
【化学】
サブカテゴリ 授業名 サブカテゴリ 授業名 サブカテゴリ 授業名
物質の構成・原子の構造 物質の分類 反応速度・化学平衡 化学反応の進み方① 芳香族化合物 フェノール①
物質の構成・原子の構造 化学の基礎法則 反応速度・化学平衡 化学反応の進み方② 芳香族化合物 フェノール②
物質の構成・原子の構造 原子の構造 反応速度・化学平衡 反応速度① 芳香族化合物 フェノールの置換反応
物質の構成・原子の構造 電子配置 反応速度・化学平衡 化学平衡① 芳香族化合物 フェノールとアルコールとの共通点
物質の構成・原子の構造 イオンの生成(1) 反応速度・化学平衡 化学平衡② 芳香族化合物 フェノールの製法①
物質の構成・原子の構造 イオンの生成(2) 反応速度・化学平衡 化学平衡③ 芳香族化合物 フェノールの製法②
物質の構成・原子の構造 周期表 反応速度・化学平衡 化学平衡④ 芳香族化合物 芳香族カルボン酸
物質の構成・原子の構造 原子の大きさ 反応速度・化学平衡 化学平衡⑤ 芳香族化合物 フェノール演習
物質の構成・原子の構造 イオン化エネルギーと電子親和力 反応速度・化学平衡 化学平衡⑥ 芳香族化合物 フタル酸の位置異性体
物質の構成・原子の構造 周期表演習 物質の三態・気体の性質 物質の三態１ 芳香族化合物 芳香族カルボン酸演習
化学結合 イオン結合(前半) 物質の三態・気体の性質 物質の三態２ 芳香族化合物 サリチル酸
化学結合 イオン結合(後半) 物質の三態・気体の性質 状態図(前半) 芳香族化合物 サリチル酸演習
化学結合 共有結合１(前半) 物質の三態・気体の性質 状態図(後半) 芳香族化合物 芳香族エステル演習
化学結合 共有結合１(後半) 物質の三態・気体の性質 大気圧測定と圧力の単位 芳香族化合物 アニリン１
化学結合 共有結合２ 物質の三態・気体の性質 蒸気圧と沸騰 芳香族化合物 アニリン２
化学結合 配位結合 物質の三態・気体の性質 蒸気圧と沸騰(演習) 芳香族化合物 アニリン３
化学結合 金属結合と化学結合演習 物質の三態・気体の性質 気体の状態方程式１ 芳香族化合物 アゾ化合物の合成①
化学結合 分子の極性１ 物質の三態・気体の性質 気体の状態方程式２ 芳香族化合物 アゾ化合物の合成②
化学結合 分子の極性２ 物質の三態・気体の性質 状態方程式と蒸気圧 芳香族化合物 芳香族化合物の分離
化学結合 分子間にはたらく力 物質の三態・気体の性質 気体法則の問題 芳香族化合物 実践！芳香族化合物の分離
化学結合 分子間にはたらく力(水素結合) 物質の三態・気体の性質 気体グラフの問題 油脂・セッケン 油脂
結晶の種類と構造 結晶の種類と性質１ 物質の三態・気体の性質 混合気体１ 油脂・セッケン 油脂の特徴
結晶の種類と構造 結晶の種類と性質２ 物質の三態・気体の性質 混合気体２ 油脂・セッケン 油脂の計算問題
結晶の種類と構造 面心立方格子（前半） 物質の三態・気体の性質 気体の混合 油脂・セッケン セッケン
結晶の種類と構造 面心立方格子（後半） 物質の三態・気体の性質 水上置換 油脂・セッケン 合成洗剤
結晶の種類と構造 体心立方格子 物質の三態・気体の性質 混合気体の反応と蒸気圧考慮 非金属元素 無機化学　周期表と元素の性質
結晶の種類と構造 金属の結晶格子演習 物質の三態・気体の性質 分圧比＝係数比 非金属元素 無機　酸素・硫黄とその化合物(前半)
結晶の種類と構造 イオン結晶の構造 物質の三態・気体の性質 混合気体の平均分子量 非金属元素 無機　酸素・硫黄とその化合物(後半)
物質量と化学反応式 原子量 物質の三態・気体の性質 理想気体と実在気体１ 非金属元素 無機　窒素・リンとその化合物
物質量と化学反応式 物質量 物質の三態・気体の性質 理想気体と実在気体2 非金属元素 無機化学　炭素・ケイ素とその化合物
