
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

講座数 学習のすすめ方 

６講座 

（４５分） 

≪練成々選抜 共通≫ 枕草子 

【目標】 登場人物の性格と心情を正しく読み取ろう。 
□映像  『中２国語②』をみて,ホームワーク p.１８～１９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.１６～１７をノートにといて〃丸つけをする。（５分） 

課題 
練成会タブレット R-Library を使い〃中２定期試験出題パターン集（光村図書版）「枕草子」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.10～１３をノートにといて〃丸つけをする。（３０分） 
 

講座数 学習のすすめ方 

７講座 

（４５分） 

≪練成々選抜 共通≫ 短歌 

【目標】 登場人物の性格と心情を正しく読み取ろう。 

□映像  『中２国語③』をみて,ホームワーク p.４９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.４４～４８をノートにといて〃丸つけをする。（３０分） 

課題 中２定期試験出題パターン集（光村図書版）「新しい短歌のために々短歌を味わう」をノートにといて,丸つけをする。（３０分） 

７講座 

（４０分） 

≪南北ＴＯＰ≫ ７〄文学的文章(2) 
【目標】 登場人物の性格と心情を正しく読み取ろう。 

□確認  練成ワーク p.36の学習の要点を読む。 

□演習  練成ワーク p.４０～４１「７〄文学的文章(2) 練成問題②」をノートにとく。（２０分） 

□映像  『中２TOP国語⑦』をみて〃丸つけをする。 

課題 □練成ワーク p.３６～３９をノートにといて〃丸つけをする。（３０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≫ ３〄連立方程式の解法（２） 
【目標】 いろいろな連立方程式の解法と〃解を代入して定数を求める問題をできるようにしよう。 

□映像  練成ワーク p.２９～３０ 『中２数学⑨』をみる。 

□演習  練成ワーク p.２９～３０ 確認問題５～６をノートにといて〃丸つけをする。（２０分） 

□映像  練成ワーク p.３０～３１ 『中２数学⑩』をみる。 

□演習  練成ワーク p.３０～３１ 確認問題７〃発展学習の確認問題をノートにといて〃丸つけをする。（２０分） 

□演習  ＦＬＥＮＳ エクササイズモード 数学 中２理解度チェック 連立方程式（２）に取り組む。（５分） 

課題 □課題  練成ワーク p.３２３〃p.３３１,２をノートにといて〃丸つけをする。（４０分） 

６講座 

（１２０分） 

≪南北ＴＯＰ≫ ７〄連立方程式の応用（１）②／８〄連立方程式の応用（２）① 
【目標】 通過算や旅人算を〃連立方程式を立式することによって解決できるようにしよう。 

□映像  ＴＯＰテキスト p.３９～４０ 『中２数学ＴＯＰ⑨』をみる。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.３９～４０ 確認問題４～１１をノートにといて〃丸つけをする。（３０分） 

□映像  ＴＯＰテキスト p.４４～４５ 『中２数学ＴＯＰ⑩』をみる。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.４４～４５ 確認問題１～７をノートにといて〃丸つけをする。（３０分） 

□演習  ＦＬＥＮＳ エクササイズモード 数学 中２理解度チェック 連立方程式（３）に取り組む。（５分） 

課題 □課題  ＴＯＰテキスト p.４１～４２の２～７〃p.４７～４８の１～３をノートにといて〃丸つけをする。（６０分） 

 

講座数 学習のすすめ方 

７講座 

（９０分） 

≪練成々選抜 共通≫ ４〄連立方程式の利用（１） 
【目標】 速さと割合を使った増減の問題から連立方程式をつくれるようになろう。 

□映像  練成ワーク p.３４～３５ 『中２数学⑪』をみる。 

□演習  練成ワーク p.３４～３５ 確認問題１～２をノートにといて〃丸つけをする。（３０分） 

□映像  練成ワーク p.３６ 『中２数学⑫』をみる。 

□演習  練成ワーク p.３６ 確認問題３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２理解度チェック 連立方程式（３）に取り組む。（５分） 

