
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

講座数 学習のすすめ方 

６講座 

（４５分） 

≪練成々選抜 共通≫ 言葉の単位 

【目標】 文々段落々文章々文節々単語のちがいを理解しよう。 

□映像  『中１国語②』をみて,ホームワーク p.４５をノートにといて〃答え合わせをする。 

□演習  ホームワーク p.４６～４７をノートにといて〃丸つけをする。（２０分） 

課題 □練成ワーク p.２６～２９をノートにといて,丸つけをする。（３０分） 

６講座 
≪南北ＴＯＰ≫  

実施なし。 

課題 □練成ワーク p.２０～２５の間違えた問題を解き直す。（２０分） 

 

講座数 学習のすすめ方 

７講座 
≪練成々選抜 共通≫  

実施なし。 

課題 
練成会タブレット R-Library を使い〃中１定期試験出題パターン集（光村図書版）「花曇りの向こう」をノートにといて,丸つ

けをする。（３０分） 

７講座 

（４０分） 

≪南北ＴＯＰ≫  ５ 文法（１）-言葉の単位 
【目標】 正しく文節や単語に分けられるようになろう。 

□映像  『中１国語 TOP④』（言葉の単位）をみる。 

□演習  練成ワーク p.２７～２９  「５ 文法（１）-言葉の単位 例題々練成問題①②」をノートにとく。（２０分） 

□映像  『中１国語 TOP⑤』をみて〃丸つけをする。 

課題 □練成ワーク p.２6～２９の間違えた問題を解き直す。（２０分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●１週間の中で〃１講座分の学習を進めましょう。 

●受講後〃当日または翌日までに課題に取り組みましょう。 

●各科目で取り組みが終わったら〃□に✓を入れましょう。 



 
 
 
 
 
 
 
 

講座数 学習のすすめ方 

６講座 

（９０分） 

≪練成々選抜 共通≫ 移行措置 １〄素数の積／４〄文字式の表し方（１） 
【目標】 素因数分解を理解して〃利用問題をできるようにしよう。文字式のきまりを理解しよう。 

□映像  練成ワーク巻末 p.２～３ 『中１数学⑧』をみる。 

□演習  練成ワーク巻末 p.２～３ 確認問題１～４をノートにといて〃丸つけをする。（１５分） 

□映像  練成ワーク p.４１～４３ 『中１数学⑨』をみる。 

□演習  練成ワーク p.４１～４３ 確認問題１～３をノートにといて〃丸つけをする。（１５分） 

課題 
□課題  練成ワーク p.４８１,２をノートにといて〃丸つけをする。（１５分） 

□ＦＬＥＮＳ エクササイズモード 数学 中１ 【練成】 正負の数⑤  【選抜】 正負の数⑥ に取り組む。（１５分） 

６講座 

（１２０分） 

≪南北ＴＯＰ≫ ９〄文字式の計算（１）／１０〄文字式の計算（２）① 
【目標】 式の値と１次式の加法と減法〃乗法と除法の計算方法を正確に理解しよう。 

□映像  ＴＯＰテキスト p.４４～４５ 『中１数学ＴＯＰ⑫』をみる。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.４４～４５ 確認問題１～６をノートにといて〃丸つけをする。（２０分） 

□映像  ＴＯＰテキスト p.４８～４９ 『中１数学ＴＯＰ⑬』をみる。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.４８～４９ 確認問題１～３をノートにといて〃丸つけをする。（２０分） 