物質量と化学反応式 物質量計算１ 溶液の性質・コロイド 蒸気圧降下・沸点上昇１ 非金属元素 無機　ハロゲンとその化合物
物質量と化学反応式 物質量計算２ 溶液の性質・コロイド 蒸気圧降下・沸点上昇２ 金属元素 無機　アルカリ金属
物質量と化学反応式 化学反応式の計算 溶液の性質・コロイド 凝固点降下 金属元素 無機　アルカリ土類金属
物質量と化学反応式 化学反応式の量的関係１ 溶液の性質・コロイド 冷却曲線 金属元素 無機　アルミニウム
物質量と化学反応式 化学反応式の量的関係２ 溶液の性質・コロイド 浸透圧 金属元素 無機　亜鉛、スズ、鉛
物質量と化学反応式 化学反応式の量的関係３ 溶液の性質・コロイド 浸透圧の計算１ 金属元素 無機　遷移元素
物質量と化学反応式 溶液の濃度１ 溶液の性質・コロイド 浸透圧の計算２ 金属元素 無機　鉄
物質量と化学反応式 溶液の濃度２ 溶解度と溶液の濃度 溶解の仕組み１ 金属元素 銅・銀(1)
物質量と化学反応式 溶液の濃度３ 溶解度と溶液の濃度 溶解の仕組み２ 金属元素 銅・銀(2)
物質量と化学反応式 溶液の濃度４ 溶解度と溶液の濃度 固体の溶解度（前半） 合成高分子 合成高分子　高分子の分類
酸・塩基と中和 酸・塩基の定義 溶解度と溶液の濃度 固体の溶解度（後半） 合成高分子 合成高分子　付加重合
酸・塩基と中和 酸・塩基の種類と強弱 溶解度と溶液の濃度 水和水を含む固体の溶解度 合成高分子 合成高分子　縮重合・開環重合
酸・塩基と中和 電離度（酸・塩基） 溶解度と溶液の濃度 気体の溶解度 合成高分子 合成高分子　基本演習
酸・塩基と中和 中和① 溶解度と溶液の濃度 ヘンリーの法則 合成高分子 ビニロン
酸・塩基と中和 中和② 溶解度と溶液の濃度 気体の溶解度・演習① 合成高分子 ビニロン演習
酸・塩基と中和 中和③（濃度計算） 溶解度と溶液の濃度 気体の溶解度・演習② 合成高分子 熱硬化性樹脂
酸・塩基と中和 水素イオン濃度とpH①(前半) 溶液の性質・コロイド コロイド１ 合成高分子 熱硬化性樹脂演習
酸・塩基と中和 水素イオン濃度とpH①(後半) 溶液の性質・コロイド コロイド２ 合成高分子 ゴム①
酸・塩基と中和 水素イオン濃度とpH② 有機化合物の特徴と元素分析 有機化学導入編１ 合成高分子 ゴム②
酸・塩基と中和 水素イオン濃度とpH③ 有機化合物の特徴と元素分析 有機化学導入編２ 合成高分子 ゴム演習
酸・塩基と中和 中和滴定実験（前半） 有機化合物の特徴と元素分析 有機元素分析１ 合成高分子 イオン交換樹脂
酸・塩基と中和 中和滴定実験（後半） 有機化合物の特徴と元素分析 有機元素分析２ 合成高分子 イオン交換樹脂演習
酸・塩基と中和 pH曲線 アルカン・アルケン・アルキン アルカン１ 合成高分子 その他の高分子
酸・塩基と中和 塩の加水分解 アルカン・アルケン・アルキン アルカン２ 天然高分子 天然高分子　アミノ酸①
酸・塩基と中和 弱酸・弱塩基の遊離 アルカン・アルケン・アルキン アルカン３ 天然高分子 天然高分子　アミノ酸②
酸・塩基と中和 塩の分類 アルカン・アルケン・アルキン アルカン４　置換反応 天然高分子 天然高分子　アミノ酸基本演習
酸・塩基と中和 食酢中の酢酸の定量 アルカン・アルケン・アルキン アルカン５　置換反応演習 天然高分子 天然高分子　等電点
酸・塩基と中和 食酢中の酢酸の定量［応用］ アルカン・アルケン・アルキン アルカン６　アルカンの製法 天然高分子 天然高分子　タンパク質①
酸・塩基と中和 二段滴定（ワルダー法）(前半) アルカン・アルケン・アルキン アルカン７　シクロアルカン 天然高分子 天然高分子　タンパク質②
酸・塩基と中和 二段滴定（ワルダー法）(後半) アルカン・アルケン・アルキン アルケン１　異性体まで 天然高分子 天然高分子　酵素
