
 

 

 

 

 

 
 
 
 

講座数 学習のすすめ方 

６講座 

（５０分） 

≪練成・選抜 共通≫ 夏草 「おくのほそ道」から 

【目標】 夏草を通じて，俳句の読み取り力を鍛えよう。 
□映像  『中３国語②』をみて,ホームワーク p.１００～１０１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.９８～９９,ｐ.１０２～１０３をノートにといて，丸つけをする。（３０分） 

課題 中３定期試験出題パターン集（光村図書版）「夏草 おくのほそ道から」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.２８～３３をテキストにといて，丸つけをする。（４０分） 
 

講座数 学習のすすめ方 

７講座 

（５０分） 

≪練成・選抜 共通≫ 俳句 

【目標】 俳句の基礎知識を身につけよう。 

□映像  『中３国語③』をみて,ホームワーク p.４８～４９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.４４～４７をノートにといて，丸つけをする。（２０分） 

課題 中３定期試験出題パターン集（光村図書版）「俳句の可能性・俳句を味わう」をノートにといて,丸つけをする。（３０分） 

７講座 

（４０分） 

≪南北ＴＯＰ≫ ８．説明的文章（２） 
【目標】 文章の構成を把握し，要旨をとらえられるようになろう。 

□確認  練成ワーク p.４８  ８ 説明的文章（２）「学習の要点」を確認する。 

□演習  練成ワーク p.５０～５１ 「８ 説明的文章（２） 練成問題①」をノートにとく。（２０分） 

□映像  『中３国語 TOP⑥』をみて，丸つけをする。 

□演習  練成ワーク p.５２～５３ 「８ 説明的文章（２） 練成問題②」をノートにとく。（２０分） 

□映像  『中３国語 TOP⑦』をみて，丸つけをする。 

課題 □練成ワーク p.４８～４９をテキストにといて，丸つけをする。（１５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 

（１００分） 

≪練成・選抜 共通≫ ５．平方根 
【目標】 根号のついた数の性質を理解して，大小関係やいろいろな問題に答えられるようにしよう。 

□映像  練成ワーク p.３１ 『中３数学⑧』をみる。 

□演習  練成ワーク p.３１ 確認問題１～２をノートにといて，丸つけをする。（１０分） 

□映像  練成ワーク p.３２ 『中３数学⑨』をみる。 

□演習  練成ワーク p.３２ 確認問題３～４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３理解度チェック 平方根（１）に取り組む。（５分） 

課題 □練成ワーク p.３５をノートにといて，丸つけをする。（３０分） 

６講座 

（１２０分） 

≪南北ＴＯＰ≫ ８．平方根の計算（１） 
【目標】 分母の有理化を理解して，根号のついた数の加減乗除の計算を速く正確にできるようにしよう。 

□映像  ＴＯＰテキスト p.４８～４９ 『中３数学ＴＯＰ⑬』をみる。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.４８～４９ 確認問題１～４をノートにといて，丸つけをする。（１５分） 

□映像  ＴＯＰテキスト p.４９～５０ 『中３数学ＴＯＰ⑭』をみる。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.４９～５０ 確認問題５～８をノートにといて，丸つけをする。（２５分） 

□演習  ＦＬＥＮＳ エクササイズモード 数学 中３理解度チェック 平方根（２）（３）に取り組む。（８分） 

課題 □ＴＯＰテキスト p.５１～５２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 

（１００分） 

≪練成・選抜 共通≫ ６．平方根の計算（１） 
【目標】 根号のついた数のきまりを理解して，乗法・除法をできるようにしよう。 

□映像  練成ワーク p.３７ 『中３数学⑩』をみる。 

□演習  練成ワーク p.３７ 確認問題１～２をノートにといて，丸つけをする。（２０分） 

□映像  練成ワーク p.３８ 『中３数学⑪』をみる。 

□演習  練成ワーク p.３８ 確認問題３～４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３理解度チェック 平方根（２）に取り組む。（５分） 

課題 □練成ワーク p.４３１～２をノートにといて，丸つけをする。（２０分） 

７講座 

（１２０分） 

≪南北ＴＯＰ≫ ９．平方根の計算（２） 

【目標】 分母が和や差の形のときにも，分母を有理化できるようにしよう。 

□映像  ＴＯＰテキスト p.５４～５５ 『中３数学ＴＯＰ⑮』をみる。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.５４～５５ 確認問題１～４をノートにといて，丸つけをする。（２０分） 

□映像  ＴＯＰテキスト p.５５ 『中３数学ＴＯＰ⑯』をみる。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.５５ 確認問題５をノートにといて，丸つけをする。（１０分） 

