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がんばる小学生のための ウイングネットがんばる小学生のための ウイングネット

1 原則として予習は必要ありません。
（※�算数Ⅱ　第30回「得点力強化演習」は、テスト形式演習となっており、事前に問題を解いてきた上での受講となります。）

2 授業では、最初に「必修・エクササイズ編」の「例題」および「まとめ」を用いて、新規事項の導入を行います。
映像の中で、担当の先生が例題の解説を行います。必要事項は書き込みましょう。

3 導入事項のまとめをしたら、その導入内容の理解を深めるために「必修・エクササイズ編」の「エクササイズ」を用いて、問題演
習を行います。問題を解く間は、映像を一時停止しましょう。解き終えたら、映像で解説を確認しましょう。

4
「エクササイズ」の大問番号の左下についている枠には、授業の解説を見た上で、次のような記号を記入しましょう。
『自力で解けた…○』、『解けなかったけど、解説を聞いたら理解できた…△』、『解説を聞いてもよく理解できなかった…×』
『×』をつけた問題については、時間の許す限り何回も解説授業を見ましょう。

5 授業の視聴が終わったら、『△』と『×』をつけた問題を中心に、「エクササイズ編」の解き直しをしましょう。
解答と解き方については、「解答編」で再度確認しましょう。

6
「エクササイズ編」の解き直しを終えたら、エクササイズの類題となっている「ホームタスク編」の問題に取り組みましょう。
解答と解き方については、「解答編」で確認しましょう。
それでもよくわからない時は、次回の受講時に「ホームタスク」の解説授業で確認しましょう。

国私立中学受験コース（本科コース）の学習サイクルについて

合格に向けての学習ステップ

導入授業
<映像>
60分

ホーム
タスク
（ＨＴ）

ホームタスク
解説授業
<映像>
30分

タスク
テスト

（単元テスト）
定例試験

国立中学・私立中学への進学を考えているキミのための講座です。
中学入試からの逆算カリキュラムで、
ムリなく、ムダなく、ムラなく勉強します。
国私立中学の入試問題は、決して難問・奇問ばかりではありません。
基本問題を確実に得点する力と、その発展形としての応用問題での
得点力を伸ばすことが、高得点をとるカギとなります。
首都圏の中学入試指導で定評ある市進学院の先生が、基本事項の導
入から定着のための問題演習まで、ていねいに解説をしています。

国私立中学受験コース
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キミの 受 験 勉 強をバックアップ

がんばる自分を見つめ直す

大きな目標達成（入試での「合格」）のために、がむしゃらに突き進むだけでは「落とし
穴」にはまってしまうこともあります。
そのようなことがないように、定期的な復習が大切です。
それが、「ホームタスク」・「タスクテスト」・「定例試験」です。
「タスクテスト」・「定例試験」は、キミのがんばりの成果を示しつつ、次にどのような
学習のやり方をすればいいのかを示してくれる大切なテストです。

復習用の家庭学習教材です。解説映像授業があります。受けた授業の復習は、必ず行いましょう。

ホームタスク（HT）＜国語・算数・理科・社会＞

総合的学力がついているかチェックします。小５＝8回、小６＝7回が予定されています。

定例試験＜国語・算数・理科・社会＞

復習の状況と、理解の定着について確認するテストです。単元が終わるごとに受験し、
自分自身の理解度を確認しましょう。なお、算数・理科は、＜標準編＞と＜応用編＞があります。

タスクテスト（単元テスト）＜算数・理科・社会＞

定例試験★授業で学習した内容
得点・順位・偏差値

分野別到達度総合成績表

復習が
大切！ くわしい解き方ものっている！「解答・解説」配布

標準的なカリキュラム〜小5からの2ヵ年カリキュラム

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
授業

小5❶
国私立中学受験コース　算数・理科・社会・国語

小5❷ 小5❸ 小5❹ 小5❺ 小5❻ 小5❼定例試験
副教材

《小5》　本格的な受験勉強がスタート

言葉の泉・ベーシックトレーニング

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
授業

小6❶小5❽ 小6❷ 小6❸ 小6❹ 小6❺ 小6❻ 小6❼定例試験
副教材

国私立中学受験コース　算数・理科・社会・国語

《小6》　合格に向けて

中学
入試

言葉の泉・ベーシックトレーニング・知識のまとめ・知識の完成
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がんばる小学生のための ウイングネットがんばる小学生のための ウイングネット

