
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


