の文 分数や少数のある連立方程式 特別な三角形

過去進行形って何？ 確認のテスト(不定詞を使った文) 連立方程式を使って(代金の問題) 2点間の距離

過去進行形の否定文 疑問詞 + to ～ 連立方程式を使って(速さの問題) 直方体の対角線

過去進行形の疑問文 what to ～ 確認のテスト(連立方程式) 角錐と円錐の高さ

確認のテスト(be動詞の過去形・過去進行形) where to ～．When to ～．How to ～ 3章　１次関数 確認のテスト(三平方の定理)

未来の表現 確認のテスト(疑問詞 + to ～) 1次関数とは？ 8章　標本調査

未来の表現 be going to ～ 間接疑問文 1次関数の変化の割合 標本調査

be going to ～の否定文 目的語が疑問文のとき 1 1次関数のグラフ 標本調査を使って

be going to ～の疑問文 目的語が疑問文のとき 2 1次関数のグラフのかき方 確認のテスト(標本調査)

未来の表現 Will 目的語が疑問文のとき 3 傾きと切片から式を求める

Will の否定文 確認のテスト(間接疑問文) 傾きと1点の座標から式を求める ＜中1理科＞

Will の疑問文 2点の座標から式を求める 身近な自然

確認のテスト(未来の表現) ＜中1数学＞ 方程式のグラフをかく 身近な自然をみてみよう

have to と must 1章　正の数・負の数 連立方程式の解とグラフ 植物

have to 「～しなければならない」 符号のついた数とは？ 1次関数を使って(速さの問題) 1章　花

have to の否定文 数の大小と絶対値 確認のテスト(1次関数) 花はどうなっているの?

have to の疑問文 正の数と負の数のたし算 4章　平行と合同 種子はどうやってできているの？

must 「～しなければならない」 正の数と負の数のひき算 角 マツの花はどうなっているの？

must の否定文 たし算とひき算の混じった計算 平行線と同位角、錯角 2章　根や茎

確認のテスト(have to と must) 正の数と負の数のかけ算 三角形の内角と外角 根や茎はどうなっているの？

助動詞 3つの数のかけ算 多角形の内角と外角 確認のテスト(植物 1、2章)

「～してもよいですか」 とたずねる 同じ数のかけ算 合同な図形 3章　葉

「～してくれますか」 と頼む 正の数と負の数のわり算 三角形の合同条件 葉はどうなっているの？

「～しましょうか」 と提案する 分数のわり算 仮定と結論 デンプンをつくるしくみ

確認のテスト(助動詞) かけ算とわり算の混じった計算 合同条件を使った証明 植物は呼吸しているの？

不定詞・動名詞 いろいろな計算 確認のテスト(平行と合同) 4章　植物のなかま分け

不定詞って何? 確認のテスト(正の数・負の数) 5章　三角形と四角形 胞子でふえる植物

「～すること」 2章　文字と式 二等辺三角形 植物のなかま分け

「～するために、～して」 文字を使った式 2つの角が等しい三角形 確認のテスト(植物 3、4章)

「～するための、～するべき」 かけ算の表し方 正三角形 地球の大地

動名詞って何？ わり算の表し方 逆 1章　地球をおおう「プレート」

動名詞と不定詞 式の値 直角三角形の合同 地球をおおう「プレート」

確認のテスト(不定詞・動名詞) 文字の部分が同じ項をまとめる 平行四辺形の性質 2章　火を噴く大地

文字式のたし算とひき算 平行四辺形になる条件 火山の形がちがうわけ

文字式と数のかけ算とわり算 特別な平行四辺形 岩石ができるときの深さ



マグマからできた岩石 酸素とくっつくのはどちらか ＜中学 地理＞ 6章　近世日本の成立と世界の動き

3章　ゆれる大地 混ぜて質量を比べよう 1章　地球のようすと世界の国々 イギリスで始まった 産業革命

地震はどこで起こるの？ 化合する割合を調べよう 水の惑星とよばれる 地球のすがたと世界地図 日本を開国させた ペリー

ゆれはどう伝わるの？ 確認のテスト(化学変化と原子・分子 3、4章) 緯度・経度のしくみと 地球上の位置 薩長同盟が実現して 江戸幕府が倒れた

地震が起こるわけ 電流の性質とその利用 さまざまな特色を持つ 世界の国々 強い国づくりを目指した 明治維新

確認のテスト(地球の大地 1～3章) 1章　電流の性質 確認のテスト(第1章 地球のようすと世界の国々) 自由民権運動 から立憲制国家へ

4章　地層や地形をよみとく 回路を図で表そう 2章　世界の人々の生活と環境 近代最初の大戦争 日清戦争

大地のしましまのでき方 電流と電圧をはかろう 人々の生活と密接につながる 様々な地域の気候 日露戦争後、日本は大陸での権益を拡大した

地層を作る岩石 電流はなくならない 人々の暮らしに息づく 世界の宗教 確認のテスト(第6章 近代日本の成立と世界の動き)

化石からなにがわかるの？ 電源の電圧はどうかかるか 気候に合った 世界各地の衣・食・住 7章　二度の世界大戦と日本

大地の変形のし方 「Ω」 は何を表すのだろう 確認のテスト(第2章 世界の人々の生活と環境) 帝国主義列強の対立から始まった 第一次世界大戦

確認のテスト(地球の大地 4章) 抵抗の違いを考えよう 3章　世界の諸地域 第一次世界大戦後、アジアで民族運動が高まった

身のまわりの物質 電気エネルギーとは何だろう 発展を続ける 東アジア・東南アジアの国々 民主主義を求める動き-大正デモクラシー

1章　いろいろな物質 確認のテスト(電流の性質とその利用 1章) 多様な国々と経済成長 南アジアと中央・西アジアの国々 アメリカから始まった世界恐慌

ものの種類 2章　電流の正体 キリスト教が根づく ヨーロッパの国々～自然と文化・産業 満州事変から15年も続いた戦争

もののつまり具合 静電気とは何だろう ヨーロッパの統合と課題 EUのつながりとロシア連邦 ポツダム宣言受諾で終わった第二次世界大戦

2章　いろいろな気体 電流の正体は何だろう 確認のテスト(第3章 世界の諸地域①) 確認のテスト(第7章 二度の世界大戦と日本)

酸素と二酸化炭素はどんなもの？ 3章　電流と磁界 農業と鉱産資源がささえる アフリカの国々 8章　現代の日本と世界

アンモニア・水素・窒素はどんなもの？ 磁石のはたらきを調べよう 多様な民族が集まる 北アメリカの国々 戦後日本の民主化

気体はどう見分けるの？ 電流が作る磁界を調べよう 豊かな自然環境をほこる 南アメリカの国々 冷たい戦争のなか、国際社会へ復帰した日本

確認のテスト(身のまわりの物質 1、2章) モーターと発電機を比べよう 南太平洋にちらばる オセアニアの国々 経済復興をなしとげ、高度経済成長へ

3章　水に物をとかす 確認のテスト(電流の性質とその利用 2、3章) 確認のテスト(第3章 世界の諸地域②) 冷戦が終結し、平和共存へ

水にものをとかす 4章　日本のようす 確認のテスト(第8章 現代の日本と世界)

水溶液の濃さはどう表すの? ＜中3理科＞ 世界から見た 日本の位置と領域

できるだけ水にものをとかす 生命のつながり 世界の地域ごとの時間 時差のしくみ ＜中学 国語＞

みずにとけたものをとり出す 1章　生物の成長 大まかにつかもう 日本の地域の分け方 1 読み取りのキソ

4章　もののすがたと変化 生物はどのように成長するか 日本全国に47ある 都道府県と県庁所在地 1.指示語に着目しよう

もののすがた 2章　生物の生殖 確認のテスト(第4章 日本のようす) 2.接続語を知ろう

沸とうする温度・とける温度 親の体から分かれてふえる 5章　世界と比べた日本のすがた といてみよう!!①

混ざったものをとり出す 雌と雄から子がふえる 造山帯と安定大陸 世界の地形 3.主語と述語を探そう

確認のテスト(身のまわりの物質 3、4章) 花を咲かせて種子になる 変化に富んだ 日本の地形 4.言葉の力をつけよう

光・音・力 確認のテスト(生命のつながり 1、2章) 季節風がいろどる四季 日本の気候の特色 5.強調された言葉を見つけよう

1章　光 3章　生物の遺伝 変わりゆく人口問題 世界の人口分布 6.「とは」が出てきたら

光はどんな性質があるの？ トンビはタカを生まないのだ 少子化・高齢化がすすむ 日本の人口問題 といてみよう!!②

光はどこへ向かって反射するの？ 子どもたちはみんな「マル」 資源輸入大国日本 日本の資源・エネルギー 7.言い換えを読み取ろう

曲がって進む光 孫の中には「しわ」もある 確認のテスト(第5章 世界と比べた日本のすがた①) 8.比べているものを読み取ろう

凸レンズってどんなもの？ DNAって何だろう 課題が残る農業と変化する漁業 日本の農林水産業 といてみよう!!③

上下・左右が逆向きの象 確認のテスト(生命のつながり 3章) 地域ごとの発展を見せる 日本の工業 2 説明的文章のキソ

拡大して見える見かけの象 地球と宇宙 移動や連絡が便利に 広がる世界の交通・通信網 9.段落を読み取ろう

2章　音 1章　地球の運動と天体の動き 世界じゅうの国と行う 日本の貿易 といてみよう!!④

音にはどんな性質があるの？ 空は大きなプラネタリウム 確認のテスト(第5章 世界と比べた日本のすがた②) 10.筆者の主張を読み取ろう

音の大きさと高さ 日が昇るのが「ひがし」なり 6章　日本の諸地域 といてみよう!!⑤

確認のテスト(光・音・力 1、2章) 北にあるのが北極星なのだ 火山が多く温暖な気候 九州地方の自然と農林水産業 3 文学的文章のキソ

3章　力 星座は季節でなぜ変わる 環境への意識が高まる 九州地方の工業・文化 11.登場人物を読み取ろう

力の種類と大きさ 季節の変化はなぜ起こる 2つの山地が気候を分ける 中国・四国地方の自然と農林水産業 といてみよう!!⑥

ばねののびと力の大きさ 確認のテスト(地球と宇宙 1章) 交通網の整備で発展 中国・四国地方の工業と文化 12.気持ちを読み取ろう

力を図で表そう 2章　太陽系の天体 確認のテスト(第6章 日本の諸地域①) といてみよう!!⑦

重さと質量のちがい 「月」「火・水・木・金…」 変化に富む地形と気候 近畿地方の自然と農林水産業 13.気持ちの変化を読み取ろう

圧力って何？ 星座の間を行ったり来たり 歴史と商業が根づく 近畿地方の工業と文化 といてみよう!!⑧

水の重さによる圧力 「ついたち」 は 「月立ち」 地域ごとに大きく異なる 中部地方の自然と農林水産業 14.随筆文を読み取ろう

ものが浮くときの力 日食・月食とは何だろう 日本の中心部に位置する 中部地方の工業と文化 といてみよう!!⑨

空気の重さによる圧力 3章　太陽のなかまの天体 確認のテスト(第6章 日本の諸地域②) 4 古文のキソ

確認のテスト(光・音・力 3章) 太陽は水素のかたまりなのだ 日本の首都を支える 関東地方の自然と農林水産業 15.「が」 や 「を」 を補って読もう

銀河は恒星が構成するのだ 発展する都心とその課題 関東地方の工業と文化 16.主語を読み取ろう

＜中2理科＞ 確認のテスト(地球と宇宙 2、3章) 豊かな農業と水産業 東北地方の自然と農林水産業 といてみよう!!⑩

動物の生活と進化 化学変化とイオン 日本古来の伝統が息づく 東北地方の工業と文化 17.作者の伝えたいことを読み取ろう

1章　生物の体を作る細胞 1章　水溶液とイオン 確認のテスト(第6章 日本の諸地域③) といてみよう!!⑪

細胞のつくりを調べよう 水溶液はどれも電流を通すか きびしい冬と美しい自然 北海道地方の自然と農林水産業 5 漢文のキソ

2章　ヒトの体のつくり 電極にできるものは何だろう 開拓の歴史と豊かな資源 北海道地方の工業と文化 18.漢文の決まりを知ろう

唾液のはたらきを調べよう 電子が出たり入ったり… 地図情報を読み取る 地形図の見方①～方位と縮尺～ 19.漢文を読み取ろう

消化のしくみを確かめよう 電離とはどんなことだろう 地図情報を読み取る 地形図の見方②～地図記号と等高線～ といてみよう!!⑫

養分はどこから吸収さっるか 電池を作ってみよう 確認のテスト(第6章 日本の諸地域④) 6 詩・短歌・俳句のキソ

呼吸はどのようなはたらきか 充電とはどんなことだろう 20.表現技法を知ろう

養分を運ぶのは何だろうか 確認のテスト(化学変化とイオン 1章) ＜中学 歴史＞ といてみよう!!⑬

体内の物質移動をまとめよう 2章　酸・アルカリ・塩 1章　文明のおこりと日本 21.詩を読み取ろう

感覚はどのように起こるか 酸は酸っぱい、アルカリ苦い 大河の流域におこった 古代文明 といてみよう!!⑭

体はどのように動くか 酸味と苦みのもとは何だろう 1万年も続いた 縄文時代 22.短歌・俳句を読み取ろう

確認のテスト(動物の生活と進化 1、2章) 「酸味」 + 「苦味」 = 「塩味」 稲作のむらから古墳のくに(国)へ といてみよう!!⑮

3章　動物のなかま分け 確認のテスト(化学変化とイオン 2章) 確認のテスト(第1章 文明のおこりと日本) 7 確認のテスト

動物の体のつくりを調べよう 運動とエネルギー 2章　古代国家の歩み 1.説明的文章①

背骨のある動物を分類しよう 1章　力のつり合いと合成・分解 天皇中心の政治を目指した 聖徳太子 2.説明的文章②

背骨のない動物を分類しよう 力のつり合いとは何だろう 唐の都にならってつくった 平城京 3.文学的文章①

4章　生物の進化 力の合成とは何だろう 公地公民がくずれ、荘園ができていった 4.文学的文章②

進化の証拠を探そう 力の分解とは何だろう 国を治めるためにつくった 東大寺の大仏 5.古文①

確認のテスト(動物の生活と進化 3、4章) 2章　力と物体の運動 貴族による政治の始まり－摂関政治 6.古文②

地球の大気と天気の変化 物体の運動を調べよう 摂関政治のころに栄えた 国風文化 7.漢文

1章　空気中の水の変化 記録タイマーで調べよう 確認のテスト(第2章 古代国家の歩み) 8.詩・短歌・俳句

霧はどうしてできるのだろう 落ちる物体の運動を調べよう 3章　武家政治の成立と中世の世界

水は地球をめぐる 摩擦や抵抗がなかったら… 政治の実権をにぎった武士 平清盛

2章　大気の動きと天気の変化 押せば押し、引けば引く 幕府政治を始めた 源頼朝

風はどうしてふくのだろう 確認のテスト(運動とエネルギー 1、2章) 武士や民衆にわかりやすい 鎌倉文化

大気のようすを調べよう 3章　仕事 元寇後、力が弱まった 鎌倉幕府

乾湿計で何がわかるのだろう 仕事をするということは… 室町で幕府政治を栄えさせた 足利義満

1日の天気の変化を考えよう 道具で仕事は減るのかな 応仁の乱から始まった 戦国時代

確認のテスト(地球の大気と天気の変化 1、2章) 「馬力」 とは何だろう 民衆が力をつけてきた 室町時代

3章　前線と天気の変化 4章　エネルギー 確認のテスト(第3章 武家政治の成立と中世の社会)

前線とは何だろう 「エネルギー」とは何だろう 4章　ヨーロッパの動きと天下統一

温帯低気圧のつくりを調べよう 振り子を使って調べよう ヨーロッパ人が世界進出に乗り出した

「夕焼けは晴れ」なのはなぜか エネルギーは形を変える 日本を大きく変えた 鉄砲とキリスト教

4章　大気の動きと日本の四季 熱がどんどん逃げていく 室町幕府を滅ぼし、天下統一を目指した 織田信長

熱と風のかかわりを調べよう 確認のテスト(運動とエネルギー 3、4章) 全国を統一し、明の征服も目指した 豊臣秀吉

季節風の影響を調べよう 自然と人間 雄大でカラフルな 桃山文化

四季の天気の特徴を調べよう 1章　自然界のつり合い 確認のテスト(第4章 ヨーロッパの動きと天下統一)

確認のテスト(地球の大気と天気の変化 3、4章) 生物は食べて食べられる 5章　近世日本の動き

化学変化と原子・分子 落ち葉はどこへいったかな 江戸幕府の基礎を固めた 徳川家康

1章　物質をつくる粒子 生態系をぐるぐる回る 朱印船貿易から鎖国へ

泡の正体をさぐろう 2章　人間と環境・科学技術 産業が発達して栄えた江戸と大坂

水に電流を通してみよう 閑居とのかかわりを考えよう 上方の町人によって栄えた 元禄文化

原子と分子のちがいは何か 資源の利用について考えよう 確認のテスト(第5章 近世日本の動き①)

水素はエイチなんだって 確認のテスト(自然と人間 1、2章) 江戸幕府の三大改革～その1～享保の改革

「エイチツーオー」 は水なのだ 江戸幕府の三大改革～その2～寛政の改革

原子のモデルで考えよう 江戸幕府の三大改革～その3～天保の改革

化学反応式をつくろう 江戸庶民が発展させた 化政文化

確認のテスト(化学変化と原子・分子 1、2章) 確認のテスト(第5章 近世日本の動き②)