単元 回数 授業内容 授業 HT

小学算数Ⅰ
数の論理

第1回 倍数と公倍数
第2回 約数と公約数
第3回 分数のたし算とひき算
第4回 分数のかけ算とわり算

タスクテスト　1
第5回 規則性（数列）
第6回 規則性（周期）
第7回 場合の数（順列）
第8回 場合の数（組み合わせ）

タスクテスト　2

小学算数Ⅰ
文章題

第9回 線分図
第10回 差集め算
第11回 つるかめ算

タスクテスト　3
第12回 消去算
第13回 仕事算

タスクテスト　4

小学算数Ⅰ
速さ

第14回 速さ
第15回 旅人算
第16回 ダイヤグラム

タスクテスト　5
第17回 通過算
第18回 流水算

タスクテスト　6
第19回 動点
第20回 時計算

タスクテスト　7

小学算数Ⅰ
図形

第21回 図形の性質と角度
第22回 正多角形

タスクテスト　8
第23回 円とおうぎ形
第24回 平面図形の演習
第25回 転がる円・転がる多角形

タスクテスト　9
第26回 直方体と立方体・立体の体積
第27回 柱体とすい体
第28回 立体図形の演習

タスクテスト　10
第29回 水位の変化と体積
第30回 水量変化とグラフ

タスクテスト　11

小学算数Ⅱ
割合

第1回 割合と分数
第2回 百分率と割合
第3回 割合の三用法

タスクテスト　12
第4回 相当算①
第5回 相当算②

タスクテスト　13
第6回 食塩水①
第7回 食塩水②

タスクテスト　14
第8回 原価・定価・利益①
第9回 原価・定価・利益②

タスクテスト　15

小学算数Ⅱ
比

第10回 比の性質・簡約
第11回 比例式・比例配分

タスクテスト　16
第12回 連比①
第13回 連比②

タスクテスト　17
第14回 比例
第15回 反比例

タスクテスト　18
第16回 比のまとめ

単元 回数 授業内容 授業 HT

小学算数Ⅱ
図形と比

第17回 面積比①
第18回 面積比②

タスクテスト　19
第19回 相似①
第20回 相似②
第21回 まとめ①

タスクテスト　20
第22回 体積比
第23回 まとめ②

タスクテスト　21

小学算数Ⅱ
総合演習

第24回 図形総合①
第25回 図形総合②
第26回 図形総合③
第27回 数量数論総合①
第28回 数量数論総合②
第29回 数量数論総合③
第30回 得点力強化演習　※要予習

小学算数Ⅲ
実戦力強化
数量

第1回 入試実戦力強化特訓　数量①
第2回 入試実戦力強化特訓　数量②
第3回 入試実戦力強化特訓　数量③
第4回 入試実戦力強化特訓　数量④
第5回 入試実戦力強化特訓　数量⑤
第6回 入試実戦力強化特訓　数量⑥
第7回 入試実戦力強化特訓　数量⑦
第8回 入試実戦力強化特訓　数量⑧
第9回 入試実戦力強化特訓　数量⑨
第10回 入試実戦力強化特訓　数量⑩
第11回 入試実戦力強化特訓　数量⑪

小学算数Ⅲ
実戦力強化
図形総合

第12回 入試実戦力強化特訓　図形総合①
第13回 入試実戦力強化特訓　図形総合②
第14回 入試実戦力強化特訓　図形総合③
第15回 入試実戦力強化特訓　図形総合④
第16回 入試実戦力強化特訓　図形総合⑤
第17回 入試実戦力強化特訓　図形総合⑥
第18回 入試実戦力強化特訓　図形総合⑦
第19回 入試実戦力強化特訓　図形総合⑧
第20回 入試実戦力強化特訓　図形総合⑨
第21回 入試実戦力強化特訓　図形総合⑩
第22回 入試実戦力強化特訓　図形総合⑪

小学算数Ⅲ
実戦力強化
数の論理

第23回 入試実戦力強化特訓　数の論理①
第24回 入試実戦力強化特訓　数の論理②
第25回 入試実戦力強化特訓　数の論理③
第26回 入試実戦力強化特訓　数の論理④
第27回 入試実戦力強化特訓　数の論理⑤
第28回 入試実戦力強化特訓　数の論理⑥
第29回 入試実戦力強化特訓　数の論理⑦
第30回 入試実戦力強化特訓　数の論理⑧

