
［テキスト内容］
▼小学１年生
国語 標準編 ●ことばと漢字の読み書きを練習

●ことばのきまりを身につける
●各講座の最終ページはやさしい文章の読解問題
●確認テスト（６回）

①文②かん字とかたかな③文をかざることば
（１）④文をかざることば（２）⑤さく文をかこ
う⑥ものがたりをよもう

算数 標準編 ●２学期の復習と重要単元のまとめ
●基本問題→練習問題→じっくり考える問題
●100 までの数
●確認テスト（６回）

①たしざん（100 までのかず）②ひきざん（100
までのかず）③たすのかな，ひくのかな④なが
さ・かさ・ひろさ⑤いろいろなかたち⑥そうごう
もんだい

▼２年生
国語 標準編 ●文章を読む力をつける

●文章を通して漢字やことばの知識を身につける
●確認テスト（６回）

①ものがたりを読もう（１）②ものがたりを読も
う（２）③ものがたりを読もう（３）④ものがた
りを読もう（４）⑤しを読もう⑥せつめい文を読
もう

算数 標準編 ●２学期の復習と重要単元のまとめ
●基本問題→練習問題→じっくり考える問題
●10000 までの数
●確認テスト（６回分）

①たし算とひき算②長さとかさ③いろいろな形
④かけ算（１）⑤かけ算（２）⑥そうごうもんだ
い

▼小学３年生
国語 標準編 ●長い文章を読んで設問に答えることに慣れる

●漢字・ことばのきまりの基礎を確認
●確認テスト（８回）

①物語を読もう（１）②物語を読もう（２）③物
語を読もう（３）④説明文を読もう（１）⑤説明
文を読もう（２）⑥説明文を読もう（３）⑦詩を
味わおう⑧漢字とことばのまとめ

算数 標準編 ●３年の重要単元のまとめと，文章題の解き方の基
礎練習

●確認テスト（８回）

①大きな数②かけ算とわり算③□をつかった式，
円と球，三角形④時間と時こく，長さ，重さ⑤表
とグラフ⑥小数，きまりを見つけてとく（１）⑦
分数，きまりを見つけてとく（２）⑧線分図をか
いて考える

▼小学４年生
国語 受験準備用Ａ ●中学入試を意識した入試対応の長文読解力養成

●様々な種類の文章に慣れる
●知識問題

①物語の読みとり（１）②ずい筆の読みとり③説
明文の読みとり④詩の読みとり⑤物語の読みと
り（２）⑥伝記・脚本の読みとり⑦記録文の読み
とり⑧ことばのきまり

補習用Ｂ ●ジャンルごとに，一続きの長い文章を楽しく読み
味わい，詩も味わう

●漢字とことばの知識の問題
●確認テスト（８回）

①物語を読もう（１）②物語を読もう（２）③伝
記を読もう（１）④伝記を読もう（２）⑤説明文
を読もう（１）⑥説明文を読もう（２）⑦説明文
を読もう（３）⑧詩を味わおう

ハイレベル ●難関国立・私立中学受験に向けた力を養う
●文章題は「基本問題」→「考え方」→「練習問題」

で構成

①説明文（１）－段落・文脈－／漢字の音と訓・
部首と画数②説明文（２）－要点・要旨－／熟語
の組み立て③意見文／同類語・反対語④ずい筆文
／同音異義語・同訓異字⑤物語文（１）－場面・
情景－／三字の熟語・四字の熟語⑥物語文（２）
－登場人物の気持ちや性格－／語句の意味・用法
⑦記録文・報告文／慣用句・ことわざ⑧詩／主語
と述語・修飾語