課題 □課題  練成ワーク p.３９～４０１～４をノートにといて〃丸つけをする。（４０分） 

７講座 

（１２０分） 

≪南北ＴＯＰ≫ ８〄連立方程式の応用（２）②／９〄連立方程式の応用（３）① 

【目標】 比をふくむ問題と増減の問題を〃いろいろな考え方で立式できるようになろう。 

□映像  ＴＯＰテキスト p.４５～４６ 『中２数学ＴＯＰ⑪』をみる。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.４５～４６ 確認問題８～１２をノートにといて〃丸つけをする。（２０分） 

□映像  ＴＯＰテキスト p.５０～５１ 『中２数学ＴＯＰ⑫』をみる。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.５０～５１ 確認問題１～５をノートにといて〃丸つけをする。（２０分） 

課題 □課題  ＴＯＰテキスト p.４８の４～７〃p.５３～５４の１～５をノートにといて〃丸つけをする。（６０分） 

 
 



 

 

 

 

講座数 学習のすすめ方 

６講座 

（地理Ⅱ） 

≪練成々選抜 共通≫  中国々四国地方（４５分） 

【目標】 中国々四国地方と他地域との結びつきを理解しよう。 

≪南北ＴＯＰ≫  中国々四国地方（６０分） 

【目標】 中国々四国地方の県の特色まで理解しよう。 

□映像  『中２社会⑬』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Ⅱ ⑤に取り組む。 

（２０分） 

□映像  『中２社会ＴＯＰ⑬』をみてノートを書く。 

□演習  ＴＯＰテキスト（中１社会）p.１３８～１４３をといて〃丸つけを

する。（6０分） 

課題 □練成ワーク p.５５～５９をといて〃丸つけをする。（３０分） 
□FLENS エクササイズモード 地理Ⅱ ⑤に取り組む。（２０分） 

□練成ワーク p.５５～５９をといて〃丸つけをする。（３０分） 

 

７講座 

（地理Ⅱ） 

≪練成々選抜 共通≫  近畿地方（４５分） 

【目標】 近畿地方の自然環境と産業を中心に理解しよう。 

≪南北ＴＯＰ≫  近畿地方（６０分） 

【目標】 近畿地方にある都道府県の特色まで理解しよう。 

□映像  『中２社会⑭』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Ⅱ ⑥に取り組む。 

（２０分） 

□映像  『中２社会ＴＯＰ⑭』をみてノートを書く。 

□演習  ＴＯＰテキスト（中１社会）p.１４６～１４９をといて〃丸つけを

する。（４０分） 

課題 □練成ワーク p.６５～６９をといて〃丸つけをする。（３０分） 
□FLENS エクササイズモード 地理Ⅱ ⑥に取り組む。（２０分） 

□練成ワーク p.６５～６９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 

（札幌市内） 啓林館  【生物】 （札幌市外） 東京書籍  【化学】 

６講座 

（４５分） 

≪練成々選抜 共通≫  １０ 刺激と反応 

【目標】 感覚器官の名称と反応のしくみを正しく理解しよう。 

≪練成々選抜 共通≫  ４ 酸素がかかわる変化② 

【目標】 発熱反応々吸熱反応の特徴を正しく理解しよう。 

□映像  『中２理科⑫』をみて〃授業ノート p.２４～２５を書き込む。 

□演習  練成ワーク p.８５～８６をといて〃丸つけをする。（１０分） 

□映像  『中２理科⑪』をみて〃授業ノート p.１２～１３を書き込む。 

□演習  練成ワーク p.３０をといて〃丸つけをする。（２０分） 

課題 
□FLENS エクササイズモード 理科 中２ ⑩ 

を王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。（２０分） 

□FLENS エクササイズモード 理科 中２ ④ 

を王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。（２０分） 

６講座 

（６０分） 

≪南北ＴＯＰ≫  １０ 刺激と反応 

【目標】 知識を深め〃応用問題をとけるようになろう。 

≪南北ＴＯＰ≫  ４ 酸素がかかわる変化② 

【目標】 知識を深め〃応用問題をとけるようになろう。 

□映像  『中２理科⑫』をみて〃授業ノート p.２４～２５を書き込む。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.１１８ 練習問題１～３をとく。（１０分） 