中学受験 小学算数　講座コード：6M 各回とも授業60分＋家庭学習用教材「ホームタスク（HT）」の解説授業30分の構成です。

国私立中学受験コース
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単元 回数 授業内容 授業 HT

小学理科Ⅰ
生物分野

第1回 植物①
第2回 植物②
第3回 植物③

タスクテスト　1
第4回 植物④
第5回 植物⑤

タスクテスト　2
第6回 生物①
第7回 生物②
第8回 生物③

タスクテスト　3
第9回 人のからだ①
第10回 人のからだ②
第11回 人のからだ③

タスクテスト　4

小学理科Ⅰ
地学分野

第12回 太陽の動きと気象①
第13回 太陽の動きと気象②

タスクテスト　5
第14回 太陽の動きと気象③
第15回 太陽の動きと気象④

タスクテスト　6
第16回 月と星①
第17回 月と星②

タスクテスト　7
第18回 月と星③
第19回 月と星④

タスクテスト　8
第20回 大地のつくり①
第21回 大地のつくり②
第22回 大地のつくり③

タスクテスト　9

小学理科Ⅰ
化学分野

第23回 温度とものの変化①
第24回 温度とものの変化②

タスクテスト　10
第25回 温度とものの変化③
第26回 温度とものの変化④

タスクテスト　11
第27回 気体の性質①
第28回 気体の性質②

タスクテスト　12
第29回 物質とその変化①
第30回 物質とその変化②

タスクテスト　13
第31回 物質とその変化③
第32回 物質とその変化④
第33回 物質とその変化⑤

タスクテスト　14

小学理科Ⅰ
物理分野

第34回 電流①
第35回 電流②

タスクテスト　15
第36回 電流③
第37回 電流④
第38回 電流⑤

タスクテスト　16
第39回 力のつりあい①
第40回 力のつりあい②

タスクテスト　17
第41回 力のつりあい③
第42回 力のつりあい④
第43回 力のつりあい⑤

タスクテスト　18
第44回 光と音①
第45回 光と音②

タスクテスト　19

単元 回数 授業内容 授業 HT

小学理科Ⅱ
入試分野演習
生物分野

第1回 入試分野演習　植物1
第2回 入試分野演習　植物2
第3回 入試分野演習　動物
第4回 入試分野演習　人体
第5回 入試分野演習　生物どうしのつながり

小学理科Ⅱ
入試分野演習
物理分野

第6回 入試分野演習　電流1
第7回 入試分野演習　電流2
第8回 入試分野演習　力のつり合い1
第9回 入試分野演習　力のつり合い2
第10回 入試分野演習　力のつり合い3
第11回 入試分野演習　おもりの動きとはたらき
第12回 入試分野演習　光・音・熱

小学理科Ⅱ
入試分野演習
化学分野

第13回 入試分野演習　気体と水溶液1
第14回 入試分野演習　気体と水溶液2
第15回 入試分野演習　気体と水溶液3

小学理科Ⅱ
入試分野演習
地学分野

第16回 入試分野演習　天体と気象1
第17回 入試分野演習　天体と気象2
第18回 入試分野演習　天体と気象3
第19回 入試分野演習　地層

小学理科Ⅱ
入試対策特訓

第20回 入試対策特訓授業1　植物
第21回 入試対策特訓授業2　動物・人体
第22回 入試対策特訓授業3　天体
第23回 入試対策特訓授業4　地層
第24回 入試対策特訓授業5　水溶液の性質
第25回 入試対策特訓授業6　電流と磁界
第26回 入試対策特訓授業7　力のはたらき
第27回 入試直前特別演習　実験器具の使い方
第28回 入試直前実戦演習①
第29回 入試直前実戦演習②

＊小学理科Ⅱ 第20回～第29回にはホームタスク（HT）がありません。

中学受験 小学理科　講座コード：6R 各回とも授業60分＋家庭学習用教材「ホームタスク（HT）」の解説授業30分の構成です。
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単元 回数 授業内容 授業 HT

小学国語Ⅰ
慣用句・
ことわざ

第1回 慣用句・ことわざを集中学習①
第2回 慣用句・ことわざを集中学習②
第3回 慣用句・ことわざを集中学習③
第4回 慣用句・ことわざを集中学習④
第5回 記述学習①