算数 受験準備用Ａ ●４年生重要単元の総仕上げ
●必修問題→確認テストにて構成

①大きな数とがい数②分数③小数の計算・時間の
計算④表とグラフの問題⑤三角形と四角形⑥面
積⑦直方体と立方体⑧いろいろな文章題

補習用Ｂ ●４年生２学期の復習を中心に，３学期の予習も
●学習のまとめ→基本問題→練習問題で構成
●確認テスト（８回）

①大きな数と計算②円，三角形，角③折れ線グラ
フと表④小数⑤わり算⑥がい数と計算のきまり
⑦面積⑧いろいろな文章題

ハイレベル ●難関国立・私立中学受験に向けた力を養う
●「計算テスト」→「例題」→「基本問題」→「練

習問題」で構成

①小数・分数②線分図③面積④規則性⑤平面図形
⑥日時⑦立方体と直方体⑧条件整理

社会 ハイレベル ●難関国立・私立中学受験に向けた力を養う
●「学習のまとめ」→「練習問題」で構成

①地図の見方・都道府県②日本の国土（１）③日
本の国土（２）④日本の気候⑤九州地方～近畿地
方⑥中部地方～北海道地方⑦日本の農業（１）⑧
日本の農業（２）

理科 ハイレベル ●難関国立・私立中学受験に向けた力を養う
●「学習のまとめ」→「練習問題」で構成

①春のころ／夏のころ②モンシロチョウの育ち
方／いろいろなこん虫③秋のころ／冬のころ④
流れる水のはたらき⑤電気のはたらき⑥空気や
水の温度による変化／熱の伝わり方⑦星や星座
の動き⑧もののとけ方



▼小学５年生
国語 受験準備用Ａ ●入試によく出る文章の読解力を養成

●入試によく出る知識問題を収録
●豊富な記述問題

①物語の読解（１）②随筆・紀行文の読解③説明
文の読解（１）④詩の鑑賞⑤物語の読解（２）⑥
説明文の読解（２）⑦記録文の読解⑧ことばのき
まり

補習用Ｂ ●ジャンルごとに，一続きの長い文章を楽しく読み
味わい，詩も味わう

●漢字とことばの知識についての問題
●確認テスト（８回）

①物語を読もう（１）②物語を読もう（２）③ず
い筆を読もう（１）④ずい筆を読もう（２）⑤説
明文を読もう（１）⑥説明文を読もう（２）⑦説
明文を読もう（３）⑧詩を味わおう

ハイレベル ●難関国立・私立中学受験に向けた力を養う
●文章題は「基本問題」→「考え方」→「練習問題」

で構成

①随筆文／語句の意味・用法②物語・小説（１）
／同音異義語・同訓異字③物語・小説（２）／慣
用句・ことわざ④詩・短歌・俳句／敬語・送りが
な⑤説明文・解説文（１）／文語文⑥説明文・解
説文（２）／漢字の部首と画数⑦論説文／三字・
四字の熟語⑧ことばのきまり／類義語・反対語

算数 受験準備用Ａ ●中学入試に直結する問題パターンを中心に，５年
生重要単元の総仕上げ

●必修問題→確認テスト

①約数と倍数・分数②平均に関する問題③速さに
関する問題④割合に関する問題⑤三角形と四角
形⑥体積と容積⑦円と正多角形⑧文章題と数列

補習用Ｂ ●５年生２学期の復習を中心に，３学期の予習も含
む

●学習のまとめ→基本問題→練習問題で構成
●確認テスト（８回）

①整数の計算②小数の計算③垂直と平行，四角形
④三角形と四角形の面積（１）⑤三角形と四角形
の面積（２）⑥分数と小数⑦三角形と四角形の角
⑧いろいろな文章題

ハイレベル ●難関国立・私立中学受験に向けた力を養う
●「計算テスト」→「例題」→「基本問題」→「練

習問題」で構成

①速さの表し方／速さとグラフ②通過算・時計算
③差集め算④比と比の性質⑤比の文章題（倍数
算）⑥合同と相似⑦図形上の点の移動⑧図形の回
転移動

社会 標準編 ●５年生の全範囲の学習内容を収録
●図表を用いた要点の確認と練習問題で構成

①日本の農業②日本の水産業③日本の工業（１）
④日本の工業（２）⑤日本の工業（３）⑥日本の
運輸・貿易・通信⑦国土と自然⑧地理のまとめ

ハイレベル ●難関国立・私立中学受験に向けた力を養う
●「学習のまとめ」→「基本問題→「練習問題」で

構成

①日本の農業と水産業②日本の工業と貿易③日
本のあけぼのと古代国家の成立④奈良の都・平安
の都⑤武家政治の成立と展開⑥安土桃山時代～
江戸時代（１）⑦江戸時代（２）⑧明治～大正時
代

