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化学図録、生物図録に
ＱＲコードを掲載。
動画視聴が可能に！
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おすすめ教材2021各書籍の詳しい案内
は，ホームページで
もご覧いただけます！
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「家庭学習」をサポート！
～「知識・技能」の定着におすすめです！～

「教育の ICT化」にも対応できます！
～例えば，「授業動画作成」にお役立ていただける教材も取り揃えております！～

「フォトサイエンス」シリーズ

学習アプリ「数研 Library」

「フォローアップ」シリーズ
▶▶ 教科書との併用で理解が深まります！
▶▶ ▶化学・生物・地学では，QRコードから動画を見る
ことができます！

▶▶ 物理「公式集カード」，化学「元素記号カード」
▶▶ 化学，生物，地学▶
「リード Light シリーズ▶
一問一答テスト」

▶▶ 学習した内容の復習，長期休暇の課題に！
▶▶ 進度確保，短期間での学習教材として！
▶▶ 分野別に発行。苦手分野の補強にも！

 2020年は感染症の影響によって教育を 取り巻く環境が一変したと言っても過言ではありません。

 今なお予断を許さない状況ではございますが， 生徒の皆様の学びを止めることはできません。

 先生方におかれましては，「共通テスト対策」「進度確保」「学習内容の定着」 「指導できていない内容のカバー」「感染拡大（飛沫拡散）防止」など

 様々な課題に日々頭を悩まされ ているものと拝察いたします。

 これまで以上に重要視される 「家庭学習」に最適の教材と，

 万が一の状況に備えた「教育の ICT化」へのスムーズな移行に お役立ていただける“おすすめ教材”をご紹介いたします。

「家庭学習」をサポート！
～「知識・技能」の定着におすすめです！～

「教育の ICT化」にも対応できます！
～例えば，「授業動画作成」にお役立ていただける教材も取り揃えております！～

「フォトサイエンス」指導用DVD-ROM デジタル版（iPad ，Windowsタブレット）

▶▶ 物理・化学・生物の「フォトサイエンス」を▶
タブレットで！
▶▶ さまざまな書き込み機能
▶▶ ユーザーの写真や動画を呼び出すリンク機能

※１『地学図録』では収録していません。　※２『物理図録』では収録していません。

＊教科書・教材は，様々な著作物からできています。ご利用にあたりご不明な点は，弊社営業担当もしくはコールセンターまでお問い合わせください。

※詳しくはこちらへ  p.36

※詳しくはこちらへ！
　物理  p.7 　化学  p.15 　生物  p.22

▶▶ 授業でアニメーションや映像を投影できる！
　〈収録内容〉
　映像（MP4）※１	アニメーション（HTML)※１
　紙面（PDF）※２	図版（JPEG)※２

ご案内は
こちらから

▲化学：アニメ―ション

▲地学：図版

▲物理：映像

▲生物：紙面

●ユーザーの写真や動画を呼び出す�
リンク機能

▶	タブレットに保存した写真や動画への
リンクを，紙面に埋め込むことができ
ます。配置したリンクアイコンをタッ
プするだけで，埋め込んだ写真・動画
をすばやく表示。

▶	URL を入力することにより，外部の
Webページへのリンクを設定するこ
とも可能です。

●さまざまな書き込み機能
▶	ペンツールで紙面に書き込むことがで
きます。蛍光ペンのように，半透明に
設定することも可能。

▶	メモツールで，文字を入力して紙面に
貼ることもできます。

▶	スタンプツールで，紙面にマークをつ
けることも可能。

▶	書き込みは，アプリ終了後も保存され
ます。

●映像・アニメーションコンテンツ�
▶	紙面内容に関連した映像やアニメー
ションを収録。アイコンをタップして
再生します。紙面だけではわかりにく
い，動きや変化を伴う現象を，より明
快に学べます。

映像が再生
されます

音声付き映像が
再生されます

アニメーション
が再生されます
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定価（本体533円＋税）
基本セレクト化基礎

物理基礎学習ノート _表紙� 2013.09.20

p.00  で示したページに , 各書籍についての詳しい説明が載っています。

新編シリーズ
準拠ノート教科書 日常学習用

問題集 図　録分野別問題集 二次・私大
試験対策

共通テスト
対策

物 理 化 学 生 物 日常学習から入試対策まで

豊
富
な
写
真
を
掲
載
し
た
資
料
集

p.6

分
野
別
反
復
ド
リ
ル

分
野
別
反
復
練
習

分
野
別
反
復
ド
リ
ル

◆ラインアップ

物
理
基
礎

└
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
┘

• 運動の表し方・力・運動
方程式

• 仕事とエネルギー・熱
• 波・電気

物 

理

└
─
─
─
─
─
─
─
┘

• 力と運動・熱と気体
• 波
• 電気と磁気
• 原子

◆ラインアップ

化
学
基
礎

└
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
┘

• 物質の構成と化学結合
• 物質量・化学反応式
• 酸・塩基 / 酸化・還元 

/ 電池・電気分解

化 

学

└
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
┘

• 物質の状態
• 熱化学・反応速度・化学

平衡
• 無機物質
• 有機化合物
• 高分子化合物

◆ラインアップ
生物
基礎

└
─
─
─
┘

• 生物と遺伝子
• 体内環境と生態系

生物└
─
┘• 生態・進化・系統

p.7
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p.8

p.14

p.11

p.11

p.11

p.18

p.18
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p.25

ノート判

ノート判

ノート判

p.22

p.8

p.9

p.9

p.16

p.16
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p.23
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基礎から受験準備まで
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基礎から受験準備まで
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p.10
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式
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※節単位に�
再構成。�
一部，問題は
異なります。

p.25

p.24
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・
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現
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養
う
１
冊
！
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物理基礎：①No.26523 　②No.26526　③No.26532
物理　　：④No.26541 　⑤No.26546　⑥No.26536　⑦No.26551

改訂版　フォトサイエンス	物理図録
AB判／176ページ・カラー／770円＋税

見て納得！　写真で楽しむ物理学
■「身近な物理」から「最新物理」まで！
身のまわりの物理現象（例：音，光）から，物理の最新の話題・トピックス（例：半導体，素粒子）までを幅広
くカバー。我々の生活の中で物理の知識がどのように活かされているのか，ということを実感できます。
■充実の特集記事！
　「研究室紹介（巻頭特集）」「力学の探究の歴史」「熱の探究の歴史」「構造色」「オーロラと宇宙天気」
　「リアルタイムで地震を知る」「原子力発電」「放射線と健康」「再生可能エネルギー」
■教科書と相性抜群！
　教科書『物理基礎』,『物理』とあわせて学習しやすいよう工夫しました。（例：教科書の図を写真で掲載）
■映像・アニメーションDVD（別売）のご案内
　	紙面の写真・図版に関連した映像やアニメーションを収録。紙面では表現しきれない動きを動画でフォロー
できます。書籍ご採用校には，ご審査用見本としてDVDを１枚提供しております。

フォトサイエンスはデジタルも充実！
デジタル版（別売）では，書籍と同じ紙面を再現しており，理解を助ける映像やアニメーションなども多数収録しています。 p.29
また，「数研 Library」の学習コンテンツ（別売）では，スマートフォンなどで紙面の図や写真と連動した映像やアニメーションを見ることができます。書籍ご
採用校は，ご審査用データをダウンロードしてご覧いただけます。 p.36

No.26313

①B5判／40ページ・１色／別冊解答（	20	ページ）別梱包 ／300円＋税／問題数365問
②B5判／20ページ・１色／別冊解答（	８	ページ）別梱包 ／257円＋税／問題数131問
③B5判／32ページ・１色／別冊解答（	16	ページ）別梱包 ／286円＋税／問題数270問
④B5判／40ページ・１色／別冊解答（	20	ページ）別梱包 ／314円＋税／問題数282問
⑤B5判／32ページ・１色／別冊解答（	16	ページ）別梱包 ／295円＋税／問題数248問
⑥B5判／40ページ・１色／別冊解答（	20	ページ）別梱包 ／314円＋税／問題数403問
⑦B5判／16ページ・１色／別冊解答（	8	 ページ）別梱包 ／270円＋税／問題数197問

ドリル演習で基本をマスター！
■各分野の基本問題を反復演習でマスターできるドリルタイプの問題集です。
■例題で基本事項を確認の上，くり返し類題を解くことによって，基本問題の解き方を身につけることができます。
■『リードα』『リードLight』などの問題集＋本書による徹底反復演習で学習効果が倍増します。
■日常学習だけでなく，宿題・補習用ノートや長期休暇中の復習教材としても有効です。
◆専用サイトより，本冊Wordデータ，確認テストWordデータなどをダウンロードできます。
①：－運動の表し方・力・運動方程式－
　■	運動の表し方，力，運動方程式の内容をもれなく，しっかり定着させることができます。また，「圧力・浮力」の項
目も収録しています。

②：－仕事とエネルギー・熱－
　■「熱容量と比熱」の演習を充実させ，「潜熱」や「熱効率」の計算演習も扱いました。
③：－波・電気－
　■	「波」，「音」の分野では，作図問題を多く扱い，「手で覚える」ようにしました。「電気」の分野ではできるだけ多く
の計算問題を反復演習できるようにしました。

④：－力と運動・熱と気体－
　■	できるだけ公式の理解を深めるために数値を用いて確認できるような問題を中心に扱いました。
⑤：－波－
　■	「波の反射と屈折」，「レンズ」では，作図問題を多く扱い，「手で覚える」ようにしました。「ドップラー効果」では
さまざまなバリエーションについての計算問題を反復演習できるようにしました。

⑥：－電気と磁気－
　■	電場と電位の重ねあわせの演習は１つの項目で扱い，違いをしっかり理解しながら学習できるようにしました。
　■	「電流と磁場」，「電磁誘導」の分野では図から，力，磁場，電流などの向きを読みとるような問題も多く扱いました。
⑦：－原子－
　■	穴埋め問題で要点を整理してから，問題演習ができるようにしました。
　■	「光電効果」や「X線の発生」では，グラフを用いた問題も扱いました。

フォローアップドリル物理基礎／物理
①：－運動の表し方・力・運動方程式－
②：－仕事とエネルギー・熱－	 ③：－波・電気－
④：－力と運動・熱と気体－	 ⑤：－波－
⑥：－電気と磁気－	 ⑦：－原子－

◆

導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

物理基礎
物理

新物理基礎：A5判／248ページ・カラー／1430円＋税
新物理　　：A5判／504ページ・カラー／2250円＋税

伝統ある正統派参考書！ 
わかる！から 解ける！へ。
■	主に「物理基礎」の内容を収録した『新物理基礎』，「物理基礎」と「物理」の内容を融合して収録した	
『新物理』があります。日常学習から入試対策までご使用いただけます。
■問題解法の指針となる	CHART	によって，学習した内容が実戦に役立つ形で理解できます。
■公式や法則はもちろんのこと，それに関連して覚えておきたい次のようなノウハウもあわせて，	

CHART	に盛り込むようにしました。これによって，公式や法則を使いこなせるようになります。
　・Point		………………	公式や法則を適用するときのコツや注意点
　・ミス注意	……………	陥りがちな誤り，誤解しやすい点について徹底的に解説
　・適用条件	……………	どのような場合に公式が使え，どのような場合に使えないか
　・知っていると便利	…	知っていると早く確実に問題が解けるようになる知識
　・さらに詳しく	………	レベルの高い問題を解くための，応用的なコツ
　・覚え方	………………	公式や法則を確実に覚えるためのアドバイス

新物理基礎：No.11813　　新物理：No.11842

チャート式シリーズ　新物理基礎／新物理　物理基礎・物理

導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

新物理基礎

新物理

都築  嘉弘

新課程

新物理基礎

伝統ある正統派参考書！
日常学習から入試対策まで、幅広
くお使いいただけます。
問題解法の指針となるCHARTで、
学習内容を実践に役立つ形で理解
できます。

「チャート式新シリーズ」

フォトサイエンス理科図録シリーズ

■写真と図をメインに構成
眺めるだけでも，物理・化学・生物の面白さ
を実感できる図録です。

■身近な話題から最新の研究まで
授業や入試に必要な内容はもちろん，身近で
興味深い話題が満載です。最新の話題につい
て特集した，研究者の署名記事もあります。

※「視覚でとらえるフォトサイエンス物理図   
　録」には，実験映像・アニメーションなど
　を収録したCD-ROMが付属しています。

視覚でとらえる
フォトサイエンス
物理図録

物理基礎・物理
に対応

視覚でとらえる
フォトサイエンス
化学図録

化学基礎・化学
に対応

視覚でとらえる
フォトサイエンス
生物図録

生物基礎・生物
に対応

定価（本体0000円＋税）

バーコードはダミーです

W466.5xH213_背12.5(74+153+12.5+153+74)

tims121227

数研出版

11842

数研出版
http://www.chart.co.jp/

11842

シリーズ

新課程

新　課　程
シリーズ

数研出版
http://www.chart.co.jp/

新
物
理

都
築
　嘉
弘

井
上
　邦
雄

元
神
戸
大
学
名
誉
教
授

東
北
大
学
教
授

（略称  チ新物理）

  定価（本体0000円＋税）

ISBN978-4-410-11842-2

C7037 ¥0000E

物理基礎・物理

物
理
基
礎
・
物
理

CHART

伝統ある正統派参考書！
日常学習から入試対策まで、幅広
くお使いいただけます。
問題解法の指針となるCHARTで、
学習内容を実践に役立つ形で理解
できます。

「チャート式新シリーズ」

本書は植物油インキを
使用しています。

チャート式 シリーズ
新課程

新物理 物理基礎・物理

著　者　都築 嘉弘・井上 邦雄
発行者　星野 泰也
発行所　数研出版株式会社

フォトサイエンス理科図録シリーズ

■写真と図をメインに構成
眺めるだけでも，物理・化学・生物の面白さ
を実感できる図録です。

■身近な話題から最新の研究まで
授業や入試に必要な内容はもちろん，身近で
興味深い話題が満載です。最新の話題につい
て特集した，研究者の署名記事もあります。

※「視覚でとらえるフォトサイエンス物理図   
 録」には，実験映像・アニメーションなど
 を収録したCD-ROMが付属しています。

視覚でとらえる
フォトサイエンス
物理図録

物理基礎・物理
に対応

視覚でとらえる
フォトサイエンス
化学図録

化学基礎・化学
に対応

制作中

制作中

視覚でとらえる
フォトサイエンス
生物図録

生物基礎・生物
に対応

支店　札幌・仙台・横浜・名古屋・広島・福岡

物理基礎

物理

映像
・アニメ
　データ

◆

新　刊

A5判／224ページ・2色／別冊解答付（72ページ）挟み込み／1300円＋税

頻出問題の演習で実力up！短期集中型共通テスト対策！
■「物理」の内容を35項目に精選した共通テスト対策問題集です。短期間で効率よく学習することができます。
■1日1項目，35日で完成できます。
■各項目は，「例題」，「演習問題」で構成されています。
　・例　　題…	その項目で出題されそうな問題を収録しました。	

問題と解説が別の見開きになっていますので，問題を解いてから，解答・解説が確認できます。
　・演習問題…	各項目の仕上げとなる問題を扱いました。	

例題の内容の確認問題や少し難易度の高い問題に挑戦します。
■見返しに物理基礎・物理で学習する「重要公式・事
項」をまとめました。短時間での確認には最適です。

◎「数研Library」の学習コンテンツ（無料）をご用意
しています。 p.36

No.11937 
チャート式　　
問題集シリーズ 35日完成！大学入学共通テスト対策 物理

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

89

◎

物
理

物
理

映像・アニメーションDVD　収録コンテンツ例 84点の映像と，
18点のアニメーションを収録！

映像
後席シートベルトの着用効果の実験
無重量状態の炎
見通しのよい交差点で事故が起こるのは
空気が落下に及ぼす影響
動く発射台から投げ上げ
押しあう２台の台車
宇宙での作用・反作用の実験
慣性の実験
水風船の破裂
宇宙での体重測定
摩擦角
大気圧によって押しつぶされる缶
マグデブルグ半球の実験
自動車の衝突試験
弾性力による位置エネルギー
高くはね上がるボール
ばねにつないだミニカーの回転
回転する水槽
宇宙での面積速度一定の実験
摩擦で手を温める
空気入れを用いた空気の圧縮