2章　さまざまな化学変化

硫酸と金属を熱してみよう

酸化の 「酸」 は酸か酸素か



合格BEST本 解説 大問の解説 3.刺激と反応

＜英語＞ 1.分詞には現在分詞(～している)と過去分詞(～された[される])がある！ 第6回　一次関数 4.生命を維持するはたらき

第1回　主語と動詞 2.まず文の基本構造〈S＋V〉を押さえてから，分詞を見極める！ 復習ナビ 5.動物のなかま

復習ナビ 復習完成テスト 1.一次関数のグラフ 復習完成テスト

1.英文の基本〈SV〉 大問の解説 2.一次関数の式を求めること 大問の解説

2.be動詞 第11回　関係代名詞 3.2直線の交点の座標 第3回　生物の変遷

3.一般動詞 復習ナビ 4.一次関数の利用 復習ナビ

4.主語の人称・数と動詞の活用形 1.関係代名詞の種類① 復習完成テスト 1.生物の変遷と進化

解説 2.関係代名詞の種類② 大問の解説 2.生物どうしのつながり

1.英文の基本は〈S＋V〉！ 3.関係代名詞の働き 第7回　図形の性質と証明 復習完成テスト

2.be動詞は｢＝(イコール)｣の関係を表す！ 解説 復習ナビ 大問の解説

3.一般動詞はbe動詞以外のすべての動詞 1.関係代名詞は名詞に説明文をつなぐ働き！ 1.平行線と角，三角形の角 第4回　生命の連続性

4.現在形の表す意味 2.関係代名詞が導く説明文の範囲を見極める！ 2.三角形の合同条件 復習ナビ

復習完成テスト 復習完成テスト 3.二等辺三角形，直角三角形 1.生物の成長

大問の解説 大問の解説 4.平行四辺形 2.生物のふえ方

第2回　英文の構造 第12回　助動詞 復習完成テスト 3.遺伝の規則性と遺伝子

復習ナビ 復習ナビ 大問の解説 復習完成テスト

1.SV・SVC・SVO 1.未来を表す助動詞 第8回　式の展開と因数分解 大問の解説

2.SVOO・SVOC 2.助動詞の使い分け 復習ナビ 第5回　身のまわりの物質

3.〈SVO＋to[for] ～.〉・命令文・There is[are] ～. 3.助動詞を入れる位置 1.式の乗法，除法 復習ナビ

解説 解説 2.乗法の公式 1.身のまわりの物質とその性質

1.〈主語＋動詞〉だけの文／補語が必要な文／目的語が1つ必要な文 1.未来を表す助動詞 will と be going to 3.因数分解 2.気体の発生と性質

2.目的語が2つ必要な文／目的語と補語が必要な文 2.助動詞は動詞の前に置いて話し手の判断や評価を表す！ 4.式の計算の利用 3.物質の溶解

3.〈SVO＋to[for] ∼〉／命令文／There is[are] ∼. 復習完成テスト 復習完成テスト 4.溶解度と再結晶

復習完成テスト 大問の解説 大問の解説 5.状態変化と熱

大問の解説 第13回　進行形・完了形 第9回　平方根 復習完成テスト

第3回　名詞・代名詞・冠詞 復習ナビ 復習ナビ 大問の解説

復習ナビ 1.現在進行形・過去進行形 1.平方根，平方根の大小 第6回　原子・分子

1.名詞の単数と複数 2.現在完了形の基本用法 2.根号をふくむ式の乗法，除法 復習ナビ

2.代名詞 3.現在完了形を使った文 3.根号をふくむ式の加法，減法 1.物質の分解

3.冠詞 解説 4.根号をふくむ式の積 2.原子・分子

4.名詞・代名詞・冠詞 1.進行形は｢ある時点で進行中の動作やできごと｣を表す！ 復習完成テスト 3.化合

解説 2.現在完了形は｢過去｣と｢現在｣を結びつけて述べる！ 大問の解説 復習完成テスト

1.｢数えられる名詞｣と｢数えられない名詞｣がある！ 復習完成テスト 第10回　二次方程式 大問の解説

2.代名詞は｢名詞の代わり｣！ 大問の解説 復習ナビ 第7回　化学変化

3.冠詞のあとには名詞がくる！ 第14回　いろいろな疑問文 1.二次方程式と平方根 復習ナビ

復習完成テスト 復習ナビ 2.二次方程式と因数分解 1.酸化と還元

大問の解説 1.疑問詞 3.二次方程式と解の公式 2.化学変化と熱

第4回　形容詞・副詞 2.間接疑問 4.二次方程式の利用 3.化学変化と質量の保存

復習ナビ 3.付加疑問 復習完成テスト 復習完成テスト

1.形容詞① 解説 大問の解説 大問の解説

2.形容詞② 1.疑問詞の意味をおさえる！ 第11回　関数 第8回　物質とイオン

3.副詞 2.間接疑問はひとまとまりの名詞として考える！ 復習ナビ 復習ナビ

解説 3.付加疑問はもとの文の主語と(助)動詞に注意！ 1.関数 y=ax^2 1.水溶液とイオン

1.形容詞の働きと語順 復習完成テスト 2.関数 y=ax^2 のグラフ 2.酸・アルカリ・塩

2.副詞の働きと語順 大問の解説 3.関数 y=ax^2 の値の変化 復習完成テスト

復習完成テスト 第15回　比較 4.関数 y=ax^2 の利用 大問の解説

大問の解説 復習ナビ 復習完成テスト 第9回　大地の成り立ちと変化

第5回　接続詞・前置詞 1.比較級・最上級・原級 大問の解説 復習ナビ

復習ナビ 2.比較の文 第12回　図形の相似 1.火山活動と火成岩

1.接続詞① 3.比較構文の書きかえ 復習ナビ 2.地震

2.接続詞② 解説 1.三角形の相似条件と証明 3.地層の重なりと過去のようす

3.前置詞 1.比較の基本は｢何かと何かを比べる｣こと！ 2.平行線と線分の比 復習完成テスト

解説 2.〈as＋原級＋as～〉「～と同じくらい…」という意味！ 3.中点連結定理 大問の解説

1.接続詞は2つの語(句)や文を結ぶ！ 3.同じ内容を別の比較構文で表せる場合がある！ 4.相似な図形の計量 第10回　天気とその変化

2.前置詞のあとには必ず名詞の働きをする語(句)がくる！ 復習完成テスト 復習完成テスト 復習ナビ

復習完成テスト 大問の解説 大問の解説 1.気象観測

大問の解説 第1回　高校入試実戦テスト 第13回　円の性質 2.霧や雲の発生

第6回　受け身 解き方のヒント 復習ナビ 3.前線の通過と天気の変化

復習ナビ 解説 1.円周角の定理 4.日本の天気の特徴

1.受け身の基本形 第2回　高校入試実戦テスト 2.弧と円周角 復習完成テスト

2.〈SVO〉以外の文の受け身 解き方のヒント 3.円周角の定理の逆 大問の解説

3.受け身の慣用表現 解説 4.円と証明 第11回　地球と宇宙

解説 第3回　高校入試実戦テスト 復習完成テスト 復習ナビ

1.受け身の基本形はこれ！ 解き方のヒント 大問の解説 1.天体の動きと地球の自転・公転

2.〈SVO〉以外の文の受け身はここがポイント！ 解説 第14回　三平方の定理 2.太陽系と恒星

3.受け身の慣用表現はここがポイント！ 第4回　高校入試実戦テスト 復習ナビ 復習完成テスト

復習完成テスト 解き方のヒント 1.三平方の定理 大問の解説

大問の解説 解説 2.特別な直角三角形の3辺 第12回　身近な物理現象

第7回　不定詞① 3.平面図形への利用 復習ナビ

復習ナビ ＜数学＞ 4.空間図形への利用 1.光の反射と屈折

1.不定詞の形 第1回　数の計算，文字式 復習完成テスト 2.凸レンズと光の進路

2.不定詞の意味 復習ナビ 大問の解説 3.音の性質

3.不定詞の用法 1.正の数・負の数の加減，乗除 第15回　資料の活用，確率，標本調査 4.力と圧力

解説 2.指数，四則をふくむ式の計算 復習ナビ 復習完成テスト

1.名詞の働きをする不定詞は「～すること」の意味！ 3.文字式の計算 1.度数分布 大問の解説

2.副詞の働きをする不定詞は「～するために」「～して」の意味！ 4.数量の関係を表す式 2.代表値と散らばり 第13回　電流

3.形容詞の働きをする不定詞は「～するための」「～すべき」の意味！ 復習完成テスト 3.確率の求め方 復習ナビ

復習完成テスト 大問の解説 4.標本調査 1.回路と電流・電圧

大問の解説 第2回　一次方程式 復習完成テスト 2.電流・電圧と抵抗

第8回　不定詞② 復習ナビ 大問の解説 3.電流とそのエネルギー

復習ナビ 1.一次方程式の解き方 第1回　高校入試実戦テスト 4.静電気と電流

1.不定詞の形 2.いろいろな一次方程式の解き方 解き方のヒント 復習完成テスト

2.不定詞の用法 3.一次方程式の利用 解説 大問の解説

解説 復習完成テスト 第2回　高校入試実戦テスト 第14回　電流と磁界

1.〈It is＋形容詞＋不定詞∼.〉のIt は｢それ｣ではない！ 大問の解説 解き方のヒント 復習ナビ

2.〈疑問詞＋不定詞〉は名詞と同じ働き！ 第3回　比例・反比例 解説 1.電流がつくる磁界

3.〈S＋V＋O(人)＋不定詞〉の重要文型 復習ナビ 第3回　高校入試実戦テスト 2.磁界中の電流が受ける力

4.不定詞の慣用表現はここがポイント！ 1.比例，反比例の式 解き方のヒント 3.電磁誘導と発電

復習完成テスト 2.比例，反比例のグラフ 解説 復習完成テスト

大問の解説 3.比例・反比例の利用 第4回　高校入試実戦テスト 大問の解説

第9回　動名詞 復習完成テスト 解き方のヒント 第15回　運動とエネルギー

復習ナビ 大問の解説 解説 復習ナビ

1.～ing形の作り方 第4回　平面図形・空間図形 1.力のはたらき

2.動名詞と不定詞 復習ナビ ＜理科＞ 2.物体の運動と力

3.動名詞の用法 1.作図 第1回　植物の生活と種類 3.仕事とエネルギー

解説 2.図形の移動 復習ナビ 4.エネルギー資源

1.動名詞(∼ing)は｢～すること」の意味！ 3.空間における平面と直線 1.生物の観察 復習完成テスト

2.動名詞は文の中で目的語・主語・補語になる！ 4.立体の表面積と体積 2.花のつくりとはたらき 大問の解説

3.動名詞と不定詞のどちらを目的語にとるかは動詞で決まる！ 復習完成テスト 3.葉・茎・根のつくりとはたらき 第1回　高校入試実戦テスト

復習完成テスト 大問の解説 4.植物のなかま 解き方のヒント

大問の解説 第5回　式の計算，連立方程式 復習完成テスト 解説

第10回　分詞 復習ナビ 大問の解説 第2回　高校入試実戦テスト

復習ナビ 1.式の計算 第2回　動物の生活と種類 解き方のヒント

1.現在分詞・過去分詞の区別 2.文字式の利用 復習ナビ 解説

2.現在分詞・過去分詞の形 3.連立方程式 1.細胞のつくり 第3回　高校入試実戦テスト

3.現在分詞・過去分詞の用法 復習完成テスト 2.動物の体のつくりとはたらき 解き方のヒント



解説 1.重要語チェック 第14回　国民経済と政府の役割 2.書き下し文

第4回　高校入試実戦テスト 武士のおこりと成長 復習ナビ 3.絶句と律詩

解き方のヒント 鎌倉時代 1.重要語チェック 4.押韻

解説 室町時代 消費生活と経済 大問の解説

2.図表チェック 企業と生産のしくみ 復習完成テスト

＜社会＞ 鎌倉幕府のしくみ 金融と財政 解説

第1回　世界のすがた 室町幕府のしくみ 社会保障 第9回　複合的な文章(複合文のとらえ）

復習ナビ 封建制度 2.図表チェック 復習ナビ

1.重要語チェック 鎌倉新仏教 経済の流れ(経済の循環) 1.注意したい基本的な知識

地球のすがたと地球儀 一揆の種類 流通のしくみ 2.歌作品の読解のポイント

世界の地形と気候 鎌倉文化 価格の決定 3.複合文(地の文)の読解のポイント

世界の人口 室町文化 財政の歳入と歳出(2013年) 大問の解説

世界の生活と文化の特色 復習完成テスト 国税の内訳(2012年) 復習完成テスト

2.図表チェック 大問の解説 政府の財政政策 解説

緯度と経度 第8回　ヨーロッパの発展と封建社会の確立 日本の社会保障制度 第10回　漢字・ことば1（漢字の成り立ち・部首・画数・音訓）

6大陸と3大洋 復習ナビ 復習完成テスト 復習ナビ

世界の地域区分 1.重要語チェック 大問の解説 1.漢字の成り立ち(六書)

世界の三大宗教と開祖 ヨーロッパの発展 第15回　地球環境と国際社会 2.部首

世界の地形 安土桃山時代 復習ナビ 3.画数

復習完成テスト 江戸幕府の成立と鎖国の完成 1.重要語チェック 4.漢字の音訓

大問の解説 産業・文化の発達と幕府政治の動き 地球環境問題 大問の解説

第2回　世界の諸地域 2.図表チェック 南北問題 復習完成テスト

復習ナビ 新航路の発見 国際社会のしくみ 解説

1.重要語チェック 分国法 国際連合 第11回　漢字・ことば2(熟語の構成・対義語・類義語・三字熟語・四字熟語)

アジア州 桃山文化 戦後の動き 復習ナビ

アフリカ州 江戸幕府のしくみ 2.図表チェック 1.二字熟語の構成

ヨーロッパ州 農村・都市の変化と社会 地球環境問題の概要 2.対義語・類義語

北アメリカ州 元禄文化 地球環境問題への取り組み 3.三字熟語の構成

南アメリカ州 化政文化 国家の領域 4.四字熟語

オセアニア州 新しい学問 核軍縮の歩み 大問の解説

2.図表チェック 復習完成テスト 国際連合のしくみ 復習完成テスト

アジア州の国々 大問の解説 復習完成テスト 解説

アフリカ州の国々 第9回　欧米の近代化と近代日本の成立 大問の解説 第12回　漢字・ことば3（言葉の意味・多義語・ことわざ・慣用句・故事成語）

ヨーロッパ州の国々 復習ナビ 第1回　高校入試実践テスト 復習ナビ

北アメリカ州の国々 1.重要語チェック 解き方のヒント 1.言葉の意味

南アメリカ州の国々 欧米の近代化とアジア侵略 解説 2.多義語

オセアニア州の国々 日本の開国 第2回　高校入試実践テスト 3.ことわざ

復習完成テスト 明治維新と立憲国家の成立 解き方のヒント 4.慣用句

大問の解説 日清・日露戦争と近代産業 解説 5.故事成語

第3回　日本のすがた 2.図表チェック 第3回　高校入試実践テスト 大問の解説

復習ナビ 19世紀の三角貿易 解き方のヒント 復習完成テスト

1.重要語チェック 日米和親条約と日米修好通商条約 解説 解説

日本の位置と範囲 明治維新の政策 第4回　高校入試実践テスト 第13回　文法1（文節・単語・文の組み立て・文節の関係・品詞の分類）

地形図 下関条約の内容 解き方のヒント 復習ナビ

日本の地形と気候 ポーツマス条約の内容 解説 1.文節・単語

日本の人口 科学の発達 2.文の組み立て

2.図表チェック 明治の文化(文学・美術・音楽) ＜国語＞ 3.文節の関係

日本の範囲 復習完成テスト 第1回　論理的文章1(論理的文章とは・指示語・接続語) 4.品詞の分類

日本の人口ピラミッド 大問の解説 復習ナビ 大問の解説

日本の気候区分 第10回　二度の世界大戦と日本 1.指示語 復習完成テスト

地図記号 復習ナビ 2.接続語 解説

復習完成テスト 1.重要語チェック 大問の解説 第14回　文法2(自立語・体言と用言・動詞の活用・連体詞・副詞・接続詞・感動詞）

大問の解説 第一次世界大戦と日本 復習完成テスト 復習ナビ

第4回　日本の産業・貿易 第一次世界大戦後の世界と日本 解説 1.自立語と付属語

復習ナビ 世界恐慌と日本の中国侵略 第2回　論理的文章2(段落・論理的文章の構成・要旨） 2.体言と用言

1.重要語チェック 第二次世界大戦と日本 復習ナビ 3.動詞の活用

日本の農業 2.図表チェック 1.意味段落 4.主語にならず活用しない自立語

日本の水産業 第一次世界大戦前の国際関係 2.段落の関係や組み立て 大問の解説

日本のエネルギー資源と工業 二十一か条の要求(1915年) 3.内容照合 復習完成テスト

日本の交通・通信 有権者数の増加 4.要旨 解説

日本の貿易 1929年前後の鉱工業生産指数 大問の解説 第15回　文法3(助動詞・助詞・まぎらわしい品詞・敬語)

