
【生物】 ※★印のついたコンテンツは「生物基礎」の範囲です。

サブカテゴリ 授業名 サブカテゴリ 授業名 サブカテゴ 授業名
★細胞と組織 細胞と組織　細胞研究を担った人々 ★酵素 酵素　１．酵素の概要 ★演習 演習　ミクロメータの計算
★細胞と組織 細胞と組織　顕微鏡の使い方 ★酵素 酵素　２．補酵素 演習 演習　生殖（配偶子形成）
★細胞と組織 細胞と組織　ミクロメーター ★酵素 酵素　３．グラフ ★演習 演習　DNA塩基の割合
★細胞と組織 細胞と組織　細胞の構造 ★体液 体液　体液の組成 演習 演習　遅滞遺伝・細胞質遺伝
★細胞と組織 細胞と組織　細胞小器官１ ★体液 免疫　血液凝固 演習 演習　自家不和合性
★細胞と組織 細胞と組織　細胞小器官２ ★体液 免疫　細胞性免疫・体液性免疫① ★演習 演習　ハーシーとチェイスの実験
★細胞と組織 細胞と組織　原核生物と真核生物 ★体液 免疫　細胞性免疫・体液性免疫② ★演習 演習　拒絶反応
★細胞と組織 細胞と組織　細胞の大きさ ★体液 免疫　拒絶反応 ★演習 演習　抗体
★細胞と組織 細胞と組織　浸透圧（～動物細胞） ★体液 免疫　抗体 ★演習 演習　沈降線
細胞と組織 細胞と組織　浸透圧（植物細胞） ★体液 免疫　凝集反応 演習 演習　伝導速度
★細胞と組織 細胞と組織　細胞膜の性質 ★体液 体液　血液循環 演習 演習　目の半交差
★細胞と組織 細胞と組織　細胞分画法・単細胞生物 ★体液 体液　心臓の拍動 演習 演習　筋収縮（明帯・暗帯の長さ）
★細胞と組織 細胞と組織　動物の組織 ★体液 体液　酸素解離曲線 演習 演習　８の字ダンス
★細胞と組織 細胞と組織　植物の組織 ★代謝 代謝　ATP ★演習 演習　酸素解離曲線
★細胞と組織 細胞と組織　植物の器官 ★代謝 代謝　好気呼吸１ ★演習 演習　尿計算
細胞と組織 細胞と組織　細胞骨格 ★代謝 代謝　好気呼吸２ 演習 演習　花芽形成
細胞と組織 細胞と組織　細胞接着 ★代謝 代謝　発酵 演習 演習　光合成の計算
細胞と組織 細胞と組織　物質輸送 代謝 代謝　呼吸の実験 ★演習 演習　代謝の計算
★生殖 生殖　細胞分裂の基本 代謝 代謝　呼吸商 演習 演習　呼吸商（基礎）
★生殖 生殖　体細胞分裂 代謝 代謝　β酸化と脱アミノ反応 演習 演習　呼吸商（応用）
★生殖 生殖　押しつぶし法 ★代謝 代謝　ペーパークロマトグラフィー ★演習 演習　半保存的複製
★生殖 生殖　体細胞分裂の計算 ★代謝 代謝　光合成 ★演習 演習　遺伝暗号の決定
生殖 生殖　減数分裂 代謝 代謝　ヒルの実験 演習 演習　青白選択
生殖 生殖　動物の生殖細胞形成 代謝 代謝　化学浸透圧説 演習 演習　ABCモデル
生殖 生殖　植物の生殖細胞形成～重複受精 代謝 代謝　化学合成～窒素同化 演習 演習　PCR法
生殖 生殖　種子形成 代謝 代謝　C4植物、CAM植物 ★演習 演習　生態ピラミッド
生殖 生殖　無性生殖と有性生殖 代謝 代謝　光合成研究の歴史① 演習 演習　分子系統樹
生殖 生殖　生活環 代謝 代謝　光合成研究の歴史② 演習 演習　遺伝子頻度
発生 発生　受精 ★伝子の発現 核酸 ★演習 演習　血液型人数比
発生 発生　卵割 ★遺伝子の発現 グリフィスの実験・エイブリーの実験 ★演習 演習　抗体の計算
発生 発生　ウニの発生 ★遺伝子の発現 ハーシーとチェイスの実験 演習 演習　細胞周期の計算
発生 発生　カエルの発生 ★遺伝子の発現 DNAの抽出実験 演習 演習　プラスミドの作成
発生 発生　卵の調整能力 ★遺伝子の発現 タンパク質 演習 演習　ホメオティック遺伝子
発生 発生　予定運命図 ★遺伝子の発現 DNAの複製 演習 演習　被食者・捕食者相互関係
発生 発生　シュベーマンの実験（誘導） ★遺伝子の発現 メセルソンとスタールの実験 演習 演習　制限酵素による切断