サーモグラフィーによる熱の移動の観測
過冷却
固体の熱膨張の観察
横波（縦波）の伝播
山と山（山と谷）の重ねあわせ
ウェーブマシンによる定在波の発生
２次元の定在波
自由端（固定端）による反射
同位相（逆位相）で振動する２つの波源
平面波の反射・屈折
水面波の回折
うなり
おんさの共鳴実験
水面波のドップラー効果
偏光板を通った光のようす
凸レンズ（凹レンズ）による虚像
凸面（凹面）による水面波の反射
静電塗装
オーロラ
コンデンサーに蓄えられる電気量の違い
コンデンサーの並列接続と直列接続
ジュール熱の発生

白熱電球と LED電球
電池の内部抵抗の測定実験
超伝導
電流がつくる磁場と方位磁針の振れる向き
平行電流が及ぼす力
渦電流の実験
相互誘導を利用した実験
複スリットによる電子線の干渉

アニメーション
斜方投射による衝突
落体の運動
剛体のつりあい
台車の衝突
ボイル・シャルルの法則
正弦波の伝わるようす
縦波の表示のしかた
等電位面
さまざまな核反応
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物理基礎	 ：A5判／144ページ・２色／別冊解答付（120ページ・２色）別梱包 	／690円＋税
物理	 ：A5判／232ページ・２色／別冊解答付（208ページ・２色）別梱包 	／850円＋税
物理基礎・物理	：A5判／320ページ・２色／別冊解答付（288ページ・２色）別梱包 	／980円＋税

日常学習から受験準備までこの１冊でLead！
■段階的にレベルアップ
　リードA…学習事項の整理が行えます。
　リードB…	基礎的な問題で問題演習の準備が行えます。
　リードC…基本的な問題が精選されています。
　リードD…	応用力を養う問題が精選されています。最近の入試問題を一部収録。
■大学入学共通テストに向けて，巻末に「思考力・判断力・表現力」を養う問題を収録しました。
■詳しく丁寧な別冊解答で自学自習に最適
■教科書との対照表
　教科書中の問題との対応を示した表をホームページに掲載。
■『リードα物理基礎』『リードα物理』の特徴
　教科書にそった配列・内容により，教科書の進度に応じて，学習できるように構成しました。
■『リードα物理基礎・物理』の特徴
　「物理基礎」と「物理」の内容を融合し，効率よく学習できるようにしました。　　　
　（力学・熱力学・波・電磁気・原子の分野ごとにまとめて配列しています。）
◆ ご採用校には，問題の Word

データ，および本冊と解答の
PDF デ ー タ を CD-ROM で
ご用意しています。

物理基礎：No.26050　物理：No.26060　物理基礎・物理：No.26277

リード 物理基礎／物理／物理基礎・物理
問題
Word
データ

◆

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

物理基礎 258
物理 371

物理基礎･物理 538

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

物理基礎 153
物理 183

物理基礎：B5判／112ページ・２色／別冊解答付（64ページ・２色）挟み込み ／690円＋税
物理　　：B5判／160ページ・２色／別冊解答付（80ページ・２色）挟み込み ／850円＋税

日常学習から入試準備まで使えるノート判問題集！
■日常学習を徹底サポート！取り組みやすいノート判
　「基本例題＋関連問題」で構成した書き込み式ノート判問題集です。くり返し演習することで基礎の定着がは
かれます。項目を細かく分けることによって，より取り組みやすくしています。
■大学入学共通テストに向けて，巻末に「思考力・判断力・表現力」を養う問題を収録しました。
■『リード Light ノート物理』では，見返しの「Zoom」でつまずきやすいポイントを解説
※『リードLightノート物理基礎』は，『リードLight物理基礎』と収録問題が一部異なります。
◆ご採用校には，問題の Word

データ，および本冊と解答の
PDF データを CD-ROM でご
用意しています。

物理基礎：No.26078 　物理：No.26085

リード Light ノート物理基礎／物理
問題
Word
データ

◆

A5判／120ページ・２色／別冊解答付（96ページ・２色）挟み込み／680円＋税

基礎を固めて，しっかり理解！日常学習から入試準備まで使える問題集！
■日常学習を徹底サポート！
　教科書にそった配列で取り組みやすく，「物理基礎」の基本事項の習得に最適です。
■基礎から入試準備まで，段階的にレベルアップ
　リードＡ　…学習事項の整理が行えます。
　リードＢ　…	基礎的な問題で問題演習の準備が行えます。
　リードＣ　…	基本的な問題が精選されています。
　リードＣ＋…	基本の定着のための補充問題です。
■「基本例題＋関連問題」のページ構成
　リードＣは，１つの「基本例題」＋複数の「関連問題」という組合せで構成しました。反復学習によって基
礎の定着がはかれます。
■大学入学共通テストに向けて，巻末に「思考力・判断力・表現力」を養う問題を収録しました。
■詳しく見やすい解答・解説で自学自習にも最適です。
■つまずきやすい内容を６つの「基礎トレーニング」でフォロー
◆ご採用校には，問題のWordデータ，およ

び本冊と解答のPDFデータをCD-ROMで
ご用意しています。

No.26018

四訂版　リード Light 物理基礎
問題
Word
データ

◆

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

196

問題数 導入 基本
標準 入試の

中級
入試の
上級共通テスト

90

B5判／80ページ・２色／別冊解答付（24ページ）別梱包 	／540円＋税

教科書の内容定着に最適な整理ノート！
■基本を定着させるための授業用ノートに最適な「内容整理ノート」
・各単元は授業用のプリントをイメージしたつくりです。重要事項や教科書の『問』・『類題』の内容解説を穴埋め形式
にした「授業用ノート」で教科書の内容定着に最適です。
・各項目に教科書への参照ページがついていますので，教科書を開きながらのスムーズな学習が可能です。
◆専用サイトより，本冊のWordデータをダウンロードすることができます。

No.26067 ◆

改訂版 新編 物理基礎 準拠ノート 教科書の整理

B5判／88ページ・２色／別冊解答付（40ページ）挟み込み ／590円＋税

物理基礎の学習をていねいにサポート！
■無理なくこなせる１冊！
　物理基礎の内容を無理なく身に付けられるよう構成しました。「発展」の内容は扱っていません。
　基本的な問題を解きながら，学習内容の確認ができる書き込み式問題集です。
　数学の知識，特に三角比の扱いには十分に配慮しています。
■つまずきやすい内容をドリル演習
　反復学習によって基礎の定着がはかれます。
　ドリル①　等加速度直線運動の式	 ドリル④　波のグラフ
　ドリル②　物体にはたらく力の見つけ方	 ドリル⑤　直流回路とオームの法則
　ドリル③　力学的エネルギー保存則	
■数学の知識もしっかりフォロー
〈中学の復習〉割合，直線の傾き，三角形の相似など
〈高校で学習する内容〉指数，有効数字，三角比，ベクトルなど

◆専用サイトより本冊のWordデータをダウンロード
することができます。

No.26096

物理基礎学習ノート
◆

物理基礎学習ノート _表紙� 2013.09.20

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

145

B5判／72ページ・２色／別冊解答付（32ページ）別梱包 	／540円＋税

演習に最適な宿題用ノート！
■基本の定着度を確認するための宿題用ノートに最適な「書き込み式問題集」
・教科書の『問』・『例題』に類似した問題を出題しています。
・各問題に教科書への参照ページがついています。自学自習に最適です。
・「序章」がさらに充実しました。物理で使う数学の基礎をしっかり確認できます。
◆専用サイトより，本冊のWordデータをダウンロードすることができます。

No.26063 ◆

改訂版 新編 物理基礎 準拠ノート まとめと問題

問題数 導入 基本
標準 入試の

中級
入試の
上級共通テスト

127

物
理

物
理

B5判／48ページ・２色／別冊解答付（24ページ）別梱包 	／380円＋税

「物理基礎」の第一歩！基本を固めてステップアップ！
■高校物理の基礎となる「運動の表し方」〜「運動方程式」について，丁寧にわかりやすく扱いました。
■見開き構成で，左ページには教科書のような解説を，右ページには基本的な問題を掲載しました。
■「物理基礎」の基本事項の定着や，「科学と人間生活」の物理分野に入る前の，中学の復習もかねた基礎固めなど，さ
まざまな用途でご使用いただけます。
■「有効数字」，「指数と累乗」，「三角比と三角関数」など，しっかり理解しておきたい数学の内容について確認問題を
交えて扱いました。
■「特集」ページを設け，実験に関連した問題や「思考力・判断力・表現力」を養う問題を扱いました。また，さまざ
まなパターンを繰り返し演習させたい「力のつりあい」，「運動方程式」については，反復演習ができるようにしました。

◆専用サイトより，本冊のWordデータ，確認プリン
トWordデータなどをダウンロードできます。

No.26262 ◆

高校物理の基礎

問題数 導入 基本
標準 入試の

中級
入試の
上級共通テスト

90

新　刊



10 11理科　発行図書目録 理科　発行図書目録

　　　
　　　

物理基礎：B５判／96ページ・１色／別冊解答付（56ページ・２色）別梱包／740円＋税
物理　　：B５判／184ページ・１色／別冊解答付（104ページ・１色）別梱包／900円＋税

大学入学共通テスト対策を分野別で万全に‼
■試行調査や大学入試を徹底分析しました。大学入学共通テスト対策に最適な問題集です。
■各章は，「要点チェック」→「重要演習」で構成し，各編の最後に「編末演習」を収録しました。

要点チェック…	空欄補充形式で，その章の内容を理解するのに必要な基礎事項・重要事項をチェックできます。
重 要 演 習…	基本的な例題・問題を分野ごとに精選して掲載しました。
編 末 演 習…	身近な題材を用いた問題や，実験に関連した問題，グラフや表を読み解く問題など，新傾向に対応した

問題をしっかり扱いました。
■巻末には，大学入学共通テストの形式にあわせた模擬テスト「実践演習」を２回分収録しています。
◆ご採用校には，問題のWordデータ，本冊

と別冊のPDFデータ，およびマーク式解
答用紙のPDFデータをCD-ROMでご用意
しています。

物理基礎：No.26156　　物理：No.26177

大学入学共通テスト対策　チェック＆演習 物理基礎／物理
問題
Word
データ

◆

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

物理基礎 103※１

物理 187※２

※１ 上記問題数に加え，重要例題19題，実践演習２回分を収録しています。
※２ 上記問題数に加え，重要例題42題，実践演習２回分を収録しています。

『チェック＆演習』の特長

A5判／96ページ・１色／別冊解答付（72ページ・１色）挟み込み／710円＋税

最新の大学入試問題を精選した問題集！
■2020年の大学入試問題を精選して扱っています。
■数多くの大学の入試問題を採用しており，さまざまな問題形式に対応できます。
■21章を「考察問題」とし，思考力・判断力・表現力を必要とする問題を特集しています。
■『物理重要問題集 物理基礎・物理』に続けてお使い
いただくと効果的です。

No.26220

2020　物理入試問題集　物理基礎・物理

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

90

『物理入試2020
データベース』
に収録（ ）

▲要素を示すアイコン

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

29

■問題の読み方が身につく
問題文を再掲載し，問題文から読み取ってほしい情報を掲載してい
ます。

■思考の過程が見える
条件を整理しながら，解答の方針を決定するまでの流れを「思考の
過程」として説明しています。

充実の解答編‼

Ｂ5判／96ページ・２色／別冊解答付（64ページ）挟み込み 	／1200円＋税

「物理」の問題をカテゴリー別に収録した，大学入学共通テスト対策問題集！
■新傾向の問題を精選して収録した，大学入学共通テスト対策用のカテゴリー別問題集です。
■大学入学共通テストで必要とされている内容を，「知識確認の問題」，「考察問題」，「グラフ・図・資料を読み解く問題」，「読
解問題」の４つのカテゴリーに分けて，学習しやすくしました。共通テストに向けた万全な対策を行えます。

◎「数研Library」の学習コンテンツ（無料）をご用意して
います。 p.36

※「大学入学共通テスト対策	チェック＆演習　物理」の問題と一
部重複がございます。

No.13651

カテゴリー別 大学入学共通テスト対策問題集 物理

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

97 　　

◎

物
理

物
理

■読み取りのポイントを解説
「編末演習」「実践演習」の解答には問題文を再掲載し，
問題文の読み方を身につけられるよう工夫しています。

■思考力・判断力を養える「編末演習」
身近な題材を用いた問題や，実験に関連した
問題，グラフや表を読み解く問題など，新傾
向に対応した問題をしっかり扱いました。
大学入学共通テストに向けて，思考力・判断
力を養えます。

B5判／問題編（48ページ・１色）挟み込み／解答編（96ページ・２色）／690円＋税

「思考力・判断力・表現力」を養うのに最適な１冊 !
■入試問題を解くのに必要な「思考力・判断力・表現力」を養うことを
目指した入試対策問題集です。
■右のようなさまざまな要素を含んだ問題を扱っていますので，応用力
を身につけることができます。
■ヒントを掲載したwebページにQRコードでアクセスできるようにしま
した。また，一部の実験に関する問題には，実験動画を用意しました。

※『物理重要問題集』との問題の重複はございません。
※同じ内容で解答用紙冊子（48	ページ・1	色）付の問題集を書店店頭で販売しています。
　『思考力・判断力・表現力を養う　実戦	物理	考察問題集』（920	円＋税）

◆ご採用校には，問題の Word データ，問題と解答
の PDF データ，全問題の解答用紙の PDF データ
を CD-ROM でご用意しています。

No.26291

思考力・判断力・表現力を養う　物理考察問題集
問題
Word
データ

◆

解説には，問題の倍のページ数を割り当て，わかりやすく丁寧な解説にこだわりました。

A5判／152ページ・１色／別冊解答付（168ページ・２色）挟み込み／800円＋税

二次試験対策に必須の問題集！
■最新傾向の問題を網羅した万全の入試対策問題集です。
■多くの入試問題の中から良問を精選して扱っています。
■着実にステップアップできる構成です。
　要　項…	公式のまとめ，問題を解く際の注意点やテクニックを掲載
　Ａ問題…標準的な頻出問題　　Ｂ問題…応用力を養成する問題
■21章を「考察問題」とし，思考力・判断力・表現力を必要とする問題を特集しています。
■２色刷で詳しい別冊解答は，自学自習に最適です。
※同じ内容で入試直前対策の冊子（24ページ・2色）付の問題集を書店店頭で販売しています。
　『2021　実戦物理重要問題集　物理基礎・物理』（900円＋税）
◆ご採用校には，問題文のWordデータ，本冊と解答

のPDFデータ，および問題一覧表（Excel形式）を
CD-ROMでご用意しています。

No.26258

2021　物理重要問題集　物理基礎・物理

問題
Word
データ

◆

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

156

改　訂 2021年10月発売
の『物理入試2021
データベース』に	
収録予定（ ）
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B５判／104ページ・２色／別冊解答付（24ページ）挟み込み ／790円＋税

重要語句の穴埋め＋問題演習で日常学習に最適！
■穴埋めしながら重要語句の確認ができる空欄補充形式で，重要語句を確認しながら学習ができます。教科書
に沿った配列のため，日常学習での教科書の整理に最適です。
■「例題＋類題」で典型的な問題解法の習得，「定期テスト対策問題」で単元ごとの理解度の確認ができます。