理科 標準編 ●５年生後半の学習内容を中心に収録
●要点の整理とチェック問題＋練習問題

①花と実②人の誕生と男女のちがい
③流れる水のはたらき④上流・中流・下流のよう
す⑤もののとけ方⑥水よう液のこさ⑦てこのは
たらき⑧おもりの重さとはたらき

ハイレベル ●難関国立・私立中学受験に向けた力を養う
●「学習のまとめ」→「基本問題」→「練習問題」

で構成

①ヒトのからだのつくりとはたらき②まめ電球
の回路③地球と太陽④酸素と二酸化炭素／気体
の性質⑤物の運動⑥物の燃え方⑦大地の変化⑧
水よう液のこさ

▼小学６年生
国語 受験準備用Ａ ●入試によく出る作家の作品を中心に構成

●入試レベル問題で構成
●豊富な記述問題
●模擬テストで実力判定

①ことばのきまり②物語の読解（１）③随筆の読
解④説明文の読解⑤詩歌の鑑賞⑥物語の読解
（２）⑦論説文の読解⑧記録文の読解・模擬テス
ト I・模擬テスト II

補習用Ｂ ●ジャンルごとに，一続きの長い文章を楽しく読み
味わい，詩も味わう

●漢字とことばの知識についての問題
●確認テスト（８回）

①物語を読もう（１）②物語を読もう（２）③物
語を読もう（３）④説明文を読もう（１）⑤説明
文を読もう（２）⑥論説文を読もう（１）⑦論説
文を読もう（２）⑧詩を味わおう

ハイレベル ●難関国立・私立中学受験に向けた力を養う
●文章題は「基本問題」→「練習問題」で構成

①詩・短歌・俳句／漢字の音と訓・同音同訓異義
語②自由記述中心の問題／類義語・反対語③短い
文章の問題（１）／熟語の組み立て・三字四字の
熟語④短い文章の問題（２）／ことわざ・慣用句
⑤少し長い文章の問題（１）／ことばの表現・敬
語⑥少し長い文章の問題（２）／文学作品⑦長い
文章の問題（１）／ことばのきまり⑧長い文章の
問題（２）／語句の意味と用法

算数 受験準備用Ａ ●中学入試必修問題パターンの実戦的な総仕上げ
●必修問題→確認テスト
●模擬テストで実力判定

①割合と比②速さの問題③平面図形（１）④平面
図形（２）⑤立体図形（１）⑥立体図形（２）⑦
数の問題・規則性の問題⑧場合の数・いろいろな
問題・模擬テスト I・模擬テスト II

補習用Ｂ ●６年生までに学習する内容から，重要単元に絞っ
て基本を総復習

●学習のまとめ→基本問題→練習問題で構成
●確認テスト（８回）

①整数，小数，分数と計算②速さと平均の問題③
割合と比の問題④比例⑤直方体と立方体⑥直方
体と立方体の体積⑦図形の面積⑧いろいろな立
体と体積

ハイレベル ●難関国立・私立中学受験に向けた力を養う
●「計算テスト」→「例題」→「基本問題」→「練

習問題」で構成

①数・規則性②平面図形③割合と比・グラフと表
④いろいろな問題（１）⑤いろいろな問題（２）
⑥立体図形⑦場合の数・調べと推理⑧図形の移動



社会 標準編 ●地理・歴史・政治の総まとめ
●地理・政治の分野は図によるまとめ，歴史の分野

は年表演習付き
●模擬テストで実力判定

①日本の自然と農水産業②日本の工業③原始～
貴族の世の中④武士の世の中⑤近代・現代の日本
⑥政治とくらし⑦憲法とくらし⑧世界の中の日
本・模擬テスト

ハイレベル ●難関国立・私立中学受験に向けた力を養う
●「学習のまとめ」→「基本問題→「練習問題」で

構成

①日本の国土と自然②日本の農業と水産業③日
本の鉱工業と貿易④日本の歴史（１）⑤日本の歴
史（２）⑥日本の歴史（３）⑦日本の政治と国際
社会（１）－日本国憲法と政治のしくみ－⑧日本
の政治と国際社会（２）－地方自治，世界の中の
日本－

