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溶液の濃度に関する問題 完全攻略チャート①
溶液の濃度問題の主な出題タイプ

濃度計算における基礎知識

溶液,溶質,溶媒とは？

濃度計算における解法のポイント

一般に,溶液中に含まれる溶質の割合を濃度といい,その表し方には,質量パーセント濃度,モル濃度,
質量モル濃度などがある。濃度に関する出題タイプは,主にⅠ～Ⅶの７つのタイプがある。

例えば,食塩(NaCl)を水(H2O)に溶かした食塩水を考える。
溶解によって,生じた均一な液体混合物を溶液という。また,食塩(NaCl)の
ように溶かした物質を溶質,水のように溶質を溶かす液体を溶媒という。

Point !

モル質量[g/mol]

質量[g]
物質量[mol]＝

■ a[mol/L],v[mL]中の溶質の物質量の求め方は,
　 右記のようになる。

■ 密度,質量,体積の関係は,
   右記のようになる。

■ 体積の単位の関係は,右記のようになる。1000cm3＝1000mL＝1L

■ 物質量,質量,モル質量の関係は,
　  右記のようになる。

v
1000

av
1000

a[mol/L]×　　 [L]＝ [mol]

密度[g/cm3]＝
体積[cm3]
質量[g]

濃度計算は,単位に着目して解く！掛けるか割るかは単位を考えればわかる！

質量⇔体積の換算には密度が必要となる！

溶媒

溶質

食塩(NaCl)

水

２種類の異なる濃度の溶液を混合したときの濃度に関する問題。

ある溶液を水で薄めたときの濃度に関する問題。

Ⅵ.希釈したときの濃度タイプⅥ.希釈したときの濃度タイプ

Ⅶ.混合溶液の濃度タイプⅦ.混合溶液の濃度タイプ

Ⅴ.水和物の濃度タイプⅤ.水和物の濃度タイプ
水和物を水に溶かしたときの濃度に関する問題。

Ⅳ.濃度の変換タイプⅣ.濃度の変換タイプ

それぞれの濃度は,密度やモル質量などを使って,濃度の変換をすることができる。
濃度の変換問題は,質量パーセント濃度[％] ⇔ モル濃度[mol/L] の変換が頻出となる。

Ⅰ.質量パーセント濃度に関する問題タイプⅠ.質量パーセント濃度に関する問題タイプ

Ⅱ.モル濃度に関する問題タイプⅡ.モル濃度に関する問題タイプ

・質量パーセント濃度：溶液中に溶けている溶質の質量を百分率で表した濃度。溶液100gあたりの
　溶質の質量[g]。

・モル濃度：溶液1L中に溶けている溶質の物質量[mol]で表した濃度。また,溶質の物質量[mol]を溶液の
　体積[L]で割ったもの。浸透圧をはじめ,溶液どうしの反応(酸・塩基,酸化還元反応)で頻繁に使われる！

・質量モル濃度：溶媒1kg中に溶けている溶質の物質量[mol]を表した濃度。また溶質の物質量[mol]
　を溶媒の質量[kg]で割ったもの。沸点上昇・凝固点降下などで使われる。
　溶液ではなく溶媒の質量となることに注意！

Ⅲ.質量モル濃度に関する問題タイプⅢ.質量モル濃度に関する問題タイプ

｛

溶液
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溶液の濃度に関する問題 完全攻略チャート④

解法のポイント

解法のポイント

解法のポイント

Ⅶ.混合溶液の濃度タイプ

ある濃度の水溶液に水を加えると溶媒が増加するので,濃度が小さく
なるが,溶質の物質量(or質量)は薄める前後で全く変わらない。(右図参照)
このことより,次の式を用いて解く。

