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※当教材は、旧版につき、年度資料やデータが現状と合わない箇所があります。 

この教材は、理科の中学入試に取り組むための基礎学力を確認し、過去問演習を行っていくためのも

のです。１つの章を(1)(2)のように分け、繰り返し頭に入れられるようにしてあります。(1) では基礎知識を

まとめ上げるように、(2)では実戦的な問題に取り組めるように配慮してあります。１つの学習単元あたりの

学習時間は20～30分、全体で30～40時間を想定しています。短期間に全体を見直すのに最適な教材

です。 
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     けんび鏡の使い方(1) 
     けんび鏡の使い方(2) 
     いろいろな水中の生物とけんび鏡 
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     血液の流れ 
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     足の骨のつくり 
     草食動物と肉食動物のからだのちがい 
     フナのからだのつくり 
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     せきつい動物の特ちょう 
     動物のなかま分け(1) 
     動物のなかま分け(2) 
     動物のなかま分け(3) 
     動物のなかま分け(4) 
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   ・ヒトとかんきょう 
     食物連鎖 
     水中の生物のつながり(1) 
     水中の生物のつながり(2) 
     環境問題 
     ダイオキシン・環境ホルモンなど 
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   ・流れる水のはたらき 
     川の流れのようすと地形 
     流れる水のはたらき 
     川の流れのようすと石の観察 
     水の流れのようすの実験 
     川のはたらきと地層のでき方 
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   ・大地のつくり(1) 
     地層のでき方 
     たい積岩 
     火山灰による地層 
     火成岩 
     地層断面図の読み取り 
   ・大地のつくり(2) 
     地層からわかること 
     地層と化石 
     地層断面図の読み取り(1) 
     火成岩とたい積岩 
     地層断面図の読み取り(2) 
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   ・天気と気温の変化(1) 
     空気の温度のはかり方〔百葉箱〕 
     温度計の目もりの読み方，雲量と天気 
     風のふく向き〔風向〕 
     太陽の高さ・気温・地温の変化 
     天気の変化 
     季節による天気の変化 
     海風・陸風 
   ・天気と気温の変化(2) 
     風の表し方 
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     雲のようすと天気 
     季節による気温の変化 
     地表からの高さと気温 
     季節による天気の変化 
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     湿度の求め方 
１６．15 章 
   ・太陽と月(1) 
     太陽のようす 
     太陽の位置の表し方 
     太陽の位置の変化 
     季節と太陽の動き 
     季節と棒のかげのでき方 
     南中高度の求め方 
   ・太陽と月(2) 
     月のようす 
     月の動き〔チェック〕 
     月の形と見える位置 
     月の動きと形の変化 
     月の動きと満ち欠け 
     月の動きと見える位置 
     日の出・日の入りと月の出・月の入り 
   ・太陽と月(3) 

     月の自転と公転 
     月食 
     太陽と月の位置関係 
     太陽・地球・月の位置関係(1) 
     太陽・地球・月の位置関係(2) 
     太陽・地球・月の大きさと位置 
１７．16 章 
   ・星とその動き(1) 
     北の空の星座 
     北極星の見つけ方 
     冬の星座 
     夏の星座 
     季節と星座 
     星の明るさや色 
     星座早見の使い方 
     星座の位置と方位 
   ・星とその動き(2) 
     空の星の動き 
     空全体の星の動き 
     星の見え方と地球の自転 
     星の見え方と地球の公転 
     星座の見え方と季節の関係 
     星の見え方と地球の自転・公転 
１８．17 章 
   ・熱，温度とものの変化 
     熱の伝わり方 
     熱の伝わり方〔対流〕 
     固体や水の体積と温度 
     金属の体積の変化 
     水の状態変化 
     水のふっとうの実験 
     水のふっとうの実験とグラフ 
     水の状態変化とグラフ 
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     よう解度とほう和水よう液 
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   ・水溶液の性質(3) 
     中和と計算〔応用〕 
     水溶液のなかま分け 
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     塩酸と石灰石の反応とグラフ 
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