□演習  ＦＬＥＮＳ エクササイズモード 数学 中１理解度チェック 文字式（３）（４）に取り組む。（８分） 

課題 □課題  ＴＯＰテキスト p.４６〃p.５０の１～３をノートにといて〃丸つけをする。（４０分） 
 

講座数 学習のすすめ方 

７講座 

（９０分） 

≪練成々選抜 共通≫ ４〄文字式の表し方（２） 
【目標】 四則混合の文字式の表し方と文字式の単位換算を理解しよう。 

□映像  練成ワーク p.４３ 『中１数学⑩』をみる。 

□演習  練成ワーク p.４３ 確認問題４をノートにといて〃丸つけをする。（１０分） 

□映像  練成ワーク p.４４ 『中１数学⑪』をみる。 

□演習  練成ワーク p.４４ 確認問題５～６をノートにといて〃丸つけをする。（１５分） 

□演習  ＦＬＥＮＳ エクササイズモード 数学 中１理解度チェック 文字式（１）に取り組む。（５分） 

課題 □課題  練成ワーク p.４８～４９３～６をノートにといて〃丸つけをする。（３０分） 

７講座 

（１２０分） 

≪南北ＴＯＰ≫ １０〄文字式の計算（２）②／１２〄文字式の利用（２） 

【目標】 文字式の四則混合計算を完璧にとけて〃いろいろな数量の間の関係を等式々不等式で表せるようにしよう。 

□映像  ＴＯＰテキスト p.４９ 『中１数学ＴＯＰ⑭』をみる。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.４９ 確認問題４～５をノートにといて〃丸つけをする。（１５分） 

□映像  ＴＯＰテキスト p.５８～５９ 『中１数学ＴＯＰ⑮』をみる。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.５８～５９ 確認問題１～４をノートにといて〃丸つけをする。（２０分） 

□演習  ＦＬＥＮＳ エクササイズモード 数学 中１理解度チェック 文字式（５）に取り組む。（５分） 

課題 
□課題  ＴＯＰテキスト p.５０の４～５〃p.６０をノートにといて〃丸つけをする。（４０分） 

□ＦＬＥＮＳ エクササイズモード 数学 中１ 文字と式①② に取り組む。（２０分） 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講座数 
学習のすすめ方 

進度に合わせて地理⑴か歴史⑴を選択してください。 

６講座 

（４５分） 

≪練成々選抜 共通≫  地理⑴ アジア 

 【目標】 中華人民共和国の地理をしっかり理解しよう。 

≪練成々選抜 共通≫  歴史⑴ 奈良時代 

 【目標】 平城京と人々のくらしを理解しよう。 

□映像  『中１社会⑨』をみて〃授業ノート p.１０～１１を書き込む。 

□演習  FLENSエクササイズモード地理⑴④に取り組む。（１０分） 

□映像  『中１社会⑪』をみて〃授業ノート p.１０～１１を書き込む。 

□演習  FLENSエクササイズモード歴史⑴⑤に取り組む。（１０分） 

課題 □練成ワーク p.３８～４５をといて〃丸つけをする。（３０分） □練成ワーク p.４１～４５をといて〃丸つけをする。（３０分） 

６講座 

（６０分） 

≪南北ＴＯＰ≫  地理⑴ アジア 

 【目標】 西アジア々東南アジアの地理まで理解しよう。 

≪南北ＴＯＰ≫  歴史⑴ 奈良時代 

 【目標】 日本の律令政治と農民の生活を理解しよう。 

□映像  『中１社会 TOP⑨』をみて〃ノートを書く。 

□演習  ＴＯＰテキストp.２４～３９をといて〃丸つけをする。（６０分） 

□映像  『中１社会 TOP⑪』をみて〃ノートを書く。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.２２～２５をといて〃丸つけをする。（２０分） 

課題 
□FLENS エクササイズモード 地理⑴④に取り組む。（１０分） 

□練成ワーク p.３８～４５をといて〃丸つけをする。（３０分） 

□FLENS エクササイズモード 歴史⑴⑤に取り組む。（１０分） 

□練成ワーク p.４１～４５をといて〃丸つけをする。（３０分） 

 

講座数 
学習のすすめ方 

進度に合わせて地理⑴か歴史⑴を選択してください。 

７講座 

（４５分） 

≪練成々選抜 共通≫  地理⑴ アフリカ 

 【目標】 アフリカの自然環境々歴史々産業を中心に理解しよう。 

≪練成々選抜 共通≫  歴史⑴ 平安京と貴族の政治 

 【目標】 平安時代の貴族の様子と国風文化を理解しよう。 

□映像  『中１社会⑩』をみて〃授業ノート p.１２～１３を書き込む。 

□演習  FLENSエクササイズモード 地理⑴⑤に取り組む。（１０分） 

□映像  『中１社会⑫』をみて〃授業ノート p.８～９を書き込む。 

□演習  FLENSエクササイズモード 歴史⑴⑥に取り組む。（１０分） 

課題 □練成ワーク p.４９～５３をといて〃丸つけをする。（３０分） □練成ワーク p.３３～３７をといて〃丸つけをする。（３０分） 

７講座 

（６０分） 

≪南北ＴＯＰ≫  地理⑴ アフリカ 

 【目標】 アフリカの国々の特徴まで理解しよう。 

≪南北ＴＯＰ≫  歴史⑴ 平安京と貴族の政治 

 【目標】 平安時代の仏教,東アジアの変化まで理解しよう。 

□映像  『中１社会 TOP⑩』をみて〃ノートを書く。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.５０～５３をといて〃丸つけをする。（３０分） 