2.図表チェック 社会運動の高まり 復習完成テスト 復習ナビ

日本の農業地域 大正文化 解説 1.自立語と付属語

漁業の種類 日本の中国侵略 第3回　文学的文章1(場面･情景･表現) 2.体言と用言

日本の工業地域 復習完成テスト 復習ナビ 3.まぎらわしい動詞

鉱産資源の輸入先 大問の解説 1.場面 4.敬語

日本の工業地域 第11回　新しい世界と日本 2.情景 大問の解説

復習完成テスト 復習ナビ 3.表現 復習完成テスト

大問の解説 1.重要語チェック 大問の解説 解説

第5回　日本の諸地域 日本の民主化 復習完成テスト 第1回　高校入試実践テスト

復習ナビ 二つの世界と日本の独立 解説 解き方のヒント

1.重要語チェック 変化する国際関係と日本 第4回　文学的文章2(心情･人物像･テーマ) 解説

九州地方 2.図表チェック 復習ナビ 第2回　高校入試実践テスト

中国・四国地方 農地改革による農村の変化 1.心情の内容 解き方のヒント

近畿地方 大日本帝国憲法と日本国憲法 2.人物像 解説

中部地方 国際連盟と国際連合 3.テーマ(主題) 第3回　高校入試実践テスト

関東地方 核廃絶の歩み 大問の解説 解き方のヒント

関東地方 第二次世界大戦後の戦争・紛争 復習完成テスト 解説

北海道地方 復習完成テスト 解説

2.図表チェック 大問の解説 第5回　詩 歌(詩の種類・表現技法・短歌・俳句）

九州地方 第12回　人間の尊重と日本国憲法 復習ナビ

中国・四国地方 復習ナビ 1.詩の種類

近畿地方 1.重要語チェック 2.詩歌の表現技法

中部地方 人権思想の発達 3.短歌(和歌)の基礎知識

関東地方 日本国憲法の制定と基本原則 4.俳句の基礎知識

東北・北海道地方 基本的人権と人間の尊重 大問の解説

復習完成テスト 2.図表チェック 復習完成テスト

大問の解説 人権思想を確立させた思想家たち 解説

第6回　文明のおこりと古代日本の歩み 人権思想の確立と発展 第6回　古典1(仮名遣い・係り結び・助詞の省略・主語の省略）

復習ナビ 憲法改正の手続き 復習ナビ

1.重要語チェック 基本的人権の内容 1.歴史的仮名遣い

文明のおこりと中国 復習完成テスト 2.係り結び

日本のあけぼの 大問の解説 3.助詞の省略

飛鳥時代 第13回　現代の政治と社会 4.主語の省略

奈良時代 復習ナビ 大問の解説

平安時代 1.重要語チェック 復習完成テスト

2.図表チェック 選挙と政党 解説

四大文明 地方自治 第7回　古典2(古語・文学史）

日本のあけぼの 国会・内閣・裁判所 復習ナビ

聖徳太子の政治 2.図表チェック 1.覚えておきたい重要な古語

律令制度における税制と兵役 日本の選挙制度 2.古典の文学史

天平文化 直接請求権の種類 大問の解説

国風文化 国会の種類 復習完成テスト

復習完成テスト 三審制 解説

大問の解説 日本の三権分立のしくみ 第8回　古典3(訓点・書き下し文・絶句と律詩・押韻

第7回　封建社会の成立と中世の世界 復習完成テスト 復習ナビ

復習ナビ 大問の解説 1.訓点



教科書ガイド 第2章　文字の式 問4 2．円とおうぎ形の計量

＜中学数学1年＞ 第1節　文字を使った式 練習問題1 ひろげよう

第1章　正の数・負の数 みんなで話しあってみよう 練習問題2 問1

第1節　正の数・負の数 1．数量を文字で表すこと 2．比例式の利用 問2

1．0より小さい数 問1 問1 問3

みんなで話しあってみよう 問2 3章の基本のたしかめ ひろげよう

ひろげよう(四葉のクローバーマーク) 問3 3章の章末問題 問4

問1 練習問題1 問5

問2 2．文字式の表し方 第4章　変化と対応 5章の基本のたしかめ

問3 ひろげよう 第1節　関数 5章の章末問題

問4 問1 みんなで話しあってみよう

ひろげよう 問2 1．関数 第6章　空間図形

問5 問3 ひろげよう 第1節　立体と空間図形

問6 問4 問1 みんなで話しあってみよう

練習問題1 問5 問2 1．いろいろな立体

練習問題2 問6 問3 ひろげよう

2．正の数・負の数で量を表すこと 問7 問4 ひろげよう

ひろげよう 問8 第2節　比例 問1

問1 問9 みんなで話しあってみよう 問2

問2 問10 1．比例の式 問3

問3 問11 問1 問4

3．絶対値と数の大小 3．式の値 問2 問5

ひろげよう ひろげよう 問3 問6

問1 問1 問4 ひろげよう

問2 問2 2．座標 問7

問3 問3 ひろげよう ひろげよう

問4 問4 問1 問8

問5 問5 問2 練習問題1

問6 問6 3．比例のグラフ 2．空間内の平面と直線

問7 問7 ひろげよう ひろげよう

問8 練習問題1 問1 自分のことばで伝えよう

練習問題1 練習問題2 ひろげよう ひろげよう

練習問題2 練習問題3 問2 問1

練習問題3 第2節　文字式の計算 問3 問2

練習問題4 自分のことばで伝えよう 問4 みんなで話しあってみよう

第2節　正の数・負の数の計算 1．文字式の加法，減法 問5 ひろげよう

1．正の数・負の数の加法，減法 問1 練習問題1 問3

自分のことばで伝えよう ひろげよう 練習問題2 問4

ひろげよう 問2 第3節　反比例 みんなで話しあってみよう

ひろげよう 問3 みんなで話しあってみよう ひろげよう

問1 問4 1．反比例の式 問5

問2 問5 問1 みんなで話しあってみよう

問3 練習問題1 問2 3．立体のいろいろな見方

問4 練習問題2 自分のことばで伝えよう ひろげよう

問5 練習問題3 問3 問1

ひろげよう 2．文字式と数の乗法，除法 練習問題1 ひろげよう

自分のことばで伝えよう 問1 練習問題2 問2

問6 問2 2．反比例のグラフ 問3

問7 問3 問1 ひろげよう

練習問題1 問4 ひろげよう 自分の考えをまとめよう

練習問題2 問5 問2 ひろげよう

2．加法と減法の混じった計算 問6 みんなで話しあってみよう 問4

ひろげよう みんなで話しあってみよう ひろげよう 問5

問1 練習問題1 問3 問6

問2 練習問題2 自分の考えをまとめよう みんなで話しあってみよう

問3 3．関係を表す式 第4節　比例，反比例の利用 練習問題1

自分のことばで伝えよう ひろげよう みんなで話しあってみよう 練習問題2

練習問題1 問1 4章の基本のたしかめ 第2節　立体の表面積と体積

練習問題2 問2 4章の章末問題 みんなで話しあってみよう

練習問題3 問3 1．立体の表面積

3．正の数・負の数の乗法，除法 問4 第5章　平面図形 問1

ひろげよう 問5 第1節　直線図形と移動 問2

問1 問6 自分のことばで伝えよう 問3

問2 問7 1．直線と図形 問4

自分のことばで伝えよう 練習問題1 問1 問5

問3 練習問題2 問2 問6

ひろげよう 自分の考えをまとめよう ひろげよう 2．立体の体積

問4 2章の基本のたしかめ 問3 問1

問5 2章の章末問題 問4 ひろげよう

練習問題1 問5 問2

練習問題2 第3章　方程式 問6 問3

4．乗法と除法の混じった計算 第1節　方程式 問7 練習問題1

問1 自分のことばで伝えよう 問8 練習問題2

問2 1．方程式とその解 2．図形の移動 3．球の計量

問3 問1 問1 ひろげよう

問4 問2 問2 問1

問5 ひろげよう 問3 問2

ひろげよう 問3 問4 自分のことばで伝えよう

問6 問4 問5 練習問題1

問7 問5 問6 練習問題2

みんなで話しあってみよう 問6 問7 6章の基本のたしかめ

練習問題1 問7 問8 6章の章末問題

練習問題2 自分のことばで伝えよう 練習問題1

練習問題3 練習問題1 自分の考えをまとめよう 第7章　資料の活用

5．いろいろな計算 2．方程式の解き方 第2節　基本の作図 第1節　資料の傾向を調べよう

問1 ひろげよう 自分のことばで伝えよう みんなで話しあってみよう

問2 問1 1．基本の作図 1．度数分布

自分のことばで伝えよう 問2 問1 問1

問3 問3 問2 ひろげよう

問4 自分のことばで伝えよう ひろげよう 問2

問5 問4 問3 問3

自分のことばで伝えよう ひろげよう ひろげよう 問4

練習問題1 問5 問4 みんなで話しあってみよう

練習問題2 みんなで話しあってみよう 問5 問5

練習問題3 練習問題1 問6 みんなで話しあってみよう

6．数の世界のひろがりと四則計算 練習問題2 練習問題1 ひろげよう

ひろげよう 3．比と比例式 練習問題2 問6

問1 ひろげよう 第3節　円とおうぎ形 問7

ひろげよう 問1 みんなで話しあってみよう 問8

第3節　正の数・負の数の利用 問2 1．円とおうぎ形の性質 自分の考えをまとめよう

みんなで話しあってみよう 練習問題1 問1 2．代表値と散らばり

3．正の数・負の数の利用 第2節　方程式の利用 問2 ひろげよう

練習問題1 自分のことばで伝えよう 問3 問1

1章の基本のたしかめ 1．方程式の利用 問4 問2

1章の章末問題 問1 問5 問3

問2 問6 ひろげよう

問3 自分のことばで伝えよう 問4



問5 問5 問4 ひろげよう

みんなで話しあってみよう 問6 問5 問1

ひろげよう みんなで話しあってみよう 自分のことばで伝えよう 問2

問6 問7 ひろげよう 問3

ひろげよう 問8 問6 自分のことばで伝えよう

問7 問9 問7 問4

3．近似値 問10 みんなで話しあってみよう 問5

ひろげよう 練習問題　1 練習問題　1 問6

問1 練習問題　2 練習問題　2 問7

問2 練習問題　3 練習問題　3 みんなで話しあってみよう

7章の基本のたしかめ 3．三角形の合同 6章の基本のたしかめ

7章の章末問題 第2節　連立方程式の利用 ひろげよう 6章の章末問題

自分のことばで伝えよう 問1

力をつけよう 1．連立方程式の利用 ひろげよう 力をつけよう

くり返し練習 問1 問2 くり返し練習

1章 正の数・負の数 問2 問3 第1章　式の計算

2章 文字の式 問3 問4 第2章　連立方程式

3章 方程式 問4 問5 第3章　一次関数

4章 変化と対応 みんなで話しあってみよう 練習問題　1 第4章　図形の調べ方

5章 平面図形 練習問題　1 練習問題　2 第5章　図形の性質と証明

6章 空間図形 練習問題　2 第6章　確率

まとめの問題 練習問題　3 第2節　証明 まとめの問題

1章 正の数・負の数 2章の基本のたしかめ みんなで話しあってみよう 第1章　式の計算

2章 文字の式 2章の章末問題 1．証明とそのしくみ 第2章　連立方程式

3章 方程式 自分のことばで伝えよう 第3章　一次関数

4章 変化と対応 第3章　一次関数 問1 第4章　図形の調べ方

5章 平面図形 第1節　一次関数とグラフ 問2 第5章　図形の性質と証明

6章 空間図形 みんなで話しあってみよう 問3 第6章　確率

7章 資料の活用 1．一次関数 2．証明の進め方

問1 ひろげよう 数学広場

数学広場 問2 問1 ひろがる数学

ひろがる数学 練習問題　1 自分の考えをまとめよう 連続する10個の自然数の和

正の数・負の数をたすこと，ひくこと 練習問題　2 4章の基本のたしかめ 円錐の側面積

土器の大きさ 2．一次関数の値の変化 4章の章末問題 食塩水の濃度

おうぎ形の面積 ひろげよう 3つの文字をふくむ連立方程式

正多面体を調べよう 問1 第5章　図形の性質と証明 グラフで絵をかこう

立体の切り口の形 ひろげよう 第1節　三角形 点の集合とその性質の証明

数学を通して考えよう 問2 みんなで話しあってみよう 三角形の外接円と内接円

時差の求め方 練習問題　1 1．二等辺三角形 問題をつくり変える

ドッジボール大会を計画しよう 練習問題　2 ひろげよう どちらのくじをひこうかな？

つかまえられるかな？ 練習問題　3 問1 倍数の見分け方

重いボールはどれ？ 3．一次関数のグラフ 問2 数学を通して考えよう

当選するには何票必要かな？ ひろげよう ひろげよう ジョギングのコース

問1 問3 穴うめパズル

＜中学数学２年＞ 問2 自分のことばで伝えよう 点字を読んでみよう

第1章　式の計算 ひろげよう ひろげよう 盗難保険のしくみ

第1節　式の計算 問3 問4 どんな形でできるかな？

みんなで話しあってみよう 問4 問5

1．式の加法，減法 4．一次関数の式を求めること 問6 ＜中学数学３年＞

ひろげよう ひろげよう 問7 第1章　式の展開と因数分解

問1 問1 問8 第1節　式の展開と因数分解

問2 問2 練習問題　1 みんなで話しあってみよう

問3 自分のことばで伝えよう 2．直角三角形の合同 自分のことばで伝えよう

問4 問3 ひろげよう 1．式の乗法，除法

ひろげよう 問4 問1 ひろげよう

問5 自分の考えをまとめよう 問2 問1

問6 練習問題　1 問3 問2

問7 第2節　一次関数と方程式 練習問題　1 ひろげよう

問8 みんなで話しあってみよう 第2節　四角形 問3

2．いろいろな多項式の計算 1．方程式とグラフ みんなで話しあってみよう 問4

問1 問1 1．平行四辺形の性質 問5

問2 問2 問1 問6

問3 自分のことばで伝えよう 問2 2．乗法の公式

問4 問3 練習問題　1 ひろげよう

問5 ひろげよう 2．平行四辺形になる条件 問1

練習問題　1 問4 ひろげよう 問2

練習問題　2 問5 問1 問3

3．単項式の乗法，除法 練習問題　1 問2 問4

ひろげよう 2．連立方程式とグラフ ひろげよう 問5

問1 ひろげよう 問3 練習問題1

問2 問1 問4 練習問題2

問3 問2 自分のことばで伝えよう 練習問題3

問4 第3節　一次関数の利用 ひろげよう 3．素因数分解

問5 みんなで話しあってみよう 問5 ひろげよう

みんなで話しあってみよう 1．一次関数の利用 3．長方形，ひし形，正方形 問1

練習問題　1 自分のことばで伝えよう 自分のことばで伝えよう 問2

練習問題　2 みんなで話しあってみよう 問1 問3

第2節　文字式の利用 問1 問2 4．因数分解

みんなで話しあってみよう 問2 ひろげよう ひろげよう

1．文字式の利用 問3 問3 問1

問1 問4 4．平行線と面積 問2

自分の考えをまとめよう ひろげよう ひろげよう 問3

ひろげよう 問5 問1 問4

問2 問6 練習問題　1 問5

みんなで話しあってみよう 問7 自分のことばで伝えよう 問6

ひろげよう 3章の基本のたしかめ 5章の基本のたしかめ 問7

問3 3章の章末問題 5章の章末問題 問8

問4 問9

1章の基本のたしかめ 第4章　図形の調べ方 第6章　確率 問10

1章の章末問題 第1節　平行と合同 第1節　確率の意味 問11

みんなで話しあってみよう みんなで話しあってみよう 練習問題1

第2章　連立方程式 1．角と平行線 1．起こりやすさと確率 練習問題2

第1節　連立方程式 ひろげよう みんなで話しあってみよう 練習問題3

みんなで話しあってみよう 問1 問1 練習問題4

1．連立方程式とその解 問2 自分のことばで伝えよう 第2節　式の計算の利用

ひろげよう ひろげよう ひろげよう みんなで話しあってみよう

問1 問3 問2 1．式の計算の利用

問2 自分のことばで伝えよう 問3 自分のことばで伝えよう

問3 練習問題　1 第2節　場合の数と確率 問1

問4 練習問題　2 みんなで話しあってみよう 問2

2．連立方程式の解き方 2．多角形の角 1．確率の求め方 問3

ひろげよう ひろげよう ひろげよう ひろげよう

問1 自分のことばで伝えよう 問1 問4

問2 問1 問2 問5

問3 問2 みんなで話しあってみよう ひろげよう

ひろげよう ひろげよう 練習問題　1 問6

問4 問3 2．いろいろな確率 1章の章末問題



第2章　平方根 第1節　関数とグラフ 練習問題1 平面図形，空間図形

第1節　平方根 みんなで話しあってみよう 練習問題2 図形の調べ方，図形の性質と証明

みんなで話しあってみよう 1．関数y=ax 2 第4節　相似の利用 資料の活用，確率

1．平方根 ひろげよう みんなで話しあってみよう 第1章　式の展開と因数分解

ひろげよう 問1 1．相似の利用 第2章　平方根

問1 問2 問1 第3章　二次方程式

ひろげよう ひろげよう 問2 第4章　関数y=ax 2

問2 練習問題1 みんなで話しあってみよう 第5章　図形と相似

問3 練習問題2 5章の基本のたしかめ 第6章　円の性質

問4 練習問題3 5章の章末問題 第7章　三平方の定理

問5 2．関数y=ax 2のグラフ 第8章　標本調査

ひろげよう ひろげよう 第6章　円の性質 総合問題

問6 問1 第1節　円周角と中心角

練習問題1 問2 みんなで話しあってみよう 数学広場

練習問題2 ひろげよう 1．円周角と中心角 ひろがる数学

練習問題3 問3 問1 最大公約数と最小公倍数

練習問題4 ひろげよう 問2 「√2は無理関数である」ことの証明

練習問題5 問4 ひろげよう 変化の割合の計算

2．平方根の値 自分のことばで伝えよう 問3 グラフの交点の座標

ひろげよう 第2節　関数y=ax 2の値の変化 自分のことばで伝えよう 三角形の重心

問1 みんなで話しあってみよう ひろげよう 円に内接する四角形，接線と弦のつくる角

問2 1．y=ax 2の値の増減と変域 問4 方べきの定理

問3 ひろげよう 問5 三平方の定理の証明

3．有理数と無理数 自分の考えをまとめよう 自分のことばで伝えよう 数学を通して考えよう

問1 問1 練習問題1 コピー用紙の不思議

第2節　根号をふくむ式の計算 問2 2．円周角の定理の逆 曲尺の秘密

みんなで話しあってみよう 2．関数y=ax 2の変化の割合 ひろげよう 買い物にかかる時間は？

1．混号をふくむ式の乗法，除法 ひろげよう 問1 ヒット アンド ブロー

問1 問1 問2 黄金比

問2 問2 第2節　円の性質の利用 算額

問3 問3 みんなで話しあってみよう

問4 自分の考えをまとめよう 1．円の性質の利用

問5 第3節　いろいろな事象と関数 みんなで話しあってみよう

ひろげよう みんなで話しあってみよう 問1

問6 1．関数y=ax 2の利用 問2

問7 自分のことばで伝えよう 問3

みんなで話しあってみよう 問1 6章の基本のたしかめ

練習問題1 問2 6章の章末問題

練習問題2 2．いろいろな関数

練習問題3 みんなで話しあってみよう 第7章　三平方の定理

練習問題4 4章の基本のたしかめ 第1節　三平方の定理

2．混号をふくむ式の計算 4章の章末問題 みんなで話しあってみよう

ひろげよう 1．三平方の定理

問1 第5章　図形と相似 問1

問2 第1節　図形と相似 問2

問3 みんなで話しあってみよう 問3

問4 1．相似な図形 ひろげよう

問5 問1 問4

問6 問2 問5

練習問題1 問3 自分のことばで伝えよう

練習問題2 問4 練習問題1

第3節　平方根の利用 問5 練習問題2

みんなで話しあってみよう 練習問題1 第2節　三平方の定理の利用

1．平方根の利用 2．三角形の相似条件 みんなで話しあってみよう

問1 ひろげよう 1．平面図形への利用

問2 問1 問1

問3 問2 問2

みんなで話しあってみよう 問3 自分のことばで伝えよう

2章の基本のたしかめ 練習問題1 問3

2章の章末問題 3．相似条件と証明 問4

ひろげよう 問5

第3章　二次方程式 自分のことばで伝えよう 問6

第1節　二次方程式 問1 問7

みんなで話しあってみよう 問2 問8

1．二次方程式とその解き方 みんなで話しあってみよう 自分のことばで伝えよう

問1 練習問題1 練習問題1

ひろげよう 練習問題2 練習問題2

問2 練習問題3 2．空間図形への利用

問3 第2節　平行線と線分の比 問1

問4 みんなで話しあってみよう 問2

問5 1．平行線と線分の比 問3

ひろげよう ひろげよう 自分の考えをまとめよう

問6 問1 練習問題1

練習問題1 自分のことばで伝えよう 練習問題2

練習問題2 問2 7章の基本のたしかめ

練習問題3 問3 7章の章末問題

2．二次方程式の解の公式 問4

問1 問5 第8章　標本調査

問2 問6 第1節　標本調査

問3 問7 みんなで話しあってみよう

問4 問8 1．標本調査

練習問題1 問9 問1

3．二次方程式と因数分解 問10 問2

ひろげよう 練習問題1 ひろげよう

問1 2．中点連結定理 問3

問2 ひろげよう ひろげよう

問3 問1 練習問題1

問4 ひろげよう 2．標本調査の活用

問5 問2 問1

問6 練習問題1 問2

みんなで話しあってみよう 練習問題2 8章の基本のたしかめ

練習問題1 第3節　相似な図形の計量 8章の章末問題

練習問題2 みんなで話しあってみよう

自分の考えをまとめよう 1．相似な図形の面積 力をつけよう

ひろげよう くり返し練習

第2節　二次方程式の利用 問1 第1章　式の展開と因数分解

みんなで話しあってみよう 自分のことばで伝えよう 第2章　平方根

1．二次方程式の利用 問2 第3章　二次方程式

問1 練習問題1 第4章　関数y=ax 2

問2 練習問題2 第5章　図形と相似

問3 2．相似な立体の表面積・体積 第6章　円の性質

問4 問1 第7章　三平方の定理

問5 ひろげよう 3年間のまとめの問題

3章の基本のたしかめ 問2 正の数・負の数

3章の章末問題 問3 文字の式，式の計算

問4 方程式，連立方程式

第4章　関数y=ax 2 みんなで話しあってみよう 変化と対応，一次関数



教科書トレーニング　英語

＜東京書籍版　英語１年＞ ＜東京書籍版　英語２年＞ ＜東京書籍版　英語３年＞ ＜開隆堂版　英語１年＞

Hi, English Unit 0 Unit 0 Let's Start

トレーニング1 Hi, English 1～2 スタートアップ Unit 0 ～Daily Scene 1 スタートアップ Unit 0 ～Presentation 1 トレーニング1 ①～④

トレーニング1 Hi, English 3 トレーニング1 My Spring Vacation (Part1, Part2) トレーニング1 Countries around the World PROGRAM 1

Unit 0 Unit 1 Unit 1 トレーニング1 ①～③，教室で使う英語になれよう

トレーニング1 Unit 0 ～学び方コーナー① トレーニング1 A Friend Sister in a  School (1-1 Starting Out)トレーニング1 Pop Culture Then  and Now (1-1 Starting Out) PROGRAM 2

Unit 1 トレーニング1 A Friend Sister in a  School (1-2 Dialog) トレーニング1 Pop Culture Then  and Now (1-2 Dialog) スタートアップ PROGRAM 2～ Word Web 1

スタートアップ Unit 1 ～学び方コーナー② トレーニング1 A Friend Sister in a  School (1-3 Read and Think 1)トレーニング1 Pop Culture Then  and Now (1-3  Read and Think 1) トレーニング1 アメリカからの転校生 (Part1)

トレーニング1 はじめまして (Part 1)
はじめまして (Part 2) トレーニング1 A Friend Sister in a  School (1-4 Read and Think 2)
日記トレーニング1 Pop Culture Then  and Now (1-4  Read and Think 2) トレーニング1 アメリカからの転校生 (Part2)

トレーニング1 はじめまして (Part 3)
文の書き方 Unit 0 トレーニング1 食事の会話 トレーニング1 単語・文の書き方
数の言い方

トレーニング2 Unit 1 ～学び方コーナー② トレーニング2 Unit 0 ～Daily Scene 1 トレーニング1 日本文化紹介 トレーニング2 PROGRAM 2～ Word Web 1

Unit 2 トレーニング3 Unit 0 ～Daily Scene 1 Unit 0 PROGRAM 3

スタートアップ Unit 2 ～まとめと練習① Unit 2 トレーニング2 Unit 0 ～Presentation 1 スタートアップ PROGRAM 3～ POWER-UP ②

トレーニング1 学校で (Part 1)
学校で (Part 2) スタートアップ Unit 2 ～まとめと練習① トレーニング3 Unit 0 ～Presentation 1 トレーニング1 ウッド先生がやってきた (Part1)

トレーニング1 学校で (Part 3)
be動詞 トレーニング1 A Trip to the U.K. (2-1 Starting Out) Unit 2 トレーニング1 ウッド先生がやってきた (Part2)

トレーニング2 Unit 2 ～まとめと練習① トレーニング1 A Trip to the U.K. (2-2 Dialog) スタートアップ Unit 2 ～Daily Scene 2 トレーニング1 命令文
曜日と天気の言い方

トレーニング3 Unit 2 ～まとめと練習① トレーニング1 A Trip to the U.K. (2-3 Read and Think 1) トレーニング1 From the Other Side of the Earth (2-1 Starting Out) トレーニング2 PROGRAM 3～ POWER-UP ②

Unit 3 トレーニング1 A Trip to the U.K. (2-4 Read and Think 2) トレーニング1 From the Other Side of the Earth (2-2 Dialog) トレーニング3 PROGRAM 3～ POWER-UP ②

スタートアップ Unit 3 ～まとめと練習② トレーニング1 ていねいにお願い トレーニング1 From the Other Side of the Earth (2-3 Read and Think 1) PROGRAM 4

トレーニング1 わたしの好きなこと (Part1) トレーニング1 be動詞のいろいろな働き トレーニング1 From the Other Side of the Earth (2-4 Read and Think 2) スタートアップ PROGRAM 4～ POWER-UP ③

トレーニング1 わたしの好きなこと (Part2) トレーニング2 Unit 2 ～まとめと練習① トレーニング1 手紙 トレーニング1 リサイクル活動 (Part1)

トレーニング1 わたしの好きなこと (Part3)
一般動詞 トレーニング3 Unit 2 ～まとめと練習① トレーニング2 Unit 2 ～Daily Scene 2 トレーニング1 リサイクル活動 (Part2)

トレーニング2 Unit 3 ～まとめと練習② Unit 3 トレーニング3 Unit 2 ～Daily Scene 2 トレーニング1 リサイクル活動 (Part3)

トレーニング3 Unit 3 ～まとめと練習② スタートアップ Unit 3 ～Presentation　1 Unit 3 トレーニング1 自分のことを話そう
英語の掲示・標識など

Unit 4 トレーニング1 Career Day (3-1 Starting Out) スタートアップ Unit 3 ～Presentation 2 トレーニング2 PROGRAM 4～ POWER-UP ③

スタートアップ Unit 4 ～Presentation　1 トレーニング1 Career Day (3-2 Dialog) トレーニング1 Fair Trade Event (3-1 Starting Out) トレーニング3 PROGRAM 4～ POWER-UP ③

トレーニング1 ホームパーティー (Part1) トレーニング1 Career Day (3-3 Read and Think 1) トレーニング1 Fair Trade Event (3-2 Dialog) PROGRAM 5

トレーニング1 ホームパーティー (Part2) トレーニング1 Career Day (3-4 Read and Think 2) トレーニング1 Fair Trade Event (3-3 Read and Think 1) スタートアップ PROGRAM 5～ 英語のしくみ①

トレーニング1 ホームパーティー (Part3)
自己紹介 トレーニング1 メール トレーニング1 Fair Trade Event (3-4 Read and Think 2) トレーニング1 国際フードフェスティバル (Part1)

トレーニング2 Unit 4 ～Presentation　1 トレーニング1 不定詞 トレーニング1 さそい トレーニング1 国際フードフェスティバル (Part2)

トレーニング3 Unit 4 ～Presentation　1 トレーニング1 将来の夢 トレーニング1 過去分詞 トレーニング1 国際フードフェスティバル (Part3)

Unit 5 トレーニング2 Unit 3 ～Presentation　1 トレーニング1 文章のまとめ方
修学旅行 トレーニング1 時刻をたずねる

スタートアップ Unit 5 ～ Daily Scene 1 トレーニング3 Unit 3 ～Presentation　1 トレーニング2 Unit 3 ～Presentation 2 トレーニング1 be動詞／一般動詞／命令文／複数形

トレーニング1 学校の文化祭 (Part 1) Let's Read 1 トレーニング3 Unit 3 ～Presentation 2 トレーニング2 PROGRAM 5～ 英語のしくみ①

トレーニング1 学校の文化祭 (Part 2)
学校の文化祭 (Part 3) スタートアップ Let's Read 1 Let's Read 1 トレーニング3 PROGRAM 5～ 英語のしくみ①

トレーニング1 体調をたずねる トレーニング1 The Carpenter's Gift ① スタートアップ Let's Read 1 PROGRAM 6

トレーニング2 Unit 5 ～ Daily Scene 1 トレーニング1 The Carpenter's Gift ②
The Carpenter's Gift ③トレーニング1 A mother's Lullaby ① スタートアップ PROGRAM 6～ Word Web 3

トレーニング3 Unit 5 ～ Daily Scene 1 トレーニング2 Let's Read 1 トレーニング1 A mother's Lullaby ②
A mother's Lullaby ③ トレーニング1 由紀のイギリス旅行(Part1)

Unit 6 Unit 4 トレーニング2 Let's Read 1 トレーニング1 由紀のイギリス旅行(Part2)

スタートアップ Unit 6 ～ まとめと練習③ スタートアップ Unit 4 ～学び方コーナー② Unit 4 トレーニング1 由紀のイギリス旅行(Part3)

トレーニング1 オーストラリアの兄(Part 1) トレーニング1 Home stay in the United States (4-1 Staring Out)スタートアップ Unit 4 ～ Daily Scene 4 トレーニング1 季節・月の名前と順番・日付の言い方

トレーニング1 オーストラリアの兄(Part 2) トレーニング1 Home stay in the United States (4-2 Dialog)トレーニング1 To Our Future Generations (4-1 Starting Out) トレーニング2 PROGRAM 6～ Word Web 3

トレーニング1 オーストラリアの兄(Part 3)
電話の会話 トレーニング1 Home stay in the United States (4-3 Read and Think 1)トレーニング1 To Our Future Generations (4-2 Dialog) トレーニング3 PROGRAM 6～ Word Web 3

トレーニング1 三人称単数現在形 トレーニング1 Home stay in the United States (4-4 Read and Think 2)トレーニング1 To Our Future Generations (4-3 Read and Think 1) PROGRAM 7

トレーニング2 Unit 6 ～ まとめと練習③ トレーニング1 電話の会話 トレーニング1 To Our Future Generations (4-4 Read and Think 2) スタートアップ PROGRAM 7～ 英語のしくみ②

トレーニング3 Unit 6 ～ まとめと練習③ トレーニング1 助動詞
文の読み方 トレーニング1 道案内 トレーニング1 The Wonderful Ocean(Part1) 

Unit 7 トレーニング2 Unit 4 ～学び方コーナー② トレーニング2 Unit 4 ～ Daily Scene 4 トレーニング1 The Wonderful Ocean(Part2)

スタートアップ Unit 7 ～ Daily Scene 3 トレーニング3 Unit 4 ～学び方コーナー② トレーニング3 Unit 4 ～ Daily Scene 4 トレーニング1 The Wonderful Ocean(Part3)

トレーニング1 ブラジルから来たサッカーコーチ (Part 1)
ブラジルから来たサッカーコーチ (Part 2) Unit 5 Unit 5 トレーニング1 持ち主をたずねる

トレーニング1 ブラジルから来たサッカーコーチ (Part 3)
グリーティングカード スタートアップ Unit 5 ～ Daily Scene 5 スタートアップ Unit 5 ～ Daily Scene 5 トレーニング1 代名詞／3人称・単数・現在

トレーニング2 Unit 7 ～ Daily Scene 3 トレーニング1 Universal Design (5-1 Starting Out) トレーニング1 Living with Robots -For or Against (5-1 Starting Out) トレーニング2 PROGRAM 7～ 英語のしくみ②

トレーニング3 Unit 7 ～ Daily Scene 3 トレーニング1 Universal Design (5-2 Starting Out) トレーニング1 Living with Robots -For or Against (5-2 Dialog) トレーニング3 PROGRAM 7～ 英語のしくみ②

Unit 8 トレーニング1 Universal Design (5-3 Read and Think1) トレーニング1 Living with Robots -For or Against (5-3 Read and Think 1) PROGRAM 8

スタートアップ Unit 8 ～ まとめと演習④ トレーニング1 Universal Design (5-4 Read and Think2) トレーニング1 Living with Robots -For or Against (5-4 Read and Think 2) スタートアップ PROGRAM 8～ My Project 2

トレーニング1 イギリスの本 (Part 1)
イギリスの本 (Part 2) トレーニング1 道案内 トレーニング1 電話の会話 トレーニング1 Origami (Part1)

トレーニング1 イギリスの本 (Part 3) トレーニング2 Unit 5 ～ Daily Scene 5 トレーニング2 Unit 5 ～ Daily Scene 5 トレーニング1 Origami (Part2)

トレーニング1 ウェブサイト
代名詞 トレーニング3 Unit 5 ～ Daily Scene 5 トレーニング3 Unit 5 ～ Daily Scene 5 トレーニング1 Origami (Part3)

トレーニング2 Unit 8 ～ まとめと演習④ 定期テスト予想問題 定期テスト予想問題 トレーニング1 許可を求める・依頼する
人を紹介しよう

トレーニング3 Unit 8 ～ まとめと演習④ 定期テスト　第1回 Unit 0 ～まとめと練習① 定期テスト　第1回 Unit 0 ～Daily Scene 2 トレーニング2 PROGRAM 8～ My Project 2

定期テスト予想問題 定期テスト　第2回 Unit 3 ～Presentation　1 定期テスト　第2回 Unit 3 ～Daily Scene 2 トレーニング3 PROGRAM 8～ My Project 2

定期テスト　第1回 Hi, English ～まとめと練習① 定期テスト　第3回 Let's Read 1 ～ Daily Scene 5 定期テスト　第3回 Let's Read 1 ～ Daily Scene 5 定期テスト予想問題

定期テスト　第2回 Unit 3 ～Presentation　1 定期テスト　第1回 Let's Start ∼ POWER-UP ②

定期テスト　第3回 Unit 5 ～ Daily Scene 1 定期テスト　第2回 PROGRAM 4 ∼ 英語のしくみ①

定期テスト　第4回 Unit 8 ～ Presentation 2 定期テスト　第3回 PROGRAM 6 ∼ 英語のしくみ②

定期テスト　第4回 PROGRAM 8 ∼ 英語のしくみ③



＜開隆堂版　英語２年＞ ＜開隆堂版　英語３年＞ ＜三省堂版　英語１年＞ ＜三省堂版　英語２年＞

PROGRAM 1 PROGRAM 1 Get Ready 1~5 Lesson 1

スタートアップ PROGRAM 1～英語のしくみ ① スタートアップ PROGRAM 1～POWER-UP ① トレーニング1 コミュニケーションを楽しもう ～ 英語の文字を書いてみよう スタートアップ Lesson 1 ～ Let's Talk ①

トレーニング1 Did You Enjoy Your Vacation? ① トレーニング1 A History of Vegetables ① トレーニング1 教室で使う英語 トレーニング1 Aloha! (GET)

トレーニング1 Did You Enjoy Your Vacation? ② トレーニング1 A History of Vegetables ② Lesson 1 トレーニング1 ポールの絵日記 (USE Read)
会話を続けよう(質問する・相づちをうつ) (USE Speak)