理科 標準編 ●小学生高学年の内容を中心とした重点学習
●図解によるまとめの問題＋練習問題
●模擬テストで実力判定

①植物のからだ②動物のからだ③気体の性質・も
のの燃え方④水溶液の性質⑤音・光・電流⑥ば
ね・てこ・ふりこ⑦太陽・月・星⑧地球と環境・
模擬テスト

ハイレベル ●難関国立・私立中学受験に向けた力を養う
●「学習のまとめ」→「基本問題」→「練習問題」

で構成

①植物のつくりとはたらき／地球の環境②動物
のからだのつくりとはたらき③力のつり合い④
音・光・電気⑤地球と宇宙⑥土地の変化と気象⑦
物の変化⑧水よう液の性質

▼中学１年生
国語 標準編 ●標準レベル

●多彩な文章を読み，長文読解力を養成
●確認テスト（８回）

①小説（１）②説明文③随筆④小説（２）⑤論説
文⑥文法⑦古文の基礎⑧詩・短歌・俳句

数学 標準編 ●既習範囲の復習中心
●関数・図形を中心とする基礎学力の定着と充実
●確認テスト（８回）

①正負の数，文字式②１次方程式の解き方③１次
方程式の利用④比例と反比例⑤座標⑥比例・反比
例のグラフ⑦平面図形の基礎⑧いろいろな作図

英語 標準編 ●既習範囲の定着と充実（復習中心）
●英語の基礎学力修得を考慮した，確認・基本・練

習問題の３段階構成
●要点の整理，単語コーナー
●確認テスト（８回）

①be 動詞②一般動詞③疑問詞④代名詞⑤形容詞
⑥命令文⑦現在進行形⑧can を使った文

▼中学２年生
国語 標準編 ●多彩な文章を読み，長文読解力を養成

●確認テスト（８回）
①小説（１）②説明文③随筆④論説文⑤小説（２）
⑥文法⑦古文の基礎⑧詩・短歌・俳句

数学 標準編 ●標準レベル＋実力養成
●基本練習・応用練習で構成
●確認テスト（８回）

①数と式，方程式の解き方②方程式の利用③１次
関数（１）④１次関数（２）⑤平行と合同⑥三角
形と四角形⑦円の性質⑧確率

基礎必修編 ●既習範囲の復習中心
●特に図形問題に焦点をあてた基礎学力充実編

①式の計算，連立方程式②１次関数（１）③１次
関数（２）④平行と角⑤三角形の合同⑥特別な三
角形⑦平行四辺形⑧円周角

英語 標準編 ●標準レベル＋実力養成
●基本問題・練習問題・発展問題で構成
●学習のポイント，単語コーナー
●確認テスト（８回）

①過去の文・未来の文②助動詞・命令文③基本文
型・接続詞④不定詞・動名詞⑤比較⑥受け身⑦現
在完了⑧総合問題

基礎・必修編 ●１年生の復習・２年生の既習範囲の定着と充実
●確認・基本・練習問題の３段階構成
●要点の整理，単語コーナー
●確認テスト（８回）

①過去の文②未来の文③助動詞・命令文④基本文
型・接続詞⑤不定詞⑥動名詞⑦比較（１）⑧比較
（２）

理科 ２年生 ●２年生後半の学習範囲中心に構成
●特に重要な学習内容にポイント
●「学習のまとめ」＋「練習問題」

①物質の化学変化②化学変化と質量との関係③
化学変化と原子・分子④気象観測と天気⑤大気中
の水分⑥前線の動きと天気の変化⑦動物のから
だのつくりとはたらき⑧電流と電圧の関係

▼中学３年生
国語 標準編 ●公立受験対策に最適

●文章のジャンル別構成
●重要な漢字・文法問題も収録
●実力判定テスト
●作文の基本と演習

①論説・説明文の読解（１）②論説・説明文の読
解（２）③小説の読解（１）④小説の読解（２）
⑤随筆の読解⑥詩・短歌・俳句の鑑賞⑦古文・漢
文の読解⑧実力判定テスト