□映像  『中１社会 TOP⑫』をみて〃ノートを書く。 

□演習  ＴＯＰテキストp.２８２の１をといて,丸つけをする。（１５分） 

課題 
□FLENS エクササイズモード 地理⑴⑤に取り組む。（１０分） 

□練成ワーク p.４９～５３をといて〃丸つけをする。（２５分） 

□FLENS エクササイズモード 歴史⑴⑥に取り組む。（１０分） 

□練成ワーク p.３３～３７をといて〃丸つけをする。（３０分） 

 

 

 

 

4 月学習アドバイス書々5 月学習アドバイス書①に記載されている講座で、学習でき

ていない単元がある場合は、そちらを優先して視聴してください。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講座数 
学習のすすめ方 

５講座まで【化学】を受講している場合 ５講座まで【生物】を受講している場合 ５講座まで【物理々地学】を受講している場合 

６講座 

（４５分） 

≪練成々選抜 共通≫  

３ もののとけ方② 

【目標】 水の質量や温度による物質のと

け方の変化を正しく理解しよう。 

≪練成々選抜 共通≫ 

8 動物の分類① 

【目標】 脊椎動物の分類とその特徴〃具

体例を正しく覚えよう。 

≪練成々選抜 共通≫ 

１ 身のまわりの物質の性質② 

【目標】 物質の区別が正しくできて〃密

度の計算とグラフの読み取りが

できるようになろう。 

□映像  

『中１理科⑰』をみて〃授業ノート p.１４～１５

を書き込む。 

□演習 

練成ワーク p.２３～２４をといて〃丸つけをす

る。（１５分） 

□映像  

『中１理科⑱』をみて〃授業ノート p.2８～２９

を書き込む。 

□演習 

練成ワーク p.７１～７２をといて〃丸つけをす

る。（１０分） 

□映像  

『中１理科⑤』をみて〃授業ノート p.２～４を

書き込む。 

□演習 

練成ワーク p.７～８をといて〃丸つけをする。 

（１０分） 

課題 
□ＦＬＥＮＳ エクササイズモード 理科 中１から同じ単元を選び〃王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。 

  ※バッジの更新は〃全問正解した後にもう一度挑戦した結果で更新されます。 

６講座 

（６０分） 

≪南北ＴＯＰ≫  もののとけ方② 

【目標】 知識を深め〃応用問題をとけるよう

になろう。 

≪南北ＴＯＰ≫  動物の分類① 

【目標】 知識を深め〃応用問題をとけるよう

になろう。 

≪南北ＴＯＰ≫身のまわりの物質の性質 

【目標】 知識を深め〃応用問題をとけるよう

になろう。 

□映像   

『中１理科⑰』をみて〃授業ノート p.１４～１５

を書き込む。 

□演習  

ＴＯＰテキストp.１１５ 練習問題５～７をとく。 

（２０分） 

□映像  

『中１理科 TOP⑰』をみて〃答え合わせをす

る。 

□映像   

『中１理科⑱』をみて〃授業ノート p.2８～２９

を書き込む。 

□演習  

練成ワーク p.７５応用問題をとく。 

（２０分） 

□映像  

『中１理科 TOP⑱』をみて〃答え合わせをす

る。 

□映像  

『中１理科⑤』をみて〃授業ノート p.２～４を

書き込む。 

□演習  

ＴＯＰテキスト p.9６～9９特訓コーナー〃チェッ

クシート〃練習問題をとく。（１５分） 

□映像  

『中１理科 TOP⑤』をみて〃答え合わせをす

る。 

課題 

□練成ワーク 選択した授業ノートと同じ単元の練成ワーク 「一問一答」と「確認問題」〃「練成問題」をといて〃丸つけをする。 

□ＦＬＥＮＳ エクササイズモード 理科 中１から授業ノートと同じ単元を選び〃王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。 