□演習  ＴＯＰテキスト p.１１９ 練習問題４々５をとく。（１０分） 

□映像  『中２理科ＴＯＰ⑫』をみて〃答え合わせをする。 

□映像  『中２理科⑪』をみて〃授業ノート p.１２～１３を書き込む。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.９１ をといて〃丸つけをする。（１０分） 

□演習  ＴＯＰテキスト p.９３ 練習問題６をとく。（１０分） 

□映像  『中２理科ＴＯＰ⑪』をみて〃答え合わせをする。 

課題 

□FLENS エクササイズモード 理科 中２ ⑩ 

を王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。（２０分） 

□練成ワーク p.８５～８８をといて〃丸つけをする。（２０分） 

□FLENS エクササイズモード 理科 中２ ④ 

を王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。（２０分） 

□練成ワーク p.３１～３２をといて〃丸つけをする。（１０分） 

 

講座数 
学習のすすめ方 

（札幌市内） 啓林館  【生物】 （札幌市外） 東京書籍  【化学】 

７講座 

（４５分） 

≪練成々選抜 共通≫  １１ 動物の分類① 

【目標】 脊椎動物の分類とその特徴を正しく覚えよう。 

≪練成々選抜 共通≫  ５ 化学変化の規則性① 

【目標】 化学変化の前後の質量について〃正しく理解しよう。 

□映像  『中２理科⑭』をみて〃授業ノート p.２６～２７を書き込む。 

□演習  練成ワーク p.９３～９４をといて〃丸つけをする。（１０分） 

□映像  『中２理科⑬』をみて〃授業ノート p.１４を書き込む。 

□演習  練成ワーク p.３８ 確認問題１をといて〃丸つけをする。 

（５分） 

□演習  練成ワーク p.３９ 練成問題１々２をといて〃丸つけをする。 

（５分） 

課題 
□FLENS エクササイズモード 理科 中２ ⑪ 

を王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。（２０分） 

□FLENS エクササイズモード 理科 中２ ⑤ 

を王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。（２０分） 

７講座 

（６０分） 

≪南北ＴＯＰ≫  １１ 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≫  ５ 化学変化の規則性① 

【目標】 知識を深め〃応用問題をとけるようになろう。 

□映像  『中２理科⑭』をみて〃授業ノート p.２６～２７を書き込む。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.１５２ 練習問題１～３をとく。（１０分） 

□映像  『中２理科ＴＯＰ⑭』をみて〃答え合わせをする。 

□映像  『中２理科⑬』をみて〃授業ノート p.１４を書き込む。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.１０１～１０３ 類題をとく。（２０分） 

□演習  ＴＯＰテキスト p.１０４ 練習問題１～３をとく。（２０分） 

□映像  『中２理科ＴＯＰ⑬』をみて〃答え合わせをする。 

課題 

□FLENS エクササイズモード 理科 中２ ⑪ 

を王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。（２０分） 

□練成ワーク p.９３～９４をといて〃丸つけをする。（１０分） 

□FLENS エクササイズモード 理科 中２ ⑤ 

を王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。（２０分） 

□練成ワーク p.３８確認問題１〃p.３９練習問題１々２をといて〃

丸つけをする。（１０分） 

 

 



 

 

 

 

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≫  Program ２-3  
【目標】 2種類の未来の表現を使いこなせるようになろう。 