「希釈前の溶液中の溶質の物質量(or質量)」＝「希釈後の溶液中の溶質の物質量(or質量)」

２種類の異なる濃度の溶液を混合しても,溶質の物質量(or質量)
は,混合の前後で変わらないことより,次の式を用いて解く。

２種類の異なる濃度の溶液を混合したときの濃度に関する問題。

ある溶液を水で薄めたときの濃度に関する問題。

「混合前の溶質の物質量(or質量)の和」＝「混合後の溶質の物質量(or質量)」

Ⅵ.希釈したときの濃度タイプⅥ.希釈したときの濃度タイプ

Ⅶ.混合溶液の濃度タイプ

Ⅴ.水和物の濃度タイプⅤ.水和物の濃度タイプ

無水物と水和水の質量をそれぞれ求めて考えることがポイントとなる！
無水物,水和水の質量は,下記のように無水物と水和水の分子量から比例配分して求めればよい。

水和物 ＝ 無水物 ＋ 水和水

溶質になる 溶媒になる

＝ ＝ ＝

CuSO4 5H2OCuSO4･5H2O

溶媒

溶質

溶媒

溶質

溶媒
溶質

溶媒

溶質

溶質の量は変わらない！

解 答

例 題例 題

解 答

解 答解 答

例 題例 題

無水物であるCuSO4 の質量は,

CuSO4 ・5H2O25gを水に溶かして500mLにした水溶液の密度が1.02g/mLのとき,この水溶液の質量パーセント濃度
を求めよ。(式量・分子量は,CuSO4 ＝160,H2O＝18とする。)

35％,密度1.18g/mLの濃塩酸を水で薄めて,20％,密度1.12g/mLの塩酸100mLを作るのに,濃塩酸は何mL必要か。

1.18[g/mL]×x[mL]×
35
100

1.12[g/mL]×100[mL]×
20
100

1.18[g/mL]×x[mL]×
35
100

＝1.12[g/mL]×100[mL]×
20
100

これを解いて,x＝54.2≒54[mL]　……(答え)

「薄める前の溶質の質量」＝「薄めた後の溶質の質量」より

必要とする濃塩酸の体積をx mLとすると,薄める前の溶液(濃塩酸)中に含まれる溶質の質量は,

薄めた後の溶液(塩酸)中に含まれる溶質の質量は,

水和物を水に溶かしたときの濃度に関する問題。
水和物とは,硫酸銅(Ⅱ)五水和物CuSO4･5H2O,炭酸ナトリウム
十水和物Na2CO3･10H2O,などのように水分子を含む物質のことで,
含まれる水を水和水,水和水をもたない物質を無水物という。
水和物が水に溶けると,無水物が溶質になり,水和水が溶媒に加わる。
例えば,Na2CO3･10H2Oを1molとると,その中にNa2CO31molとH2Oを10molがある。
Na2CO3･10H2O1molを水に溶かして1Lとすると,Na2CO3について1mol/Lとなる。

160

250
25× ＝16[g]

溶液の質量は,500[mL]×1.02[g/mL]＝510[g]

16

510
×100≒3.14[％]　……(答え)

溶質の質量[g]

溶液の質量[g]
×100より質量パーセント濃度[％]＝

無水物の質量＝水和物の質量×
無水物の式量
水和物の式量

水和水の分子量
水和物の式量

水和水の質量＝水和物の質量×,

溶質

溶媒

＋
溶液A 溶液B 溶液C

CuSO4 5H2O

90160
250

溶質の量は変わらない！

比例配分する比例配分する

水和水の水と加えた水は,
ともに溶媒の水となって,
全体として1Lの溶液に
なっている。)

水和水の水と加えた水は,
ともに溶媒の水となって,
全体として1Lの溶液に
なっている。)

溶質の質量は,無水物の質量溶質の質量は,無水物の質量

溶液Aの溶質＋溶液Bの溶質＝溶液Cの溶質溶液Aの溶質＋溶液Bの溶質＝溶液Cの溶質

溶媒の量が増えることに注意！溶媒の量が増えることに注意！

薄
め
る

(　　　　　　　　　　)
(　　　　　　　　　　　)[g]

[g]
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解答解答

日本女子大学 2011年　質量パーセント濃度に関する問題タイプ 

質量450gの水に塩化ナトリウムを質量パーセント濃度が10％となるように溶かした。

この水溶液に含まれる塩化ナトリウムの質量は何gか。

水溶液に含まれる溶質である塩化ナトリウムの質量をx[g]とすると,

x＝50[g]　……(答え)

×100＝10[％]
x[g]

x[g]＋450[g]

これを解いて

溶質の質量[g]

溶液の質量[g]
×100＝

溶質の質量[g]

溶質の質量＋溶媒の質量
×100質量パーセント濃度[％]＝ より

溶媒の質量溶質の質量

溶質の質量

溶質 x g

溶媒 450g
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解答解答

センター試験 2009年・本試験 質量パーセント濃度に関する問題タイプ 

質量パーセント濃度8.0％の水酸化ナトリウム水溶液の密度は1.1g/cm3である。この溶液

100cm3に含まれる水酸化ナトリウムの物質量は何molか。最も適当な数値を，次の①～⑥

のうちから一つ選べ。(原子量 Na＝23,O＝16,H＝1)