  ※バッジの更新は〃全問正解した後にもう一度挑戦した結果で更新されます。 
 
 
 
 
 
 



 

講座数 
学習のすすめ方 

５講座まで【化学】を受講している場合 ５講座まで【生物】を受講している場合 ５講座まで【物理々地学】を受講している場合 

７講座 

（４５分） 

≪練成々選抜 共通≫  

４ 状態変化 

【目標】 物質の温度による状態の変化を

正しく理解しよう。 

≪練成々選抜 共通≫ 

8 動物の分類② 

【目標】 無脊椎動物の分類とその特徴〃

具体例を正しく覚えよう。 

≪練成々選抜 共通≫  

５ 身のまわりの生物の観察 

【目標】 顕微鏡の各部の名称と使い方を

正しく覚えよう。 

□映像  

『中１理科⑲』をみて〃授業ノート p.１６～１８

を書き込む。 

□演習 

練成ワーク p.３３～３４をといて〃丸つけをす

る。（１５分） 

□映像  

『中１理科⑳』をみて〃授業ノート p.３０を書

き込む。 

□演習 

練成ワーク p.７９～８０をといて〃丸つけをす

る。（１０分） 

□映像 

『中１理科②』をみて〃授業ノート p.20～２２

を書きこむ。 

□演習   

練成ワーク p.４７～４８をとき〃丸つけをする。 

（１０分） 

課題 
□ＦＬＥＮＳ エクササイズモード 理科 中１から同じ単元を選び〃王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。 

  ※バッジの更新は〃全問正解した後にもう一度挑戦した結果で更新されます。 

７講座 

（６０分） 

≪南北ＴＯＰ≫  状態変化 

【目標】 知識を深め〃応用問題をとけるよう

になろう。 

≪南北ＴＯＰ≫  動物の分類② 

【目標】 知識を深め〃応用問題をとけるよう

になろう。 

≪南北ＴＯＰ≫ 身近な生物の観察 

【目標】 知識を深め〃応用問題をとけるよう

になろう。 

□映像   

『中１理科⑲』をみて〃授業ノート p.１６～１８

を書き込む。 

□演習  

ＴＯＰテキスト p.１２１～１２２ 練習問題１～４を

とく。（２０分） 

□映像  

『中１理科TOP⑲』をみて〃答え合わせをする。 

□映像   

『中１理科⑳』をみて〃授業ノート p.３０を書

き込む。 

□演習  

練成ワーク p.８３応用問題をとく。 

（２０分） 

□映像  

『中１理科TOP⑳』をみて〃答え合わせをする。 

□映像   

『中１理科②』をみて〃授業ノート p.20～２２

を書きこむ。 

□演習  

ＴＯＰテキスト p.8～１0をとく 

（１０分） 

□映像  

『中１理科TOP②』をみて〃答え合わせをする 

課題 

□練成ワーク 選択した授業ノートと同じ単元の練成ワーク 「一問一答」と「確認問題」〃「練成問題」をといて〃丸つけをする。 

□ＦＬＥＮＳ エクササイズモード 理科 中１から授業ノートと同じ単元を選び〃王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。 

  ※バッジの更新は〃全問正解した後にもう一度挑戦した結果で更新されます。 
 
 



 

 

 

 