トレーニング1 Did You Enjoy Your Vacation? ③ トレーニング1 A History of Vegetables ③ スタートアップ Lesson 1 ～ Let's Talk ① トレーニング1 道案内をしよう

トレーニング1 連休の思い出
過去形／過去進行形 トレーニング1 旅行(機内で) トレーニング1 I Am Tanaka Kumi (GET Part 1)
I Am Tanaka Kumi (GET Part 2) トレーニング2 Lesson 1 ～ Let's Talk ①

トレーニング2 PROGRAM 1～英語のしくみ① トレーニング2 PROGRAM 1～POWER-UP ① トレーニング1 I Am Tanaka Kumi (GET Part 3)
数字 トレーニング3 Lesson 1 ～ Let's Talk ①

トレーニング3 PROGRAM 1～英語のしくみ① トレーニング3 PROGRAM 1～POWER-UP ① トレーニング1 ごめんなさい Lesson 2

PROGRAM 2 PROGRAM 2 トレーニング2 Lesson 1 ～ Let's Talk ① スタートアップ Lesson 2 ～ Let's Talk ②

スタートアップ PROGRAM 2～POWER-UP② スタートアップ PROGRAM 2～英語のしくみ① Lesson 2 トレーニング1 Peter Rabbit (GET Part 1)

トレーニング1 A Trip to Finland① トレーニング1 Volcanoes in Japan ① スタートアップ Lesson 2 ～ Let's Talk ② トレーニング1 Peter Rabbit (GET Part 2)

トレーニング1 A Trip to Finland② トレーニング1 Volcanoes in Japan ② トレーニング1 My School  (GET Part 1) トレーニング1 The Tale of Petet Rabbit (USE Read)
物語のあらすじを話そう (USE Speak)

トレーニング1 A Trip to Finland③ トレーニング1 Volcanoes in Japan ③ トレーニング1 My School  (GET Part 2) トレーニング1 文法のまとめ

トレーニング1 天気予報と予定 トレーニング1 現在完了 トレーニング1 My School  (GET Part 3) トレーニング1 もし雨が降ったら

トレーニング2 PROGRAM 2～POWER-UP② トレーニング2 PROGRAM 2～英語のしくみ① トレーニング1 曜日と教科
今, 何時？ トレーニング2 Lesson 2 ～ Let's Talk ②

トレーニング3 PROGRAM 2～POWER-UP② トレーニング3 PROGRAM 2～英語のしくみ① トレーニング2 Lesson 2 ～ Let's Talk ② トレーニング3 Lesson 2 ～ Let's Talk ②

PROGRAM 3 PROGRAM 3 トレーニング3 Lesson 2 ～ Let's Talk ② Lesson 3

スタートアップ PROGRAM 3～My Project④ スタートアップ PROGRAM 3～My Project⑦ Lesson 3 スタートアップ Lesson 3 ～ Project ①

トレーニング1 What Can We Do for Others?①
What Can We Do for Others?② トレーニング1 The 5 Rs to Save the Earth ① スタートアップ Lesson 3 ～ Project ① トレーニング1 The Ogasawara Islands (GET Part 1) 

トレーニング1 What Can We Do for Others?③
電話① (依頼する・誘う) トレーニング1 The 5 Rs to Save the Earth ② トレーニング1 I Like Soccer (Get Part 1) トレーニング1 The Ogasawara Islands (GET Part 2) 

トレーニング1 未来表現／義務などを表す表現／接続詞that トレーニング1 The 5 Rs to Save the Earth ③ トレーニング1 I Like Soccer (Get Part 2) トレーニング1 The Ogasawara Islands (GET Part 3) 

トレーニング1 スキット作りを楽しもう トレーニング1 道案内② (電車の乗りかえ) トレーニング1 I Like Soccer (Get Part 3) トレーニング1 The Ogasawara Islands (USE Read) 
アンケートに答えよう (USE Write) 

トレーニング2 PROGRAM 3～My Project④ トレーニング1 不定詞を含んだ表現 トレーニング1 1日の生活
どこにありますか トレーニング1 文法のまとめ～Review (つなぐことば) 

トレーニング3 PROGRAM 3～My Project④ トレーニング1 あの人にインタビューしよう トレーニング1 文法のまとめ トレーニング1 避難訓練

PROGRAM 4 トレーニング2 PROGRAM 3～My Project⑦ トレーニング1 自己紹介をしよう トレーニング1 有名人を紹介しよう

スタートアップ PROGRAM 4 トレーニング3 PROGRAM 3～My Project⑦ トレーニング2 Lesson 3 ～ Project ① トレーニング2 Lesson 3 ～ Project ①

トレーニング1 Eigo Rakugo① PROGRAM 4 トレーニング3 Lesson 3 ～ Project ① トレーニング3 Lesson 3 ～ Project ①

トレーニング1 Eigo Rakugo② スタートアップ PROGRAM 4 ∼ POWER-UP③ Lesson 4 Lesson 4

トレーニング2 PROGRAM 4 トレーニング1 Faithful Elephants ①
Faithful Elephants ② スタートアップ Lesson 4 ～ Let's Talk ④ スタートアップ Lesson 4 ～ Let's Talk ④

PROGRAM 5 トレーニング1 Faithful Elephants ③
Faithful Elephants ④ トレーニング1 Field Trip (Get Part 1)
Field Trip (Get Part 2) トレーニング1 Enjoy Sushi (GET Part 1)

スタートアップ PROGRAM 5 ～ POWER-UP ④ トレーニング1 お祝い・お礼メール トレーニング1 Field Trip (Get Part 3) トレーニング1 Enjoy Sushi (GET Part 2)

トレーニング1 Guliver's Travels ① トレーニング2 PROGRAM 4 ∼ POWER-UP③ トレーニング1 文法のまとめ トレーニング1 Making Sushi Is Fun (USE Read)
会話を広げよう (USE Speak)

トレーニング1 Guliver's Travels ② PROGRAM 5 トレーニング1 季節と月
買い物をしよう トレーニング1 文法のまとめ

トレーニング1 Guliver's Travels ③
ファーストフード店で スタートアップ PROGRAM 5 ∼ POWER-UP④ トレーニング2 Lesson 4 ～ Let's Talk ④ トレーニング1 宿題は何？

トレーニング2 PROGRAM 5 ～ POWER-UP ④ トレーニング1 Sushi-Go-Around in the World ① トレーニング3 Lesson 4 ～ Let's Talk ④ トレーニング2 Lesson 4 ～ Let's Talk ④

トレーニング3 PROGRAM 5 ～ POWER-UP ④ トレーニング1 Sushi-Go-Around in the World ② Lesson 5 トレーニング3 Lesson 4 ～ Let's Talk ④

PROGRAM 6 トレーニング1 Sushi-Go-Around in the World ③ スタートアップ Lesson 5 ～ Let's Talk ⑤ Let's Read 1

スタートアップ PROGRAM 6 ∼ 英語のしくみ③ トレーニング1 電話② (電話を受ける) トレーニング1 Our New Friend (GET Part 1)
Our New Friend (GET Part 2) スタートアップ Let's Read 1

トレーニング1 A Work Experience Program ① トレーニング2 PROGRAM 5 ∼ POWER-UP④ トレーニング1 Our New Friend (GET Part 3) トレーニング1 A Pot of Poison ①
A Pot of Poison ②

トレーニング1 A Work Experience Program ② トレーニング3 PROGRAM 5 ∼ POWER-UP④ トレーニング1 文法のまとめ トレーニング1 A Pot of Poison ③
A Pot of Poison ④

トレーニング1 A Work Experience Program ③ PROGRAM 6 トレーニング1 色と大きさ
これだれの？ トレーニング2 Let's Read 1

トレーニング1 インタビュー記事を書こう スタートアップ PROGRAM 6 ∼ My Project⑧ トレーニング2 Lesson 5 ～ Let's Talk ⑤ Lesson 5

トレーニング1 There is[are]～.／接続詞when, if／to+動詞の原型 トレーニング1 Let's Talk about Japanese Things. ① トレーニング3 Lesson 5 ～ Let's Talk ⑤ スタートアップ Lesson 5 ～ Let's Talk ⑤

トレーニング2 PROGRAM 6 ∼ 英語のしくみ③ トレーニング1 Let's Talk about Japanese Things. ② Lesson 6 トレーニング1 Uluru (GET Part 1)
Uluru (GET Part 2)

トレーニング3 PROGRAM 6 ∼ 英語のしくみ③ トレーニング1 Let's Talk about Japanese Things. ③ スタートアップ Lesson 6 ～ Project ② トレーニング1 Let's Read 1

PROGRAM 7 トレーニング1 主語+動詞+目的語+補語／〈whenなど+主語+動詞〉を含む文／分詞の後置修飾 トレーニング1 My Family (GET Part 1) トレーニング1 文法のまとめ

スタートアップ PROGRAM 7 ～ My Project⑤ トレーニング1 日本文化を紹介しよう トレーニング1 My Family (GET Part 2) トレーニング1 もっといただけますか

トレーニング1 If You Wish to See a Change ① トレーニング2 PROGRAM 6 ∼ My Project⑧ トレーニング1 My Family (GET Part 3) トレーニング2 Lesson 5 ～ Let's Talk ⑤

トレーニング1 If You Wish to See a Change ②
If You Wish to See a Change ③ トレーニング3 PROGRAM 6 ∼ My Project⑧ トレーニング1 文法のまとめ トレーニング3 Lesson 5 ～ Let's Talk ⑤

トレーニング1 道案内 ① 定期テスト予想問題 トレーニング1 いろいろな場所
お昼ごはんをたべよう Lesson 6

トレーニング1 動詞の-ing形／look+形容詞／become＋形容詞／主語+動詞+人+もの 定期テスト　第1回 PROGRAM 1 ∼ 英語のしくみ① トレーニング1 友だちにインタビューをしよう スタートアップ Lesson 6 ～ Project ②

トレーニング1 スピーチをしよう-こんな人になりたい 定期テスト　第2回 PROGRAM 3 ∼ POWER-UP③ トレーニング2 Lesson 6 ～ Project ② トレーニング1 My Dream (GET Part 1)

トレーニング2 PROGRAM 7 ～ My Project⑤ 定期テスト　第3回 PROGRAM 5 ∼ My Project⑧ トレーニング3 Lesson 6 ～ Project ② トレーニング1 My Dream (GET Part 2)

トレーニング3 PROGRAM 7 ～ My Project⑤ Lesson 7 トレーニング1 My Dream (USE Read)
自己紹介の手紙を書こう (USE Write)

PROGRAM 8 スタートアップ Lesson 7 ～ Let's Talk ⑦ トレーニング1 文法のまとめ

スタートアップ PROGRAM 8 トレーニング1 Sports for Everyone (GET Part1) トレーニング1 Review (助動詞)

トレーニング1 Friendship across Time and Borders ① トレーニング1 Sports for Everyone (GET Part2) トレーニング1 電話をしよう
自分の夢を紹介しよう

トレーニング1 Friendship across Time and Borders ②・③ トレーニング1 Sports for Everyone (USE Read)
Sports for Everyone (USE Speak) トレーニング2 Lesson 6 ～ Project ②

トレーニング2 PROGRAM 8 トレーニング1 文法のまとめ トレーニング3 Lesson 6 ～ Project ②

定期テスト予想問題 トレーニング1 電話をしよう 定期テスト予想問題

定期テスト　第1回 Let's Start ∼ POWER-UP ② トレーニング2 Lesson 7 ～ Let's Talk ⑦ 定期テスト　第1回 Lesson 1 ～ Let's Talk ②

定期テスト　第2回 PROGRAM 4 ∼ 英語のしくみ① トレーニング3 Lesson 7 ～ Let's Talk ⑦ 定期テスト　第2回 Lesson 3 ～ Let's Talk ④

定期テスト　第3回 PROGRAM 5～英語のしくみ③ Lesson 8 定期テスト　第3回 Let's Read 1 ～ Let's Talk ⑤

定期テスト　第4回 PROGRAM 7 ～ PROGRAM 8 スタートアップ Lesson 8 ～ Let’ｓ Talk ⑧ 定期テスト　第4回 Lesson 6 ～ Lesson 7

トレーニング1 School Life in the USA (GET Part1)

トレーニング1 School Life in the USA (GET Part2)

トレーニング1 School Life in the USA (USE Read)
School Life in the USA (USE Speak)

トレーニング1 文法のまとめ

トレーニング1 公園に行こう

トレーニング2 Lesson 8 ～ Let’ｓ Talk ⑧

トレーニング3 Lesson 8 ～ Let’ｓ Talk ⑧

Lesson 9

スタートアップ Lesson 9 ～ Project ③

トレーニング1 Four Seasons (GET Part1)

トレーニング1 Four Seasons (GET Part2)

トレーニング1 Four Seasons (USE Read)
Four Seasons (USE Write)

トレーニング1 文法のまとめ

トレーニング1 どうして好きなの？
大切なものを紹介しよう

トレーニング2 Lesson 9 ～ Project ③

トレーニング3 Lesson 9 ～ Project ③

Let's Read

スタートアップ Let's Read

トレーニング1 Alice and Humpty Dumpty

トレーニング2 Let's Read

定期テスト予想問題

定期テスト　第1回 Get Ready ～ Let's Talk ②

定期テスト　第2回 Lesson 3 ～ Let's Talk ④

定期テスト　第3回 Lesson 5 ～ Project ②

定期テスト　第4回 Lesson 7 ～ Let's Talk ⑧

定期テスト　第5回 Lesson 9 ～ Let's Read
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Lesson 1 Let's Start Pre-lesson Pre-lesson

スタートアップ Lesson 1 ～ Let's Talk ① トレーニング1 The Alphabet
つづりと発音A, B スタートアップ Pre-lesson ～ Word Tree スタートアップ Pre-lesson ～  Check It out ②

トレーニング1 My Favorite Words (GET) トレーニング1 身の回りの英語A, B, C
あいさつをしよう Lesson 1 トレーニング1 Do You Eat Breakfast？ (A)
Do You Eat Breakfast？ (B)

トレーニング1 "A winner never quits." (USE Read)
好きなことばについてスピーチをしよう (USE Speak) Lesson 1 トレーニング1 Spring Vacation (A)
Spring Vacation (B) Lesson 1

トレーニング1 道案内をしよう スタートアップ Lesson 1 ～ Word Tree トレーニング1 A Practice at a Sumo Stable (1A) トレーニング1 Report for Our School Trip (1A)

トレーニング2 Lesson 1 ～ Let's Talk ① トレーニング1 I Like Soccer. (1A) トレーニング1 A Practice at a Sumo Stable (1B) トレーニング1 Report for Our School Trip (1B)

トレーニング3 Lesson 1 ～ Let's Talk ① トレーニング1 I Like Soccer. (1B)
I Like Soccer. (1C) トレーニング1 A Practice at a Sumo Stable (1C)
家族・親類 トレーニング1 Report for Our School Trip (1C)

Lesson 2 トレーニング1 Check It Out ①
数学 Pre-lesson トレーニング1 Do You Know How to...？

スタートアップ Lesson 2 ～ Let's Talk ② Lesson 2 トレーニング2 Pre-lesson ～ Word Tree トレーニング1 Scenery
日本の伝統文化を紹介しよう

トレーニング1 France-Then and Now (GET Part 1) スタートアップ Lesson 2 ～ Action！ トレーニング3 Pre-lesson ～ Word Tree トレーニング1 Check It out ①
Check It out ②

トレーニング1 France-Then and Now (GET Part 2) トレーニング1 Do You Like Animals? (2A)
Do You Like Animals? (2B)Lesson 2 Lesson 2

トレーニング1 France-Then and Now (USE Read)
自己紹介カードを書こう (USE Write) トレーニング1 Do You Like Animals? (2C)
指示通りに動いてみようスタートアップ Lesson 2 ～ Check It out ② トレーニング2 Pre-lesson ～  Check It out ②

トレーニング1 文法のまとめ Lesson 1 トレーニング1 Gestures (2A) トレーニング3 Pre-lesson ～  Check It out ②

トレーニング1 どうかしましたか トレーニング2 Lesson 1 ～ Action！ トレーニング1 Gestures (2B)
Gestures (2C) スタートアップ Lesson 2 ～ Talking Time

トレーニング2 Lesson 2 ～ Let's Talk ② トレーニング3 Lesson 1 ～ Action！ トレーニング1 どこに何がある？ トレーニング1 Junior High School Club Life (2A)

トレーニング3 Lesson 2 ～ Let's Talk ② Lesson 3 トレーニング1 日記を書こう
Check It Out ① トレーニング1 Junior High School Club Life (2B)

Lesson 3 スタートアップ Lesson 3 ～Check It Out ③ トレーニング1 Check It Out ② トレーニング1 Junior High School Club Life (2C)

スタートアップ Lesson 3 ～ Project ① トレーニング1 Hello, Everyone. (3A)
Hello, Everyone. (3B)トレーニング2 Lesson 2 ～ Check It out ② トレーニング1 Shopping

トレーニング1 Rakugo Goes Overseas (GET Part 1) トレーニング1 Hello, Everyone. (3C)
調子はどう？ トレーニング3 Lesson 2 ～ Check It out ② トレーニング2 Lesson 2 ～ Talking Time

トレーニング1 Rakugo Goes Overseas (GET Part 2) トレーニング1 自分のことを伝えよう Lesson 3 トレーニング3 Lesson 2 ～ Talking Time

トレーニング1 Rakugo Goes Overseas (USE Read) トレーニング1 Check It Out ② スタートアップ Lesson 3 ～ Word Tree Lesson 3

トレーニング1 会話を広げよう (USE Speak) トレーニング1 Check It Out ③ トレーニング1 Fight to the U.K. (3A) スタートアップ Lesson 3 ～ Chapter 2 Project

トレーニング1 文法のまとめ トレーニング2 Lesson 3 ～Check It Out ③ トレーニング1 Fight to the U.K. (3B) トレーニング1 E-mails from Alaska and India (3A)

トレーニング1 時制 トレーニング3 Lesson 3 ～Check It Out ③ トレーニング1 Fight to the U.K. (3C) トレーニング1 E-mails from Alaska and India (3B)

トレーニング1 先生にインタビューをしよう Lesson 4 トレーニング1 Fight to the U.K. (3D) トレーニング1 E-mails from Alaska and India (3C)

トレーニング2 Lesson 3 ～ Project ① スタートアップ Lesson 4 ～ Word Tree トレーニング1 天気 トレーニング1 E-mails from Alaska and India (3D)

トレーニング3 Lesson 3 ～ Project ① トレーニング1 Nice to Meet You. (4A) トレーニング2 Lesson 3 ～ Word Tree トレーニング1 インタビューをしよう

Lesson 4 トレーニング1 Nice to Meet You. (4B)
Nice to Meet You. (4C)トレーニング3 Lesson 3 ～ Word Tree トレーニング2 Lesson 3 ～ Chapter 2 Project

スタートアップ Lesson 4 ～ Let's Talk ③ トレーニング1 1週間 Lesson 4 トレーニング3 Lesson 3 ～ Chapter 3 Project

トレーニング1 The Story of Sadako (Get Part 1) トレーニング2 Lesson 4 ～ Word Tree スタートアップ Lesson 4 ～ Chapter 2 Project Reading 1

トレーニング1 The Story of Sadako (Get Part 2) トレーニング3 Lesson 4 ～ Word Tree トレーニング1 Hiro in the U.K. (4A)
Hiro in the U.K. (4B) スタートアップ Reading 1 ～ Check It Out ⑤

トレーニング1 The Story of Sadako (USE Read)
物語の要約文を書こう Lesson 5 トレーニング1 Hiro in the U.K. (4C) トレーニング1 Energy and the Environment (1A)(1B)

トレーニング1 文法のまとめ スタートアップ Lesson 5 ～ Action! トレーニング1 Hiro in the U.K. (4D) トレーニング1 Energy and the Environment (1C)(1D)
Check It Out ③

トレーニング1 買い物をしよう トレーニング1 Ms. Allen's Family (5A) トレーニング1 道案内
旅行の計画を立てよう トレーニング1 Check It Out ④

トレーニング2 Lesson 4 ～ Let's Talk ③ トレーニング1 Ms. Allen's Family (5B) トレーニング2 Lesson 4 ～ Chapter 2 Project トレーニング1 Check It Out ⑤

トレーニング3 Lesson 4 ～ Let's Talk ③ トレーニング1 Ms. Allen's Family (5C) トレーニング3 Lesson 4 ～ Chapter 2 Project トレーニング2 Reading 1 ～ Check It Out ⑤

Let's Read 1 トレーニング1 短い？長い？
何時ですか？ Reading 1 Lesson 4

スタートアップ Let's Read 1 トレーニング2 Lesson 5 ～ Action! スタートアップ Reading 1 ～ Check It Out ④ スタートアップ Lesson 4 ～ Check It Out ⑦

トレーニング1 Dolphin Tale ①
Dolphin Tale ② トレーニング3 Lesson 5 ～ Action! トレーニング1 English for International Communication (1A・1B) トレーニング1 Speech-A Man's Life in Bhutan (4A)

トレーニング1 Dolphin Tale ③
Dolphin Tale ④ Lesson 6 トレーニング1 English for International Communication (1C・1D)
Check It Out ③ トレーニング1 Speech-A Man's Life in Bhutan (4B)

トレーニング2 Let's Read 1 スタートアップ Lesson 6 ～ Chapter 2 Project トレーニング1 Check It Out ④ トレーニング1 Speech-A Man's Life in Bhutan (4C)

Lesson 5 トレーニング1 Junior High School in the U.S.(6A) トレーニング1 Reading 1 ～ Check It Out ④ トレーニング1 Check It Out ⑥

スタートアップ Lesson 5 トレーニング1 Junior High School in the U.S.(6B) Lesson 5 トレーニング1 Check It Out ⑦

トレーニング1 Places to Go, Things to Do (GET Part 1) トレーニング1 Junior High School in the U.S.(6C) スタートアップ Lesson 5 ～ Action! トレーニング2 Lesson 4 ～ Check It Out ⑦

トレーニング1 Places to Go, Things to Do (GET Part 2) トレーニング1 校舎を案内しよう
〇〇さんを紹介しよう トレーニング1 Career Experience (5A) トレーニング3 Lesson 4 ～ Check It Out ⑦

トレーニング1 Places to Go, Things to Do (GET Part 3) トレーニング2 Lesson 6 ～ Chapter 2 Project トレーニング1 Career Experience (5B) Lesson 5

トレーニング1 Brazil (USE Read)
行きたい場所についてスピーチをしよう (USE Speak) トレーニング3 Lesson 6 ～ Chapter 2 Project トレーニング1 Career Experience (5C) スタートアップ Lesson 5 ～ Tailking Time

トレーニング1 文法のまとめ Reading 1 トレーニング1 こんな気持ちになったわけ トレーニング1 Stevie Wonder-The Power of Music(5A)

トレーニング2 Lesson 5 スタートアップ Reading 1 ～ Check It Out ⑤
アレン先生の1日トレーニング2 Lesson 5 ～ Action! トレーニング1 Stevie Wonder-The Power of Music(5B)

トレーニング3 Lesson 5 トレーニング1 Check It Out ④ トレーニング3 Lesson 5 ～ Action! トレーニング1 Stevie Wonder-The Power of Music(5C)

Lesson 6 トレーニング1 Check It Out ⑤ Lesson 6 トレーニング1 Stevie Wonder-The Power of Music(5D)

スタートアップ Lesson 6 ～ Project ② トレーニング2 Reading 1 ～ Check It Out ⑤ スタートアップ Lesson 6 ～ Chapter 3 Project トレーニング1 On The Phone

トレーニング1 I Have a Dream (GET Part 1) Lesson 7 トレーニング1 The 3Rs in Germany and Japan (6A) トレーニング2 Lesson 5 ～ Tailking Time

トレーニング1 I Have a Dream (GET Part 2) スタートアップ Lesson 7 ～ Word Tree トレーニング1 The 3Rs in Germany and Japan (6B)
The 3Rs in Germany and Japan (6C) トレーニング3 Lesson 5 ～ Tailking Time

トレーニング1 I Have a Dream (USE Read) トレーニング1 New Year (7A) トレーニング1 電話でおしゃべり
将来の夢 定期テスト予想問題

トレーニング1 人物を紹介する記事を書こう (USE Write) トレーニング1 New Year (7B) トレーニング2 Lesson 6 ～ Chapter 3 Project 定期テスト　第1回 Pre-lesson ～  Talking Time

トレーニング1 修飾することば トレーニング1 New Year (7C) トレーニング3 Lesson 6 ～ Chapter 3 Project 定期テスト　第2回 Lesson 3 ～ Chapter 2 Project

トレーニング1 玉子料理はいかがですか
日本文化を紹介しよう トレーニング1 だれのもの？ 定期テスト予想問題 定期テスト　第3回 Reading 1 ～ Talking Time

トレーニング2 Lesson 6 ～ Project ② トレーニング1 季節と月／月日の言い方 定期テスト　第1回 Pre-lesson ～  Check It out ②

トレーニング3 Lesson 6 ～ Project ② トレーニング2 Lesson 7 ～ Word Tree 定期テスト　第2回 Lesson 3 ～ Word Tree

定期テスト予想問題 トレーニング3 Lesson 7 ～ Word Tree 定期テスト　第3回 Lesson 4 ～ Action!