No.13333

ゼミノート化学基礎　

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

112

新化学基礎：A5判／256ページ・カラー／1430円＋税
新化学　　：A5判／576ページ・カラー／2300円＋税

伝統ある正統派参考書！
・新化学基礎…「化学基礎」の内容からなる参考書です。一部，「化学」の内容も収録しています。
・新化学…「化学基礎」と「化学」の内容からなる参考書です。日常学習から入試対策までご使用いただけます。
■日常学習をサポートする参考書
・生徒からの質問とその回答を“Question Time”コーナーで取り上げました。
・本文に“問題学習”（典型的な例題），章末に“定期試験対策の問題”を入れました。日常学習にも最適です。
■知りたい気持ちに応える参考書
・最近の研究やトピックなどを“Study Column”，化学史や研究者の記事を“Episode”で取り上げました。
■学習のポイントがわかる参考書
・大切な公式や法則，考え方などを“CHART”で記載しています。また，学習のポイントを“重要”にまとめ
ています。
・観察を“Laboratory”で扱い，その
実験のポイントを で記述しま
した。

新化学基礎：No.11853　　新化学：No.11922

数研出版

11922

数研出版
http://www.chart.co.jp/

野
村
祐
次
郎

辰
巳
　
　敬

本
間
　善
夫

11922

シリーズ

新課程

新　課　程
シリーズ

数研出版
http://www.chart.co.jp/

新
化
学

東
京
大
学
名
誉
教
授

東
京
工
業
大
学
名
誉
教
授

新
潟
県
立
大
学
准
教
授

（略称  チ新化学）

  定価（本体0000円＋税）

ISBN978-4-410-11922-4

C7037 ¥0000E

化学基礎・化学

化
学
基
礎
・
化
学

CHART

伝統ある正統派参考書！
日常学習から入試対策まで、幅広
くお使いいただけます。
問題解法の指針となるCHARTで、
学習内容を実践に役立つ形で理解
できます。

「チャート式新シリーズ」

本書は植物油インキを
使用しています。

チャート式 シリーズ
新課程

新化学 化学基礎・化学

フォトサイエンス理科図録シリーズ

■写真と図をメインに構成
眺めるだけでも，物理・化学・生物の面白さ
を実感できる図録です。

■身近な話題から最新の研究まで
授業や入試に必要な内容はもちろん，身近で
興味深い話題が満載です。最新の話題につい
て特集した，研究者の署名記事もあります。

※「視覚でとらえるフォトサイエンス物理図   
 録」には，実験映像・アニメーションなど
 を収録したCD-ROMが付属しています。

著　者　野村 祐次郎・辰巳 敬
　　　　本間 善夫
発行者　星野 泰也
発行所　数研出版株式会社

支店　札幌・仙台・横浜・名古屋・広島・福岡

フォトサイエンス
物理図録

物理基礎・物理
に対応

視覚でとらえる
フォトサイエンス
化学図録

化学基礎・化学
に対応

制作中

制作中

視覚でとらえる
フォトサイエンス
生物図録

生物基礎・生物
に対応

チャート式
シリーズ 　新化学基礎 / チャート式シリーズ 　新化学　化学基礎・化学

導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

新化学基礎

新化学

AB判／280ページ・カラー／820円＋税

『見やすい』『きれい』『面白い』がこの一冊に‼
■写真重視だから眺めるだけで楽しい♪
　�重要な実験から珍しい試薬まで，きれいな写真を多数掲載しました。
　�見やすい色使い・レイアウトの紙面できれいな写真を大きく掲載しているため，眺めるだけで楽しめます。
■高校化学の内容がこの一冊に！
　高校化学で学ぶ内容・実験を網羅してありますので，入試対策にも万全です。
　�「電子軌道」や「イオン結晶の格子エネルギー」，「和英用語集」を扱い，項目タイトルには英語名を入れま
したので，大学の化学への橋渡しにもなります。
■化学への興味が広がる内容を豊富に収録！
　�「特集」では，“先端分野の研究” や “注目の物質”，“ニュースで取り上げられている話題や問題” に関する
さまざまな記事を紹介しています。
■実験重視！
　�「実験の基本操作」を10ページ扱いました。実験器具や実験操作の写真だけでなく，手順もあわせて解説
してあるため，化学実験の導入テキストとしてもお使いいただけます。

◆指導用データも完備！　ご採用校にDVD-ROMをご用意。紙面のPDFデータ，図版のカラー・モノクロ
データ，映像・アニメーションを収録。授業での演示やプリント作成にご利用いただけます。

No.27316

三訂版　フォトサイエンス	化学図録
図録
紙面図版
データ

◆

収録映像・アニメーション コンテンツ一覧

●QRコードから映像・アニメーションが見られるようになりました！！

●映像（ムービー）
試験管の洗浄
試験管の加熱
ガスバーナーの使い方
ろ過
赤ワインの蒸留
キップの装置
低圧における沸騰
金色に光るヨウ化鉛
過冷却状態の利用
磁性流体
煙の粒子のブラウン運動
金コロイドのチンダル現象
塩析の利用
蒸発熱を利用したクリスマスツリー
ウミホタルの発光
pHで色を変える身近な色素
ドライアイスによる pH指示薬の変色
銅の酸化と還元
二酸化炭素の還元
金属樹の析出
液体窒素中で燃え続ける花火
水銀の固体
クリプトンの固体
アンモニアの水溶性

黄リンの自然発火
ケイ酸の製法
テルミット反応
銀製品の黒ずみ除去
臭化銀の感光
王水と金の反応
炎色反応
ホルムアルデヒドの生成
銀鏡反応
酢酸エチルの合成
セッケンの合成
ベンゼンのニトロ化
アセチルサリチル酸の合成
サリチル酸メチルの合成
アニリンブラックによる染色
ビタミンCの還元作用
ブラックマネー詐欺
ビスコースレーヨンの合成
銅アンモニアレーヨンの合成
ルシフェラーゼの最適温度と最適 pH
DNAの抽出
ナイロン6の合成
ナイロン66の合成
ポリスチレンの溶解と加工

●アニメーション
純物質と混合物
塩化セシウムの結晶構造
塩化ナトリウムの結晶構造
硫化亜鉛の結晶構造
ダイヤモンドの単位格子
体心立方格子
面心立方格子
六方最密構造
ボイル・シャルルの法則
固体の溶解度と結晶の析出
溶液の浸透圧
酢酸と酢酸ナトリウムの緩衝液の原理
金属のイオン化と電子の授受
電池の原理
燃料電池の原理
アンモニアソーダ法
接触式硫酸製造法
ハーバー・ボッシュ法
セッケンの構造
DNAの二重らせん構造
イオン交換樹脂による脱イオン水の生成

※上記コンテンツは，指導用DVD-ROMおよび，別売のデジタル版 p.29~ ，「数研 Library」の学習コンテンツ p.36 にも収録しています。

書籍の p.12「本書の特徴・本書の構成」に掲載予定のQRコードにアクセスすると，紙面の図や
写真と連動した映像（約50点）やアニメーション（約20点）を見ることができます。

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

153

A5判／192ページ・2色／別冊用語集＆チェックリスト付（72ページ・2色）挟み込み／1200円＋税

わかりやすい！進めやすい！短期集中型共通テスト対策！
■共通テストに「出るポイント」を“CHART”に凝縮！
　図や表などを使ってまとめているので，要点を視覚的に理解できます。
■CHART→例題→問題の流れで，実力をつける！
　CHARTで学んだポイントを，問題を解きながら着実に身につけられます。
■キャラクターが毎日の学習を楽しくサポート！
　覚えるべきこと・間違いやすいことをしっかりフォローしています。
■持ち運べて，空き時間に活用できる用語集とチェックリストの付録付き！
　わからない用語をすぐに調べて，学習のつまずきを解消できます。
◎「数研Library」の学習コンテンツ（無料）

をご用意しています。 p.36

No.11942 
チャート式　　
問題集シリーズ 35日完成！大学入学共通テスト対策 化学基礎

付録付付録付
◎

化
学

化
学

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

224

A5判／168ページ・２色／別冊解答付（88ページ・２色）挟み込み／1200円＋税

化学計算問題の入試対策にはこの一冊！
■計算問題に特化した大学入試対策！
　大学入試問題に頻出の計算問題をパターン化し，網羅した，計算問題の総仕上げとなる１冊です。
■取り組みたいテーマを絞って効率よく学習！
　計算問題のタイプによって65項目に細分化しました。演習したい分野に絞って学習できます。
■計算に必要な情報を徹底整理！
　計算問題のカギとなる情報は目立つよう
に囲んで示し，全ての例題には「指針」（ヒ
ント）を加えて解説しております。

No.27556
チャート式　　
問題集シリーズ 大学入試対策 化学計算問題の徹底整理 化学基礎・化学

新　刊

こちらから
もアクセス
できます➡

iPad や Windows タブレットで見られるデ
ジタル版（別売）はこちら p.29~

「数研 Library」の学習コンテンツ（別売）は
こちら p.36 〈書籍ご採用校は，ご審査用
データをダウンロードしてご覧いただけます〉
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化学基礎　　　：A5判／144ページ・2色／別冊解答付（120ページ・2色）別梱包／670円＋税
化学　　　　　：A5判／224ページ・2色／別冊解答付（208ページ・2色）別梱包／800円＋税
化学基礎＋化学：A5判／312ページ・2色／別冊解答付（280ページ・2色）別梱包／920円＋税

基礎から応用まで万全の問題集！ていねいな解答編で自学自習に最適！
■安心の1冊
　教科書にそった配列・内容で，日常学習から受験準備までをカバーできます。
■すべての章に記述問題を収録
　思考力や表現力を養える記述問題を，各章に収録しています。
■巻末特集として，「思考力・判断力・表現力」を意識した問題を収録
　大学入学共通テストやこれからの入試を意識した演習を行えます。
■教科書との対照表
　教科書中の問題との対応を示した表をホームページに掲載しています。
◆ ご採用校には，要項と問題の Word データ，本冊と別冊の PDF データを CD-ROM でご用意しています。

化学基礎：No.27097　化学：No.27090　化学基礎+化学：No.27054

リード 化学基礎／化学／化学基礎+化学
問題
Word
データ

◆

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

化学基礎 243
化学 430

化学基礎+化学 594

◎

化学基礎：B5判／112ページ・２色／別冊解答付（56ページ・２色）挟み込み ／660円＋税
化学　　：B5判／192ページ・２色／別冊解答付（104ページ・２色）挟み込み ／850円＋税

日常学習から入試準備まで使えるノート判問題集！
■日常学習を徹底サポート！　取り組みやすいノート判
　『リードLightノート化学基礎』は，『リードLight化学基礎』を書き込み式にしたノート判問題集です。
■	編末問題に思考力の育成に役立つ問題を新規収録
　大学入学共通テストやこれからの入試を意識した問題に触れることができます。
■教科書との対照表
　	教科書中の問題との対応を示した表をホームページに掲載しています。
◎「数研Library」の学習コンテンツ（無料）をご用意しています。 p.36

◆ご採用校には，要項と問題のWordデータ，本冊と別冊のPDFデータをCD-ROMでご用意しています。

化学基礎：No.27136　　化学：No.27155

リードLight ノート化学基礎／化学
問題
Word
データ

◆

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

化学基礎 194
化学 343

A5判／104ページ・２色／別冊解答付（88ページ・２色）挟み込み ／620円＋税

基礎を固めて，しっかり理解！日常学習から入試準備まで使える問題集！
■日常学習を徹底サポート！化学基礎の内容をしっかり理解
　教科書にそった配列で取り組みやすく，「化学基礎」の基本事項の習得に最適です。
■序章「化学と人間生活」を収録
　導入の序章で，化学基礎の学習をスムーズに始められます。
■編末問題に思考力の育成に役立つ問題を収録
　大学入学共通テストやこれからの入試を意識した問題に触れることができます。
■教科書との対照表
　教科書中の問題との対応を示した表をホームページに掲載しています。
◎「数研Library」の学習コンテンツ（無料）をご用意しています。 p.36

◆ご採用校には，要項と問題のWordデータ，本冊と別冊のPDFデータをCD-ROMでご用意しています。

No.27018

四訂版　リード Light 化学基礎

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

194

問題
Word
データ

◆ ◎

◆

①B5判／24ページ・１色／別冊解答付（16ページ）別梱包 ／267円＋税／問題数775問
②B5判／32ページ・１色／別冊解答付（16ページ）別梱包 ／286円＋税／問題数377問
③B5判／32ページ・１色／別冊解答付（16ページ）別梱包 ／286円＋税／問題数387問
④B5判／32ページ・１色／別冊解答付（16ページ）別梱包 ／290円＋税／問題数270問
⑤B5判／32ページ・１色／別冊解答付（16ページ）別梱包 ／290円＋税／問題数315問
⑥B5判／32ページ・１色／別冊解答付（16ページ）別梱包 ／286円＋税／問題数585問
⑦B5判／32ページ・１色／別冊解答付（16ページ）別梱包 ／286円＋税／問題数444問
⑧B5判／32ページ・１色／別冊解答付（16ページ）別梱包 ／290円＋税／問題数308問

高校化学の全分野をしっかりフォロー！
■各分野の基本問題を反復練習でマスターできる書きこみ式ドリルタイプの問題集です。
■例題で基本問題を確認の上，類題をくり返し解くことによって，基本問題の解き方を身につけることができます。
■『リードα』『リードLight』などの問題集＋本書による徹底反復演習で学習効果が増加します。
■日常学習だけでなく，宿題・補習用ノートや長期休暇中の復習教材としても有効です。
◆専用サイトより，本冊Wordデータ，確認テストWordデータ，別冊解答PDFデータをダウンロードできます。
①－物質の構成と化学結合－
　■選択肢を設けた問題や表の穴埋め問題が多く，別冊解答が丁寧なため，高校化学のはじめの一冊に最適です。
②－物質量・化学反応式－
　■「溶解度」の章では，グラフの読み取り問題や溶解度の計算問題を扱いました。
③－酸・塩基/酸化・還元/電池・電気分解－
　■「実用電池」，「金属の製錬」の章では，図表の穴埋め問題で知識の整理が行えるようにしております。
④－物質の状態－
　■序章で物質の種類や物質量を確認することで，本章での学習をスムーズに進めることができます。
⑤－熱化学・反応速度・化学平衡－
　■問題のパターンを細かく分けることで，段階を追って無理なく問題を解ける構成にしました。
　■数学的な内容の確認として，付章で「二次方程式」「指数」「対数」の公式・問題を扱いました。
⑥－無機物質－
　■序章に代表的な無機物質をまとめました。化学式・物質名を確認し，学習をスムーズに進めることができます。
⑦－有機化合物－
　■「おもな有機化合物」の章を設け，代表的な有機化合物の構造式をまとめてかかせる問題を扱いました。
⑧－高分子化合物－
　■天然有機化合物の検出反応や糖類の還元性の有無を表にまとめるなど，学習内容の整理やまとめに役立つ表完成問題
を充実させました。

フォローアップドリル化学基礎／化学
①－物質の構成と化学結合－
②－物質量・化学反応式－
③－酸・塩基 /酸化・還元 /電池・電気分解－
④－物質の状態－
⑤－熱化学・反応速度・化学平衡－
⑥－無機物質－
⑦－有機化合物－	
⑧－高分子化合物－

化学基礎：①No.27549 　②No.27553　③No.27562
化学　　：④No.27576 　⑤No.27581　⑥No.27566　⑦No.27572　⑧No.27586

化学基礎

導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

化学

B5判／80ページ・2色／別冊解答付（24ページ）挟み込み ／533円＋税

基礎から着実にステップアップ！
■基本的な問題を豊富に掲載した，日常学習用問題集です。これ一冊で化学基礎の基本を身につけることができます。
■要項を細分化し，ひとつひとつの学習項目を１〜２ページ単位で構成しておりますので，授業の進度に応じた予習・復
習・問題演習ができます。
■「物質量」や「酸・塩基」の反応など，重要な概念はくり返し類問を出題しております。反復演習を通して解法を覚え
ることができます。
■個々の学習項目で基礎を固めた後にチャレンジできるよう，腕試しとしてやさしいレベルの入試問題を各章末に掲載し
ております。
■教科書にはない，化学への興味を喚起するこぼれ話が載っています。
◆ご採用校には，要項と問題のWordデータ，本冊

