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理科は３年間の積み上げではないので、中３の学習は理解できても、中 1 の内容はまったく忘れていると

いったこともあります。そのような方も、無理なく学習できる構成なので、だれもが短期間に、高校受験の

全範囲を復習することができます。もちろん理科の学習が進んでいなくて、短期間に復習したい方にも最

適です。この教材の学習を終えたら、「高校受験理科」にも挑戦してください。さらに、高得点がねらえま
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