定期テスト　第1回 Lesson 1 ～ Let's Talk ② 定期テスト予想問題 定期テスト　第4回 Lesson 6 ～ Lesson 7

定期テスト　第2回 Lesson 3 ～ Let's Talk ④ 定期テスト　第1回 Pre-lesson ∼ Word Tree

定期テスト　第3回 Let's Read 1 ～ Lesson 5 定期テスト　第2回 Lesson 2 ～ Check It Out ③

定期テスト　第4回 Lesson 6 ～ Project ② 定期テスト　第3回 Lesson 4 ～ hapter 2 Project

定期テスト　第4回 Reading 1 ～ Chapter 3 Project



＜教育出版版　英語１年＞ ＜教育出版版　英語２年＞ ＜教育出版版　英語３年＞ ＜光村書籍版　英語１年＞

Springboerd Lesson 1 Lesson 1 Let's Enjoy English！

トレーニング1 あいさつをしよう～身のまわりの英語 2
アルファベットに親しもう スタートアップ Lesson 1 ～ 英語のしくみ1 スタートアップ Lesson 1 ～ Reading Tips 1 トレーニング1 あいさつ～さまざまな場面の英語
アルファベット1～身の回りのもの2

トレーニング1 数字
曜日と教科 トレーニング1 Spring Vacation in Okinawa (Part 1) トレーニング1 Kenta's Homestay in London (Part 1) トレーニング1 数字
教室で使う英語

トレーニング1 色
名前を書こう トレーニング1 Spring Vacation in Okinawa (Part 2) トレーニング1 Kenta's Homestay in London (Part 2) Unit 1

Lesson 1 トレーニング1 Spring Vacation in Okinawa (Part 3) トレーニング1 Kenta's Homestay in London (Part 3) スタートアップ Unit 1 ～ Word Network 2

スタートアップ Lesson 1 ～ Writing Tips 1 トレーニング1 Spring Vacation in Okinawa (Part 4／Task) トレーニング1 Kenta's Homestay in London (Part 4) トレーニング1 Hi! (Part 1)
英語で文を書いてみよう

トレーニング1 アヤの新しいクラス (Part 1) トレーニング1 「〇〇に□□を～にする」を表す文 トレーニング1 お店で要望を伝える トレーニング1 1年間<A Year>
日付<Date>

トレーニング1 アヤの新しいクラス (Part 2) トレーニング2 Lesson 1 ～ 英語のしくみ1 トレーニング1 対で覚えたい形容詞
物語文をできごとの順序に注意して読む Unit ２

トレーニング1 アヤの新しいクラス (Part 3) トレーニング3 Lesson 1 ～ 英語のしくみ1 トレーニング2 Lesson 1 ～ Reading Tips 1 スタートアップ Unit 2 ～ Word Network 3

トレーニング1 ルールに従って, 英文を正しく書く Lesson 2 トレーニング3 Lesson 1 ～ Reading Tips 1 トレーニング1 At School (Part 1)
At School (Part 2)

Lesson 2 スタートアップ Lesson 2 ～ Conversation Tips 1 Lesson 2 トレーニング1 気持ちや状態<Feelings>

トレーニング2 Lesson 1 ～ Writing Tips 1 トレーニング1 Soccer Robot (Part 1) スタートアップ Lesson 2 ～ Time for a Skit 2 トレーニング2 Unit 1 ～ Word Network 3

スタートアップ Lesson 2 ～ Time for Words 1 トレーニング1 Soccer Robot (Part 2) トレーニング1 A School Trip to Kyoto (Part 1) トレーニング3 Unit 1 ～ Word Network 3

トレーニング1 ボブとケンタの休日 (Part 1)
ボブとケンタの休日 (Part 2) トレーニング1 Soccer Robot (Part 3) トレーニング1 A School Trip to Kyoto (Part 2) Unit 3

トレーニング1 ボブとケンタの休日 (Part 3)
am／is／areの使い方 トレーニング1 Soccer Robot (Part 4／Task) トレーニング1 A School Trip to Kyoto (Part 3) スタートアップ Unit 3 ～ Word Network 4

トレーニング1 対話文の読み方
ファミリー・ツリー トレーニング1 be going to ／ will トレーニング1 A School Trip to Kyoto (Part 4) トレーニング1 The Teachers (Part 1)
The Teachers (Part 2)

トレーニング2 Lesson 2 ～ Time for Words 1 トレーニング1 週末の過ごし方
会話を長く続ける [感想を交える] トレーニング1 現在完了形 トレーニング1 The Teachers (Part 3)
ティナの家族

Lesson 3 トレーニング2 Lesson 2 ～ Conversation Tips 1 トレーニング1 対話が途切れないように協力して話す
レストランで注文する トレーニング1 人や物事を説明する表現<be動詞>
家族<Family>

トレーニング3 Lesson 2 ～ Time for Words 1 トレーニング3 Lesson 2 ～ Conversation Tips 1 トレーニング2 Lesson 2 ～ Time for a Skit 2 トレーニング2 Unit 3 ～ Word Network 4

スタートアップ Lesson 3 ～ Project 1 Lesson 3 トレーニング3 Lesson 2 ～ Time for a Skit 2 トレーニング3 Unit 3 ～ Word Network 4

スタートアップ Lesson 3 ～ Project 1 スタートアップ Lesson 3 ～ Project 1 Lesson 3 Unit 4

トレーニング1 メイの好きなもの (Part 1) トレーニング1 Guide Dogs (Part 1) スタートアップ Lesson 3 ～ Time for a Skit 3 スタートアップ Unit 4 ～ Word Network 5

トレーニング1 メイの好きなもの (Part 2) トレーニング1 Guide Dogs (Part 2) トレーニング1 Our First Rakugo in English (Part 1) トレーニング1 On the Way Home (Part 1)
On the Way Home (Part 2)

トレーニング1 メイの好きなもの (Part 3) トレーニング1 Guide Dogs (Part 3)
Guide Dogs (Part 4／Task) トレーニング1 Our First Rakugo in English (Part 2) トレーニング1 On the Way Home (Part 3)
動作や好き嫌いなどを説明する表現<一般動詞(現在形)>

トレーニング1 メイの好きなもの (Part 4)
英語の語順 トレーニング1 接続詞(when, because, if that)を使った文 トレーニング1 Our First Rakugo in English (Part 3) トレーニング1 自己紹介をしよう
1週間<A Week>

トレーニング1 月と季節
日付と序数 トレーニング1 ミニ英語新聞をつくろう！ トレーニング1 Our First Rakugo in English (Part 4) トレーニング2 Unit 4 ～ Word Network 5

トレーニング1 自己紹介をしよう！ トレーニング2 Lesson 3 ～ Project 1 トレーニング1 不定詞のさまざまな使い方 トレーニング3 Unit 4 ～ Word Network 5

トレーニング2 Lesson 3 ～ Project 1 トレーニング3 Lesson 3 ～ Project 1 トレーニング1 自分たちの町のガイドブックをつくろう！
組み合わせで覚えたいことば Unit 5

トレーニング3 Lesson 3 ～ Project 1 Reading Lesson 1 トレーニング1 目的地までの行き方をたずねる スタートアップ Unit 5 ～ Skit Time 1

Lesson 4 スタートアップ Reading Lesson 1 ～ Conversation Tips 2 トレーニング2 Lesson 3 ～ Time for a Skit 3 トレーニング1 A Summer Festival (Part 1)
A Summer Festival (Part 2)

スタートアップ Lesson 4 ～ Writing Tips 2 トレーニング1 Sherlock Holmes Goes Camping トレーニング3 Lesson 3 ～ Time for a Skit 3 トレーニング1 A Summer Festival (Part 3)
いろいろな標識や注意書き

トレーニング1 キング先生の家族 (Part1) トレーニング1 A Big Pile of Hay
会話を長く続ける [質問する] Reading Lesson 1 トレーニング1 人や物事の代わりに使われる言葉〈人称／代名詞〉
ペット

トレーニング1 キング先生の家族 (Part2)
キング先生の家族 (Part3) トレーニング2 Reading Lesson 1 ～ Conversation Tips 2 スタートアップ Reading Lesson 1 ～ Writing Tips 1 トレーニング2 Unit 5 ～ Skit Time 1

トレーニング1 キング先生の家族 (Part4) Lesson 4 トレーニング1 The Diary of Anne Frank トレーニング3 Unit 5 ～ Skit Time 1

トレーニング1 Iとme／myとmine
ルールに従って, 英語の文章を正しく書く スタートアップ Lesson 4 ～ Writing Tips トレーニング1 The Diary of Anne Frank
読み手にわかりやすい文章を書く Unit 6

トレーニング2 Lesson 4 ～ Writing Tips 2 トレーニング1 Ms. King's Trip with Her Friend (Part 1) トレーニング2 Reading Lesson 1 ～ Writing Tips 1 スタートアップ Unit 6 ～ Word Network 6

トレーニング3 Lesson 4 ～ Writing Tips 2 トレーニング1 Ms. King's Trip with Her Friend (Part 2) Lesson 4 トレーニング1 Breakfast Time (Part 1)
Breakfast Time (Part 2)

Lesson 5 トレーニング1 Ms. King's Trip with Her Friend (Part 3) スタートアップ Lesson 4 ～ Reading Tips 2 トレーニング1 Breakfast Time (Part 3)
動物園にて

スタートアップ Lesson 5 ～ Time for a Skit 1 トレーニング1 Ms. King's Trip with Her Friend (Part 4／Task) トレーニング1 Today's News (Part 1) トレーニング1 電話
町〈Town〉

トレーニング1 中華街に行こう (Part1) トレーニング1 体調をたずねたり, 不調をうったえたりする トレーニング1 Today's News (Part 2) トレーニング2 Unit 6 ～ Word Network 6

トレーニング1 中華街に行こう (Part2)
中華街に行こう (Part3) トレーニング1 職業
考えを整理してから文章を書く トレーニング1 Today's News (Part 3) トレーニング3 Unit 6 ～ Word Network 6

トレーニング1 中華街に行こう (Part4) トレーニング2 Lesson 4 ～ Writing Tips トレーニング1 Today's News (Part 4) Unit 7

トレーニング1 一般動詞の使い方 トレーニング3 Lesson 4 ～ Writing Tips トレーニング1 後置修飾 スタートアップ Unit 7 ～ Skit Time 3

トレーニング1 天気と天候
電話をかける・招待する Lesson 5 トレーニング1 いろいろな前置詞
何かを説明する文を, 先を予測しながら読むトレーニング1 Cheer Up, Tina (Part 1)

トレーニング2 Lesson 5 ～ Time for a Skit 1 スタートアップ Lesson 5 ～ 英語のしくみ4 トレーニング2 Lesson 4 ～ Reading Tips 2 トレーニング1 Cheer Up, Tina (Part 2)

トレーニング3 Lesson 5 ～ Time for a Skit 1 トレーニング1 Halloween Party (Part 1) トレーニング3 Lesson 4 ～ Reading Tips 2 トレーニング1 Cheer Up, Tina (Part 3)

Lesson 6 トレーニング1 Halloween Party (Part 2) 定期テスト予想問題 トレーニング1 第三者のことを説明する表現〈一般動詞(3人称・単数・現在形)〉
落とし物

スタートアップ Lesson 6 ～ Project 2 トレーニング1 Halloween Party (Part 3) 定期テスト　第1回 Lesson 1 ～ Reading Tips 1 トレーニング2 Unit 7 ～ Skit Time 3

トレーニング1 外国の学校と日本の学校 (Part1) トレーニング1 Halloween Party (Part 4／Task) 定期テスト　第2回 Lesson 2 ～ Time for a Skit 2 トレーニング3 Unit 7 ～ Skit Time 3

トレーニング1 外国の学校と日本の学校 (Part2)
外国の学校と日本の学校 (Part3) トレーニング1 不定詞(to+動詞の原形) 定期テスト　第3回 Lesson 3 ～ Writing Tips 1 Unit 8

トレーニング1 外国の学校と日本の学校 (Part4) トレーニング2 Lesson 5 ～ 英語のしくみ4 定期テスト　第4回 Lesson 4 ～ Conversation Tips 2 スタートアップ Unit 8 ～ Word Network 7

トレーニング1 疑問文・否定文のつくり方
友だちをみんなに紹介しよう！ トレーニング3 Lesson 5 ～ 英語のしくみ4 トレーニング1 Band Practice (Part 1)

トレーニング2 Lesson 6 ～ Project 2 Lesson 6 トレーニング1 Band Practice (Part 2)

トレーニング3 Lesson 6 ～ Project 2 スタートアップ Lesson 6 ～ Time for a Skit 2 トレーニング1 Band Practice (Part 3)

定期テスト予想問題 トレーニング1 Internship (Part 1) トレーニング1 練習場所を探そう
体〈Body〉

定期テスト　第1回 Springboard 1～ Writing Tips 1 トレーニング1 Internship (Part 2)
Internship (Part 3) トレーニング2 Unit 8 ～ Word Network 7

定期テスト　第2回 Lesson 2 ～ Project 1 トレーニング1 Internship (Part 4／Task)
助動詞(can, should, must, may)を使った文 トレーニング3 Unit 8 ～ Word Network 7

定期テスト　第3回 Lesson 4 ～ Time for a Skit 1 トレーニング1 あなたの夢を語ろう！
道案内する 定期テスト予想問題

定期テスト　第4回 Lesson 6 ～ Time for a Skit 2 トレーニング2 Lesson 6 ～ Time for a Skit 2 定期テスト　第1回 Let's Enjoy Ebglish!∼Word Network 3

トレーニング3 Lesson 6 ～ Time for a Skit 2 定期テスト　第2回 Unit 3 ～ Word Network 5

定期テスト予想問題 定期テスト　第3回 Unit 5 ～ Word Network 6

定期テスト　第1回 Lesson 1 ～ Conversation Tips 1

定期テスト　第2回 Lesson 3 ～ Conversation Tips 2

定期テスト　第3回 Lesson 4 ～ 英語のしくみ 4

定期テスト　第4回 Lesson 6 ～ Reading Tips



＜光村書籍版　英語２年＞ ＜光村書籍版　英語３年＞

Unit 1 Unit 1

スタートアップ Unit 1 ～ You Can Do It! スタートアップ Unit 1 ～ You Can Do It!

トレーニング1 Tina's Speech (Part 1) トレーニング1 Video Letter from Min-ho (Part 1)

トレーニング1 Tina's Speech (Part 2) トレーニング1 Video Letter from Min-ho (Part 2)

トレーニング1 Tina's Speech (Part 3) トレーニング1 Video Letter from Min-ho (Part 3)

トレーニング2 Unit 1 ～ You Can Do It! トレーニング1 私たちの学校紹介

トレーニング3 Unit 1 ～ You Can Do It! トレーニング2 Unit 1 ～ You Can Do It!

Unit ２ トレーニング3 Unit 1 ～ You Can Do It!

スタートアップ Unit 2 ～ Language Focus 1 Unit ２

トレーニング1 Nick Helps a Dog (Part 1) スタートアップ Unit 2 ～ You Can Do It!

トレーニング1 Nick Helps a Dog (Part 2) トレーニング1 How Do They See Japan? (Part 1)

トレーニング1 Nick Helps a Dog (Part 3) トレーニング1 How Do They See Japan? (Part 2)

トレーニング1 過去のことを述べる表現<過去形／過去進行形> トレーニング1 How Do They See Japan? (Part 3)

トレーニング2 Unit 2 ～ Language Focus 1 トレーニング1 How Do They See Japan? (Part 4)

トレーニング3 Unit 2 ～ Language Focus 1 トレーニング1 メジャーリーガー

Unit 3 トレーニング2 Unit 2 ～ You Can Do It!

スタートアップ Unit 3 ～ You Can Do It! トレーニング3 Unit 2 ～ You Can Do It!

トレーニング1 Plans for the Summer (Part 1) Unit 3

トレーニング1 Plans for the Summer (Part 2) スタートアップ Unit 3 ～ Go for It! 1

トレーニング1 Plans for the Summer (Part 3) トレーニング1 Our School Trip (Part 1)

トレーニング1 Plans for the Summer (Part 4) トレーニング1 Our School Trip (Part 2)

トレーニング2 Unit 3 ～ You Can Do It! トレーニング1 Our School Trip (Part 3)

トレーニング3 Unit 3 ～ You Can Do It! トレーニング1 私のおすすめ

Unit 4 トレーニング1 Treasure Hunt

スタートアップ Unit 4 ～ Go for It ! 1 トレーニング1 過去とのつながりで現在のことを述べる表現<現在完了形>

トレーニング1 Taku Gets Lost (Part 1) トレーニング1 修学旅行新聞を作ろう

トレーニング1 Taku Gets Lost (Part 2) トレーニング2 Unit 3 ～ Go for It! 1

トレーニング1 Taku Gets Lost (Part 3) トレーニング3 Unit 3 ～ Go for It! 1

トレーニング1 道案内 Let's Read 2

トレーニング1 過去・現在・未来のことを述べる表現 スタートアップ Let's Read 2

トレーニング2 Unit 4 ～ Go for It ! 1 トレーニング1 visas for 6,000 Lives ①

トレーニング3 Unit 4 ～ Go for It ! 1 トレーニング1 visas for 6,000 Lives ②
visas for 6,000 Lives ③

Let's Read 1 トレーニング1 visas for 6,000 Lives ④
visas for 6,000 Lives ⑤

スタートアップ Let's Read 1 トレーニング2 Let's Read 2

トレーニング1 The Letter ① Unit 4

トレーニング1 The Letter ②
The Letter ③ スタートアップ Unit 4 ～ You Can Do It !

トレーニング2 Let's Read 1 トレーニング1 A Guest fom Cambodia (Part 1)

Unit 5 トレーニング1 A Guest fom Cambodia (Part 2)

スタートアップ Unit 5 ～ Skit Time 2 トレーニング1 A Guest fom Cambodia (Part 3)

トレーニング1 Aya's Time in Okinawa (Part 1) トレーニング1 The School on the Street

トレーニング1 Aya's Time in Okinawa (Part 2)
Aya's Time in Okinawa (Part 3) トレーニング2 Unit 4 ～ You Can Do It !

トレーニング1 依頼 トレーニング3 Unit 4 ～ You Can Do It !

トレーニング2 Unit 5 ～ Skit Time 2 Unit 5

トレーニング3 Unit 5 ～ Skit Time 2 スタートアップ Unit 5 ～ Let's Read 3

Unit 6 トレーニング1 Dreams for the Future (Part 1)

スタートアップ Unit 6 ～ Language Focus 4 トレーニング1 Dreams for the Future (Part 2)

トレーニング1 A Therapy Dog (Part 1) トレーニング1 Dreams for the Future (Part 3)

トレーニング1 A Therapy Dog (Part 2) トレーニング1 Dreams for the Future (Part 4)

トレーニング1 A Therapy Dog (Part 3) トレーニング1 My Dream

トレーニング1 レストラン トレーニング1 電話

トレーニング1 to+動詞の原型〈不定詞〉
動詞の後にくる語句〈目的語〉 トレーニング1 後ろから説明を加える表現〈後置修飾〉

トレーニング2 Unit 6 ～ Language Focus 4 トレーニング1 The House Tht Jack Built

トレーニング3 Unit 6 ～ Language Focus 4 トレーニング2 Unit 5 ～ Let's Read 3

定期テスト予想問題 トレーニング3 Unit 5 ～ Let's Read 3

定期テスト　第1回 Unit 1 ～ Language Focus 1 Unit 6

定期テスト　第2回 Unit 3 ～ Let's Read 1 スタートアップ Unit 6 ～ Skit Time 2

定期テスト　第3回 Unit 5 ～ Language Focus 4 トレーニング1 Tina's Student News-Net (Part 1)

トレーニング1 Tina's Student News-Net (Part 2)

トレーニング1 Tina's Student News-Net (Part 3)

トレーニング1 Tina's Student News-Net (Part 4)

トレーニング1 私たちが本当に使っている水の量

トレーニング1 道案内

トレーニング2 Unit 6 ～ Skit Time 2

トレーニング3 Unit 6 ～ Skit Time 2

定期テスト予想問題
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教科書トレーニング 　数学

＜啓林館版　数学１年＞ ＜啓林館版　数学２年＞ ＜啓林館版　数学３年＞ ＜東京書籍版　数学１年＞

1章　正の数・負の数 1章　式の計算 1章　式の展開と因数分解 1章　正負の数

1節　正の数・負の数 トレーニング1 １　0より小さい数 1節　式の計算 トレーニング1 １　式の加法, 減法－① 1節　式の展開と因数分解 トレーニング1 １　式の乗法, 除法－① 1節　正負の数 トレーニング1 １　符号のついた数

1節　正の数・負の数 トレーニング1 ２　正の数・負の数で量を表すこと1節　式の計算 トレーニング1 １　式の加法, 減法－② 1節　式の展開と因数分解 トレーニング1 １　式の乗法, 除法－② 1節　正負の数 トレーニング1 ２　数の大小

1節　正の数・負の数 トレーニング1 ３　絶対値と数の大小 1節　式の計算 トレーニング1 ２　いろいろな多項式の計算 1節　式の展開と因数分解 トレーニング1 ２　乗法の公式 1節　正負の数 トレーニング2 1節　正負の数　１, ２

1節　正の数・負の数 トレーニング2 1節　正の数・負の数　１～３1節　式の計算 トレーニング1 ３　単項式の乗法, 除法 1節　式の展開と因数分解 トレーニング2 1節　式の展開と因数分解　1, 2 2節　加法と減法 トレーニング1 １　加法

2節　正の数・負の数の計算 トレーニング1 １　正の数・負の数の加法,　減法－①1節　式の計算 トレーニング2 1節　式の計算　１～３ 1節　式の展開と因数分解 トレーニング1 ３　素因数分解 2節　加法と減法 トレーニング1 ２　減法

2節　正の数・負の数の計算 トレーニング1 １　正の数・負の数の加法,　減法－②2節　文字式の利用 トレーニング1 １　文字式の利用 1節　式の展開と因数分解 トレーニング1 ４　因数分解－① 2節　加法と減法 トレーニング1 ３　加法と減法の混じった計算