と別冊のPDFデータをCD-ROMでご用意してい
ます。

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

224

基本セレクト化学基礎
No.27215 問題

Word
データ

◆

化
学

化
学
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B5判／48ページ・２色／別冊解答付（24ページ）別梱包 	／380円＋税

高校化学の入門書
■高校化学のごく基本的な「物質の構成と化学結合」，「物質量と化学反応式」について，丁寧にわかりやすく
解説している問題集です。
■各項目は，図解を交えた丁寧な「解説」と簡単な「例題・学習問題」でページを分け，見開きで見やすい構成です。
■スムーズに高校化学を学び始めることができるよう，巻頭（序章）で中学と高校化学の橋渡しとなる内容を
扱っています。
■巻末特集（付章）の問題では，高校化学に必要な「読解力」や「思考力・判断力・表現力」を養うことができます。
◆専用サイトより，問題文やオリジナルプリントのWordデータをダウンロードできます。

化学基礎：B5判／80ページ・２色／別冊解答付（24ページ）別梱包 	／510円＋税
化学　　：B5判／128ページ・２色／別冊解答付（40ページ）別梱包 	／660円＋税

教科書完全準拠の内容整理ノート！
・各単元は授業用のプリントをイメージしたつくりになっており，教科書の文章の穴埋めで重要語句を答えた
り，教科書と同じ図やグラフへ書きこみや色塗りを行ったりすることで，教科書の基本事項の整理が行えます。
・配列，問題の流れ，用語の解説などを教科書にあわせ，各項目に教科書への参照ページをつけています。教
科書を開きながらの学習が行いやすく，「授業用ノート」として最適です。

◆専用サイトより，本冊と小
テストのWordデータ，本
冊と別冊のPDFデータをダ
ウンロードできます。

化学基礎：No.27427　化学：No.27432 ◆

改訂版 新編 化学基礎 準拠ノート 教科書の整理
新編 化学 準拠ノート 教科書の整理

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

化学基礎 84
化学 202

B5判／64ページ・２色／別冊解答付（24ページ）別梱包 	／510円＋税

教科書「改訂版 新編 化学基礎」完全準拠の書き込み式問題集！
・教科書の中にある『問』・『ドリル』・『例題』に類似した問題を出題しています。
・『まとめて身につく重要事項』として，教科書を参考に学習内容を整理するページを設けました。
・配列，問題の流れ，用語の解説などを教科書にあわせ，各項目および問題に教科書への参照ページをつけて
いますので，自学自習のための「宿題用ノート」として最適です。

◆専用サイトより，本冊と小テストの
Wordデータ，本冊と別冊のPDFデータ
をダウンロードできます。

No.27422 ◆

改訂版 新編 化学基礎 準拠ノート まとめと問題

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

230

No.27204 ◆

高校化学の基礎

問題数 導入 基本
標準 入試の

中級
入試の
上級共通テスト

69

化学基礎：B5判／96ページ・１色／別冊解答付（80ページ・２色）別梱包／730円＋税
化学　　：B5判／168ページ・１色／別冊解答付（136ページ・１色）別梱包／890円＋税

大学入学共通テスト対策を分野別で万全に‼
■試行調査や大学入試を徹底分析しました。大学入学共通テスト対策に最適な問題集です。
■各章は，「要点チェック」→「正誤チェック」→「重要演習」で構成し，各編の最後に「編末演習」を収録しました。

要点チェック…	空欄補充形式で，章の内容を理解するのに必要な基礎事項・重要事項をチェックできます。
正誤チェック…	一問一答形式で，文章中の用語の使い方が正しいか間違っているかを判定する力を養えます。
重 要 演 習…	基本的な例題・問題を分野ごとに精選して掲載しました。
編 末 演 習…	長い文章題，実験に関連した問題，グラフや表を読み解く問題など，新傾向に対応した問題をしっかり

扱いました。
■各問題に難易度と解答時間の目安を入れているため，試験を意識して演習を行うことができます。
■「日常生活に関連した化学」を１章分扱いました。
■巻末には，大学入学共通テストの形式にあわせた模擬テスト「実践演習」を２回分収録しています。
■「編末演習」「実践演習」の解答には問題文を再掲載し，読み取りのポイントを解説しました。問題文の読み方が身につ
きます。

◆ご採用校には，本冊のWordデータ，本冊と別冊のPDFデータ，およびマーク式解答用紙のPDFデータをCD-ROMで
ご用意しています。

問題
Word
データ

◆

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

化学基礎 173※１

化学 284※２

※１ 上記問題数に加え，重要例題16題，実践演習２回分を収録しています。
※２ 上記問題数に加え，重要例題23題，実践演習２回分を収録しています。

化学基礎：No.27609　　化学：No.27626

大学入学共通テスト対策　チェック＆演習 化学基礎／化学

『チェック＆演習』の特長

B5判／64ページ・2色／別冊解答付（56ページ・2色）挟み込み／1000円＋税

「化学基礎」の問題をカテゴリー別に収録した，大学入学共通テスト対策問題集！
■新傾向の問題を精選して収録した，大学入学共通テスト対策用のカテゴリー別問題集です。
■大学入学共通テストで必要とされている内容を，「知識確認の問題」，「実験操作の問題」，「グラフ・図を読み解く問題」，
「読解問題」の4つのカテゴリーに分けて，学習しやすくしました。共通テストに向けた万全な対策を行えます。

◎「数研Library」の学習コンテンツ（無料）をご用意しています。 p.36
※「大学入学共通テスト対策	チェック&演習	化学基礎」
の問題と一部重複がございます。 問題数 導入 基本

標準
入試の中級 入試の上級

共通テスト

90

No.13661

カテゴリー別	大学入学共通テスト対策問題集	化学基礎
◎

化
学

化
学

新　刊

■読み取りのポイントを解説
「編末演習」「実践演習」の解答には問題文を再掲載し，
問題文の読み方を身につけられるよう工夫しています。

■「編末演習」を新設
大学入学共通テストに向けて，新傾向に対応した
問題をしっかりと扱っています。
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生
物

問題文の読み方が身につく解答編	!!

A5判／112ページ・１色／別冊解答付（48ページ・１色）挟み込み／710円＋税

最新の大学入試問題を精選した問題集！
■2020年に行われた大学入試問題を精選して扱っています。
■化学的な思考力が求められる問題をより積極的に採用し，「思考」マークをつけて自学自習しやすくしています。
■数多くの大学の入試問題を採用しており，さまざまな問題形式に対応できます。
■問題を難易度別に分けているので自学自習しやすい構成です。
　問題Ａ…標準問題，大学入学共通テストレベル　　問題Ｂ…応用問題，国公立大学二次試験レベル
■『化学重要問題集 化学基礎・化学』に続けてお使いいただくと効果的です。

No.27300

2020　化学入試問題集　化学基礎・化学

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

130

問題
Word
データ

◆

A5判／160ページ・１色／別冊解答付（168ページ・２色）挟み込み／800円＋税

二次試験対策に必須の問題集！
■最新傾向の問題を網羅した万全の入試対策問題集です。
■多くの入試問題の中から良問を精選して扱っています。
■着実にステップアップできる構成です。
要　項…	問題を解く際にポイントとなる化学法則や現象のまとめ
Ａ問題…標準的な頻出問題　　Ｂ問題…応用力を養成する問題
巻末補充問題…ここまでやっておけばさらに万全という問題
■２色刷で詳しい別冊解答は，自学自習に最適です。
※同じ内容で入試直前対策の冊子（32ページ・2色）付の問題集を書店店頭で販売しています。
　『2021　実戦化学重要問題集 化学基礎・化学』（910円＋税）
◆ご採用校には，要項と問題のWordデータ，本冊と

解答のPDFデータ，および問題一覧表（Excel形式）
をCD-ROMでご用意しています。

No.27721

2021　化学重要問題集　化学基礎・化学

改　訂

『化学入試2020
データベース』
に収録（ ）

B5判／問題編（56ページ・１色）挟み込み／解答編（112ページ・２色）／690円＋税

「思考力・判断力・表現力」を養うのに最適な１冊 !
■入試で出題される「思考力・判断力・表現力」を問う問題に対応できる力を養うことを目指した入試対策問題集です。
■問題のヒントを掲載したwebページにQRコードからアクセスできるようにしました。
■解答編には問題を再掲載し，問題文から読み取れる情報を付記していますので，問題文の読み解き方が身につきます。
※化学重要問題集との問題の重複はございません。
※同じ内容で解答用紙冊子（56ページ・１色）付の問題集を書店店頭で販売しています。
　『思考力・判断力・表現力を養う　実戦 化学考察問題集』（920円＋税）
◆ご採用校には，問題のWordデータ，問題と解答のPDFデータ，全問題の解答用紙のPDFデータをCD-ROMでご用意

しています。

No.27331

思考力・判断力・表現力を養う　化学考察問題集
問題
Word
データ

◆

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

43

2021年10月発売
の『化学入試2021
データベース』に	
収録予定（ ）

『化学入試 2020
データベース』に	
収録（ ）

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

268

Ｂ5判／104ページ・２色／別冊解答付（24ページ）挟み込み ／790円＋税

書き込み式の参考書！
■空欄に重要語句を埋めたり，問題を解きながら，
　日常学習から入試の準備まで効率よく学習できます。
■「学習の目標」，「本文」，「重要実験」，「例題」，「章末演習問題」で構成しています。
　・学 習 の 目 標…	その節での学習内容のねらいや学習上の注意事項を扱って，学習の目標を明確に示しました。
　・本　　　　文…教科書中で太字になっている重要語句などを空欄にしました。
　・重 要 実 験…生物基礎でよく出てくる実験を重要実験として扱いました。
　・例　　　　題…解き方に技術を必要とする計算問題を扱いました。
　・章末演習問題…	各章末に，その章の内容が理解できているかを確認するための，章末演習問題を扱いました。
■空欄を埋めた後は，参考書としてもお使いいただけます。

No.13353

ゼミノート生物基礎

導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

B5判／64ページ・２色／別冊解答付（56ページ）挟み込み ／1000円＋税

「生物基礎」の問題をカテゴリー別に収録した大学入学共通テスト対策問題集！
■新傾向の問題を精選して収録した，大学入学共通テスト対策用のカテゴリー別問題集です。
■	大学入学共通テストで必要とされている内容を，「知識確認の問題」，「グラフ・図・資料を読み解く問題」，「実験問題」
の３つのカテゴリーに分けて，学習しやすくしました。共通テストに向けた万全な対策を行えます。
※	「大学入学共通テスト対策	チェック&演習	生物基礎」の問題と一部重複がございます。
◎「数研Library」の学習コンテンツ（無料）をご用意し

ています。 p.36

No.13671

カテゴリー別	大学入学共通テスト対策問題集　生物基礎

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

130

奈
良
女
子
大
学
名
誉
教
授

東
京
工
業
大
学
教
授

東

京

大

学

教

授

伝統ある正統派参考書！
日常学習から入試対策まで、幅広
くお使いいただけます。
問題解法の指針となるCHARTで、
学習内容を実践に役立つ形で理解
できます。

「チャート式新シリーズ」

フォトサイエンス理科図録シリーズ

■写真と図をメインに構成
眺めるだけでも，物理・化学・生物の面白さ
を実感できる図録です。

■身近な話題から最新の研究まで
授業や入試に必要な内容はもちろん，身近で
興味深い話題が満載です。最新の話題につい
て特集した，研究者の署名記事もあります。

※「視覚でとらえるフォトサイエンス物理図   
　録」には，実験映像・アニメーションなど
　を収録したCD-ROMが付属しています。

視覚でとらえる
フォトサイエンス
物理図録

物理基礎・物理
に対応

視覚でとらえる
フォトサイエンス
化学図録

化学基礎・化学
に対応

視覚でとらえる
フォトサイエンス
生物図録

生物基礎・生物
に対応

鷲谷  いづみ

新課程

新生物 生物基礎・生物

定価（本体2380円＋税）

tims130831

W480xH213_背26(74+153+26+153+74)　肩書修正済み

新生物基礎：A5判／240ページ・カラー／1430円＋税
新生物　　：A5判／560ページ・カラー／2380円＋税

伝統の正統派参考書
■日常学習から入試対策まで
・新生物基礎…	「生物基礎」の内容からな	

る参考書です。一部，「生	
物」の内容も収録しています。

・新生物…「生物基礎」と「生物」の内容を融合して構成した参考書です。日常学習から入試対策までご使用できます。
■ビジュアルな参考書
わかりやすい図と豊富な写真にこだわった，楽しく学べる参考書です。
■定期試験対策にも最適
試験への出やすさを“頻出度マーク”として項目ごとに 3
段階で表示しています。
■索引が充実
充実の検索機能で，辞書としても役立ち，疑問に対する答えをすぐに引き出すことができます。

新生物基礎：No.11873　　新生物：No.11885

チャート式シリーズ　新生物基礎
チャート式シリーズ　新生物　生物基礎・生物

導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

新生物基礎

新生物

　血液はたえず体内を循環しながら栄養分や酸素を組織の細胞に届けるとともに，
組織でできた不要物を集めてまわっている。不要物は腎臓で集められて体外に捨て
られる。腎臓は，血液から不要物をこし取るろ過装置であるとともに，体内の水分
量や塩類濃度の恒常性維持にも重要なはたらきをしている。

1 腎 臓
ヒトの腎臓は，アズキ色でこぶしよりやや大きいソラマメ形の器
官で，腰ついの両側に 1対あって，これに腎動脈・腎静脈・輸尿

管が接続している。腎臓の断面を見ると，外側から内へ，皮質・髄質・腎うの 3部
分が区別できる。
　腎臓にはたくさんのネフロン（腎単位）とよばれる構造があり（ヒトの場合，1個
の腎臓中約 100万個），これが尿をつくる基本の構造である。ネフロンは，腎小体（マ
ルピーギ小体）とそれに続く細尿管（腎細管，尿細管）からできている。皮質の部分
に腎小体が存在し，それから出ている細尿管は髄質と皮質の間を往復するように複
雑に走っている。
　腎小体は糸球体とボーマンのうとで構成されており，ここで血しょうとそれに溶
けている低分子成分がこし出される。

2 尿 の 形 成
腎臓はからだの 1/200ぐらいの小さな器官である。しかし，この
中を，心臓から送り出される血液の約 1/3～ 1/4という大量の血

液が流れている。

B 腎臓のはたらき  ★★★

11873-3-2-ヒトの腎臓（133＊71.5）

静脈

腎臓

ぼうこう

腎静脈
腎
動
脈

動脈

動脈

静脈

皮質

ボーマンのう

糸球体
腎細管

髄質

髄
質

毛
細
血
管

腎う

腎う

腎　小　体
（マルピーギ小体）

輸尿管

図 3-31　ヒトの腎臓

136 第２編●生物の体内環境の維持

◆◆◆◆

◆◆◆◆

頻出度マーク

◎

A5判／168ページ・2色／別冊解答付（80ページ）挟み込み／1100円＋税

わかりやすい！進めやすい！短期集中型大学入学共通テスト対策問題集！
■「生物基礎」の内容を30項目にまとめ，各章末に実践問題を５つ設けた，大学入学共通テスト対策問題集です。	
１日１項目，35日で完成できます。
■各項目は，「要項」，「例題」，「演習問題」で構成されています。
　・要　　項…学習内容を簡潔にわかりやすくまとめました。
　・例　　題…その項目の典型的な問題を扱いました。その項目で学習するべきポイントが理解できます。
　・演習問題…大学入学共通テスト形式の選択問題です。要項や例題の学習内容が理解できているか，確かめられます。
■章末の実践問題では，大学入学共通テストで求められる，思考力を必要とする問題を扱いました。
■巻末には，一問一答形式の「巻末チェック」を設けま
した。試験直前の総整理も効率よく行えます。