①　0.18　　　 ②　0.20 　　　③　0.22　　　④　0.32 　　　⑤　0.35　　　 ⑥　0.38

以上より,正解は③。

溶液100[cm3]の質量は,

「溶液の質量」→「溶質の質量」→「溶質の物質量」　と求める！

100[cm3]×1.1[g/cm3]＝110[g]

8.8÷40＝0.22[mol]

この溶液中に含まれる溶質である水酸化ナトリウムの質量は，

水酸化ナトリウム(NaOH 式量＝40)の物質量は，

100
＝8.8[g]

8
110[g]×

質量パーセント濃度[％]
100

溶質の質量[g]＝溶液の質量[g]× より

モル質量[g/mol]

質量[g]
物質量[mol]＝ より

溶液の質量が求められた！

溶質の質量が求められた！

質量[g]＝体積[cm3]×密度[g/cm3]
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1000cm3＝1000mL＝1L

解答解答

センター試験 2007年・本試験 モル濃度に関する問題タイプ 

9.2gのグリセリンC3H8O3を100gの水に溶解させた水溶液は，25℃で密度が1.0g/cm3であった。

この溶液中のグリセリンのモル濃度は何mol/Lか。最も適当な数値を,次の①～⑥のうちから

一つ選べ。(原子量 C＝12,O＝16,H＝1.0)

①　0.00092 　　②　0.0010 　　③　0.0011 　　④　0.92 　　⑤　1.0　　⑥　1.1

以上より,正解は④。

92[g/mol]
＝0.1[mol]

9.2[g]

水溶液の質量は,

溶質(グリセリン)＋溶媒(水)より

9.2[g]＋100[g]＝109.2[g]

水溶液の体積は,密度が1.0g/cm3であることより

グリセリンC3H8O3(式量＝92)9.2gの物質量は

体積[cm3]＝
密度[g/cm3]
質量[g]

解法①：モル濃度は,溶液1L中に含まれる溶質の物質量より,
        溶液1L中に含まれる溶質の物質量を求めれば,
　      その値が答えとなる！
解法②：「溶質の物質量[mol]」÷「溶液の体積[L]」
     　 を計算する。

モル濃度[mol/L]の２つの解法

この溶液の溶質である

モル質量[g/mol]

質量[g]
物質量[mol]＝

溶液の体積[L]
溶質の物質量[mol]

モル濃度[mol/L]＝ より

溶質の物質量[mol]を求めた！

溶液の体積[L]を求めた！

「溶液の質量」＝「溶質の質量」＋「溶媒の質量」

109.2[g]

1.0[g/cm3]
＝109.2[cm3]＝0.1092[L]

0.1[mol]

0.1092[L]
＝0.915…[mol/L]≒0.92[mol/L]

解法②より,「溶質の物質量」→
「溶液の体積」→「公式」 と求める。
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解答解答

センター試験 2005年・追試験 質量パーセント・モル濃度に関する問題タイプ 

酢酸6.0gに水を加え，溶液の体積を100mLにしたところ，質量は100gになった。

この溶液に関する次の記述は正しいか。(改)

　

①　この酢酸水溶液の質量パーセント濃度は5.7％である。

②　この酢酸水溶液のモル濃度は0.10mol/Lである。

質量パーセント濃度は

溶質の質量[g]

溶液の質量[g]
×100  より

6.0[g]

100[g]
×100 ＝6.0[％]

0.1[mol]

0.1[L]

6.0[g]

60[g/mol]
＝0.1[mol]

①

②

この溶液の溶質である酢酸CH3COOH(分子量＝60)6.0[g]の物質量は

解法②より求める。

溶液の体積は,100[mL]＝0.1[L]より

よって,誤り。

よって,誤り。

酢酸6.0g

溶液100g

モル質量[g/mol]

質量[g]
物質量[mol]＝

1000mL＝1L

溶液の体積[L]
溶質の物質量[mol]

モル濃度[mol/L]＝ より

溶質の物質量[mol]を求めた！

溶液の体積[L]を求めた！

質量パーセント濃度は,「溶質の質量」→「溶液の質量」→「公式」 と求める。

解法①：モル濃度は,溶液1L中に含まれる溶質の物質量より,
        溶液1L中に含まれる溶質の物質量を求めれば,
　      その値が答えとなる！
解法②：「溶質の物質量[mol]」÷「溶液の体積[L]」
     　 を計算する。

モル濃度[mol/L]の２つの解法

＝1.0[mol/L]
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解答解答

和歌山大学 2011年 希釈したときの濃度タイプ

質量パーセント濃度36.5％の濃塩酸(密度1.2g/cm3とする)がある。これを水で薄めて,0.24mol/Lの
塩酸50mLをつくった。(原子量 H＝1,Cl＝35.5)