≪練成々選抜 共通≫  Lesson ２-3 
【目標】 2種類の未来の表現を使いこなせるようになろう。 

□映像 『中２英語⑤』「未来の表現（復習）」をみる。 

□演習 練成ワーク p.20～２１をとく。（２０分） 

□映像 『中２英語⑥』をみて〃丸つけをする。 

□映像 『中２SS英語⑫』をみる。 

□映像 『中２英語⑤』「未来の表現（復習）」をみる。 

□演習 練成ワーク p.20～２１をとく。（２０分） 

□映像 『中２英語⑥』をみて〃丸つけをする。 

□映像 『中２ＯＷ英語⑫』をみる。 

課題 

□ホームワーク p.３４～３５をといて〃丸つけをする。（１５分） 

□本文ノート Pro.３-１を作成する。 

□FLENS課題 単語Ｃ 中２②に取り組む。（１０分） 

□FLENS課題 中２文法 未来の文（will）に取り組む。（１０分） 

□ホームワーク p.３２～３３をといて〃丸つけをする。（１５分） 

□本文 ノ ー ト Ｌ ｅ ｓ 〄 ２ - ４ （ Task, Time for Words, 

Conversation Tips 1）を作成する。 

６講座 

（１２０分） 

≪南北ＴＯＰ≫ 7. 助動詞（１） 
【目標】 can々could, be able to, mayを使った表現を覚えよう。 

□映像 『中２英語 TOP⑪』「助動詞（1）」をみる。 

□演習 TOPテキスト p.４２～４３をとく。（２０分）  

□映像 『中２英語 TOP⑫』をみて〃丸つけをする。 

課題 

□TOPテキストp.４０～４３の残りをといて〃丸つけをする。（２０分） 

□ホームワーク p.３４～３５をといて〃丸つけをする。（１５分） 

□FLENS課題 単語Ｃ 中２②に取り組む。（１０分） 

□FLENS課題 中２文法 may, shall, should, Will you ～?など 

に取り組む。（１０分） 

□TOPテキストp.４０～４３の残りをといて〃丸つけをする。（１５分） 

□ホームワーク p.３２～３３をといて〃丸つけをする。（１５分） 

□FLENS課題 中２文法 may, shall, should, Will you ～?など 

に取り組む。（１０分） 

 

講座数 
学習のすすめ方 

SUNSHINE 版 ONE WORLD 版 

７講座 

（９０分） 

≪練成々選抜 共通≫ Power Up 2, Program 3-1 
【目標】 助動詞 mustの働きと使い方を覚えよう。 

≪練成々選抜 共通≫  Lesson ２-4 
Task〃 Time for Words 1, Conversation Tips 1 

【目標】 助動詞 mustの働きと使い方を覚えよう。 

□映像 『中２英語⑦』「助動詞（must）」をみる。 

□演習 練成ワーク p.２６～２８をとく。（２０分） 

□映像 『中２英語⑧』をみて〃丸つけをする。 

□映像 『中２SS英語⑬』をみる。 

□映像 『中２英語⑦』「助動詞（must）」をみる。 

□演習 練成ワーク p.２６～２８をとく。（２０分） 

□映像 『中２英語⑧』をみて〃丸つけをする。 

□映像 『中２OW英語⑬』をみる。 

課題 

□ホームワークp.４２～４３〃４６～４７をといて〃丸つけをする。（２５分） 

□本文ノート Pro.３-２を作成する。 

□FLENS課題 中２文法 mustに取り組む。（１０分） 

□ホームワークp.３４～３５〃４４～４５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。 

□FLENS課題 単語Ｂ 中２②に取り組む。（１０分） 

□FLENS課題 中２文法 mustに取り組む。（１０分） 

７講座 

（８０分） 

≪南北ＴＯＰ≫ ８. 助動詞(２) 
【目標】 must, have(has) toなどを使った表現を覚えよう。 

□映像 『中２英語 TOP⑬』をみる。 

□演習 TOPテキスト p.46～47をとく。（２０分）  

□映像 『中２英語 TOP⑭』をみて〃丸つけをする。 

課題 

□TOPテキストp.４４～４７の残りをといて〃丸つけをする。（１５分） 

□ホームワークp.４２～４３〃４６～４７をといて〃丸つけをする。（２５分） 

□FLENS課題 中２文法 mustに取り組む。（１０分） 

□FLENS課題 中２文法 have(has) toに取り組む。（１０分） 

□TOPテキストp.４４～４７の残りをといて〃丸つけをする。（１５分） 

□ホームワークp.３４～３５〃４４～４５をといて〃丸つけをする。（２５分） 

□FLENS課題 単語Ｂ 中２②に取り組む。（１０分） 

□FLENS課題 中２文法 mustに取り組む。（１０分） 

□FLENS課題 中２文法 have(has) toに取り組む。（１０分） 

 

 

 