課題 □ＴＯＰテキスト p.５６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 

６講座 

（歴史Ⅲ） 

≪練成・選抜 共通≫   

５ 日本の民主化と独立の回復 （５０分） 

 【目標】 戦後の民主化政策について理解しよう。 

≪南北ＴＯＰ ≫   

５ 日本の民主化と独立の回復 （６０分） 

 【目標】 第二次世界大戦後の世界の多極化を理解しよう。 

□映像  『中３社会⑧』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Ⅲ ⑤に取り組む。 

（２０分） 

□映像  『中３社会ＴＯＰ⑧』をみてノートを書く 

□演習  ＴＯＰテキスト（中２社会）p.１２８～１３９をといて，丸つけをす

る。（６０分） 

課題 □練成ワーク p.４１～４５をといて，丸つけをする。（３０分） 
□FLENS エクササイズモード 歴史Ⅲ ⑤に取り組む。（２０分） 

□練成ワーク p.４１～４５をといて，丸つけをする。（３０分） 
 

７講座 

（歴史Ⅲ） 

≪練成・選抜 共通≫   

６ 現代の日本と世界 （５０分） 

 【目標】 冷戦後の世界のようすを理解しよう。 

≪南北ＴＯＰ ≫  

６ 現代の日本と世界 （６０分） 

 【目標】 現代の日本と世界の出来事を理解しよう。 

□映像  『中３社会⑨』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 歴史Ⅲ ⑥に取り組む。 

（２０分） 

□映像  『中３社会ＴＯＰ⑨』をみてノートを書く。 

□演習  ＴＯＰテキスト（中２社会）p.１４０～１４７をといて，丸つけをす

る。（３０分） 

課題 □練成ワーク p.４９～５３をといて，丸つけをする。（３０分） 
□FLENS エクササイズモード 歴史Ⅲ ⑥に取り組む。（２０分） 

□練成ワーク p.４９～５３をといて，丸つけをする。（３０分） 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

講座数 
学習のすすめ方 

（札幌市内） 啓林館 （札幌市外） 東京書籍 

６講座 

（５０分） 

≪練成・選抜 共通≫  ２ 化学変化と電池 

 【目標】 電池のしくみを正しく理解しよう。 

≪練成・選抜 共通≫  ４ 生物の成長と生殖 

 【目標】 有性生殖と無性生殖の特徴をそれぞれ覚えよう。 

□映像  『中３理科⑤』をみて，授業ノート p.６～７を書き込む。 

□演習  練成ワーク p.１３～１４をといて，丸つけをする。（２０分） 

□映像  『中３理科②』をみて，授業ノートp.１2～１3を書き込む。 

□演習  練成ワーク p.３５～３６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３ ② 

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３ 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≫  ２ 化学変化と電池 

 【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 生物の成長と生殖 

 【目標】 知識を深め，応用問題をとけるようになろう。 

□映像  『中３理科⑤』をみて，授業ノート p.６～７を書き込む。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.62 チェックノート１～３をとく。（２０分） 

□映像  『中３理科 TOP⑤』をみて，答え合わせをする。 

□映像  『中３理科②』をみて，授業ノートp.１2～１3を書き込む。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.１０４～１０５ 練習問題１～６をとく。 

（３０分） 

□映像  『中３理科TOP②』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３ ② 

を王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。（２０分） 

□練成ワーク p.１３～１７をといて，丸つけをする。（４０分） 

□FLENS エクササイズモード 理科 中３ ④ 

を王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。（２０分） 

□練成ワーク p.３５～３９，ＴＯＰテキスト p.１０３をといて，丸つけを

する。（４０分） 

 

講座数 
学習のすすめ方 

（札幌市内） 啓林館 （札幌市外） 東京書籍 

７講座 

（５０分） 

≪練成・選抜 共通≫  ３ 酸・アルカリとイオン① 

 【目標】 酸性・アルカリ性の水溶液の性質のしくみを理解しよう。 

≪練成・選抜 共通≫  ５ 遺伝の規則性① 

 【目標】 有性生殖と無性生殖の特徴をそれぞれ覚えよう。 

□映像  『中３理科⑦』をみて，授業ノート p.８～９を書き込む。 

□演習  練成ワーク p.２１をといて，丸つけをする。（２０分） 

□映像  『中３理科④』をみて，授業ノート p.１４を書き込む。 

□演習  練成ワーク p.４３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３ ③ 

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３ ④ 

を王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。（２０分） 

７講座 

（６０分） 

≪南北ＴＯＰ≫  ３ 酸・アルカリとイオン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 遺伝の規則性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３理科⑦』をみて，授業ノート p.８～９を書き込む。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.７６ 練習問題をとく。（２０分） 