問１　質量パーセント濃度36.5％の濃塩酸のモル濃度を計算しなさい。
問２　0.24mol/Lの塩酸50mLをつくるのに,質量パーセント濃度36.5％の濃塩酸は何mL必要か
     答えなさい。解答欄に計算式も書くこと。
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解答解答

センター試験 2009年本試験　濃度の変換タイプ(モル濃度→質量％)　

モル濃度2.0mol/Lの硫酸の密度は1.1g/cm3である。この硫酸の質量パーセント濃度として最も

適当な数値を，次の①～⑥のうちから一つ選べ。(硫酸の式量＝98)

①　8.9 　　　②　9.8　　　③　11　　　 ④　18　　　　⑤　20 　　　⑥　22
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解答解答

福島大学 2011年　濃度の変換タイプ(モル濃度→質量％)　

0.200mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液は,質量パーセント濃度に換算するといくらに

なるか求めなさい。なお,0.200mol/L水酸化ナトリウム水溶液の密度は1.01g/cm3として

計算しなさい。(原子量 Na＝23,O＝16,H＝1)
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解答解答

東京理科大学 2011年 　濃度の変換タイプ(質量％→モル濃度)　

質量パーセント濃度8.0％の水酸化ナトリウム水溶液の密度を1.1g/cm3とすると,この溶液の

モル濃度は　ア　 mol/Lである。ただし,水酸化ナトリウムのモル質量を40g/molとする。

アに適する値を①～⑤から選べ。

　

①　1.5 　　　②　2.2 　　　③　3.0 　　　④　4.4　　　⑤　5.6
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解答解答

岐阜大学 2011年 濃度の変換タイプ(質量％→モル濃度,質量％→質量モル濃度)　

分子量Mの溶質を溶かして質量パーセント濃度20％とした溶液の密度をd[g/cm3]とするとき，
この溶液のモル濃度[mol/L]と質量モル濃度[mol/kg]をそれぞれdとMのうち必要な記号を
用いて表せ。
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解答解答

センター試験 2005年・追試験 質量パーセント・モル濃度に関する問題タイプ 

酢酸6.0gに水を加え，溶液の体積を100mLにしたところ，質量は100gになった。

この溶液に関する次の記述は正しいか。(改)

　

①　この酢酸水溶液の質量パーセント濃度は5.7％である。

②　この酢酸水溶液のモル濃度は0.10mol/Lである。
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解答解答

センター試験 2009年・本試験 質量パーセント濃度に関する問題タイプ 

質量パーセント濃度8.0％の水酸化ナトリウム水溶液の密度は1.1g/cm3である。この溶液

100cm3に含まれる水酸化ナトリウムの物質量は何molか。最も適当な数値を，次の①～⑥

のうちから一つ選べ。(原子量 Na＝23,O＝16,H＝1)

①　0.18　　　 ②　0.20 　　　③　0.22　　　④　0.32 　　　⑤　0.35　　　 ⑥　0.38
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解答解答

日本女子大学 2011年　質量パーセント濃度に関する問題タイプ 

質量450gの水に塩化ナトリウムを質量パーセント濃度が10％となるように溶かした。

この水溶液に含まれる塩化ナトリウムの質量は何gか。
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解答解答

センター試験 2007年・本試験 モル濃度に関する問題タイプ 

9.2gのグリセリンC3H8O3を100gの水に溶解させた水溶液は，25℃で密度が1.0g/cm3であった。

この溶液中のグリセリンのモル濃度は何mol/Lか。最も適当な数値を,次の①～⑥のうちから

一つ選べ。(原子量 C＝12,O＝16,H＝1.0)

①　0.00092 　　②　0.0010 　　③　0.0011 　　④　0.92 　　⑤　1.0　　⑥　1.1
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解答解答

学習院大学　2011年　水和物の濃度タイプ　

(a)　硫酸銅(Ⅱ)五水和物125gを純水に溶かし，20℃で1.0Lの溶液をつくった。
　　この硫酸銅(Ⅱ)水溶液のモル濃度を求めなさい。(CuSO4＝160,H2O＝18.0)

(b)　(a)の水溶液を加熱して40℃に保ち，さらに250gの硫酸銅(Ⅱ)五水和物を溶かした
　　この溶液の密度は1.1g/cm3であり，容積は1.1Lであった。この硫酸銅(Ⅱ)液の濃度を
　　質量パーセント濃度で表しなさい。
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解答解答