必修編 ●公立受験対策用
●必修読解問題精選
●基本的な古文，漢字，文法問題
●実力判定テスト
●作文の基本と演習

①小説の読解（１）②小説の読解（２）③論説・
説明文の読解（１）④論説・説明文の読解（２）
⑤古文の基礎知識と読解⑥漢字と語句⑦文法の
基本，短歌と俳句⑧実力判定問題

応用編 ●私立受験用
●私立入試頻出の長文読解対策に最適
●頻出の漢字・文法問題も随所に掲載
●実力判定テスト

①文学的文章（１）②文学的文章（２）③文学的
文章（３）④説明的文章（１）⑤説明的文章（２）
⑥説明的文章（３）⑦古文⑧実力判定テスト



数学 標準編 ●公立受験対策に最適
●全国公立高校の実入試問題を精選
●基本問題・標準問題・発展問題で構成
●数量・図形に関する融合問題

①数と式の計算②方程式とその利用③１次関数
④２次関数⑤平面図形（１）⑥平面図形（２）⑦
空間図形⑧確率，数学的な考え方

基礎必修編 ●公立受験対策用
●必修問題精選

①数と式の計算②方程式とその利用③１次関数
④２次関数⑤平面図形（１）⑥平面図形（２）⑦
空間図形⑧確率，数学的な考え方

応用編 ●私立受験用
●国・私立高校の実入試問題を精選
●標準問題・実戦問題で構成
●実力判定テスト

①数と式②方程式と不等式③確率④１次関数⑤
２次関数⑥平面図形（１）⑦平面図形（２）⑧空
間図形

英語 標準編 ●公立受験対策に最適
●文法項目別に構成
●重要パターン問題が豊富
●英作文・単語発音ドリル

①時制・現在完了②助動詞・命令文③形容詞・副
詞・比較④受け身・文型・接続詞⑤不定詞・動名
詞⑥分詞・関係代名詞⑦間接疑問文・付加疑問文
⑧実力判定テスト

基礎・必修編 ●公立受験対策用
●実戦的コミュニケーションに関する必修問題を

精選
●読解と英作文中心
●実力判定問題

①日常会話表現②読解（１）③読解（２）④読解
（３）⑤英作文（１）⑥英作文（２）⑦実力判定
問題

応用編 ●私立受験用
●実入試問題で構成
●実力判定テスト

①発音・アクセント，文の区切り・強勢②語い・
書きかえ③適語選択・英作文④対話文完成⑤対話
文読解⑥長文読解（１）⑦長文読解（２）⑧実力
判定テスト

社会 地理 ●地理の総復習
●要点のチェック（一問一答）
●練習問題で実力アップ

①九州・中国・四国地方②近畿・中部地方③関東・
東北・北海道地方④東アジア⑤東南アジア⑥ＥＵ
諸国⑦アメリカ合衆国⑧日本と世界の結びつき

歴史 ●歴史の総復習
●一問一答形式による要点の確認
●練習問題で応用力を養成

①文明のおこりと古代の日本②奈良・平安時代③
鎌倉・室町時代④世界の動きと天下統一⑤江戸時
代⑥ヨーロッパの近代化と日本の開国⑦明治時
代⑧２つの世界大戦と日本

３年生 ●公立受験対策用
●公立入試問題の出題傾向を踏まえ，頻出問題を網
羅

①世界のすがたと諸地域②日本のすがたと諸地
域③世界から見た日本④古代～室町時代⑤近
世・近代前半⑥近代後半・現代⑦政治と生活⑧経
済と生活

理科 ３年生 ●公立受験対策用
●１分野，２分野の総まとめに最適
●「要点の整理」＋精選した「実戦問題」

①光と音，力，運動とエネルギー②電流とその利
用③身のまわりの物質④化学変化と原子・分子⑤
生物のからだのしくみ⑥細胞，生物のつながり⑦
大地の変化，天気の変化⑧地球と宇宙