◎「数研Library」の学習コンテンツ（無料）を　ご用意
しています。 p.36

No.11952
チャート式　　
問題集シリーズ 35日完成！大学入学共通テスト対策 生物基礎

◎

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

79※

※ 上記問題数に加え，例題30題，一問一答221題を収録しています。

化
学

新　刊
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生
物

生
物

AB判／280ページ・カラー／850円＋税

美しい写真，見やすい図，そして最新の話題が満載！！
■わかりやすい！きれい！　美しい写真と，わかりやすく工夫をこらした図やグラフが満載。統一された色遣いの図がバ
ランスよくデザインされた紙面です。図と写真を併用し，写真で見せて図で理解させる工夫もしています。内容が充実
しているだけではなく，ポイントが一目でわかるとても見やすい図録です。
■充実の内容！　高校生物の内容を網羅することはもちろん，「特集」や「Zoom�up」，「コラム」などでさらに高度
な内容や身近な話題などを豊富に扱っていますので，興味・関心に応じて幅広い学習ができます。また，いま一番ホッ
トな研究が行われている研究室を「Pioneer」として紹介。進路選択への貴重な情報も提供します。さらに，生物に関
する「重要語句」の英単語を，各ページの欄外に掲載していますので，入試英語の長文対策にも有効です。
■特集　生物学の最前線！　最先端の研究を理解するための基礎知識を，第一線で活躍している研究者本人が解説してい
ます。「iPS細胞と新規医療技術開発」，「私たちの生活とアレルギー」など，特に，私たちのからだのことなど身近な話
題にかかわる内容を中心に取り上げています。
■教科書との対応表　数研版教科書との対応を示した表をホームページに掲載しています。
◆指導用データも完備！　ご採用校にDVD-ROMをご用意。紙面のPDFデータ，図版のカラー・モノクロデータ，映

像・アニメーションを収録。授業での演示やプリント作成にご利用いただけます。また，『フォトサイエンス 生物図
録 準拠ワーク』の紙面PDFデータも収録しています。

No.28146

三訂版　フォトサイエンス	生物図録
図録
紙面図版
データ

◆

B5判／48ページ・１色／270円＋税

『フォトサイエンス 生物図録』に完全準拠
■『フォトサイエンス�生物図録』に準拠したワークノートです。生物図録とあわせてお使いいただければ，学習の効果が
ぐんと上がります（生物図録への参照ページが入っています）。生物図録の図がそのまま１色になっていますので，色
を塗ったり，用語の穴埋めをしたりといった作業を生物図録と同じ図版で行えます。
■『生物基礎』の範囲を中心に，一部，『生物』の範囲の内容も収録しています。
■確認問題も入っていますので，単元の要点を確かめられます。

三訂版　フォトサイエンス�生物図録�準拠ワーク
No.28365

Ｂ5判／40ページ・１色／550円＋税

カエルの解剖を模擬体験できる！
■�実際の解剖のかわりに行う模擬解剖として，また，実際の解剖の予行演習として用いることができます。
■カエルの体内構造とヒトの体内構造を比較させることで，生物のからだの構造についての理解が深まります。
■AL型授業を行うための教材としてご利用いただけます。模擬解剖を通して主体的に深く学ぶことができるよう，振り
　返りシートも付けています。グループ学習も可能です。
◆本書を用いてどのような授業が行えるのか，評価の観点も含め詳細を記した指導手順書をご用意しています。
　ダウンロードしてご利用いただけます。

No.28377

カエルの模擬解剖
◆

iPad やWindows タブレットで見
られるデジタル版（別売）はこちら

p.29~
「数研 Library」の学習コンテンツ
（別売）はこちら p.36〈書籍ご
採用校は，ご審査用データをダウン
ロードしてご覧いただけます〉

●新型コロナウイルスについて特集！！
▼前見返し「新型コロナウイルスに関する基礎知識」 ▼後見返し「人類を脅かすウイルス感染症」前見返しでは，新型

コロナウイルスにつ
いて知っておきたい
基礎知識についてま
とめています。
後見返しでは，新型
コロナウイルスをは
じめとする「ウイル
ス感染症」について，
研究者本人が解説し
ています。

●QRコードから映像・アニメーションが見られるようになりました！！
前見返し裏側の「本書の特徴・本書の構成」のページに掲載されているQRコードにアクセスすると，
紙面の図や写真と連動した映像やアニメーション※（約70個）を見ることができます。
※映像・アニメーションは「三訂版 フォトサイエンス生物図録 指導用 DVD-ROM」に収録されているコンテンツの一部です。

生物基礎　　　：A5判／120ページ・2色／別冊解答付（48ページ）挟み込み ／670円＋税
生物　　　　　：A5判／256ページ・2色／別冊解答付（120ページ）挟み込み ／810円＋税
生物基礎＋生物：A5判／368ページ・2色／別冊解答付（168ページ）別梱包 ／940円＋税

基礎から受験までこの一冊でLead！
■段階的にレベルアップ
・リードA…学習のまとめで，授業の予習復習から試験の前の要点チェックまで，幅広く役立ちます。
・リードB…実験のページと基礎CHECKで基礎的な内容の習得に役立ちます。
・リードC…基本例題＋基本問題の構成で，無理なく力を養えます。
・リードD…さらなる力を養うために，学習効果のある発展的な問題を選びました。
・リードE…巻末総合問題として，思考力・判断力・表現力を要する問題を扱いました。
■論述問題の演習にも最適
リードC（基本問題）・リードD（応用問題）の問題の最後には論述問題を掲載しています。論述問題に挑戦することで，
学習した内容を文章にまとめる力を養うことができます。
■	詳しく見やすい解答・解説で自学自習に
も最適

◆ ご採用校には，ご採用いただいた書籍の
本冊および別冊の Word データ，PDF
データ，解答用紙のデータ（Excel 形式）
を CD-ROM でご用意しています。

問題・解答
Word
データ

◆生物基礎：No.28389  生物：No.28085  生物基礎＋生物：No.28040

リード 生物基礎／生物／生物基礎＋生物

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

生物基礎 97
生物 231

生物基礎＋生物 331

問題・解答
Word
データ

◆

本　冊：B5判／120ページ・１色／330円＋税
別売答：A5判／	48ページ・2色／200円＋税　　※『リードα生物基礎』別冊解答と同じ内容です。

『リードα生物基礎』の問題を収録し，解答欄を設けたNOTEBOOK！
■問題集『リードα生物基礎』の「リードＣ」「リードＤ」「リードＥ」の問題を収録しています。
■本書を提出させることで生徒の習熟度を確認できます（検印欄，自己評価表付き）。
■授業と併用，復習用，週末課題用，長期休暇課題用など幅広く活用できます。
※本書には，リードA，リードB，およびリードCの基本例題は収録していません。
◆本冊のご採用校には，本冊および別売答のWordデータ，PDFデータ，本冊の解答入りPDFデータ（解答欄に青字で解

答が入ったPDFデータ），自己評価表（Excel形式）をCD-ROMでご用意しています。

本冊：No.28401／別売答：No.28406A
別売
詳解完備

ノート判
（書込み式）リード 生物基礎	完成ノート

◎

A5判／104ページ・２色／別冊解答付（32ページ）挟み込み ／620円＋税

基礎を固めて，しっかり理解！日常学習から入試準備まで使える問題集！
■基礎から入試準備まで，段階的な構成で着実にレベルアップ
　リードA…学習のまとめで，授業の予習復習から試験前のチェックまで，幅広く役立ちます。
　リードB…一問一答形式の用語CHECKで，基本的な知識を確認できます。
　リードC…�基礎的な問題から標準的な問題まで豊富に扱っています。計算問題では例題を設けています。
　リードC＋…�実際の入試問題などに挑戦して，さらなる力を養えます。学習の総まとめに最適です。
■詳しく見やすい解答・解説で自学自習にも最適
◆ご採用校には，本冊および別冊のWordデータ，

PDFデータ，解答用紙のデータ（Excel形式）を
CD-ROMでご用意しています。

◎ 「数研 Library」の学習コンテンツ（無料）をご用意しています。 p.36

No.28018

四訂版　リード	Light	生物基礎
問題・解答
Word
データ

◆

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

145

◎

生物基礎：B5判／104ページ・２色／別冊解答付（32ページ）挟み込み／650円＋税
生物　　：B5判／184ページ・２色／別冊解答付（64ページ）挟み込み／840円＋税

基礎〜標準レベルの問題を豊富に収録した書き込み式ノート判問題集！
■段階的な問題構成で，日常学習から入試準備までなだらかにレベルアップできます。
　本文中に解答欄を設けていますので，ノートは不要です。
※『リードLightノート生物基礎』は，A5判の『リードLight生物基礎』を内容は同じままでB5判につくりかえたものです。
◆ご採用校には，本冊のWordデータ，本

冊のPDFデータ（生物基礎のみ），別冊の
Wordデータ，別冊のPDFデータおよび解
答用紙のデータ（Excel形式）をCD-ROM
でご用意しています。

生物基礎：No.28344　生物：No.28358

リード	Light	ノート生物基礎／生物
問題・解答
Word
データ

◆

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

生物基礎 145
生物 266

◎「数研 Library」の学習コンテンツ（無料）をご用意しています。 p.36

こちらから
もアクセス
できます➡
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生
物

生
物 生物基礎：B5判／56ページ・2色／別冊解答付（24ページ）挟み込み ／540円＋税

生物　　：B5判／120ページ・2色／別冊解答付（48ページ）挟み込み ／730円＋税

教科書の理解をサポートする，標準的な内容・レベルのノート判問題集
■生物基礎／生物の標準的な内容を身につけることができる書き込み式問題集です。
■生物基礎は22の単元に，生物は50の単元に細かく分け，学習のポイントを押さえやすくしました。また，学校での授
業の進度に合わせて1単元ずつ学習できるため，授業の復習や家庭学習が進めやすい構成となっています。
■各単元は見開き2ページで，「要点整理」と「問題」で構成されています。
・「要点整理」…その単元で学習する内容を，要点を押さえてコンパクトにまとめました。内容の整理と理解に役立ち

ます。空欄補充形式になっており，重要な用語を確認することができます。『生物基礎学習ノート』
では，一問一答形式の「用語チェック」を設けていますので，「要点整理」の空欄補充とあわせて，
重要な用語を反復して学習することができます。

・「問　　題」…要点整理で書かれている知識を整理し，その内容を理解しているかを確認できるような，基礎から標
準的な良問を精選しました。各問題には「学習の指針」を設け，その問題を学習する上での道標，お
よび解法のヒントを記述しました（解答欄をページの右側に設けています）。

■各章末に「章末問題」を見開き2ページで収録していますので，学習内容の確認や試験前の総復習にも最適です。また，
章末問題には100点満点で点数をつけておりますので，問題を解いてから採点することで，どの程度の力が付いている
かがよくわかります。

◆ご採用校には，本冊のWordデータをご用
意しています。

　専用サイトよりダウンロードしてご利用
いただけます。

Ｂ5判／96ページ・１色／別冊解答付（32ページ）挟み込み ／590円＋税

ご好評の「骨のあるノート判問題集」
■	基礎から標準的な入試問題までを丁寧に扱いました。ノート判ですが，実際の入試問題を収録していますので，入試を
見据えた学習を行うことができます。
■３段階の構成で，「要項」→「一問一答」→「問題練習」とスムーズに学習を進めることができます。
・スタディＡ…学習内容を詳しく，丁寧にまとめました。
・スタディＢ（基礎チェック）…一問一答形式の問題で，重要用語の確認をしっかり行えます。
・スタディＣ（標準・応用問題）…標準問題では基本的・標準的な良問を精選しました。応用問題では実践的な力を養
うことができる問題を扱いました。

◆ご採用校には，本冊および別冊のWordデータ，別冊
のPDFデータをCD-ROMでご用意しています。

生物基礎：No.28076　生物：No.28093

No.28065

生物基礎 学習ノート／生物 学習ノート

改訂版　スタディアップノート生物基礎

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

生物基礎 97
生物 239

◆

問題・解答
Word
データ

◆

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

114

◆

①Ｂ5判／16ページ・１色／別冊解答付（８ページ）挟み込み ／257円＋税／問題数36問
②Ｂ5判／32ページ・１色／別冊解答付（16ページ）挟み込み ／286円＋税／問題数60問

生物基礎の基本をマスターできる分野別問題集！
■生物基礎の基本を繰り返し練習できる書き込み式問題集。日常学習だけでなく，長期休暇中の課題としても最適です。
■「例題」＋「問題」の繰り返しで，基本的な問題を解く力を養えます。問題には，どの例題に関連する問題なのかを明
記していますので，万一つまずいたときでも，すぐに例題にもどって復習できます。
■①生物と遺伝子では，「生物と遺伝子」分野の典型的な問題を14の例題として取り上げて解説しています。
　②体内環境と生態系では，「生物の体内環境の維持」分野の典型的な問題を18の例題として取り上げ，「生物の多様性
と生態系」分野の典型的な問題を12の例題として取り上げて解説しています。

③Ｂ5判／32ページ・１色／別冊解答付（16ページ）挟み込み ／290円＋税／問題数55問

生物（高学年用）の生態・進化・系統分野をしっかりフォローします！
■生物の基本的・標準的な内容を学習することができる書き込み式問題集。補習授業の教材や，長期休暇中の課題として
お使いいただくことで，基礎から丁寧に学ぶことができます。
■「要点整理」＋「問題」の見開き構成です。要点整理では空欄補充を通して，問題では教科書レベルの基本的な問題の
演習を通して，基礎をしっかりと固めることができます。
■③生態・進化・系統では，「生物群集と生態系」，「生命の起源と進化」，「生物の系統」の分野を，合わせて15の単元に
分けて収録しています。
※本書の内容は『生物学習ノート』（初版）の第７章〜第９章と同じです。
◆ご採用校には，本冊のWordデータと，定着度をは

かることができる確認テストのデータをご用意し
ています。専用サイトよりダウンロードしてご利
用いただけます。

生物基礎：①No.28422　②No.28426　生物：③No.28436

フォローアップ生物基礎／生物
①生物と遺伝子　②体内環境と生態系　③生態・進化・系統

導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

①，②
③

導入 基本
標準 入試の

中級
入試の
上級共通テスト

導入 基本
標準 入試の

中級
入試の
上級共通テスト

第１巻

第２巻

B5判／64ページ・２色／別冊解答付（16ページ）別梱包 	／510円＋税／問題数82問	

教科書『改訂版 新編 生物基礎』完全準拠の書き込み式問題集

第１巻：B5判／80ページ・２色／別冊解答付（16ページ）別梱包 	／530円＋税／問題数18問
第２巻：B5判／72ページ・２色／別冊解答付（16ページ）別梱包 	／530円＋税／問題数27問

教科書『改訂版 生物』完全準拠の書き込み式整理ノート
■	第１巻…	教科書『改訂版 生物』の「第１章 細胞と分子」，「第２章 代謝」，「第３章 遺伝情報の発現」，「第４章 生殖と発生」

の内容を37の単元に分けて扱っています。
■第２章…	教科書『改訂版 生物』の「第５章 動物の反応と行動」，「第６章 植物の環境応答」，「第７章 生物群集と生態系」，

「第８章 生命の起源と進化」，「第９章 生物の系統」の内容を31の単元に分けて扱っています。

B5判／64ページ・２色／別冊解答付（8ページ）別梱包 	／510円＋税／問題数19問

教科書『改訂版 新編 生物基礎』完全準拠の書き込み式整理ノート

◆ご採用校には，本冊のWordデータをご
用意しています。専用サイトよりダウン
ロードしてご利用いただけます。

導入 基本
標準 入試の

中級
入試の
上級共通テスト

◆ご採用校には，本冊のWordデータと指
導例のデータ（空欄の解答およびNote
欄の記載例が入ったPDFデータ）をご
用意しています。専用サイトよりダウン
ロードしてご利用いただけます。

