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

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

英語に必要！主語と動詞

接続詞 if

3章

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

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

主語が複数のときの一般動詞

become、look の文

4章

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

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

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

確認のテスト(平面図形)

√のついた数のかけ算とわり算

6章

√のついた数の変形

＜中1英語＞

文の途中にある情報
確認のテスト(修飾語句)

＜中3英語＞

方程式

確率

＜中3数学＞

比例と反比例

平面図形

空間図形

式の展開と因数分解

平方根

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

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

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

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)

現在進行形

「一度も～したことがない」 という文

現在進行形って何？

「～したことがありますか」 とたずねる文

ing の付け方

「～してしまった」 という文

1章

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

資料の活用

2次方程式

関数 y=ax^2

関数 y=ax^2 の変域
関数 y=ax^22 の変化の割合

＜中2数学＞
式の計算

確認のテスト(関数 y=ax^2)
5章

図形の性質

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

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

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)

不定詞を使った文

どちらかの式を何倍かして解く

7章

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

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

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

確認のテスト(助動詞

can)

＜中2英語＞

Will の疑問文
確認のテスト(未来の表現)

＜中1数学＞
正の数・負の数

１次関数

円

三平方の定理

標本調査

＜中1理科＞

2点の座標から式を求める

身近な自然

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

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

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

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

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

「～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

不定詞って何?

確認のテスト(正の数・負の数)

5章

胞子でふえる植物

「～すること」

2章

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

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

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

文字と式

平行と合同

三角形と四角形

花

根や茎

葉

植物のなかま分け

地球をおおう「プレート」
火を噴く大地

マグマからできた岩石

酸素とくっつくのはどちらか

3章

混ぜて質量を比べよう

1章

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

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

近代最初の大戦争 日清戦争

ゆれる大地

地層や地形をよみとく

電流の性質

＜中学 地理＞
地球のようすと世界の国々

近世日本の成立と世界の動き

イギリスで始まった 産業革命

回路を図で表そう

2章

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

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

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

世界の人々の生活と環境

6章

世界の諸地域

二度の世界大戦と日本

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

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

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

農業と鉱産資源がささえる アフリカの国々

8章

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

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

4章

確認のテスト(第8章 現代の日本と世界)

いろいろな気体

水に物をとかす

電流の正体

電流と磁界

水にものをとかす
水溶液の濃さはどう表すの?

＜中3理科＞

日本のようす

現代の日本と世界

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

みずにとけたものをとり出す

1章

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

生物の成長

＜中学 国語＞

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

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

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

3章

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

生物の生殖

生物の遺伝

世界と比べた日本のすがた

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

1章

世界じゅうの国と行う 日本の貿易

といてみよう!!④

音

地球の運動と天体の動き

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

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

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

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

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

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

1章

力

＜中2理科＞
生物の体を作る細胞

太陽系の天体

太陽のなかまの天体

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

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

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)

体内の物質移動をまとめよう

2章

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

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

1.説明的文章①

背骨のある動物を分類しよう

1章

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

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

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

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

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

ヒトの体のつくり

動物のなかま分け

生物の進化

空気中の水の変化

大気の動きと天気の変化

水溶液とイオン

日本の諸地域

酸・アルカリ・塩

力のつり合いと合成・分解

力と物体の運動

20.表現技法を知ろう
＜中学 歴史＞
1章

文明のおこりと日本

古代国家の歩み

武家政治の成立と中世の世界

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

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

4章

確認のテスト(第3章 武家政治の成立と中世の社会)

前線と天気の変化

仕事

エネルギー

前線とは何だろう

「エネルギー」とは何だろう

4章

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

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

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

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

大気の動きと日本の四季

物質をつくる粒子

自然界のつり合い

ヨーロッパの動きと天下統一

近世日本の動き

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

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

人間と環境・科学技術

「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

といてみよう!!⑬
21.詩を読み取ろう