関西大学 2011年 水和物の濃度タイプ

ある化合物A(式量70)の五水和物を水に溶かして，質量パーセント濃度10％のAの水溶液

を350gつくりたい。このとき必要なAの五水和物の質量[g]として最も適当なものを，

次の(ｱ)～(ｶ)から一つ選び，その記号をマークしなさい。ただし，水の式量は18とする。

(ｱ)　15　　　 (ｲ)　32　　　 (ｳ)　35　　　 (ｴ)　71　　　  (ｵ)　80　　　 (ｶ)　92
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解答解答

熊本大学 2011年 改　水和物の濃度タイプ　 

10gの硫酸銅(Ⅱ)五水和物CuSO4･5H2Oがある。10gの硫酸銅(Ⅱ)五水和物中に含まれる硫酸銅

(Ⅱ)は　① gであるので,水70gに溶かすと,硫酸銅(Ⅱ)の水溶液の質量パーセント濃度は

　②　％となる。また,この硫酸銅(Ⅱ)の水溶液の密度が1.05g/cm3であるとき,この水溶液の

モル濃度は　③　 mol/Lである。

①～③に適する値を有効数字二桁で求めよ。(CuSO4＝160,H2O＝18.0)
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解答解答

センター試験 2003年・追試験 混合溶液の濃度タイプ 

塩化ナトリウムNaClの濃度がそれぞれa[mol/L]とb[mol/L]である水溶液ＡとＢがある。

水溶液ＡとＢを混ぜて，NaClの濃度がc[mol/L]の水溶液をV[L]つくるのに必要な水溶液Ａの

体積は何Lか。この体積[L]を表わす式として正しいものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。

ただし，混合後の水溶液の体積は，混合前の二つの水溶液の体積の和に等しいとする。

また，a＜c＜bとする。　
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本pdfデータは、大人気シリーズ！
『化学　完全攻略チャート＆過去問解説集』
のチャートと過去問題と解答例の一部を紹介したサンプル
になります。
商品はコチラからご購入いただけます。

※下記の商品も販売中です。

※ホームページ
「恋する化学」、「恋する数学」も宜しくお願い致します。

壁に貼って覚える有機化学　https://lovestudy.thebase.in/items/12730875
壁に貼って覚える無機化学　https://lovestudy.thebase.in/items/12730876
くらべてつなげてまとめる無機化学　第一部(DVD-R(pdfデータ)) https://lovestudy.thebase.in/items/12730801
くらべてつなげてまとめる無機化学　第二部(DVD-R(pdfデータ) https://lovestudy.thebase.in/items/12730800
くらべてつなげてまとめる有機化学　第一部(DVD-R(pdfデータ) https://lovestudy.thebase.in/categories/1191217/2
くらべてつなげてまとめる有機化学　第二部(DVD-R(pdfデータ) https://lovestudy.thebase.in/items/12730798

【完全攻略チャート＆過去問解説集シリーズ】 
純物質と混合物　分離に関する問題　完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730825
化学反応の量的計算問題　完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730824
アルカリ金属に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730821
２族元素・アルカリ土類金属に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730820
ハロゲンに関する問題　完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730819
化学工業　完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730816
気体の製法と性質　完全攻略チャート＆過去問解説集＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730815
金属イオンの分離と確認　完全攻略チャート＆過去問解説集＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730768
化学結合と結晶の性質に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730771
結晶格子に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730796
溶液の濃度に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730818
固体の溶解度に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730817
気体の溶解度に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730784
気体の計算問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730795
物質の三態 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730782
化学平衡に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730803
二段滴定・逆滴定に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730792
電離平衡に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730797
酸化還元 COD測定に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730791
並列回路の電気分解 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730770
沸点上昇・凝固点降下に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730794
浸透圧に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730793
コロイドに関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730781
溶解度積に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730802
芳香族化合物の異性体 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730804
芳香族化合物の系統分離 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730767
油脂の計算問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730826
アセタール化の計算問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730814
アミノ酸の等電点に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730788
ペプチドの構造決定に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730773
医薬品に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730769
核酸に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730766

【センター試験　対策・解説集シリーズ】 
センター試験・追試験)徹底分析チャート　https://lovestudy.thebase.in/items/12730786
有機化学の計算問題　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集 https://lovestudy.thebase.in/items/12730833
熱化学　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集  https://lovestudy.thebase.in/items/12730828
酸・塩基　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集 https://lovestudy.thebase.in/items/12730832
酸化・還元　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集 https://lovestudy.thebase.in/items/12730830
電池　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集 https://lovestudy.thebase.in/items/12730827
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