発生 発生　中胚葉誘導 ★遺伝子の発現 タンパク質合成 演習 演習　変異
遺伝 遺伝　遺伝の基本 ★遺伝子の発現 原核生物の転写・翻訳 演習 演習　血縁度
遺伝 遺伝　二遺伝子雑種 ★遺伝子の発現 遺伝暗号 演習 演習　ミカエリスメンテンの式（導出）
遺伝 遺伝　連鎖 遺伝子の発現 変異 演習 演習　ミカエリスメンテンの式（応用）
遺伝 遺伝　組換え 遺伝子の発現 遺伝子突然変異 演習 演習　パンコムギ（前半）
遺伝 遺伝　検定交雑・親の推定 遺伝子の発現 ビードルとテータムの実験 演習 演習　パンコムギ（後半）
遺伝 遺伝　三点交雑 遺伝子の発現 発現調節 演習 演習　カタラーゼ
遺伝 遺伝　連鎖の問題の解き方 遺伝子の発現 オペロン説 演習 演習　流動モザイクモデル
遺伝 遺伝　だ腺染色体 遺伝子の発現 真核生物の転写調節 演習 演習　限定要因
遺伝 遺伝　伴性遺伝 遺伝子の発現 分化全能性 演習 演習　一遺伝子一酵素説
遺伝 遺伝　いろいろな遺伝子 遺伝子の発現 万能細胞 演習 演習　制限酵素地図
遺伝 遺伝　F3・三遺伝子雑種・自由交配 遺伝子の発現 組織培養・細胞融合 演習 演習　タンパク質合成の計算
遺伝 遺伝　胚乳・種皮の遺伝 遺伝子の発現 遺伝子組み換え・PCR法
遺伝 遺伝　遅滞遺伝・細胞質遺伝 遺伝子の発現 バイオテクノロジー
神経 神経　活動電位 遺伝子の発現 電気泳動
神経 神経　興奮の伝導 遺伝子の発現 ホメオティック遺伝子（ABCモデル）
神経 神経　興奮の伝達 遺伝子の発現 ホメオティック遺伝子（ショウジョウバエの発生）

神経 神経　ヒトの神経系～脳 遺伝子の発現 遺伝子の発現　RNA干渉
神経 神経　ヒト以外の神経系～脳 生態 生態　個体群
神経 神経　神経経路 生態 生態　個体群の推定
神経 神経　目の構造 生態 生態　密度効果
神経 神経　目のはたらき 生態 生態　生命表
神経 神経　耳 生態 生態　群れ
神経 神経　適刺激 生態 生態　相互作用
神経 神経　筋収縮 ★生態 生態　遷移
神経 神経　筋収縮の観察 ★生態 生態　世界のバイオーム
動物の行動 動物の行動　生得的行動 ★生態 生態　日本のバイオーム
動物の行動 動物の行動　個体間のコミュニケーション ★生態 生態　ラウンケルの生活形
動物の行動 動物の行動　習得的行動 ★生態 生態　生産構造図
★恒常性 恒常性　自律神経 ★生態 生態　食物連鎖～生態ピラミッド
★恒常性 恒常性　ホルモン ★生態 生態　循環
★恒常性 恒常性　血糖調節 ★生態 生態　生物多様性１
★恒常性 恒常性　体温調節 ★生態 生態　生物多様性２（外来生物）
★恒常性 恒常性　浸透圧調節 ★生態 生態　生物多様性３（環境問題１）
★恒常性 恒常性　肝臓 ★生態 生態　生物多様性４（環境問題２）
★恒常性 恒常性　腎臓 進化 進化　生命の起源
★恒常性 恒常性　尿計算 進化 進化　地質時代（～古生代）
植物の反応 植物の反応　植物の運動 進化 進化　地質時代（中生代～新生代）
植物の反応 植物の反応　幼葉鞘の屈曲 進化 進化　ヒトの進化
植物の反応 植物の反応　オーキシン 進化 進化　進化の証拠
植物の反応 植物の反応　植物ホルモン１ 進化 進化　発生反復説・分子系統樹
植物の反応 植物の反応　植物ホルモン２ 進化 進化　進化論
植物の反応 植物の反応　光発芽種子～花芽形成 進化 進化　ハーディ・ワインベルグの法則
植物の反応 植物の反応　フロリゲン 進化 進化　分類法
植物の反応 植物の反応　青色光受容体 進化 進化　原核生物界～菌界
植物の反応 植物の反応　水の吸収 進化 進化　植物界・動物界
植物の反応 植物の反応　光合成曲線
植物の反応 植物の反応　限定要因
植物の反応 植物の反応　オーキシンの移動
植物の反応 植物の反応　重力屈性