酸化還元反応と電池・電気分解 酸化・還元の定義（前半） アルカン・アルケン・アルキン アルケン２　付加反応 天然高分子 アミノ酸・タンパク質の検出反応
酸化還元反応と電池・電気分解 酸化・還元の定義（後半） アルカン・アルケン・アルキン アルケン３　付加重合 天然高分子 ペプチドの構造決定
酸化還元反応と電池・電気分解 酸化剤・還元剤 アルカン・アルケン・アルキン アルケン４　問題演習１ 計算マスター 計算の心得５箇条
酸化還元反応と電池・電気分解 酸化剤・還元剤の半反応式 アルカン・アルケン・アルキン アルケン５　問題演習２ 計算マスター 第１章　計算基本編(筆算)
酸化還元反応と電池・電気分解 反応式の作成 アルカン・アルケン・アルキン アルキン１ 計算マスター 第１章　方程式
酸化還元反応と電池・電気分解 酸化還元滴定 アルカン・アルケン・アルキン アルキン２　付加反応１ 計算マスター 第２章　分数で計算
酸化還元反応と電池・電気分解 金属のイオン化傾向 アルカン・アルケン・アルキン アルキン３　（付加反応２） 計算マスター 第２章　10の倍数をつくる・グループ化）
酸化還元反応と電池・電気分解 イオン化列と金属の反応性（前半） アルコール～エステル アルコール１　異性体 計算マスター 第２章　累乗計算
酸化還元反応と電池・電気分解 イオン化列と金属の反応性(後半) アルコール～エステル アルコール２　アルコールの性質 計算マスター 有効数字
酸化還元反応と電池・電気分解 ボルタ電池 アルコール～エステル アルコール３　アルコールの酸化(第一級) 計算マスター 有効数字（途中計算）
酸化還元反応と電池・電気分解 ダニエル電池 アルコール～エステル アルコール３　アルコールの酸化（第二級～） 計算マスター 単位換算
酸化還元反応と電池・電気分解 鉛蓄電池 アルコール～エステル アルコール４　アルコールの脱水 元素と単体 元素と単体
酸化還元反応と電池・電気分解 鉛蓄電池の計算 アルコール～エステル アルコール５　製法・エーテル
酸化還元反応と電池・電気分解 燃料電池① アルコール～エステル アルデヒド・ケトン１　アルデヒドの検出
酸化還元反応と電池・電気分解 燃料電池② アルコール～エステル アルデヒド・ケトン２
酸化還元反応と電池・電気分解 燃料電池③ アルコール～エステル アルデヒド・ケトン３
酸化還元反応と電池・電気分解 電気分解（前半） アルコール～エステル アルデヒド・ケトン４
酸化還元反応と電池・電気分解 電気分解（後半） アルコール～エステル カルボン酸１
酸化還元反応と電池・電気分解 電気分解の反応式演習 アルコール～エステル カルボン酸２　弱酸遊離
酸化還元反応と電池・電気分解 電気分解の計算１ アルコール～エステル カルボン酸３
酸化還元反応と電池・電気分解 電気分解の計算２ アルコール～エステル カルボン酸４
酸化還元反応と電池・電気分解 ヨウ素滴定（オゾンの定量） アルコール～エステル エステル１
酸化還元反応と電池・電気分解 電気分解・発展問題 アルコール～エステル エステル２
化学反応と熱 熱化学方程式 芳香族化合物 芳香族炭化水素（前半）
化学反応と熱 反応熱と熱化学方程式 芳香族化合物 芳香族炭化水素（後半）
化学反応と熱 熱化学方程式の計算 芳香族化合物 ベンゼンの置換反応（前半）
化学反応と熱 ヘスの法則（組立て法） 芳香族化合物 ベンゼンの置換反応（後半）
化学反応と熱 ヘスの法則（燃焼熱の公式） 芳香族化合物 ベンゼンの付加反応
化学反応と熱 ヘスの法則（生成熱の公式） 芳香族化合物 芳香族化合物の酸化反応
化学反応と熱 ヘスの法則（結合エネルギーの公式①） 芳香族化合物 芳香族炭化水素の構造決定
化学反応と熱 ヘスの法則（結合エネルギーの公式②）
化学反応と熱 比熱に関する問題
化学反応と熱 溶解熱と中和熱（前半）
化学反応と熱 溶解熱と中和熱（後半）