◆ご採用校には，本冊のWordデータ，補充プリント，
指導例のデータ（空欄の解答およびNote欄の記載例
が入ったPDFデータ）をご用意しています。専用サイ
トよりダウンロードしてご利用いただけます。

No.28116

第１巻：No.28125　第２巻：No.28128

No.28122

◆

◆

◆

改訂版 新編 生物基礎 準拠ノート まとめと問題

改訂版 生物 準拠ノート 教科書の整理 第１巻／第２巻

改訂版 新編 生物基礎 準拠ノート 教科書の整理

問題にも教科書と同じ
図版を使用しています
ので，間違った場合は
教科書にもどって確認
できます。

教科書の参照ページを示しています。

作図や色塗りなどの「Work」	
を行いながら基本事項を確
認できます。

授業で学習したことや自分で
まとめたことなどをメモでき
るNote 欄を設けました。

教科書の参照ページを示しています。

「間違えやすい
漢字」で漢字に
ついてもフォ
ローできます。

教科書と同じ図版を
使用しています。

作図や色塗りなどを
行いながら基本事項
を確認できます。
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生
物

生
物

生物基礎：B5判／96ページ・１色／別冊解答付（72ページ・2色）別梱包 	／720円＋税
生物　　：B5判／152ページ・１色／別冊解答付（112ページ・1色）別梱包 	／870円＋税

「チェック&演習」が大学入学共通テスト対策用に生まれ変わりました！
■試行調査や大学入試を徹底分析！共通テストで問われる力が身につきます。
■「要点チェック」→「正誤チェック」→「重要演習」という構成で，分野ごとに基本事項を確認し，定着させることが
できます。さらに，「編末演習」で新傾向に対応した問題の演習を行うことができます。
■巻末に共通テスト形式の模擬テスト「実践演習」を2回分収録しました。
■『チェック＆演習�生物』では，指導要領の大項目にまたがる問題を収録した「総合演習」を設けました。
◆ご採用校には，本冊のWordデータ，本冊

と別冊のPDFデータ，「実践演習」に対応
したマークシートのデータをCD-ROMで
ご用意しています。

生物基礎：No.28233　　生物：No.28244

大学入学共通テスト対策　チェック&演習 生物基礎
大学入学共通テスト対策　チェック&演習 生物

問題
Word
データ

◆

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

生物基礎 78※

生物 100※

※ 上記問題数に加え，実践演習２回分を収録しています。

B5判／128ページ・１色／別冊解答付（48ページ）挟み込み 	／840円＋税

看護・医療系の入試対策に必携の１冊！
■看護・医療系の入試対策に特化した問題集！
　看護・医療系の学校（看護系大学・学部・短大／高等看護学校など）の入試で出題された数多くの問題を分析し，良問
を収録しました。生物基礎・生物の全範囲をカバーしていますので，看護・医療系の入試対策にぴったりです。
■豊富な問題でしっかり演習できる書き込み式問題集！
　ま と め…入試の出題傾向に合わせて，学習事項をまとめています。重要な用語を空欄補充形式で確認できます。
　計算例題…�計算を必要とする問題については，典型的な問題を例題として取り上げ，その解き方を解説しています。
　標準問題…基本的な問題から標準的な問題まで，出題頻度の高い良問を精選して収録しています。
　応用問題…やや難易度の高い問題は，応用問題として収録しています。レベルに応じて演習することが可能です。
　総合問題…巻末には，分野を横断した問題や思考力を要する問題を取り上げています。
■わかりやすい解説で自学自習にも最適！
　別冊解答には，わかりやすくていねいな解説を掲載していますので，自学自習にも最適です。
■人体のイラストが満載！
　見返し部分には人体のイラストを掲載しています。臓器や各器官系の名称などをまとめて確認することができます。
◆ご採用校には，人体について学べる『ワーク 人体の構造とはたらき』の PDF データをご用意しています。専用サイト

よりダウンロードしてご利用いただけます。『三訂
版 フォトサイエンス生物図録』の参照頁が入った
ものもご用意しています。

No.28204

看護系受験問題集 生物基礎＋生物
◆

大学入学共通テストの新傾向の問題にもバッチリ対応！
別冊解答編紙面本冊紙面

新傾向の問題の解説で
は，問題文を再掲載し
ています。

新傾向に対応した問題を豊富に収録しています。
・会話文形式の問題
・実験を題材にした問題
・図やグラフを読み解く問題　など

問題文や図・グラフのどの部分から，どの
ような情報を読み取ればよいかを示しま
した。問題文の読み方が身につきます。

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

151

問題
Word
データ

◆

問題
Word
データ

◆

A5判／152ページ・１色／別冊解答付（120ページ・2色）挟み込み 	／840円＋税

二次試験対策に万全の問題集！
■多くの入試問題の中から良問を精選
　これまでに出題された数多くの入試問題の中から，良問を精選して
扱っておりますので，二次試験対策の問題演習に最適です。
■最新の入試傾向にも対応
　毎年，一部の問題を最新の入試問題と取り替えていますので，最新
の入試傾向に沿って演習することができます。
■標準的な問題から発展的な問題まで幅広く網羅
　各章は問題の難易度に応じて「A問題」・「B問題」で構成されています。
・A問題：標準的な頻出問題。
・B問題：A問題に続く実力養成問題。
■融合問題も収録，応用力の養成にも最適
　巻末には，「生物基礎」と「生物」の全体にわたる融合問題も収録
しておりますので，思考力や判断力の育成にも最適です。
■詳しい解答と解説で，理解力アップ
　別冊解答は見やすい2色刷りです。丁寧でわかりやすい解説で，自
学自習用として最適です。

◆ご採用校には，問題のWordデータ，本冊と別冊のPDFデータ，お
よび問題一覧表（Excel形式）をCD-ROMでご用意しています。
※同じ内容の問題集を書店店頭で販売しています。
　『2021 実戦 生物重要問題集 生物基礎・生物』�
（870円＋税）

B5判／96ページ・1色／別冊解答付（96ページ・2色）挟み込み 	／830円＋税

実験・考察問題の良問を精選！「思考力・判断力・表現力」を養う一冊！
■実際に出題された入試問題から，思考力・判断力・表現力を養うのに最適な良問を収録しました。与えられた条件を整
理し，考察する力が必要な，実験・考察問題の対策に最適です。
■学習しやすい１題１見開き構成。実際の入試問題の解答用紙を意識した解答欄を設けています。
■すべての問題に，解法の指針（ヒント）を掲載したwebページをご用意。QRコードからアクセスできます。
◆ご採用校には，本冊の Word データ，本冊と別冊の PDF データ，解答用紙の PDF データを CD-ROM でご用意しています。
※同じ内容の問題集を書店店頭で販売しています。
　『思考力・判断力・表現力を養う 実戦 生物 実験・
考察問題集』（900円＋税）

No.28261

No.28101

2021　生物重要問題集　生物基礎・生物

思考力・判断力・表現力を養う　生物 実験・考察問題集

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

154

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

43

改　訂

新しいタイプの解説！問題文の読み方，思考の過程が見えてくる！

解説には問題と同じ頁数を
割り当て，わかりやすく丁
寧な解説にこだわりました。
また，問題文を再掲載し，
問題文や図・グラフの読み
解き方を解説しています。

通常の解説の前に，考え方の指針を「思
考の過程」として示しました。どのよう
な過程を踏んで思考すれば，正しい解答
に辿りつけるのかがわかります。

別冊に問題文を再掲
載。その上で，問題
文や図・グラフか
ら，何を読み取る必
要があるかを示しま
した。

別冊解答編紙面
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AB判／224ページ・カラー／840円＋税

資料が充実！！ 情報も随時更新！！
■NHK�for�School�の動画を視聴可能！
　NHK�for�School�の動画から，紙面に関連する動画をピックアップしました。
　スマートフォンやタブレット端末でQRコードを読み取り，手軽に視聴できます。
■写真や図は量・質ともに充実！
　火成岩・変成岩・堆積岩の写真は大きく，種類も豊富に掲載しました。
　星座の写真を紹介するページを巻末に設けて，写真を大きく掲載しました。
■最新の情報！
　「千葉セクション」や「はやぶさ２」など，最新の情報も取り上げました。
■身近な話題が満載！
　「Newspaper」では実際の新聞記事を紹介しました。
　「宝石の科学」や「いろいろな雲」などの特集では，解説とともに写真を豊富に掲載しました。
◆指導用データも完備
　ご採用校には，紙面のPDFデータ，図版（一部）のカラー・モノクロデータ，ワークシートのPDFデータ

をCD-ROMでご用意しています。

No.28772

改訂版　フォトサイエンス	地学図録
図録
紙面図版
データ

◆

紙面紹介

「地学基礎」と「地学」の
区別を明確に示しました

NHK for School の
動画にリンクしています

写真や資料が充実
火成岩の写真は，火山岩と深成岩を
4種類ずつ掲載しました。また，特
徴がわかりやすいように，表面の拡
大写真と偏光顕微鏡写真も掲載しま
した。

QR コードを掲載した
NHK for School の

動画一覧は弊社 HP へ

▶p.96〜97

▶p.78〜79

問題・解答
Word
データ

◆

A5判／144ページ・2色／別冊解答付（56ページ・２色）挟み込み ／680円＋税
■安心の 1 冊
教科書『新編	地学基礎』にそった配列で，
日常学習〜受験準備を行えます。
■段階的にレベルアップ
基本的な問題から応用力を要する問題までを，段階的に学習できます。
・リードA（要項）…学習事項の整理が行えます。
・リードB（基礎CHECK）…基礎知識，用語の確認を行う問題です。
・リードC（基本例題，基本問題）…基本的な問題が精選されています。
・リードD（応用問題）…応用力を養う問題が精選されています。
・リードE（編末演習問題）…いくつかの章，編の内容を含む総合的な問題を扱いました。
■巻末に「思考力・判断力・表現力を養う問題」を収録
※『大学入学共通テスト対策 チェック＆演習地学基礎』との問題の重複はございません。
◆ご採用校には，本冊と別冊の Word データ，PDF データを CD-ROM でご用意しています。

No.28717

三訂版　リード 地学基礎

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

166

◎
問題
Word
データ

◆

Ｂ5判／96ページ・２色／別冊解答付（24ページ・１色）挟み込み ／650円＋税

書き込み式の ワーク＋問題集
■「Work！」を通じて教科書理解をサポート
　学習のまとめに，ワークを加えました。
　実際に手を動かすことで教科書の理解が深まり，
知識を整理できます。
■基礎から着実にステップアップ

Work！…�学習のまとめの中に設けた，色塗りなど
の作業を行う項目です。�
作業をした後は，まとめの一部として復
習に役立ちます。

基礎CHECK…�一問一答形式の問題で，基本的な
知識や用語を確認できます。

基本問題…�地学基礎の重要な内容を扱った，書き
込み形式の問題です。基本例題＋類題
による反復演習で，計算問題を解く力
も身につけることができます。

◆ ご採用校には，本冊の Word データ，本冊と別冊
の PDF データを CD-ROM でご用意しています。

No.28728

改訂版　リード	Light	ノート地学基礎

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

83

■「Work！」で知識を整理

◎ 「数研 Library」の学習コンテン
ツ（無料）をご用意しています。

p.36

B5判／80ページ・2色／別冊解答付（24ページ・1色）別梱包／540円＋税

教科書完全準拠の書き込み式ノートで，授業の進行をサポート！
■教科書「新編�地学基礎」に完全準拠
　重要な語句や図の穴埋めを行うことで，教科書の内容をしっかり確認できます。
■「Work」を通じて，教科書の理解をサポート！
　教科書と同じ図版・グラフを用いた書き込みや，色塗りなどを行う「Work」を豊富に設けています。
■編末問題で知識をしっかり定着！定期テスト対策にも！
　編末には2〜4頁の編末問題を設けています。3段階の構成で，無理なく問題に取り組むことができます。
　　Step1…一問一答形式の問題で，基本的な内容を確認できます。
　　Step2…複合的な形式の問題です。定期テスト対策などにおすすめです。
　　＋ Challenge…過去に出題されたセンター試験から，基本的な問題を1題掲載しています。
◆ご採用校には，本冊のWordデータをダウンロー

ド形式でご用意しています。

No.28132

新編	地学基礎	準拠ノート 教科書の整理
◆

導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

地
学

地
学
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B5判／104ページ・１色／別冊解答付（48ページ・２色）別梱包／770円＋税

大学入学共通テスト対策を分野別で万全に‼
■試行調査や大学入試を徹底分析しました。大学入学共通テスト対策に最適な問題集です。
　※『リードα地学基礎』『リードLightノート地学基礎』との問題の重複はございません。
■各編は，「要点チェック」→「正誤チェック」→「重要演習」→「編末演習」で構成しています。
　要点チェック…空欄補充形式で，編の内容を理解するのに必要な基礎事項・重要事項をチェックできます。
　正誤チェック…一問一答形式で，文章中の用語の使い方が正しいか間違っているかを判定する力を養えます。
　重 要 演 習…基本的な例題・問題を分野ごとに精選して掲載しました。
　編 末 演 習…�長い文章題，実習に関連した問題，図やグラフを読み解く問題など，新傾向に対応した問題

をしっかり扱いました。
■各問題には解答時間の目安を入れているため，時間を意識して演習を行うことができます。
■大学入学共通テスト形式にあわせた模擬テスト「実践演習」を２回分収録しています。
◆ご採用校には，本冊のWordデータ，本冊

と別冊のPDFデータ，およびマーク式解
答用紙のPDFデータをCD-ROMでご用意
しています。

問題
Word
データ

◆No.28734

大学入学共通テスト対策　チェック＆演習 地学基礎

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

68※

※	上記問題数に加え，正誤チェック150題，重要例題11題，実践
演習２回分を収録しています。

◆

B5判／72ページ・2色／別冊解答付（24ページ・1色）挟み込み／580円＋税

教科書のまとめも演習もこれ１冊！
■教科書「新 科学と人間生活」（科人 /308）完全準拠の書き込み式問題集
配列・用語などを教科書にそろえていますので，教科書と併せて使用することで，理解度アップをサポート
します。

■見開き２ページ構成
各項目とも，区切りのよい見開きの２ページ構成になっています。左ページに穴埋め形式の「まとめ」，右ペー
ジに「問題」で構成しています。

■中学校の復習
中学校で学習した内容（化学・生物・物理・地学）を演習として各編の冒頭で扱っていますので，本編に入
る前に基本事項を確認できます。

■作業要素も満載
色塗りなどの作業要素も豊富に掲載しています。

◆ 専用サイトより，本冊と確認テストの
Word データをダウンロードしてご利
用いただけます。

No.70143

新	科学と人間生活	整理ノート

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

132

No.70051 ◆

B5判／80ページ・2色／別冊解答付（24ページ）挟み込み／571円＋税
■教科書「科学と人間生活 くらしの中のサイエンス」（科人 /303）完全準拠版
配列や用語の定義が教科書にそろっているだけでなく，随所に教科書への参照マーク（ ）があり，教科書
との併用で理解度アップをサポートします。

■各分野の基礎となる内容から導入
中学校で学習した内容を中心とした，教科書の理解に役立つ物理・化学・生物・地学の基礎事項を，「○○
の基礎」として各編の演習に入る前に扱いました。