講座数 
学習のすすめ方 

【札幌市内】 SUNSHINE 版 【札幌市外】 ONE WORLD 版 

６講座 

（９０分） 

≪練成々選抜 共通≫ アクションコーナー/Word Web 2 

 【目標】 命令文の作り方〃曜日の言い方を覚えよう。 

≪練成々選抜 共通≫ Lesson ２-3, Task, Reading 

Tips, Time for Words 1 

 【目標】 疑問詞Whatを使った be動詞の疑問文の作り方〃答え

方を覚えよう。 

□映像 『中１ＳＳ英語⑩』「アクションコーナー/Word Web 2」をみる。 

□演習 練成ワーク p.３７～３９をとく。 （１５分） 

□映像 『中１ＳＳ英語⑪』をみて〃丸つけをする。 

□映像 『中１ＯＷ英語⑩』「疑問詞What（be動詞）」をみる。 

□演習 練成ワーク p.１７～1９をとく。 （２０分） 

□映像 『中１ＯＷ英語⑪』をみて〃丸つけをする。 

□映像 『中１ＯＷ英語⑫』をみる。 

課題 

□ホームワーク p.３８～４３をといて〃丸つけをする。（４０分） 

□本文ノート Pro.4-１を作成する。（１５分） 

□FLENS課題 単語 C 中１④に取り組む。（１０分） 

□FLENS課題 中１文法 一般動詞に取り組む。（１０分） 

□ホームワークp.３８～３９〃４２～４３をといて〃丸つけをする。（２５分） 

□本文ノート Les.３-１を作成する。（１５分） 

□FLENS課題 単語 B 中１④に取り組む。（１０分） 

□FLENS課題 中１文法 疑問詞What（be動詞）に取り組む。 

（１０分） 

６講座 

（１２０分） 

≪南北ＴＯＰ≫  ７. Who is ～？ 

【目標】  疑問詞Whoを使った疑問文の作り方と答え方を覚えよう。 

□映像 『中１英語 TOP⑰』「Who is ～？」をみる。 

□演習 TOPテキスト p.40～4１をとく。（２０分）  

□映像 『中１英語 TOP⑱』をみて〃丸つけをする。 

課題 

□TOPテキストp.３８～４１の残りをといて〃丸つけをする。（２０分） 

□FLENS課題 単語 C 中１④に取り組む。（１０分） 

□FLENS課題 中１文法 疑問詞Whoに取り組む。（１０分） 

□ホームワーク p.38～43をといて〃丸つけをする。（4０分） 

□TOPテキストp.３８～４１の残りをといて〃丸つけをする。（２０分） 

□FLENS課題 単語 B 中１④に取り組む。（１０分） 

□FLENS課題 中１文法 疑問詞Whoに取り組む。（１０分） 

□ホームワークp.３8～３9,42～４３をといて〃丸つけをする。（２５分） 
 

講座数 
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７講座 

（９０分） 

≪練成々選抜 共通≫  Program 4-1 

【目標】 疑問詞What を使った一般動詞の疑問文の作り方〃答え

方を覚えよう。 

≪練成々選抜 共通≫ Lesson 3-1 

 【目標】一般動詞の使い方と否定文の作り方を覚えよう。 

□映像 『中１ＳＳ英語⑫』「疑問詞What(一般動詞)」をみる。 

□演習 練成ワーク p.３１～３３をとく。（２０分） 

□映像 『中１ＳＳ英語⑬』をみて〃丸つけをする。 

□映像 『中１ＳＳ英語⑭』をみる。 

□映像 『中１ＯＷ英語⑬』「一般動詞々一般動詞の否定文」をみる。 

□演習 練成ワーク p.２６～２７〃３０～３１をとく。 （２０分） 

□映像 『中１ＯＷ英語⑭』をみて〃丸つけをする。 

□映像 『中１ＯＷ英語⑮』をみる。 

課題 

□ホームワーク p.４４～４５をといて〃丸つけをする。（１５分） 

□本文ノート Pro.４-２を作成する。（１５分） 

□FLENS課題 中１文法 疑問詞What(一般動詞)に取り組む。

（１０分） 

□ホームワーク p.４８～４９をといて〃丸つけをする。（１５分） 

□本文ノート Lesson ３-２を作成する。（１５分） 

７講座 

（８０分） 

≪南北ＴＯＰ≫  ８. 一般動詞(1) 

【目標】 一般動詞の使い方と疑問文々否定文の作り方を覚えよう。 

□映像 『中１英語 TOP⑲』「一般動詞(1)」をみる。 

□演習 TOPテキスト p.４８～４９をとく。（２５分）  

□映像 『中１英語 TOP⑳』をみて〃丸つけをする。 

課題 

□TOPテキストp.４４～４９の残りをといて〃丸つけをする。（２０分） 

□FLENS課題 中１文法 一般動詞に取り組む。（１０分） 

□ホームワーク p.４４～４５をといて〃丸つけをする。（１５分） 

□TOPテキストp.４４～４９の残りをといて〃丸つけをする。（２０分） 

□FLENS課題 中１文法 一般動詞に取り組む。（１０分） 

□ホームワーク p.４８～４９をといて〃丸つけをする。（１５分） 

 

 

 

 

 