2節　正の数・負の数の計算 トレーニング1 ２　加法と減法の混じった計算2節　文字式の利用 トレーニング2 2節　文字式の利用　１ 1節　式の展開と因数分解 トレーニング1 ４　因数分解－② 2節　加法と減法 トレーニング2 2節　加法と減法　１～３

2節　正の数・負の数の計算 トレーニング2 2節　正の数・負の数の計算１, ２ トレーニング3 1章　式の計算 1節　式の展開と因数分解 トレーニング2 1節　式の展開と因数分解　3, 4 3節　乗法と除法 トレーニング1 １　乗法

2節　正の数・負の数の計算 トレーニング1 ３　正の数・負の数の乗法, 除法2章　連立方程式 2節　式の計算の利用 トレーニング1 １　式の計算の利用 3節　乗法と除法 トレーニング1 ２　除法

2節　正の数・負の数の計算 トレーニング1 ４　乗法と除法の混じった計算1節　連立方程式 トレーニング1 １　連立方程式とその解 2節　式の計算の利用 トレーニング2 2節　式の計算の利用　1 3節　乗法と除法 トレーニング1 ３　四則の混じった計算
４　数の範囲と四則

2節　正の数・負の数の計算 トレーニング1 ５　いろいろな計算1節　連立方程式 トレーニング1 ２　連立方程式の解き方－① トレーニング3 1章　式の展開と因数分解 4節　正負の数の利用 トレーニング1 4節　正負の数の利用

2節　正の数・負の数の計算
3節　正の数・負の数の利用 トレーニング1 ６　数の世界のひろがりと四則計算
１　正の数・負の数の利用1節　連立方程式 トレーニング1 ２　連立方程式の解き方－②2章　平方根 3節　乗法と除法
4節　正負の数の利用 トレーニング2 乗法と除法　１～４
正負の数の利用

2節　正の数・負の数の計算
3節　正の数・負の数の利用 トレーニング2 2節　正の数・負の数の計算　３～６　
3節　正の数・負の数の利用　１ 1節　連立方程式 トレーニング2 1節　連立方程式　１, ２ 1節　平方根 トレーニング1 １　平方根－①  トレーニング3 正負の数

 トレーニング3 1章　正の数・負の数 2節　連立方程式の利用 トレーニング1 １　連立方程式の利用1節　平方根 トレーニング1 １　平方根－② 2章　文字と式

2章　文字の式 2節　連立方程式の利用 トレーニング2 2節　連立方程式の利用　１1節　平方根 トレーニング1 ２　平方根の値
３　有理数と無理数 1節　文字を使った式 トレーニング1 １　文字の使用

1節　文字を使った式 トレーニング1 １　数量を文字で表すこと  トレーニング3 2章　連立方程式 1節　平方根 トレーニング2 1節　平方根　1～3 1節　文字を使った式 トレーニング1 ２　文字を使った式の表し方

1節　文字を使った式 トレーニング1 ２　文字式の表し方 3章　一次関数 2節　根号をふくむ式の計算 トレーニング1 １　根号をふくむ式の乗法, 除法－① 1節　文字を使った式 トレーニング1 ３　代入と式の値

1節　文字を使った式 トレーニング1 ３　式の値 1節　一次関数とグラフ トレーニング1 １　一次関数とグラフ
２　一次関数の値の変化2節　根号をふくむ式の計算 トレーニング1 １　根号をふくむ式の乗法, 除法－② 1節　文字を使った式 トレーニング2 1節　文字を使った式　１～３

1節　文字を使った式 トレーニング2 1節　文字を使った式　１～３1節　一次関数とグラフ トレーニング1 ３　一次関数のグラフ2節　根号をふくむ式の計算 トレーニング1 ２　根号をふくむ式の計算－① 2節　文字式の計算 トレーニング1 １　1次式の計算－①

2節　文字式の計算 トレーニング1 １　文字式の加法, 減法 1節　一次関数とグラフ トレーニング1 ４　一次関数の式を求めること2節　根号をふくむ式の計算
3節　平方根の利用 トレーニング1 ２　根号をふくむ式の計算－②
１　平方根の利用 2節　文字式の計算 トレーニング1 ２　1次式の計算－②

2節　文字式の計算 トレーニング1 ２　文字式の乗法, 除法 1節　一次関数とグラフ トレーニング2 一次関数とグラフ　１～４2節　根号をふくむ式の計算
3節　平方根の利用 トレーニング2 2節　根号をふくむ式の計算　1, 2
3節　平方根の利用　1 2節　文字式の計算 トレーニング2 2節　文字式の計算　１

2節　文字式の計算 トレーニング1 ３　関係を表す式 2節　一次関数と方程式 トレーニング1 １　方程式とグラフ  トレーニング3 2章　平方根 3節　文字式の利用 トレーニング1 １　数量の表し方
２　関係の表し方

2節　文字式の計算 トレーニング2 2節　文字式の計算　１～３2節　一次関数と方程式 トレーニング1 ２　連立方程式とグラフ3章　二次方程式 3節　文字式の利用 トレーニング2 3節　文字式の利用　１,  ２

2節　文字式の計算 トレーニング3 2章　文字の式 2節　一次関数と方程式 トレーニング2 一次関数と方程式　１, ２1節　二次方程式 トレーニング1 １　二次方程式とその解き方  トレーニング3 2章　文字と式

3章　方程式 3節　一次関数の利用 トレーニング1 １　一次関数の利用 1節　二次方程式 トレーニング1 ２　二次方程式の解の公式 3章　方程式

1節　方程式 トレーニング1 １　方程式とその解 3節　一次関数の利用 トレーニング2 一次関数の利用　１ 1節　二次方程式 トレーニング1 ３　二次方程式と因数分解 1節　方程式とその解き方 トレーニング1 １　方程式とその解
２　方程式の解き方

1節　方程式 トレーニング1 ２　方程式の解き方  トレーニング3 3章　一次関数 1節　二次方程式 トレーニング2 1節　二次方程式　1～3 1節　方程式とその解き方 トレーニング1 ３　いろいろな方程式

1節　方程式 トレーニング1 ３　比と比例式 4章　図形の調べ方 2節　二次方程式の利用 トレーニング1 １　二次方程式の利用 1節　方程式とその解き方 トレーニング2 1節　方程式とその解き方　１～３

1節　方程式 トレーニング2 1節　方程式　１～３ 1節　平行と合同 トレーニング1 １　角と平行線 2節　二次方程式の利用 トレーニング2 2節　二次方程式　1 2節　1次方程式の利用 トレーニング1 １　1次方程式の利用

2節　方程式の利用 トレーニング1 １　方程式の利用
２　比例式の利用 1節　平行と合同 トレーニング1 ２　多角形の角－①  トレーニング3 3章　二次方程式 2節　1次方程式の利用 トレーニング1 ２　比例式の利用

2節　方程式の利用 トレーニング2 方程式の利用　１, ２ 1節　平行と合同 トレーニング1 ２　多角形の角－② 4章　関数 y=ax2 2節　1次方程式の利用 トレーニング2 2節　1次方程式の利用　１, ２

 トレーニング3 3章　方程式 1節　平行と合同 トレーニング1 ３　三角形の合同 1節　関数とグラフ トレーニング1 １　関数 y=ax2  トレーニング3 3章　方程式

4章　変化と対応 1節　平行と合同 トレーニング2 平行と合同　１～３ 1節　関数とグラフ トレーニング1 ２　関数 y=ax2のグラフ 4章　比例と反比例

1節　関数 トレーニング1 １　関数 2節　証明 トレーニング1 １　証明とそのしくみ 2節　関数 y=ax2の値の変化 トレーニング1 １　関数 y=ax2の値の増減と変域 1節　関数 トレーニング1 １　関数

2節　比例 トレーニング1 １　比例の式 2節　証明 トレーニング1 ２　証明の進め方 2節　関数 y=ax2の値の変化 トレーニング1 １　関数 y=ax2の変化の割合 2節　比例 トレーニング1 １　比例する量

2節　比例 トレーニング1 ２　座標
３　比例のグラフ 2節　証明 トレーニング2 証明　１, ２ 1節　関数とグラフ1, 2
2節　関数y=ax2の値の変化1, 2 トレーニング2 1節　関数とグラフ1, 2
2節　関数y=ax2の値の変化1, 2 2節　比例 トレーニング1 ２　比例のグラフ

1節　関数
2節　比例 トレーニング2 関数 １
比例 １～３ 2節　証明 トレーニング3 4章　図形の調べ方 3節　いろいろな事象と関数 トレーニング1 １　関数 y=ax2の利用 2節　比例 トレーニング1 ３　比例の表, 式, グラフ

3節　反比例 トレーニング1 １　反比例の式 6章　確率 3節　いろいろな事象と関数 トレーニング1 ２　いろいろな関数 1節　関数
2節　比例 トレーニング2 1節　関数　１
2節　比例　１～３

3節　反比例 トレーニング1 ２　反比例のグラフ 1節　確率の意味 トレーニング1 １　起こりやすさと確率 3節　いろいろな事象と関数 トレーニング2 3節　いろいろな事象と関数　1, 2 3節　反比例 トレーニング1 １　反比例する量

4節　比例, 反比例の利用 トレーニング1 １　比例, 反比例の利用 2節　場合の数と確率 トレーニング1 １　確率の求め方  トレーニング3 4章　関数 y=ax2 3節　反比例 トレーニング1 ２　反比例のグラフ
３　反比例の表, 式, グラフ

3節　反比例　１, ２
4節　比例, 反比例の利用　１ トレーニング2 反比例　１, ２
比例, 反比例の利用　１ 2節　場合の数と確率 トレーニング1 ２　いろいろな確率 5章　図形と相似 4節　比例と反比例の利用 トレーニング1 １　比例と反比例の利用

 トレーニング3 4章　変化と対応 1節　確率の意味
2節　場合の数と確率 トレーニング2 1節　確率の意味　１
2節　場合の数と確率　１, ２1節　図形と相似 トレーニング1 １　相似な図形 3節　反比例
4節　比例と反比例の利用 トレーニング2 3節　反比例　１～３
4節　比例と反比例の利用　１

7章　資料の活用  トレーニング3 6章　確率 1節　図形と相似 トレーニング1 ２　三角形の相似条件  トレーニング3 4章　比例と反比例

1節　資料の傾向を調べよう トレーニング1 １　度数分布 定期テスト予想問題 1節　図形と相似 トレーニング1 ３　相似条件と証明 7章　資料の分析と活用

1節　資料の傾向を調べよう トレーニング1 ２　代表値と散らばり  定期テスト 第1回 式の計算 1節　図形と相似 トレーニング2 1節　図形と相似　1～3 1節　資料の分析 トレーニング1 １　度数の分布

1節　資料の傾向を調べよう トレーニング1 ３　近似値
４　調べたことをまとめ, 発表しよう  定期テスト 第2回 連立方程式 2節　平行線と線分の比 トレーニング1 １　平行線と線分の比－① 1節　資料の分析 トレーニング1 ２　範囲と代表値

1節　資料の傾向を調べよう トレーニング2 1節　資料の傾向を調べよう　１～４  定期テスト 第3回 一次関数 2節　平行線と線分の比 トレーニング1 １　平行線と線分の比－② 1節　資料の分析 トレーニング2 1節　ｂ資料の分析　１, ２

 トレーニング3 7章　資料の活用  定期テスト 第4回 図形の調べ方 2節　平行線と線分の比 トレーニング1 ２　中点連結定理 2節　資料の活用
3節　近似値と有効数字 トレーニング1 １　近似値と有効数字

定期テスト予想問題  定期テスト 第6回 確率 2節　平行線と線分の比 トレーニング2 2節　平行線と線分の比　1, 2 2節　資料の活用
3節　近似値と有効数字 トレーニング2 2節　資料の活用
3節　近似値と有効数字　１

 定期テスト 第1回 正の数・負の数 3節　相似な図形の計量 トレーニング1 １　相似な図形の面積  トレーニング3 7章　資料の分析と活用

 定期テスト 第2回 文字の式 3節　相似な図形の計量 トレーニング1 ２　相似な立体の表面積・体積 定期テスト予想問題

 定期テスト 第3回 方程式 4節　相似の利用 トレーニング1 １　相似の利用  定期テスト 第1回 正負の数

 定期テスト 第4回 変化と対応 3節　相似な図形の計量
4節　相似の利用 トレーニング2 3節　相似な図形の計量　1, 2
4節　相似の利用 1  定期テスト 第2回 文字と式

 定期テスト 第7回 資料の活用  トレーニング3 5章　図形と相似  定期テスト 第3回 方程式

6章　円の性質  定期テスト 第4回 比例と反比例

1節　円周角と中心角 トレーニング1 １　円周角と中心角  定期テスト 第7回 資料の分析と活用

1節　円周角と中心角 トレーニング1 ２　円周角の定理の逆

2節　円の性質の利用 トレーニング1 １　円の性質の利用

1節　円周角と中心角
2節　円の性質の利用 トレーニング2 1節　円周角と中心角　1, 2
2節　円の性質の利用　1

 トレーニング3 6章　円の性質

定期テスト予想問題

 定期テスト 第1回 式の展開と因数分解

 定期テスト 第2回 平方根

 定期テスト 第3回 二次方程式

 定期テスト 第4回 関数 y=ax2

 定期テスト 第5回 図形と相似

 定期テスト 第6回 円の性質



＜東京書籍版　数学２年＞ ＜東京書籍版　数学３年＞

1章　式の計算 1章　多項式

1節　式の計算 トレーニング1 １　単項式と多項式 1節　多項式の計算 トレーニング1 １　多項式と単項式の乗除
２　多項式の乗法

1節　式の計算 トレーニング1 ２　多項式の計算 1節　多項式の計算 トレーニング1 ３　乗法公式－①

1節　式の計算 トレーニング1 ３　単項式の乗法と除法 1節　多項式の計算 トレーニング1 ３　乗法公式－②

1節　式の計算 トレーニング1 ４　式の値 1節　多項式の計算 トレーニング2 1節　多項式の計算　１～３

1節　式の計算 トレーニング2 1節　式の計算　１～４ 2節　因数分解 トレーニング1 １　因数分解

2節　文字式の利用 トレーニング1 １　式による説明 2節　因数分解 トレーニング1 ２　公式を利用する因数分解－①

2節　文字式の利用 トレーニング1 ２　等式の変形 2節　因数分解 トレーニング1 ２　公式を利用する因数分解－②

2節　文字式の利用 トレーニング2 2節　文字式の利用　１, ２ 2節　因数分解 トレーニング2 2節　因数分解　１, ２

 トレーニング3 1章　式の計算 3節　式の計算の利用 トレーニング1 １　式の計算の利用

2章　連立方程式 3節　式の計算の利用 トレーニング2 3節　式の計算の利用　１

1節　連立方程式とその解き方 トレーニング1 １　連立方程式とその解  トレーニング3 1章　多項式

1節　連立方程式とその解き方 トレーニング1 ２　連立方程式の解き方－① 2章　平方根

1節　連立方程式とその解き方 トレーニング1 ２　連立方程式の解き方－② 1節　平方根 トレーニング1 １　平方根

1節　連立方程式とその解き方 トレーニング1 ３　いろいろな連立方程式 1節　平方根 トレーニング1 ２　素因数分解

1節　連立方程式とその解き方 トレーニング2 1節　連立方程式とその解き方　１～３ 1節　平方根 トレーニング2 1節　平方根　１, ２

2節　連立方程式の利用 トレーニング1 １　連立方程式の利用 2節　根号をふくむ式の計算 トレーニング1 １　根号をふくむ式の乗除－①

2節　連立方程式の利用 トレーニング2 2節　連立方程式の利用　１ 2節　根号をふくむ式の計算 トレーニング1 １　根号をふくむ式の乗除－②

 トレーニング3 2章　連立方程式 2節　根号をふくむ式の計算 トレーニング2 2節　根号をふくむ式の計算　１

3章　１次関数 2節　根号をふくむ式の計算 トレーニング1 ２　根号をふくむ式の計算

1節　1次関数 トレーニング1 １　1次関数
２　1次関数の値の変化 2節　根号をふくむ式の計算 トレーニング1 ３　根号をふくむ式のいろいろな計算
４　平方根の利用

1節　1次関数 トレーニング1 ３　1次関数のグラフ 2節　根号をふくむ式の計算 トレーニング2 2節　根号をふくむ式の計算　２～４

1節　1次関数 トレーニング1 ４　1次関数を求めること  トレーニング3 2章　平方根

1節　1次関数 トレーニング2 1節　1次関数　１～４ 3章　2次方程式

2節　1次関数と方程式 トレーニング1 １　2元1次方程式のグラフ 1節　2次方程式とその解き方 トレーニング1 １　2次方程式
２　平方根の考えを使った解き方

2節　1次関数と方程式 トレーニング1 ２　連立方程式とグラフ 1節　2次方程式とその解き方 トレーニング1 ３　2次方程式の解の公式

2節　1次関数と方程式 トレーニング2 2節　1次関数と方程式　１, ２ 1節　2次方程式とその解き方 トレーニング1 ４　因数分解による解き方

3節　1次関数の利用 トレーニング1 １　1次関数とみなすこと
２　1次関数のグラフの利用 1節　2次方程式とその解き方 トレーニング1 ５　いろいろな2次方程式

3節　1次関数の利用 トレーニング1 ３　1次関数と図形 1節　2次方程式とその解き方 トレーニング2 1節　2次方程式とその解き方　１～５

3節　1次関数の利用 トレーニング2 3節　1次関数の利用　１～３ 2節　2次方程式の利用 トレーニング1 １　2次方程式の利用

 トレーニング3 3章　1次関数 2節　2次方程式の利用 トレーニング2 2節　2次方程式の利用　１

4章　平行と合同  トレーニング3 3章　2次方程式

1節　説明のしくみ トレーニング1 １　多角形の角の和の説明 4章　関数 y=ax2

2節　平行線と角 トレーニング1 １　平行線と角 1節　関数 y=ax2 トレーニング1 １　関数 y=ax2
２　関数 y=ax2のグラフ

1節　説明のしくみ
2節　平行線と角 トレーニング2 1節　説明のしくみ　１
2節　平行線と角　１ 1節　関数 y=ax2 トレーニング1 ３　関数 y=ax2の値の変化

3節　合同な図形 トレーニング1 １　合同な図形の性質と表し方
２　三角形の合同条件 1節　関数 y=ax2 トレーニング2 1節　関数 y=ax2　１～３

3節　合同な図形 トレーニング1 ３　証明のすすめ方 2節　いろいろな関数の利用 トレーニング1 １　関数 y=ax2の利用

3節　合同な図形 トレーニング2 3節　合同な図形　１～３ 2節　いろいろな関数の利用 トレーニング2 2節　いろいろな関数の利用　１

 トレーニング3 4章　平行と合同 2節　いろいろな関数の利用 トレーニング1 ２　いろいろな関数

6章　確率 2節　いろいろな関数の利用 トレーニング2 2節　いろいろな関数の利用　２

1節　確率 トレーニング1 １　ことがらの起こりやすさ  トレーニング3 4章　関数 y=ax2

1節　確率 トレーニング1 ２　確率とその求め方 5章　相似な図形

1節　確率 トレーニング1 ３　いろいろな確率
４　確率による説明 1節　相似な図形 トレーニング1 １　相似な図形

1節　確率 トレーニング2 1節　確率　１～４ 1節　相似な図形 トレーニング1 ２　三角形の相似条件
３　相似の利用

 トレーニング3 6章　確率 1節　相似な図形 トレーニング2 1節　相似な図形　１～３

定期テスト予想問題 2節　平行線と比 トレーニング1 １　三角形と比－①

 定期テスト 第1回 式の計算 2節　平行線と比 トレーニング1 １　三角形と比－②

 定期テスト 第2回 連立方程式 2節　平行線と比 トレーニング1 ２　平行線と比

 定期テスト 第3回 1次関数 2節　平行線と比 トレーニング2 2節　平行線と比　１, ２

 定期テスト 第4回 平行と合同 3節　相似な図形の面積と体積 トレーニング1 １　相似な図形の相似比と面積比

 定期テスト 第6回 確率 3節　相似な図形の面積と体積 トレーニング1 ２　相似な立体の表面積や体積の比

3節　相似な図形の面積と体積 トレーニング2 3節　相似な図形の面積と体積　１, ２

 トレーニング3 5章　相似な図形

6章　円

1節　円周角の定理 トレーニング1 １　円周角の定理

1節　円周角の定理 トレーニング1 ２　円周角の定理の逆

1節　円周角の定理 トレーニング2 1節　円周角の定理　１, ２

2節　円周角の定理の利用 トレーニング1 １　円周角の定理を利用した作図

2節　円周角の定理の利用 トレーニング1 ２　円と相似

2節　円周角の定理の利用 トレーニング2 2節　円周角の定理の利用　１, ２

 トレーニング3 6章　円

定期テスト予想問題

 定期テスト 第1回 多項式

 定期テスト 第2回 平方根

 定期テスト 第3回 2次方程式

 定期テスト 第4回 関数 y=ax2

 定期テスト 第5回 相似な図形

 定期テスト 第6回 円



教科書トレーニング　理科 教科書トレーニング　理科　スペシャルトレーニング

＜啓林版　理科１年＞ ＜啓林版　理科２年＞ ＜啓林版　理科３年＞ ＜啓林版　理科１年＞

生命　植物のくらしとなかま 生命　動物の生活と生物の進化 生命　生命の連続性 スペシャルトレーニング

 スタートアップ ふり返りと学習のつながり  スタートアップ ふり返りと学習のつながり  スタートアップ ふり返りと学習のつながり 水溶液の濃度①

 トレーニング1 自然の中に生命の営みを見つけてみよう 1章 トレーニング1 生物の体と細胞 1章 トレーニング1 生物の成長とふえ方 水溶液の濃度②

 トレーニング2 自然の中に生命の営みを見つけてみよう 1章 トレーニング2 生物の体と細胞 1章 トレーニング2 生物の成長とふえ方 溶解度曲線と再結晶

1章 トレーニング1 花のつくりとはたらき 1章 トレーニング3 生物の体と細胞 1章 トレーニング3 生物の成長とふえ方 光の反射①

1章 トレーニング2 花のつくりとはたらき 2章 トレーニング1 生命を維持するはたらき(1) 2章 トレーニング1 遺伝の規則性と遺伝子 光の反射②

1章 トレーニング3 自然の中に生命の営みを見つけてみよう
花のつくりとはたらき 2章 トレーニング2 生命を維持するはたらき(1) 2章 トレーニング2 遺伝の規則性と遺伝子 光の屈折

2章 トレーニング1 水や栄養分を運ぶしくみ(1) 2章 トレーニング3 生命を維持するはたらき(1) 2章 トレーニング3 遺伝の規則性と遺伝子 凸レンズを通る光の進み方

2章 トレーニング2 水や栄養分を運ぶしくみ(1) 2章 トレーニング1 生命を維持するはたらき(2)  スタートアップ ふり返りと学習のつながり 凸レンズによってできる像①（実像）