◆ 専用サイトより，本冊と確認テストの
Word データをダウンロードしてご利
用いただけます。

※なお，在庫がなくなり次第，絶版と
なる場合があります。

科学と人間生活	準拠ノート

問題数 導入 基本
標準

入試の中級 入試の上級
共通テスト

149

教科書と「フォトサイエンス」シリーズをタブレットで！
デジタル版　for iPad

推奨動作環境

ハードウェア iPad（第４世代以降），iPad	Air，iPad	Air	2，
iPad	mini（第２世代以降）

OS iOS	9 以降，iPadOS13以降

空き容量 書籍ごとに200MB〜 1GB程度の容量が必要

デジタル版　for Windows タブレット
推奨動作環境
ハードウェア タッチ操作に対応したタブレット端末

OS
WindowsⓇ	8.1	（32ビット版および64ビット版）
WindowsⓇ10	（32ビット版および64ビット版）
※各OSとも日本語版のみに対応。

CPU Intel®Core™	i3	以上

メモリ 4GB以上

空き容量 書籍ごとに200MB〜 1GB程度の容量が必要

●ユーザーの写真や動画を呼び出すリンク機能
▶	タブレットに保存した写真や動画へのリンクを，紙
面に埋め込むことができます。配置したリンクアイ
コンをタップするだけで，埋め込んだ写真・動画を
すばやく表示。

▶	URLを入力することにより，外部のWebページへ
のリンクを設定することも可能です。

●さまざまな書き込み機能
▶	ペンツールで紙面に書き込むことができます。蛍光
ペンのように，半透明に設定することも可能。

▶	メモツールで，文字を入力して紙面に貼ることもで
きます。

▶	スタンプツールで，紙面にマークをつけることも可能。
▶	書き込みは，アプリ終了後も保存されます。

●映像・アニメーションコンテンツ�※「科学と人間生活」を除く
▶	紙面内容に関連した映像やアニメーションを収録。ア
イコンをタップして再生します。紙面だけではわかり
にくい，動きや変化を伴う現象を，より明快に学べます。

映像が再生
されます

音声付き映像が
再生されます

アニメーション
が再生されます

デジタル版教科書・教材
iPad・Windowsタブレット対応

　Windows  iOS  Android

指導者用  学習者用 　 教科書  副教材

デ
ジ
タ
ル
版
教
科
書
・
教
材

地
学
・
科
学
と
人
間
生
活
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●コンテンツについて
・ 紙面に掲載の一部の写真や文章の中には，著作権等の都合により
本製品に収録されていないものがあります。

・ 理科教科書デジタル版に収録の映像・アニメーションは，弊社発
行の Studyaid D.B.指導者用デジタル教科書に収録されているも
のと重複しています。

・ 「改訂版 フォトサイエンス 物理図録 デジタル版」収録の映像・ア
ニメーションコンテンツは，「改訂版 フォトサイエンス 物理図録 
映像・アニメーションDVD」と共通です。

●価格について
・ 学校を通じてご注文いただく場合のもので，教材ごと・注文ごとの総額となります。
　例） 「改訂版 物理基礎」20本と「改訂版 化学基礎」10本をご注文。
　→ 22,000円 ＋ 19,000円 ＝ 41,000円となります。
　例） 「改訂版 物理基礎」20本をご注文。後日さらに 10本をご注文。
　→ 22,000円 ＋ 19,000円 ＝ 41,000円となります。
・本数は，本製品をインストールする端末数です。
●その他
・ 本製品の使用は，ご注文いただいた学校の職員・生徒によるご使用（同一構内）に限り
許諾しております。

・ 各商品をダウンロードできる期間は，収録されているデータに対する書籍の発行期間
を限度とします。

本製品についてのお問合せは
 ICT事業部（ict-digital@suken.co.jp），
本製品のご注文は弊社営業担当までお願いします。

■デジタル版教科書（iPad 用，Windows タブレット用）
〔ラインアップ〕

No.
商品名 価格

iPad 用 Windows
タブレット用

281103 681103 改訂版 物理基礎 

A

281176 681176 改訂版 新編 物理基礎 
281108 681108 改訂版 化学基礎 
281113 681113 改訂版 新編 化学基礎 
281118 681118 改訂版 生物基礎 
281123 681123 改訂版 新編 生物基礎 

No.
商品名 価格

iPad 用 Windows
タブレット用

281133 681133 改訂版 物理

B

281203 681203 改訂版 総合物理１
281213 681213 改訂版 総合物理２
281138 681138 改訂版 化学
281141 681141 新編 化学
281148 681148 改訂版 生物

※「科学と人間生活（科人 303）」，「高等学校 化学基礎（化基 309）」，「地学基礎（地基 304）」のデジタル版もございます。（制度化には，対応しており
ません。）詳しくは弊社営業担当まで。

A
本数 1 2 3 4 5 〜 10 〜 20 〜 30 〜 40 以降 1 本ごとに
総額 5,400 9,300 12,000 15,000 17,000 19,000 22,000 26,000 30,000 750 円増※ 2

〔価格（税抜）〕

B※ 1
本数 1 2 3 4 5 〜 10 〜 20 〜 30 〜 40 以降 1 本ごとに
総額 7,000 12,000 16,000 19,000 21,000 24,000 28,000 33,000 38,000 950 円増※ 2

※ 1　「改訂版 総合物理 1」，「改訂版 総合物理 2」は，それぞれ本表の半額です。
※ 2　40 本以上の一括ご注文後の追加購入における単価（1 本当たり）もこちらになります。

デジタル版教科書・教材
数研出版の「デジタル版教科書」は

「学習者用デジタル教科書」の制度化に対応しております。
（学校教育法第三十四条②に対応した教科用図書代替教材）  デジタル版 for iPad ／デジタル版 for Windows タブレット 

 サンプル版のご案内 

利用方法

１．「数研出版　学校用本棚アプリ２」をインストールします。
（iPad は App store，Windows タブレットは Windows ストアより
インストール）

２．（iPad の場合） 
ホーム画面に【数研出版２】アイコン（右の画像）が現れます。
タップすると【My 本棚】が起動します。

（Windows の場合） 
スタート画面で【数研出版 学校用本棚アプリ２】をタップ
すると【My 本棚】が起動します。
※ スタート画面に【数研出版 学校用本棚アプリ２】がないときは，検

索ウィンドウに「数研出版」と入力して，表示されるアイコンをタ
ップしてください。

３．【My 本棚】画面左上の 　　 （iPad の場合）または 　　 （Windows の場合）をタップし，【ログイン】
をタップします。

４．下記の「ID」と「パスワード」を入力し，画面中央の【ログイン】をタップすると，ダウンロード画面
が表示されるので，【ダウンロード】ボタンをタップします。

（ダウンロードが途中で止まった場合，【My 本棚】右上の　　  をタップし，リスト表示に切り替えた上で【再開】ボタンを
タップ。）

５．ダウンロードが完了すると教材の表紙画像が【My 本棚】に表示され，サンプル版が使用可能となります。

ID とパスワード一覧

教科書・教材名　（教科書番号） ID
（iPad 用）

ID
（Windows タブレット用） パスワード

改訂版　物理基礎　（物基／ 318） 41081103 w41081103

sample

改訂版　化学基礎　（化基／ 319） 41081108 w41081108

改訂版　生物基礎　（生基／ 316） 41081118 w41081118

地学基礎　（地基／ 304） 41081127 w41081127

改訂版　フォトサイエンス　物理図録 41026313 w41026313

三訂版　フォトサイエンス　化学図録 41027316 w41027316

三訂版　フォトサイエンス　生物図録 41028146 w41028146

デジタル版は
「学校用本棚アプリ 2」
でご利用いただけます。

インストールはこちら
【iPad 版】 【Windows 版】

デジタル版について，詳細は pp.29〜 30をご覧ください。

※発行予定・発行ラインアップは予告なく変更される可能性があります。

No.
教材名

価格（税抜総額）

iPad 用 Windows
タブレット用 1 本 2 本 3 本 4 本 5 本 6 本 7 本 8 本 以降 1 本

ごとに
226313 626313 改訂版 フォトサイエンス 物理図録 1,800 3,200 4,200 4,800 5,500 6,000 6,300 7,200 900 円増※ 1

227316 627316 三訂版 フォトサイエンス 化学図録 1,800 3,200 4,200 4,800 5,500 6,000 6,300 7,200 900 円増※ 1

228146 628146 三訂版 フォトサイエンス 生物図録 2,000 3,600 4,800 5,600 6,000 6,600 7,000 8,000 1,000 円増※ 1

■デジタル版副教材（iPad 用，Windows タブレット用）
〔ラインアップ・価格（税抜）〕

※ 1　８本以上の一括ご注文後の追加購入における単価（1 本当たり）もこちらになります。

デジタル版副教材　〜書籍ご採用校向けの価格〜

学校採用にて書籍をご購入の場合，デジタル版副教材を追加購入いただくと
デジタル版副教材は通常価格の 半額 でご提供いたします。

 ※書籍とデジタル版副教材の使用者が同じ場合に限ります。

詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
https://www.chart.co.jp/software/tab/
お申込みの際は，弊社営業担当までお問合せください。

デ
ジ
タ
ル
版
教
科
書
・
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材

デ
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理科シリーズラインアップWindows対応ソフト
Studyaid D

.B.

Studyaid D
.B.

■プリント作成ソフト

商品名 No. 1ライセンス版 No. フリーライセンス版 収録書籍 収録内容 プリント プレゼン
テーション

システム
バージョン 購入方法

物
理

 指導者用デジタル教科書 改訂版 物理基礎＊

１ライセンス版の
販売はございません。

55309 本体 　25,000円＋税  教科書「改訂版 物理基礎」
 「改訂版 新編 物理基礎」 指導者用デジタル教科書 ： 動画コンテンツ／本文テキストデータ／

図版データ／観点別評価規準例・学習指導計画例

プリント作成 ： 教科書問題データベース／実用PrinT例集

◯

◯
Ver.18 

教科書取扱
書店様へ

 指導者用デジタル教科書 改訂版 物理+総合物理＊ 55319 本体 　25,000円＋税
 教科書「改訂版 物理」
 「改訂版 総合物理 1-力と運動・熱-」
 「改訂版 総合物理 2-波・電気と磁気・原子-」

化
学

 指導者用デジタル教科書 改訂版 化学基礎＊ 55329 本体 　25,000円＋税  教科書「改訂版 化学基礎」
 「改訂版 新編 化学基礎」 指導者用デジタル教科書 ： 動画コンテンツ／本文テキストデータ／

図版データ／観点別評価規準例・学習指導計画例

プリント作成 ： 教科書問題データベース／実用PrinT例集 指導者用デジタル教科書 改訂版 化学＊ 55339 本体 　25,000円＋税
 教科書「改訂版 化学」
 「新編 化学」

生
物

 指導者用デジタル教科書 改訂版 生物基礎＊ 55349 本体 　25,000円＋税  教科書「改訂版 生物基礎」
 「改訂版 新編 生物基礎」

指導者用デジタル教科書 ： 動画コンテンツ／本文テキストデータ／
図版データ／観点別評価規準例・学習指導計画例

プリント作成 ： 教科書問題データベース／
実用PrinT例集 指導者用デジタル教科書 改訂版 生物＊ 55359 本体 　25,000円＋税  教科書「改訂版 生物」

地
学

 指導者用デジタル教科書 新編 地学基礎＊ 55378 本体 　25,000円＋税  教科書「新編 地学基礎」
指導者用デジタル教科書 ： 動画コンテンツ／本文テキストデータ／
図版データ／観点別評価規準例・学習指導計画例 ×

 指導用デジタル教科書 地学基礎 55363 本体 17,143円＋税 55368 本体 　38,095円＋税  教科書「地学基礎」 Ver.17

動作環境

 （DVD-ROM 版）

 乗り換えサポートのご案内【教育機関向け】

　お持ちの 	（DVD-ROM版）商品が	 	でもご利用いただける「乗り換えサポート」を実施中です。

乗り換えサポートの流れ

	
【教育機関向け】商品を購入 ➡ 弊社ホームページから

お申込み ➡ お持ちの 	(DVD-ROM版) 商品の問題が
	で検索可能に！

※乗り換え対象商品に限ります。

乗り換えサポート適用条件
　下記３つの条件全てを満たす場合に適用されます。
　　◦ 【教育機関向け】商品を1点以上ご購入いただいた方
　　◦対象の 	(DVD-ROM版) 商品をお持ちの方　
　　◦小学校，中学校，高等学校，大学などの学校に勤務されている方，教育委員会，教育センターなどの教育関係者の方

＼さらに！お得なキャンペーンも実施中！／
	に乗り換えた商品を期間限定（2021年 3月まで）で，お得な価格でフリーライセンスに切り替えられます。

※キャンペーン期間終了後は通常価格にてご購入いただけます。

◦商品１本お持ちの方　➡　3,800 円＋税でフリーライセンスに！
◦商品を１本＋１ライセンス以上をお持ちの方　➡　無償でフリーライセンスに！

対象商品など乗り換えサポートについて詳しくは弊社ホームページをご覧ください。　https://www.chart.co.jp/stdb/online/support/shift.html

●価格の適用期間は2021年7月までです。

ブラウザ版

OS WindowsⓇ10（32bit 版，64bit 版） /AndroidTM5.0 以降 / iOS10.3 以降
/ iPadOSⓇ13.0 以降 /macOSⓇ10.10 以降 / Chrome OSTM 最新バージョン

ブラウザ WindowsⓇ：Internet	Explorer Ⓡ11，Microsoft	EdgeⓇ，Google	ChromeTM
Android Ⓡ	 ：Google	ChromeTM
iOS，iPadOSⓇ	 ：Safari Ⓡ，Google	ChromeTM
macOSⓇ	 ：Safari Ⓡ，Google	ChromeTM
Chrome OSTM	 ：Google	ChromeTM

Ver.18，Ver.19

OS Microsoft	Windows7（32bit版，64bit版）/ 8.1（32bit版，64bit版）/
10（32bit版，64bit版）※各 OSとも日本語版のみに対応。

メモリ 32bit版：1GB 以上　　64bit版：2GB 以上
ハードディスク 商品インストール後，システムドライブに1GB 以上の空き容量が必要です。

※商品インストールに必要なデータサイズは商品によって異なります。

必須コンポーネント Microsoft	.NET	Framework4以降 /Adobe	Flash	Player10.3以降（Ver.18のみ）
その他 DVD-ROMドライブ /1,024×768ピクセル以上のディスプレイ

Ver.17　　　　

OS Microsoft	Windows	XP	SP3（32bit版）/ Vista	SP1以降（32bit版）/ 7（32bit版，64bit版）
※Windows8以降のOSについては弊社ホームページをご覧ください。※各OSとも日本語版のみに対応。

メモリ 32bit版：1GB 以上　　64bit版：2GB 以上
ハードディスク 商品インストール後，システムドライブに1GB 以上の空き容量が必要です。

※商品インストールに必要なデータサイズは商品によって異なります。

必須コンポーネント Microsoft	.NET	Framework4 以降 /Adobe	Flash	Player10.3 以降
その他 DVD-ROMドライブ /1,024×768ピクセル以上のディスプレイ

デスクトップアプリ版

OS WindowsⓇ10
（32bit 版，64bit 版）

メモリ 2GB 以上
ハードディスク システムドライブに2GB 以上の空き容量
その他 1,024×768ピクセル以上のディスプレイ

◦ はユーザーライセンスの商品です。 
1 ライセンスにつき 1 名がご利用いただけます。構内フリーライセンス版では，同一構内に勤務される方であれば，人数に制限なくご利用いただけます。

◦ には使用期限がございます。ご購入済みの全ての商品が，最後のご購入から 4 年間ご使用いただけます。

◦ 「Adobe Flash Player」のサポート終了に伴う 「指導者用デジタル教科書」のご使用につきまして，弊社ホームページにてご案内しております。     
サポート終了後も弊社ホームページにてアップデートしていただくことで，引き続きご使用いただけます。　https://www.chart.co.jp/stdb/info/flash.html

◦アップグレード価格やライセンスなど詳しくは弊社営業担当者またはコールセンターまでお尋ねください。

物
理

No.99638 
物理入試2020データベース

●1992〜2020年版「物理入試問題集」	 ●1992〜2020年センター試験問題
●2005〜2020年版「物理重要問題集」	 ●思考力・判断力・表現力を養う 物理考察問題集 約 5,000問 本体10,000円+税 本体23,000円+税

