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当教材は、中学１年～３年で学習する内容を「技術」「情報」「食生活」「衣生活」「住生活」「消費

生活」「家族」のカテゴリーにまとめています。ご使用の教科書に掲載されていない項目や当教

材に未掲載の教科書の項目もございますので目次をご確認の上、必要な項目を選択して学習

してください。 
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