2章 トレーニング1 水や栄養分を運ぶしくみ(2) 2章 トレーニング2 生命を維持するはたらき(2) 地球　宇宙の中の地球 凸レンズによってできる像②（虚像）

2章 トレーニング2 水や栄養分を運ぶしくみ(2) 2章 トレーニング3 生命を維持するはたらき(2) 1章 トレーニング1 地球とその外側の世界 力のはかり方

2章 トレーニング3 水や栄養分を運ぶしくみ 3章 トレーニング1 感覚と運動のしくみ 1章 トレーニング2 地球とその外側の世界 力の表し方

3章 トレーニング1 栄養分をつくるしくみ 3章 トレーニング2 感覚と運動のしくみ 1章 トレーニング3 地球とその外側の世界

3章 トレーニング2 栄養分をつくるしくみ 3章 トレーニング3 感覚と運動のしくみ 2章 トレーニング1 太陽と恒星の動き(1) ＜啓林版　理科２年＞

3章 トレーニング3 栄養分をつくるしくみ 4章 トレーニング1 動物のなかま 2章 トレーニング2 太陽と恒星の動き(1) スペシャルトレーニング

4章 トレーニング1 植物のなかま分け 4章 トレーニング2 動物のなかま 2章 トレーニング3 太陽と恒星の動き(1) 天気図の記号

4章 トレーニング2 植物のなかま分け 5章 トレーニング1 生物の移り変わりと進化 2章 トレーニング1 太陽と恒星の動き(2) 風のふき方

4章 トレーニング3 植物のなかま分け 5章 トレーニング2 生物の移り変わりと進化 2章 トレーニング2 太陽と恒星の動き(2) 低気圧と前線

 スタートアップ ふり返りと学習のつながり 4章　5章 トレーニング3 動物のなかま
生物の移り変わりと進化2章 トレーニング3 太陽と恒星の動き(2) 質量保存の法則

地球　活きている地球  スタートアップ ふり返りと学習のつながり 3章 トレーニング1 月と金星の動きと見え方 反応する物質どうしの質量の割合①

1章 トレーニング1 大地がゆれる 地球　地球の大気と天気の変化 3章 トレーニング2 月と金星の動きと見え方 反応する物質どうしの質量の割合②

1章 トレーニング2 大地がゆれる 1章 トレーニング1 空気中の水の変化 3章 トレーニング3 月と金星の動きと見え方 電流計

1章 トレーニング3 大地がゆれる 1章 トレーニング2 空気中の水の変化  スタートアップ ふり返りと学習のつながり 直列回路

2章 トレーニング1 大地が火をふく(1) 1章 トレーニング3 空気中の水の変化 物質　化学変化とイオン 並列回路

2章 トレーニング2 大地が火をふく(1) 2章 トレーニング1 天気の変化と大気の動き(1) 1章 トレーニング1 水溶液とイオン(1) オームの法則

2章 トレーニング1 大地が火をふく(2) 2章 トレーニング2 天気の変化と大気の動き(1) 1章 トレーニング2 水溶液とイオン(1) 電力

2章 トレーニング2 大地が火をふく(2) 2章 トレーニング1 天気の変化と大気の動き(2) 1章 トレーニング3 水溶液とイオン(1) 電力量

2章 トレーニング3 大地が火をふく 2章 トレーニング2 天気の変化と大気の動き(2) 1章 トレーニング1 水溶液とイオン(2)

3章 トレーニング1 大地は語る(1) 2章 トレーニング3 天気の変化と大気の動き 1章 トレーニング2 水溶液とイオン(2) ＜啓林版　理科３年＞

3章 トレーニング2 大地は語る(1) 3章 トレーニング1 太陽の動きと日本の四季 1章 トレーニング3 水溶液とイオン(2) スペシャルトレーニング

3章 トレーニング1 大地は語る(2) 3章 トレーニング2 太陽の動きと日本の四季 2章 トレーニング1 酸・アルカリと塩（1） 体細胞分裂

3章 トレーニング2 大地は語る(2) 3章 トレーニング3 太陽の動きと日本の四季 2章 トレーニング2 酸・アルカリと塩（1） 減数分裂と受精

3章 トレーニング3 大地は語る  スタートアップ 化学変化と原子・分子 2章 トレーニング3 酸・アルカリと塩（1） 遺伝のしくみ

 スタートアップ ふり返りと学習のつながり 物質　化学変化と原子・分子 2章 トレーニング1 酸・アルカリと塩（2） 太陽の１日の動き

物質　身のまわりの物質 1章 トレーニング1 物質の成り立ち(1) 2章 トレーニング2 酸・アルカリと塩（2） 星座の移り変わり

1章 トレーニング1 いろいろな物質とその性質 1章 トレーニング2 物質の成り立ち(1) 2章 トレーニング3 酸・アルカリと塩（2） 太陽の南中高度

1章 トレーニング2 いろいろな物質とその性質 1章 トレーニング1 物質の成り立ち(2)  スタートアップ ふり返りと学習のつながり 電離のようす

1章 トレーニング3 いろいろな物質とその性質 1章 トレーニング2 物質の成り立ち(2) エネルギー　運動とエネルギー 電池

2章 トレーニング1 いろいろな気体とその性質 1章 トレーニング3 物質の成り立ち 1章 トレーニング1 力のつり合い 中和

2章 トレーニング2 いろいろな気体とその性質 2章 トレーニング1 物質を表す記号 1章 トレーニング2 力のつり合い 力の合成

2章 トレーニング3 いろいろな気体とその性質 2章 トレーニング2 物質を表す記号 1章 トレーニング3 力のつり合い ３力のつり合い

3章 トレーニング1 水溶液の性質 2章 トレーニング3 物質を表す記号 2章 トレーニング1 物体の運動(1) 力の分解

3章 トレーニング2 水溶液の性質 3章 トレーニング1 さまざまな化学変化 2章 トレーニング2 物体の運動(1) 仕事

3章 トレーニング3 水溶液の性質 3章 トレーニング2 さまざまな化学変化 2章 トレーニング1 物体の運動(2) 仕事の原理

4章 トレーニング1 物質のすがたとその変化 3章 トレーニング3 さまざまな化学変化 2章 トレーニング2 物体の運動(2) 仕事率

4章 トレーニング2 物質のすがたとその変化 4章 トレーニング1 化学変化と物質の質量 2章 トレーニング3 物体の運動

4章 トレーニング3 物質のすがたとその変化 4章 トレーニング2 化学変化と物質の質量 3章 トレーニング1 仕事とエネルギー(1)

定期テスト予想問題 4章 トレーニング3 化学変化と物質の質量 3章 トレーニング2 仕事とエネルギー(1)

1章 定期テスト第1回 自然の中に生命の営みを見つけてみよう
花のつくりとはたらき 定期テスト予想問題 3章 トレーニング3 仕事とエネルギー(1)

2章 定期テスト第2回 水や栄養分を運ぶしくみ 1章　2章 定期テスト第1回 生物の体と細胞
生命を維持するはたらき(1)3章 トレーニング1 仕事とエネルギー(2)

3章　4章 定期テスト第3回 栄養分をつくるしくみ
植物のなかま分け 2章　3章 定期テスト第2回 生命を維持するはたらき(2)
感覚と運動のしくみ3章 トレーニング2 仕事とエネルギー(2)

1章　2章 定期テスト第4回 大地がゆれる
大地が火をふく(1) 4章　5章 定期テスト第3回 動物のなかま
生物の移り変わりと進化3章 トレーニング3 仕事とエネルギー(2)

2章　3章 定期テスト第5回 大地が火をふく(2)
大地は語る 1章　2章 定期テスト第4回 空気中の水の変化
天気の変化と大気の動き(1)4章　5章 トレーニング1 多様なエネルギーとその移り変わり
エネルギー資源とその利用

1章　2章 定期テスト第6回 いろいろな物質とその性質
いろいろな気体とその性質 2章　3章 定期テスト第5回 天気の変化と大気の動き(2)
太陽の動きと日本の四季4章　5章 トレーニング2 多様なエネルギーとその移り変わり
エネルギー資源とその利用

3章　4章 定期テスト第7回 水溶液の性質
物質のすがたとその変化 1章　2章 定期テスト第6回 物質の成り立ち
物質を表す記号4章　5章 トレーニング3 多様なエネルギーとその移り変わり
エネルギー資源とその利用

3章　4章 定期テスト第7回 さまざまな化学変化
化学変化と物質の質量定期テスト予想問題
1章 定期テスト第1回 生物の成長とふえ方

2章 定期テスト第2回 遺伝の規則性と遺伝子

1章　2章 定期テスト第3回 地球とその外側の世界
太陽と恒星の動き

3章 定期テスト第4回 月と金星の動きと見え方

1章 定期テスト第5回 水溶液とイオン

2章 定期テスト第6回 酸・アルカリと塩

1章　2章 定期テスト第7回 力のつり合い
物体の運動

3章　4章　5章 定期テスト第8回 仕事とエネルギー
多様なエネルギーとその移り変わり
エネルギー資源とその利用



教科書トレーニング　社会 教科書トレーニング　暗記カード

＜東京書籍版　地理＞ ＜東京書籍版　歴史＞ ＜東京書籍版　公民＞ ＜東京書籍版　地理＞

第1編　世界のさまざまな地域 第1章　歴史の流れをとらえよう 第1章　現代社会と私たちの生活 三海洋

第1章 世界の姿　①  トレーニング1  トレーニング1 1節 トレーニング1 現代社会の特色と私たち 緯線

第1章 世界の姿　②  トレーニング1 第2章　古代までの日本 1節 トレーニング2 現代社会の特色と私たち 本初子午線

第1章 世界の姿  トレーニング2 1節 トレーニング1 世界の古代文明と宗教のおこり① 2節 トレーニング1 私たちの生活と文化 六大陸

第2章 世界各地の人々の生活と環境　①  トレーニング1 1節 トレーニング1 世界の古代文明と宗教のおこり① 2節 トレーニング2 私たちの生活と文化 熱帯

第2章 世界各地の人々の生活と環境　②  トレーニング1 1節 トレーニング2 世界の古代文明と宗教のおこり 3節 トレーニング1 現代社会の見方や考え方 乾燥帯

第2章 世界各地の人々の生活と環境　①②  トレーニング2 2節 トレーニング1 日本列島の誕生と大陸との交流 3節 トレーニング2 現代社会の見方や考え方 人口密度

第2章 世界各地の人々の生活と環境　③  トレーニング1 2節 トレーニング2 日本列島の誕生と大陸との交流  トレーニング3 第1章　現代社会と私たちの生活 世界三大宗教

第2章 世界各地の人々の生活と環境　③  トレーニング2 3節 トレーニング1 古代国家の歩みと東アジア世界① 第2章　個人の尊重と日本国憲法 国境

第1章　第2章 世界の姿
世界各地の人々の生活と環境  トレーニング3 3節 トレーニング1 古代国家の歩みと東アジア世界② 1節 トレーニング1 人権と日本国憲法① ユーロ

第3章 世界の諸地域 1節 トレーニング1 アジア州　① 3節 トレーニング1 古代国家の歩みと東アジア世界③ 1節 トレーニング1 人権と日本国憲法② モノカルチャー経済

第3章 世界の諸地域 1節 トレーニング1 アジア州　② 3節 トレーニング2 古代国家の歩みと東アジア世界 1節 トレーニング2 人権と日本国憲法 ASEAN（東南アジア諸国連合）

第3章 世界の諸地域 1節 トレーニング2 アジア州　  トレーニング3  トレーニング3 第2章　個人の尊重と日本国憲法① ヒスパニック

第3章 世界の諸地域 2節 トレーニング1 ヨーロッパ州 ① 第3章　中世の日本 2節 トレーニング1 人権と共存社会① アボリジニ

第3章 世界の諸地域 2節 トレーニング1 ヨーロッパ州 ② 1節 トレーニング1 武士の台頭と鎌倉幕府① 2節 トレーニング1 人権と共存社会② 焼畑農業

第3章 世界の諸地域 2節 トレーニング2 ヨーロッパ州 1節 トレーニング1 武士の台頭と鎌倉幕府② 2節 トレーニング2 人権と共存社会 時差

第3章 世界の諸地域 3節 トレーニング1 アフリカ州 1節 トレーニング2 武士の台頭と鎌倉幕府 3節 トレーニング1 これからの人権保障 排他的経済水域

第3章 世界の諸地域 3節 トレーニング2 アフリカ州 2節 トレーニング1 東アジア世界との関わりと社会の変動① 3節 トレーニング2 これからの人権保障 北方領土

第3章 世界の諸地域  トレーニング3 2節 トレーニング1 東アジア世界との関わりと社会の変動②  トレーニング3 第2章　個人の尊重と日本国憲法② 県庁所在地

第3章 世界の諸地域 4節 トレーニング1 北アメリカ州 ① 2節 トレーニング2 東アジア世界との関わりと社会の変動① 定期テスト予想問題 7地方区分

第3章 世界の諸地域 4節 トレーニング1 北アメリカ州 ② 2節 トレーニング1 東アジア世界との関わりと社会の変動③ 定期テスト　第1回 現代社会と私たちの生活 促成栽培

第3章 世界の諸地域 4節 トレーニング2 北アメリカ州 2節 トレーニング2 東アジア世界との関わりと社会の変動② 定期テスト　第2回 個人の尊重と日本国憲法 中京工業地帯

第3章 世界の諸地域 5節 トレーニング1 南アメリカ州 第4章　近世の日本 第三次産業

第3章 世界の諸地域 5節 トレーニング2 南アメリカ州 1節 トレーニング1 ヨーロッパ人との出会いと全国統一① 近郊農業

第3章 世界の諸地域 6節 トレーニング1 オセアニア州 1節 トレーニング1 ヨーロッパ人との出会いと全国統一② 季節風（モンスーン）

第3章 世界の諸地域 6節 トレーニング2 オセアニア州 1節 トレーニング2 ヨーロッパ人との出会いと全国統一 扇状地

第4章 世界のさまざまな地域の調査  トレーニング1 2節 トレーニング1 江戸幕府の成立と鎖国① 環太平洋造山帯

第4章 世界のさまざまな地域の調査  トレーニング2 2節 トレーニング1 江戸幕府の成立と鎖国② 暖流

第3章　第4章 世界の諸地域　②
世界のさまざまな地域の調査  トレーニング3 2節 トレーニング2 江戸幕府の成立と鎖国 カルデラ

第2編　日本のさまざまな地域 3節 トレーニング1 産業の発達と幕府政治の動き① 瀬戸内工業地域

第1章 日本の姿　①  トレーニング1 3節 トレーニング2 産業の発達と幕府政治の動き① ニュータウン

第1章 日本の姿　②  トレーニング1 3節 トレーニング1 産業の発達と幕府政治の動き② 日本アルプス

第1章 日本の姿  トレーニング2 3節 トレーニング1 産業の発達と幕府政治の動き③ ヒートアイランド現象

第2章 世界から見た日本の姿 1節 トレーニング1 世界から見た日本の自然環境　① 3節 トレーニング2 産業の発達と幕府政治の動き② やませ

第2章 世界から見た日本の姿 1節 トレーニング1 世界から見た日本の自然環境　②  トレーニング3 酪農

第2章 世界から見た日本の姿 1節 トレーニング2 世界から見た日本の自然環境 第5章　開国と近代日本の歩み 等高線

第2章 世界から見た日本の姿 2節 トレーニング1 世界から見た日本の人口 1節 トレーニング1 欧米の進出と日本の開国① 縮尺

第2章 世界から見た日本の姿 3節 トレーニング1 世界から見た日本の資源・エネルギーと産業 1節 トレーニング1 欧米の進出と日本の開国② 方位

第2章 世界から見た日本の姿 2節　3節 トレーニング2 世界から見た日本の人口
世界から見た日本の資源・エネルギーと産業　① 1節 トレーニング2 欧米の進出と日本の開国①

第2章 世界から見た日本の姿 3節 トレーニング1 世界から見た日本の資源・エネルギーと産業　② 1節 トレーニング1 欧米の進出と日本の開国③ ＜東京書籍版　歴史＞

第2章 世界から見た日本の姿 4節 トレーニング1 世界と日本の結び付き 1節 トレーニング2 欧米の進出と日本の開国② 縄文土器

第2章 世界から見た日本の姿 3節　4節 トレーニング2 世界から見た日本の資源・エネルギーと産業　②
世界と日本の結び付き 2節 トレーニング1 明治維新① 金印

第2章 世界から見た日本の姿  トレーニング3 2節 トレーニング1 明治維新② 渡来人

第3章 日本の諸地域 1節 トレーニング1 九州地方　① 2節 トレーニング1 明治維新③ 大化の改新

第3章 日本の諸地域 1節 トレーニング1 九州地方　② 2節 トレーニング2 明治維新 班田収授法

第3章 日本の諸地域 1節 トレーニング2 九州地方  トレーニング3 遣唐使

第3章 日本の諸地域 2節 トレーニング1 中国・四国地方　① 3節 トレーニング1 日清・日露戦争と近代産業① 摂関政治

第3章 日本の諸地域 2節 トレーニング1 中国・四国地方　② 3節 トレーニング1 日清・日露戦争と近代産業② 国風文化

第3章 日本の諸地域 2節 トレーニング2 中国・四国地方 3節 トレーニング1 日清・日露戦争と近代産業③ 院政

第3章 日本の諸地域 3節 トレーニング1 近畿地方　① 3節 トレーニング2 日清・日露戦争と近代産業 武士

第3章 日本の諸地域 3節 トレーニング1 近畿地方　②  トレーニング3 元寇

第3章 日本の諸地域 3節 トレーニング2 近畿地方 第6章　二度の世界大戦と日本 建武の新政

第3章 日本の諸地域 4節 トレーニング1 中部地方　① 1節 トレーニング1 第一次世界大戦と日本① 勘合貿易

第3章 日本の諸地域 4節 トレーニング1 中部地方　② 1節 トレーニング1 第一次世界大戦と日本② 応仁の乱

第3章 日本の諸地域 4節 トレーニング2 中部地方 1節 トレーニング2 第一次世界大戦と日本① 戦国大名

第3章 日本の諸地域　①  トレーニング3 1節 トレーニング1 第一次世界大戦と日本③ 鉄砲の伝来

第3章 日本の諸地域 5節 トレーニング1 関東地方　① 1節 トレーニング2 第一次世界大戦と日本② 豊臣秀吉

第3章 日本の諸地域 5節 トレーニング1 関東地方　② 2節 トレーニング1 世界恐慌と日本の中国侵略① 参勤交代

第3章 日本の諸地域 5節 トレーニング2 関東地方 2節 トレーニング1 世界恐慌と日本の中国侵略② 鎖国

第3章 日本の諸地域 6節 トレーニング1 東北地方　① 2節 トレーニング2 世界恐慌と日本の中国侵略 元禄文化

第3章 日本の諸地域 6節 トレーニング1 東北地方　② 3節 トレーニング1 第二次世界大戦と日本① 享保の改革

第3章 日本の諸地域 6節 トレーニング2 東北地方 3節 トレーニング1 第二次世界大戦と日本② 打ちこわし

第3章 日本の諸地域 7節 トレーニング1 北海道地方　① 3節 トレーニング2 第二次世界大戦と日本③ 産業革命

第3章 日本の諸地域 7節 トレーニング1 北海道地方　②  トレーニング3 アヘン戦争

第3章 日本の諸地域 7節 トレーニング2 北海道地方 第7章　現代の日本と世界 日米修好通商条約

第4章 身近な地域の調査  トレーニング1 1節 トレーニング1 戦後日本の発展と国際社会① 大政奉還

第4章 身近な地域の調査  トレーニング2 1節 トレーニング1 戦後日本の発展と国際社会② 自由民権運動

第3章　第4章 第3章　日本の諸地域　②
第4章　身近な地域の調査  トレーニング3 1節 トレーニング1 戦後日本の発展と国際社会③ 日清戦争

定期テスト予想問題 1節 トレーニング2 戦後日本の発展と国際社会 ポーツマス条約

第1章　第2章　第3章 世界の姿
世界各地の人々の生活と環境
世界の諸地域　① 1節　2節 定期テスト　第1回 アジア州
ヨーロッパ州 2節 トレーニング1 新たな時代の日本と世界 第一次世界大戦

第3章　第4章 世界の諸地域　②
世界のさまざまな地域の調査 3節　4節　5節　6節 定期テスト　第2回 アフリカ州
北アメリカ州
南アメリカ州
オセアニア州 2節 トレーニング2 新たな時代の日本と世界 普通選挙法

第1章　第2章 日本の姿
世界から見た日本の姿  定期テスト　第3回  トレーニング3 世界恐慌

第3章 日本の諸地域　① 1節　2節　3節　4節 定期テスト　第4回 九州地方　
中国・四国地方　
近畿地方　
中部地方 定期テスト予想問題 ファシズム

第3章　第4章 日本の諸地域　②
身近な地域の調査 5節　6節　7節 定期テスト　第5回 関東地方　
東北地方　
北海道地方 定期テスト　第1回  歴史の流れをとらえよう
古代までの日本 満州事変

定期テスト　第2回  中世の日本 農地改革

定期テスト　第3回  近世の日本 サンフランシスコ平和条約

定期テスト　第4回  開国と近代日本の歩み 高度経済成長

定期テスト　第5回  二度の世界大戦と日本
現代の日本と世界 石油危機(オイル・ショック)