□映像  『中３理科 TOP⑦』をみて，答え合わせをする。 

□映像  『中３理科④』をみて，授業ノート p.１４を書き込む。 

□演習  ＴＯＰテキスト p.１０４～１０５ 練習問題１～６をとく。 

（３０分） 

□映像  『中３理科 TOP④』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３ ③ 

を王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。（２０分） 

□練成ワーク p.２１，２２１をといて，丸つけをする。（３０分） 

□FLENS エクササイズモード 理科 中３ ④ 

を王冠ＧＥＴまでくり返し取り組む。（２０分） 

□練成ワーク p.４３，４４１，４５１，ＴＯＰテキスト p.１０３をといて，

丸つけをする。（４０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 

（１００分） 

≪練成・選抜 共通≫  Program ２-３ 

 【目標】 現在完了 ３用法を使いこなせるようになろう。 

≪練成・選抜 共通≫  Lesson 2-3 

 【目標】 現在完了 経験用法のキーワードと使い方を覚えよう。 

□映像 『中３英語⑤』「現在完了（まとめ）」をみる。 

□演習 練成ワーク p.２４～２５をとく。（２０分） 

□映像 『中３英語⑥』をみて，丸つけをする。 

□映像 『中３SS英語⑫』をみる。 

□映像 『中３英語③』「現在完了（経験）」をみる。 

□演習 練成ワーク p.２０～２２をとく。 （２０分） 

□映像 『中３英語④』をみて，丸つけをする。 

□映像 『中３ＯＷ 英語⑬』をみる。 

課題 

□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 Pro.3-１を作成する。 

□FLENＳ 課題 単語Ｃ 中３②に取り組む。（１０分） 

□FLENS 課題 中３文法 現在完了（経験），現在完了のまと

めに取り組む。（各１０分） 

□ホームワーク p.３６～３７をといて，丸つけをする。（１５分） 

□本文ノート Les.２-４（Task, Conversation Tips 1, Time 

for a Skit 2）を作成する。 

□FLENＳ 課題 中３文法 現在完了（経験）に取り組む。（１０分） 

６講座 

（１２０分） 

≪南北ＴＯＰ≫  ２１. 不定詞（２）～文法解説 

【目標】 不定詞を使った構文を覚えよう。 

□映像 『中３英語 TOP⑪』「不定詞構文① p.114内容」をみる。 

□映像 『中３英語 TOP⑫』「不定詞構文② p.115内容」をみる。 

課題 

□TOPテキスト p.１１０～１１３をといて，丸つけをする。（４０分） 

□ホームワーク p.３０～３１をといて，丸つけをする。（１５分） 

□FLENＳ 課題 中３文法 It ～ for … to -に取り組む。（１０分） 

□TOPテキスト p.１１０～１１３をといて，丸つけをする。（４０分） 

□ホームワーク p.３６～３７をといて，丸つけをする。（１５分） 

□FLENＳ 課題 中３文法 It ～ for … to -に取り組む。（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 

７講座 

（１００分） 

≪練成・選抜 共通≫  Program ３-１  

 【目標】 It ～ for – to …構文の形と使い方を覚えよう。 

≪練成・選抜 共通≫  Lesson ２-４ 

Task, Conversation Tips 1, Time for a Skit 2 

【目標】 現在完了 完了用法のキーワードと使い方を覚えよう。 

□映像 『中３英語⑦』「不定詞構文①（It ～ to …）」をみる。 

□演習 練成ワーク p.３８～３９をとく。（２０分） 

□映像 『中３英語⑧』をみて，丸つけをする。 

□映像 『中３SS英語⑬』をみる。 

□映像 『中３ＯＷ 英語⑭』「現在完了（完了・結果）」をみる。 

□演習 練成ワーク p.1６～1９をとく。（２０分） 

□映像 『中３ＯＷ 英語⑮』をみて，丸つけをする。 

□映像 『中３ＯＷ 英語⑯』をみる。 

課題 

□ホームワーク p.４２～４３をといて，丸つけをする。（１５分） 

□本文ノート Pro.３-２を作成する。 

□FLENＳ 課題 中３文法 It ～ for … to -に取り組む。（１０分） 

□ホームワークp.３８～３９，４８～４９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３②に取り組む。（１０分） 

□FLENS 課題 中３文法 現在完了（完了・結果），現在完了

のまとめに取り組む。（各１０分） 

７講座 

（８０分） 

≪南北ＴＯＰ≫  ２１. 不定詞（２）～演習 

【目標】 不定詞を使った構文を覚えよう。 

□演習 TOPテキスト p.１１６～１１７をとく。（２０分）  

□映像 『中３英語 TOP⑬』をみて，丸つけをする。 

□演習 TOPテキスト p.１１８～１１９をとく。（２５分）  

□映像 『中３英語 TOP⑭』をみて，丸つけをする。 

課題 

□TOPテキスト p.２６～２９をといて，丸つけをする。（２５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 単語Ｃ 中３②に取り組む。（１０分） 

□TOPテキスト p.２６～２９をといて，丸つけをする。（２５分） 

□ホームワークp.３８～３９，４８～４９をといて，丸つけをする。（２５分） 

□FLENＳ 課題 単語Ｂ 中３②に取り組む。（１０分） 

 

 