数研
HPへ

本体21,000円＋税 本体10,000円＋税

直接
数研出版へ

No.55511 2021年3月発売予定

物理 統合版2021
約 10,200問 本体12,000円+税 本体25,000円+税 本体29,000円＋税 本体12,300円＋税

化
学

No.99668 
化学入試2020データベース

●1992〜2020年版「化学入試問題集」	 ●1992〜2020年センター試験問題
●2000〜2020年版「化学重要問題集」	 ●思考力・判断力・表現力を養う 化学考察問題集	　 約 8,300問 本体10,000円+税 本体23,000円+税 本体21,000円+税 本体10,000円＋税

No.55561 2021年3月発売予定

化学 統合版2021
約 12,600問 本体12,000円+税 本体25,000円+税 本体29,000円＋税 本体12,300円＋税

生
物

No.55288 2021年3月発売予定

生物 統合版2021
約 8,200問 本体12,000円+税 本体25,000円+税 本体29,000円＋税 本体12,300円＋税

商品名 収録内容 問題数
価格【教育機関向け】

購入方法	
価格【教育機関向け】

購入方法	
1ライセンス版 構内フリーライセンス版 標準価格 アップグレード価格

●教科書「改訂版 化学基礎，改訂版 化学，改訂版 新編 化学基礎，新編 化学」
●リードα「化学基礎（五訂版），化学（四訂版），化学基礎＋化学（六訂版）」
●四訂版 リードLight化学基礎　 ●四訂版 リードLightノート化学基礎　 ●四訂版 リードLightノート化学　 ●基本 セレクト 化学基礎
●改訂版 新編 化学基礎 準拠ノート「まとめと問題，教科書の整理」　　●新編 化学 準拠ノート 教科書の整理　　 ●高校化学の基礎
●フォローアップドリル化学基礎「物質の構成と化学結合，物質量・化学反応式，酸・塩基/酸化・還元/電池・電気分 解」
●フォローアップドリル化学「物質の状態，熱化学・反応速度・化学平衡，無機物質，有機化合物，高分子化合物」
●チェック＆演習「化学基礎，化学」　　●カテゴリー別 大学入学共通テスト対策問題集 化学基礎　　
●チャート式問題集シリーズ35日完成！大学入学共通テスト対策 化学基礎　　　　　　　　　　　旧課程：●教科書・ 問題集
●教科書「改訂版	生物基礎，改訂版	生物，改訂版	新編	生物基礎」　　●リードα「生物基礎（五訂版），生物（四訂版），生物基 礎＋生物（六訂版）」
●四訂版	リードLight生物基礎　　●四訂版	リードLightノート生物基礎　　●三訂版	リードLightノート生物　●改訂版	スタディ アップノート生物基礎	
●改訂版	生物基礎	学習ノート　　●改訂版	生物	学習ノート　　●新編	生物基礎	準拠ノート　　
●改訂版	新編	生物基礎	準拠ノート「まとめと問題，教科書の整理」　●改訂版	生物	準拠ノート	教科書の整理「第1巻，第2巻」
●フォローアップ生物基礎「生物と遺伝子，体内環境と生態系」　　●フォローアップ生物	生態・進化・系統　　　　　
●看護系受験問題集	生物基礎＋生物　　●2021	生物重要問題集－生物基礎・生物　　●思考力・判断力・表現力を養う	生物	実 験・考察問題集
●チェック＆演習「生物基礎，生物」　　　●カテゴリー別	大学入学共通テスト対策問題集	生物基礎	
●チャート式問題集シリーズ35日完成！大学入学共通テスト対策	生物基礎　　　旧課程：●教科書・問題集

●教科書「改訂版 物理基礎，改訂版 物理，改訂版 新編 物理基礎，改訂版 総合物理」　　
●リードα「物理基礎（四訂版），物理（四訂版），物理基礎・物理（四訂版）」　
●四訂版 リードLight物理基礎 　●四訂版 リードLightノート物理基礎 　●四訂版 リードLightノート物理 　●物理 基礎 学習ノート
●改訂版 新編 物理基礎 準拠ノート「まとめと問題，教科書の整理」　　　　●高校物理の基礎
●フォローアップドリル物理基礎「運動の表し方・力・運動方程式（改訂版），仕事とエネルギー・熱，波・電気」
●フォローアップドリル物理「力と運動・熱と気体，波，電気と磁気，原子」　　　●チェック＆演習「物理基礎，物 理」
●カテゴリー別 大学入学共通テスト対策問題集 物理	 ●チャート式シリーズ「新物理基礎，新物理」
●チャート式問題集シリーズ35日完成！大学入学共通テスト対策 物理　　　旧課程：●教科書・問題集　他

オンライン版 DVD-ROM版

■指導者用デジタル教科書 ＊『教授資料』と『  指導者用デジタル教科書（フリーライセンス版）』とのセット版もご用意しています。
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2021年度　　理科発行図書 価格・難易表
■物理

書籍No. 書　　　　　名 本体価格＋税
内容の程度 掲載

ページ導入 基本 標準 入試の中級 入試の上級共通テスト

11813 チャート式シリーズ新物理基礎 1430円＋税 7 ※
11842 チャート式シリーズ新物理 2250円＋税 7 ※
11937 35日完成！ 共通テスト対策 物理 1300円＋税 6 ※
26313 フォトサイエンス物理図録 770円＋税 6 ＊
26050 リード 物理基礎 690円＋税 8
26060 リード 物理 850円＋税 8
26277 リード 物理基礎・物理 980円＋税 8
26018 リードLight 物理基礎 680円＋税 8 ※
26078 リードLightノート 物理基礎 690円＋税 8 ※
26085 リードLightノート 物理 850円＋税 8 ※
26096 物理基礎学習ノート 590円＋税 9
26063 改訂版 新編 物理基礎 準拠ノート まとめと問題 540円＋税 9
26067 改訂版 新編 物理基礎 準拠ノート 教科書の整理 540円＋税 9
26523 フォローアップドリル物理基礎 運動編 300円＋税 7
26526 フォローアップドリル物理基礎 仕事編 257円＋税 7
26532 フォローアップドリル物理基礎 波・電気編 286円＋税 7
26541 フォローアップドリル物理 力学・熱編 314円＋税 7
26546 フォローアップドリル物理 波編 295円＋税 7
26536 フォローアップドリル物理 電磁気編 314円＋税 7
26551 フォローアップドリル物理 原子編 270円＋税 7
26262 高校物理の基礎 380円＋税 9
26291 物理考察問題集 690円＋税 11 ＊
26258 物理重要問題集 800円＋税 11 ＊
26220 物理入試問題集 710円＋税 11 ※
26156 チェック&演習 物理基礎 740円＋税 10
26177 チェック&演習 物理 900円＋税 10
13651 カテゴリー別共通テスト対策 物理 1200円＋税 10 ※

■化学

書籍No. 書　　　　　名 本体価格＋税
内容の程度 掲載

ページ導入 基本 標準 入試の中級 入試の上級共通テスト

11853 チャート式シリーズ新化学基礎 1430円＋税 13 ※
11922 チャート式シリーズ新化学 2300円＋税 13 ※
11942 35日完成！ 共通テスト対策 化学基礎 1200円＋税 13 ※
13333 ゼミノート化学基礎 790円＋税 13 ※
27556 化学計算問題の徹底整理 化学基礎・化学 1200円＋税 13 ※
27316 フォトサイエンス化学図録 820円＋税 12 ＊
27097 リード 化学基礎 670円＋税 14
27090 リード 化学 800円＋税 14
27054 リード 化学基礎+化学 920円＋税 14
27018 リードLight 化学基礎 620円＋税 14 ※
27136 リードLightノート 化学基礎 660円＋税 14 ※
27155 リードLightノート 化学 850円＋税 14 ※
27215 基本セレクト化学基礎 533円＋税 15
27422 改訂版 新編 化学基礎 準拠ノート まとめと問題 510円＋税 16
27427 改訂版 新編 化学基礎 準拠ノート 教科書の整理 510円＋税 16
27432 新編 化学 準拠ノート 教科書の整理 660円＋税 16
27549 フォローアップドリル化学基礎 結合編 267円＋税 15
27553 フォローアップドリル化学基礎 物質量編 286円＋税 15
27562 フォローアップドリル化学基礎 酸・塩基編 286円＋税 15
27576 フォローアップドリル化学 状態編 290円＋税 15
27581 フォローアップドリル化学 平衡編 290円＋税 15
27566 フォローアップドリル化学 無機編 286円＋税 15
27572 フォローアップドリル化学 有機編 286円＋税 15
27586 フォローアップドリル化学 高分子編 290円＋税 15
27204 高校化学の基礎 380円＋税 16
27331 化学考察問題集 690円＋税 18 ＊
27721 化学重要問題集 800円＋税 18 ＊
27300 化学入試問題集 710円＋税 18 ※
27609 チェック&演習 化学基礎 730円＋税 17
27626 チェック&演習 化学 890円＋税 17
13661 カテゴリー別共通テスト対策 化学基礎 1000円＋税 17 ※

■生物

書籍No. 書　　　　　名 本体価格＋税
内容の程度 掲載

ページ導入 基本 標準 入試の中級 入試の上級共通テスト

11873 チャート式シリーズ新生物基礎 1430円＋税 19 ※
11885 チャート式シリーズ新生物 2380円＋税 19 ※
11952 35日完成！ 共通テスト対策 生物基礎 1100円＋税 19 ※
13353 ゼミノート生物基礎 790円＋税 19 ※
28377 カエルの模擬解剖 550円＋税 20
28146 フォトサイエンス生物図録 850円＋税 20 ＊
28365 フォトサイエンス生物図録 準拠ワーク 270円＋税 20
28389 リード 生物基礎 670円＋税 21
28085 リード 生物 810円＋税 21
28040 リード 生物基礎+生物 940円＋税 21
28401 リード 生物基礎 完成ノート 330円＋税 21
28018 リードLight 生物基礎 620円＋税 21 ※
28344 リードLightノート生物基礎 650円＋税 21 ※
28358 リードLightノート生物 840円＋税 21 ※
28065 スタディアップノート生物基礎 590円＋税 22
28076 生物基礎学習ノート 540円＋税 22
28093 生物学習ノート 730円＋税 22
28422 フォローアップ生物基礎 ─生物と遺伝子─ 257円＋税 22
28426 フォローアップ生物基礎 ─体内環境と生態系─ 286円＋税 22
28436 フォローアップ生物 ─生態・進化・系統─ 290円＋税 22
28116 改訂版 新編 生物基礎 準拠ノート まとめと問題 510円＋税 23
28122 改訂版 新編 生物基礎 準拠ノート 教科書の整理 510円＋税 23
28125 改訂版 生物 準拠ノート 教科書の整理 第１巻 530円＋税 23
28128 改訂版 生物 準拠ノート 教科書の整理 第２巻 530円＋税 23
28204 看護系受験問題集 生物基礎＋生物 840円＋税 24 ※
28233 チェック&演習 生物基礎 720円＋税 24
28244 チェック&演習 生物 870円＋税 24
13671 カテゴリー別共通テスト対策 生物基礎 1100円＋税 19 ※
28101 生物 実験・考察問題集 830円＋税 25 ＊
28261 生物重要問題集 840円＋税 25 ＊

■地学　　　　　　　  　

書籍No. 書　　　　　名 本体価格＋税
内容の程度 掲載

ページ導入 基本 標準 入試の中級 入試の上級共通テスト

28772 改訂版 フォトサイエンス地学図録 840円＋税 26 ＊
28717 三訂版 リード 地学基礎 680円＋税 27
28728 改訂版 リードLightノート 地学基礎 650円＋税 27 ※
28132 新編 地学基礎 準拠ノート　教科書の整理 540円＋税 27
28734 チェック&演習 地学基礎 770円＋税 28

■科学と人間生活

書籍No. 書　　　　　名 本体価格＋税
内容の程度 掲載

ページ導入 基本 標準 入試の中級 入試の上級共通テスト

70143 新科学と人間生活 整理ノート 580円＋税 28
70051 科学と人間生活 準拠ノート 571円＋税 28

  

 は新刊　  は改訂
　※：書店店頭で販売　＊：同内容の書籍を書店店頭で販売

※ 副教材の発行予定や内容は，予告なく変更される可能性があります。
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数研 Library
スマートフォン（iPhone・Android）・タブレット（iPad）対応アプリ 

指導者用  学習者用 　 教科書  副教材 　Windows  iOS  Android

スマートフォンや iPadで，
数研出版発行教材の学習をしよう！

「数研 Library」は，数研出版発行の学習教材と連動した各種「学習コンテンツ」
が利用できるアプリです。アプリ単独でも学習可能ですが，書籍とあわせて
ご利用いただくと，より高い学習効果が期待できます。

本製品に関するお問合せ
数研 Libraryサポート

（support@sukenlibrary.jp）

■動作環境
・iOS版  ：iOS8.0以降，iPadOS13以降。iPhone，iPadに対応。
・Android版 ： Android 4.1以降。Android OS搭載スマートフォンに

対応（一部端末では正常に動作しないことがあります）。
・学校向け学習コンテンツ管理者サイト
   ：ブラウザが利用できる環境（Windows，Mac）。

■その他
・ 価格，リリース時期，ラインナップ，動作環境，画面写真など，本広告
に記載の内容は予告なく変更になる場合があります。
・ Apple，Appleロゴ，iPhone，iPadは米国その他の国で登録された 

Apple Inc. の商標です。App Storeは Apple Inc. のサービスマークです。
・ Android，Google Play，Google Play ロゴは，Google Inc. の商標です。

「フォトサイエンス」シリーズ（物理・化学・生物） コンテンツ集 （各220円※（税抜））

無料で利用できる学習コンテンツもございます

書籍内容に関係した映像，アニメーション，図版など，書籍のさらなる理解に
役立つコンテンツが利用できます。

⬇⬇お申込はこちらから⬇⬇

https://sukenlibrary.jp/ecm-shl
【注】 各学習コンテンツに対しお申し込みいただくライセンス数は，「3本」からとさせていただきます。

35日完成！大学入学共通テスト対策　物理／化学基礎／生物基礎 基礎知識確認カード
カテゴリー別 大学入学共通テスト対策問題集　物理／化学基礎／生物基礎 基礎知識確認カード
リード Liɡht生物基礎・リード Liɡhtノート生物基礎 重要用語 一問一答テスト
リード Liɡhtノート生物 用語 CHECK 一問一答テスト
リード Liɡht化学基礎・リード Liɡhtノート化学基礎 基礎 CHECK 一問一答テスト
リード Liɡhtノート化学 基礎 CHECK 一問一答テスト
リード Liɡhtノート地学基礎 基礎 CHECK 一問一答テスト 
物理 公式集カード
化学 元素記号カード

・ 学習コンテンツの一部は，「デジタル版 for iPad」「デジタル版 for Windowsタブレット」，「改訂版 フォ
トサイエンス物理図録 映像・アニメーション DVD」，「三訂版 フォトサイエンス化学図録 指導用
DVD」，「三訂版 フォトサイエンス生物図録 指導用 DVD」収録のコンテンツと共通です。

・ アプリ内の決済システム（アプリ内課金）を利用した購入も可能です。
・ ライセンス数は，学習コンテンツを利用する学習者数（ユーザー数）です。
・書籍に掲載している QRコードコンテンツを含みます。

※ 1ライセンス当たり。
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■ご利用時の留意点
・ 本アプリはネットワーク接続が必要となります（ダウンロード済みの学習コンテンツ利用はネットワークオフラインでも可能）。
・ネットワーク接続に際し発生する通信料はお客様のご負担となります。
・ 書籍掲載の一部内容（問題など）の中には，著作権等の都合により本製品に収録されない場合があります。
・ 返品に関する特約：商品に欠陥のある場合を除き，お客様のご都合による商品の返品・交換はお受けできません。