新編数学 第３節 １次不等式 ２．最大・最小の応用  確認問題１

＜新編数学Ⅰ＞ 導入 最大・最小の利用 例題８  確認問題２

第１章 数と式 １．１次不等式 最大・最小の利用 練習８  確認問題３

第１節 整 式 不等式の性質 例２６ 2次関数の決定(最小値) 例題９ 第２節 鈍角の三角比

ふり返り 不等式の性質 問２６ 2次関数の決定(最小値) 練習９ 導入

導入 不等式の性質 例２７  確認問題１ １．0°≦θ≦180° の三角比

１．整式とその加減 不等式の性質 問２７  確認問題２ 三角比の拡張 例６

単項式と多項式 例１ 不等式の性質 例２８  確認問題３ 三角比の拡張 問６

単項式と多項式 問１ 不等式の性質 問２８ 第３節 ２次関数と方程式・不等式 三角比の拡張 導入

単項式と多項式 例２ １次不等式 例２９ #REF! 三角比の拡張 例７

単項式と多項式 問２ １次不等式 問２９ １．２次方程式 三角比の拡張 問７

整式の整理 例３ １次不等式 例３０ ２次方程式 例１０ 三角比の拡張 導入

整式の整理 問３ １次不等式 問３０ ２次方程式 問１０ 180°-θの三角比 例８

整式の加法・減法 例４ １次不等式 例３１ ２次方程式の解の公式 例１１ 180°-θの三角比 問８

整式の加法・減法 問４ １次不等式 問３１ ２次方程式の解の公式 問１１ ２．三角比の相互関係

２．整式の乗法 １次不等式 例題７ ２次方程式の判別式 例１２ 導入 

単項式の乗法 例５ １次不等式 練習７ ２次方程式の判別式 問１２ 三角比の相互関係 例９

単項式の乗法 問５ １次不等式 例題８ ２次方程式の判別式 例題１０ 三角比の相互関係 問９

単項式の乗法 例６ １次不等式 練習８ ２次方程式の判別式 練習１０ 三角比の相互関係 例題６

単項式の乗法 問６ 連立不等式 例３２ ２．２次関数のグラフとx軸との共有点 三角比の相互関係 練習６

整式の乗法 例７ 連立不等式 問３２ x軸との共有点 例１３（２ブロック） 三角比を含む等式 例１０

整式の乗法 問７ 連立不等式 例題９ x軸との共有点 問１３ 三角比を含む等式 問１０

整式の乗法 例８ 連立不等式 練習９ x軸との共有点 例題１１ 三角比を含む等式 例１１

整式の乗法 問８ ◇研究 絶対値を含む方程式・不等式 x軸との共有点 練習１１ 三角比を含む等式 問１１

乗法公式 例９ 演習① x軸との共有点 ◇研究 y=a(x−α)(x−β) のグラフ 三角比を含む等式 例１２

乗法公式 問９  演習②  演習 三角比を含む等式 問１２

乗法公式 例１０  確認問題１ x軸との共有点 ◇研究 (発展) 放物線と直線との共有点 三角比を含む等式 確認問題１

乗法公式 問１０  確認問題２  演習 三角比を含む等式 確認問題２

乗法公式 例１１  確認問題３ ３．２次不等式とその解 三角比を含む等式 確認問題３

乗法公式 問１１  章末A問題１ 導入 第３節 図形の計量

乗法公式 例１２  章末A問題２ ２次関数のグラフと２次不等式 例１４ １．正弦定理

乗法公式 問１２  章末A問題３ ２次関数のグラフと２次不等式 問１４ 導入 

乗法公式 例題１  章末A問題４ ２次関数のグラフと２次不等式 例１５  例１３

乗法公式 練習１  章末A問題５ ２次関数のグラフと２次不等式 問１５  問１３

３．因数分解  章末A問題６ ２次関数のグラフと２次不等式 例１６  例題７

 導入  章末B問題１ ２次関数のグラフと２次不等式 問１６  練習７

共通因数をくくり出す 例１３  章末B問題２ ２次関数のグラフと２次不等式 例１７ ２．余弦定理

共通因数をくくり出す 問１３  章末B問題３ ２次関数のグラフと２次不等式 問１７  例１４

公式の利用 例１４  章末B問題４ ２次関数のグラフと２次不等式 例１８  問１４

公式の利用 問１４  章末B問題５ ２次関数のグラフと２次不等式 問１８  例１５

公式の利用 例１５  章末B問題６ ２次不等式のまとめ 導入  問１５

公式の利用 問１５ ２次不等式のまとめ 例題１２ ◇研究 辺と角の関係 

公式の利用 例１６ 第２章 ２次関数 ２次不等式のまとめ 練習１２ 演習 

公式の利用 問１６ 第１節 関数とグラフ ２次不等式のまとめ 例１９ 三角形の辺と角 例題８

公式の利用 例題２ ふり返り ２次不等式のまとめ 問１９ 三角形の辺と角 練習８

公式の利用 練習２ 導入  確認問題１ ３．平面図形の計量

いろいろな因数分解 例１７ １．関 数  確認問題２ 導入 

いろいろな因数分解 問１７ 関数の値 例１  確認問題３ 三角形の面積 例１６

いろいろな因数分解 例題３ 関数の値 問１  確認問題４ 三角形の面積 問１６

いろいろな因数分解 練習３ 座標平面 導入  確認問題５ 三角形の面積 例題９

いろいろな因数分解 例題４ 関数のグラフ 導入  確認問題６ 三角形の面積 練習９

いろいろな因数分解 練習４ 最大値・最小値 例２  確認問題７ 三角形の面積 ◇研究 (発展) ヘロンの公式

◇研究 (発展) 3 次の展開と因数分解　演習① 最大値・最小値 問２  章末A問題１  演習

 演習② ２．２次関数のグラフ  章末A問題２ ４．空間図形の計量

 演習③ 導入  章末A問題３  例題１０

 確認問題１ y=ax2のグラフ 導入  章末A問題４  練習１０

 確認問題２ y=ax2+ｑのグラフ 例３  章末A問題５  例題１１

 確認問題３ y=ax2+ｑのグラフ 問３  章末A問題６  練習１１

 確認問題４ y=a（x-p)2のグラフ 例４  章末B問題１  確認問題１

 確認問題５ y=a（x-p)2のグラフ 問４  章末B問題２  確認問題２

 確認問題６ y=a（x-p)2+qのグラフ 例５  章末B問題３  確認問題３

 確認問題７ y=a（x-p)2+qのグラフ 問５  章末B問題４  確認問題４

y=ax2+bx+cのグラフ 例６  章末B問題５  確認問題５

第２節 実 数 y=ax2+bx+cのグラフ 問６  確認問題６

導入 y=ax2+bx+cのグラフ 例７ 第３章 図形と計量  章末A問題１

１．実数 y=ax2+bx+cのグラフ 問７ 第１節 鋭角の三角比  章末A問題２

実数 例１８ y=ax2+bx+cのグラフ 例８ ふり返り  章末A問題３

実数 問１８ y=ax2+bx+cのグラフ 問８ 導入  章末A問題４

実数 例１９ y=ax2+bx+cのグラフ 例題１ １．三角比の値  章末B問題１

実数 問１９ y=ax2+bx+cのグラフ 練習１  導入  章末B問題２

実数と四則計算 導入 放物線の平行移動 例題２ 正接・正弦・余弦 例１  章末B問題３

絶対値 例２０ 放物線の平行移動 練習２ 正接・正弦・余弦 問１  章末B問題４

絶対値 問２０ ◇研究 グラフの対称移動 正接・正弦・余弦 例題１

平方根 例２１ 演習 正接・正弦・余弦 練習１ 第４章 集合と命題

平方根 問２１ 導入 正接・正弦・余弦 例２ 第１節 集合と命題

平方根 例２２ ２次関数y=a(x-p)2+q 例題３  確認問題１ ふり返り

平方根 問２２ ２次関数y=a(x-p)2+q 練習３  確認問題２ 導入

平方根 例２３ 軸が与えられた場合 例題４  確認問題３ １．集 合

平方根 問２３ 軸が与えられた場合 練習４ 第２節 鈍角の三角比 集合の表し方 例１

平方根 例２４ グラフ上の３点が与えられた場合 例題５ 導入 集合の表し方 問１

平方根 問２４ グラフ上の３点が与えられた場合 練習５ １．0°≦θ≦180° の三角比 集合の表し方 例２

平方根 例題５  確認問題１ 三角比の拡張 例６ 集合の表し方 問２

平方根 練習５  確認問題２ 三角比の拡張 問６ 部分集合 例３

分母の有理化 例２５  確認問題３ 三角比の拡張 導入 部分集合 問３

分母の有理化 問２５  確認問題４ 三角比の拡張 例７ 共通部分の和集合 例４

分母の有理化 例題６  確認問題５ 三角比の拡張 問７ 共通部分の和集合 問４

分母の有理化 練習６ 第２節 ２次関数の最大・最小 三角比の拡張 導入 共通部分の和集合 例５

◇研究 (発展) 2 重根号 導入 180°-θの三角比 例８ 共通部分の和集合 問５

演習 １．２次関数の最大・最小 180°-θの三角比 問８ 補集合 例６

 確認問題１ 定義域が実数全体である場合の最大値・最小値 例９ ２．三角比の相互関係 補集合 問６

 確認問題２ 定義域が実数全体である場合の最大値・最小値 問９ 三角比の相互関係 練習５ ド・モルガンの法則 導入

 確認問題３ 定義域に制限のある場合の最大値・最小値 例題６ 90°- A の三角比 例５ ２．命題と集合

 確認問題４ 定義域に制限のある場合の最大値・最小値 練習６ 90°- A の三角比 問５ 命題 例７

 確認問題５ 定義域に制限のある場合の最大値・最小値 例題７ 命題 問７

定義域に制限のある場合の最大値・最小値 練習７ 命題 導入



命題の真偽と集合 例８ 共通部分と和集合 問４ 余事象の確率 問２３ 第２節 ユークリッドの互除法と不定方程式

命題の真偽と集合 問８ 共通部分と和集合 例５ 余事象の確率 例題１５ １．ユークリッドの互除法

必要条件と十分条件 例９ 共通部分と和集合 問５ 余事象の確率 練習１５ 互除法の原理 導入

必要条件と十分条件 問９ 補集合 例６  確認問題１ ユークリッドの互除法 

必要条件と十分条件 例１０ 補集合 問６  確認問題２ ユークリッドの互除法 例１２

必要条件と十分条件 問１０ ド・モルガンの法則  確認問題３ ユークリッドの互除法 問１２

かつ・または・否定 例１１ 第１節 場合の数  確認問題４ ２．方程式の整数解

かつ・または・否定 問１１ 導入  確認問題５ ax+by=cの整数解 例１３

かつ・または・否定 例１２ １．集合の要素の個数  確認問題６ ax+by=cの整数解 問１３

かつ・または・否定 問１２ 集合の要素の個数 第４節 いろいろな確率 ax+by=cの整数解 例１４

３．逆と対偶 集合の要素の個数 例７ 導入 ax+by=cの整数解 問１４

命題の逆 例１３ 集合の要素の個数 問７ １．独立な試行 ユークリッドの互除法と不定方程式 例１５

命題の逆 問１３ 集合の要素の個数 例題１  例２４ ユークリッドの互除法と不定方程式 問１５

命題の対偶 例１４ 集合の要素の個数 練習1  問２４ xy+ax+by=cの整数解 例１６

命題の対偶 問１４ 補集合の要素の個数 例８  例２５ xy+ax+by=cの整数解 問１６

命題の対偶 例題１ 補集合の要素の個数 問８  問２５ xy+ax+by=cの整数解 例１７

命題の対偶 練習１ 導入  例題１６ xy+ax+by=cの整数解 問１７

背理法 例題２ ２．場合の数  練習１６ xy+ax+by=cの整数解 例題５

背理法 練習２ 樹形図 例９ ２．反復試行 xy+ax+by=cの整数解 練習５

◇研究 命題の裏　演習 樹形図 問９  例２６  確認問題１

◇研究 √2 が無理数であることの証明 樹形図 例題２  問２６  確認問題２

 確認問題１ 樹形図 練習２  例題１７  確認問題３

 確認問題２ 和の法則 例１０  練習１７  確認問題４

 確認問題３ 和の法則 問１０  ◇研究 優勝する確率 第３節 整数の性質の活用

 確認問題４ 積の法則 例１１ 導入 １．分数と小数

 確認問題５ 積の法則 問１１ ３．条件付き確率 分数と小数 導入

 章末A問題１ 積の法則 例題３ 条件付き確率と乗法定理 例２７ 有限小数と循環小数 例１８

 章末A問題２ 積の法則 練習３ 条件付き確率と乗法定理 問２７ 有限小数と循環小数 問１８

 章末A問題３  確認問題１ 条件付き確率と乗法定理 例題１８ 有限小数と循環小数 

 章末B問題１  確認問題２ 条件付き確率と乗法定理 練習１８ ２．n進法

 章末B問題２  確認問題３  確認問題１ 十進法
n進法 例１９

 確認問題４  確認問題２ n進法 問１９

第５章 データの分析 第２節 順列・組合せ  確認問題３ n進法 例２０

第１節 データの整理と分析 導入  確認問題４ n進法 問２０

ふり返り １．順列  確認問題５ n進法 例２１

導入 順列 例１２  章末A問題１ n進法 問２１

１．データの整理 順列 問１２  章末A問題２ n進法 ◇研究 n進法の計算

 導入 順列 例１３  章末A問題３ n進法 例２２

度数分布数とヒストグラム 例１ 順列 問１３  章末A問題４ n進法 問２２

度数分布数とヒストグラム 問１ 順列 例題４  章末A問題５  確認問題１

２．データにおける代表値 順列 練習４  章末B問題１  確認問題２

導入 順列 例題５  章末B問題２  確認問題３

平均値と最頻値 例２ 順列 練習５  章末B問題３  確認問題４

平均値と最頻値 問２ 導入  章末B問題４  章末A問題１

中央値 例３ ２．いろいろな順列  章末B問題５  章末A問題２

中央値 問３ 円順列 例１４  章末A問題３

３．範囲と四分位範囲 円順列 問１４ 第２章 整数の性質  章末A問題４

導入 重複順列 例１５ 第１節 約数と倍数  章末A問題５

四分位数 例４ 重複順列 問１５ ふり返り  章末A問題６

四分位数 問４ ３．組合せ 導入  章末A問題７

 導入 組合せの総数 例１６ １．約数と倍数, 素因数分解  章末B問題１

５数要約と箱ひげ図 例５ 組合せの総数 問１６ 約数と倍数  章末B問題２

５数要約と箱ひげ図 問５ 組合せの総数 例１７ 約数と倍数 例１  章末B問題３

５数要約と箱ひげ図 例６ 組合せの総数 問１７ 約数と倍数 問１  章末B問題４

５数要約と箱ひげ図 問６ 組合せの総数 例題６ 倍数の見分け方 例２  章末B問題５

 ◇研究 ヒストグラムと箱ひげ図 組合せの総数 練習６ 倍数の見分け方 問２  章末B問題６

４．分散と標準偏差 組合せの総数 例題７ 素因数分解 例３

導入 組合せの総数 練習７ 素因数分解 問３ 第３章 図形の性質

偏差、分散と標準偏差 例７ 組合せの総数 例題８ 素因数分解 例４ ふり返り

偏差、分散と標準偏差 問７ 組合せの総数 練習８ 素因数分解 問４ 導入

 ◇研究 分散の計算
演習 同じものを含む順列 例１８ 素因数分解 例５ １．直線と角

 確認問題１ 同じものを含む順列 問１８ 素因数分解 問５ 内分と外分 例１

 確認問題２ 同じものを含む順列 例題９ 素因数分解 例題１ 内分と外分 問１

 確認問題３ 同じものを含む順列 練習９ 素因数分解 練習１ 平行線の性質 例２

第２節 データの相関  確認問題１ ２．最大公約数と最小公倍数 平行線の性質 問２

導入  確認問題２ 素因数分解 例６ 角の二等分線と辺の比 例３

１．データの相関  確認問題３ 素因数分解 問６ 角の二等分線と辺の比 問３

データの相関  確認問題４ 素因数分解 例７ 角の二等分線と辺の比 

２．相関係数  確認問題５ 素因数分解 問７ ２．三角形の重心・外心・内心

導入  確認問題６ 互いに素な自然数の性質 例８ 三角形の重心 

相関係数 例８ 第３節 確率とその基本性質 互いに素な自然数の性質 問８ 三角形の重心 例題１

相関係数 問８ 導入 互いに素な自然数の性質 三角形の重心 練習１

散布図と相関係数 導入 １．事象と確率 最大公約数と最小公倍数の関係 例９ 三角形の外心 例４

 確認問題１ 試行と事象 最大公約数と最小公倍数の関係 問９ 三角形の外心 問４

 確認問題２ 事象の確率 例１９ 最大公約数と最小公倍数の関係 例題２ 三角形の内心 例５

 章末A問題１ 事象の確率 問１９ 最大公約数と最小公倍数の関係 練習２ 三角形の内心 問５

 章末A問題２ 事象の確率 例２０ ３．整数の除法と余りによる分類 三角形の内心 

 章末B問題１ 事象の確率 問２０ 整数の範囲での約数と倍数 ３．チェバの定理とメネラウスの定理

 章末B問題２ 事象の確率 例題１０ 整数の範囲での約数と倍数 例１０ チェバの定理 例６

 章末B問題３ 事象の確率 練習１０ 整数の範囲での約数と倍数 問１０ チェバの定理 問６

事象の確率 例題１１ 整数の除法 例１１ メネラウスの定理 例７

事象の確率 練習１１ 整数の除法 問１１ メネラウスの定理 問７

＜新編数学Ａ＞ 事象の確率 例題１２ 整数の除法 例題３  確認問題１

第１章 場合の数と確率 事象の確率 練習１２ 整数の除法 練習３  確認問題２

序節 集 合 ２．確率の基本性質 余りによる整数の分類 例題４  確認問題３

ふり返り 積事象， 和事象 例２１ 余りによる整数の分類 練習４  確認問題４

導入 積事象， 和事象 問２１  確認問題１  ◇研究 三角形の辺と角

１．集合 排反事象 例２２  確認問題２  ◇研究 三角形の垂心

集合の表し方 例１ 排反事象 問２２  確認問題３ 第２節 円の性質

集合の表し方 問１ 確率の基本性質  確認問題４ 導入

集合の表し方 例２ 確率の基本性質 例題１３  確認問題５ １．円周角

集合の表し方 問２ 確率の基本性質 練習１３  確認問題６ 円周角の定理とその逆 例８

部分集合 例３ 確率の基本性質 例題１４ 円周角の定理とその逆 問８

部分集合 問３ 確率の基本性質 練習１４ 円周角の定理とその逆 例９

共通部分と和集合 例４ 余事象の確率 例２３ 円周角の定理とその逆 問９



円に内接する四角形 例１０

円に内接する四角形 問１０

円に内接する四角形 例１１

円に内接する四角形 問１１

２．円と直線

円と接線 例１２

円と接線 問１２

接線と弦のつくる角 例１３

接線と弦のつくる角 問１３

方べきの定理 例１４

方べきの定理 問１４

３．2つの円の位置関係

2つの円の位置関係 

2つの円の共通接線 例１５

2つの円の共通接線 問１５

2つの円の共通接線 例題２

2つの円の共通接線 練習２

 確認問題１

 確認問題２

 確認問題３

 確認問題４

第３節 作図

導入

１．作図

基本作図 例１６

基本作図 問１６

基本作図 例１７

基本作図 問１７

基本作図 例題３

基本作図 練習３

基本作図 例題４

基本作図 練習４

 確認問題１

 確認問題２

 確認問題３

第４節 空間図形

導入

１．平面と直線

平面の決定条件
2直線の位置関係 

2直線のなす角 例１８

2直線のなす角 問１８

直線と平面の位置関係 例１９

直線と平面の位置関係 問１９

平面の垂線
2平面の位置関係 例２０

2平面の位置関係 問２０

平面のなす角 

２．多面体

多面体
正多面体 例２１

正多面体 問２１

 確認問題１

 確認問題２

 章末A問題１

 章末A問題２

 章末B問題１

 章末B問題２

 章末B問題３

 章末B問題４

 章末B問題５



教科書ぴったりテスト ⑫重さ ②分数と小数・整数の関係（1）
＜しょうがっこう1年さんすう＞ (グラム，キログラム，1㎏はどれくらい，重さはどれくらい) ②分数と小数・整数の関係（2）

５までの　かず (重さの計算，たんいの関係) ①割合

１０までの　かず
①はしたの大きさの表し方
②分数の大きさ

②百分率

かずあそび ③分数のたし算・ひき算 ③割合のグラフ

②なんばんめ ⑭計算のきまり ④割合を使って

（６，７，８，９）
①表づくり
②ぼうグラフ

①正多角形

（１０），０と　いう　かず ③表やグラフを使って ②円周と直径・③円周と比例

④いろいろな　かたち ①はしたの大きさと小数 ①角柱と円柱

⑤ふえたり　へったり ②小数の大きさ ②見取図とてん開図

あわせて　いくつ
ふえると　いくつ

③小数のたし算・ひき算 ⑯変わり方

おはなしと　しき
（たしざんの　かあど）

①何十をかけるかけ算
②(2けた)×(2けた)の筆算

のこりは　いくつ
（ひきざんの　かあど）

③(3けた)×(2けた)の筆算 ＜小学校６年算数＞

ちがいは　いくつ
おはなしと　しき

⑱□を使った式 ①線対称

（２０までの　かず）
かずの　ならびかた

⑲そろばん ②点対称

たしざん
ひきざん

③多角形と対称
④鏡を使って

⑨とけい（１） ＜小学校４年算数＞ ①文字を使った式

⑩おおきさくらべ（１）
角のはかり方
角の大きさのたし算・ひき算

②式のよみ方

⑪３つの　かずの　けいさん
180°をこえる角の大きさ
角のかき方

①分数をかける計算―(１)

⑫たしざん（２） ①　答えが何十・何百になる計算 ①分数をかける計算―(２)
⑬かたちづくり ②　(２けた)÷(１けた)の筆算 ②分数のかけ算を使って―(１)

（くりさがりの　ある　ひきざん）
③　(３けた)÷(１けた)の筆算
④　暗算

②分数のかけ算を使って―(２)

（ひきざんの　かあど）
けいさんの　かみしばい

①　変わり方を表すグラフ ①分数でわる計算

⑮０の　たしざんと　ひきざん ②　折れ線グラフのかき方 ②分数のわり算を使って―(１)
⑯ものと　ひとの　かず ①　億と兆 ②分数のわり算を使って―(２)
かずの　かぞえかた
かずの　かきかた

②　大きな数の計算 ⑤円の面積

100までの　かず ①　垂直と平行 ①比と比の値
おかね
さがして　みよう
100を　こえる　かず

②　垂直や平行な直線のかき方 ②等しい比

⑱とけい（２） ③　四角形-(1) ③比を使った問題
⑲100までの　かずの　けいさん ③　四角形-(2) ①拡大図と縮図

⑳おなじ　かずずつ
①　小数の表し方
②　小数のしくみ-1

②拡大図と縮図のかき方

21　おおい　ほう　すくない　ほう ②　小数のしくみ-2 ③縮図の利用
22　大きさくらべ（２） ③　小数のたし算・ひき算 (速さを求める，道のりを求める)

①　式とその計算の順じょ (時間を求める，時速・分速・秒速)
＜小学校２年算数＞ ②　計算のきまり ①比例

①きゅう食しらべ
③　計算の間の関係
④　式のよみ方

②比例を使って

②1日の　生活 ①　何十でわるわり算 ③反比例
①たし算 ②　商が１けたになる筆算 ⑩立体の体積
②ひき算 ③　商が２けた，３けたになる筆算 ⑪およその形と大きさ
（センチメートル，ミリメートル） ④　わり算のせいしつ ①資料の整理

(長さの　計算，10cmは　どれくらい，何cmくらい) ９　そろばん ②くふうされたグラフ

①たし算
①　面積
②　面積の求め方のくふう

①場合の数の調べ方

②ひき算-(1) ③　大きな面積 ②いろいろな場合を考えて
②ひき算-(2) ①　がい数の表し方-(1)

①100を　こえる　数 ①　がい数の表し方-(2)

②たし算と　ひき算 ②　がい数の計算-(1)

⑥かさ ②　がい数の計算-(2)

①たし算 ①　小数のかけ算

②ひき算 ②　小数のわり算-(1)
③3けたの　数の　ひっ算
④文と　図と　しき

②　小数のわり算-(2)

⑧計算の　じゅんじょ 13　調べ方と整理のしかた

①かけ算の　しき ①　１より大きい分数の表し方

②かけ算の　九九-(1) ②　分数のたし算とひき算

②かけ算の　九九-(2) ③　等しい分数

②かけ算の　九九-(3) 変わり方-(1)

①九九づくり－(1) 変わり方-(2)

①九九づくり－(2) ①　直方体と立方体
②かけ算を　つかった　もんだい
③さがして　みよう

②　面や辺の平行と垂直

①三角形と　四角形 ③　位置の表し方

②長方形と　正方形

①九九の　ひょうと　きまり-(1) ＜小学校５年算数＞

①九九の　ひょうと　きまり-(2) ①整数と小数

②九九を　広げて ①直方体・立方体の体積

(1ｍは　どれくらい) ②容積③大きな体積

(長さは　どれくらい，長さの　計算) ④体積の求め方のくふう

⑭10000までの　数 ⑤体積と比例
①はこの　形
②はこづくり

①小数をかける計算(1)

⑯分数 ①小数をかける計算(2)

②小数のかけ算を使って
＜小学校３年算数＞ （小数でわる計算）

①九九の表とかけ算 （筆算のしかた）

①分け方とわり算 （商と余り，商の大きさ）

②わり算を使って （計算のきまり，式のよみ方）

③答えが九九にないわり算 （式のよみ方を使って，計算の間の関係）

③円と球 ①合同な図形

④たし算とひき算の筆算 ②合同な図形のかき方

①何百のたし算・ひき算
②たし算の筆算

③三角形・四角形の角

③ひき算の筆算
④４けたの数の筆算

①偶数・奇数

①万の位 ②倍数と公倍数

②１０倍した数，１０でわった数 ③約数と公約数

⑥たし算とひき算 ①等しい分数

①時こくと時間 ②分数のたし算・ひき算

②長さ調べ ①三角形の面積

⑧あまりのあるわり算 ②平行四辺形の面積

①二等辺三角形と正三角形 ③いろいろな三角形・四角形の面積

②角 ④面積と比例

⑩計算のじゅんじょ ①平均

①何十・何百のかけ算 ②平均を使って

②(2けた)×(1けた)の筆算 ⑪単位量あたりの大きさ

③(3けた)×(1けた)の筆算
④暗算

①分数のかけ算・わり算