小学国語Ⅰ
文法

第6回 文法を集中学習①
第7回 文法を集中学習②
第8回 文法を集中学習③
第9回 文法を集中学習④
第10回 文法を集中学習⑤
第11回 敬語を集中学習
第12回 記述学習②

小学国語Ⅰ
漢字・語い

第13回 漢字・語いを集中学習①
第14回 漢字・語いを集中学習②
第15回 漢字・語いを集中学習③

単元 回数 授業内容 授業 HT

小学国語Ⅱ
知識力強化

第1回 知識力強化1 文の書き方
第2回 知識力強化2 ことばのきまり・漢字の知識
第3回 知識力強化3 文章を書く
第4回 知識力強化4 文法
第5回 知識力強化5 ことばのきまり
第6回 知識力強化6 敬語
第7回 知識力強化7 知識問題のまとめ①
第8回 知識力強化8 知識問題のまとめ②
第9回 知識力強化9 知識問題のまとめ③
第10回 知識力強化10知識問題のまとめ④

小学国語Ⅱ
読解力強化

第11回 読解力強化1 物語文の読解①
第12回 読解力強化2 物語文の読解②
第13回 読解力強化3 物語文の読解③
第14回 読解力強化4 物語文の読解④
第15回 読解力強化5 説明文の読解①
第16回 読解力強化6 説明文の読解②
第17回 読解力強化7 説明文の読解③
第18回 読解力強化8 随筆文の読解
第19回 読解力強化9 総合演習①
第20回 読解力強化10総合演習②

中学受験 小学国語　講座コード：6SL 各回とも授業60分＋家庭学習用教材「ホームタスク（HT）」の解説授業30分の構成です。

国私立中学受験コース

記述力を
高める
添削指導 国 語 言葉の泉
答案を書く力を伸ばす最も効果的な方法は、「自分の答案」を
教材として、良いところを伸ばし、直すべきところを修正する、
といった練習を繰り返すことです。提出された答案は、これま
で多くの受験生の合格答案作成を指導してきた講師が添削し
ます。また、問題文をきちんと内容理解するための練習もあわ
せて行える教材です。

添削された
答案の例

記述答案を書くことが初めての生
徒、国語が苦手な生徒にお勧めの
コースです。

初級コース
（添削回数９回）
推奨時期 ： 小５前半

記述答案作成に慣れ、レベルアッ
プを目指している生徒にお勧めの
コースです。

基礎コース
（添削回数９回）
推奨時期 ： 小５後半

実戦的な記述問題の練習を積み、
レベルアップを目指している生徒
にお勧めのコースです。

応用コース
（添削回数９回）
推奨時期 ： 小6前半

資料を読み取って自分の意見を述
べる、というような公立中高一貫校
の適性検査対策の完成編として最
適なコースです。

作文コース
（添削回数12回）
推奨時期 ： 小6後半
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単元 回数 授業内容 授業 HT

小学社会 地理
日本の自然と
農林水産業

第1回 日本地図①
第2回 日本地図②
第3回 日本の農業①
第4回 日本の農業②

タスクテスト　地理1
第5回 日本の農業③
第6回 日本の農業④
第7回 日本の水産業①
第8回 日本の水産業②
第9回 日本の林業、資源

タスクテスト　地理2

小学社会 地理
日本の工業と
貿易

第10回 日本の工業①
第11回 日本の工業②
第12回 日本の工業③

タスクテスト　地理3
第13回 公害、環境問題
第14回 日本の交通、貿易
第15回 世界の国々

タスクテスト　地理4

小学社会 歴史
古代～
平安時代

第1回 日本列島のあけぼの
第2回 国のはじまり

タスクテスト　歴史1
第3回 統一国家への道
第4回 歴史のまとめ1
第5回 奈良の都

タスクテスト　歴史2
第6回 平安京と貴族政治
第7回 武士の進出と源平
第8回 歴史のまとめ2

小学社会 歴史
鎌倉～
安土桃山時代

第9回 武家政治のはじまり
タスクテスト　歴史3

第10回 鎌倉文化と元寇
第11回 歴史のまとめ3

タスクテスト　歴史4
第12回 南北朝、室町幕府
第13回 戦国の世、室町文化
第14回 歴史のまとめ4
第15回 天下統一
第16回 歴史のまとめ5

小学社会 歴史
江戸時代

第17回 江戸幕府の成立
タスクテスト　歴史5

第18回 鎖国と産業の発達
第19回 幕府政治
第20回 学問の発達、町人文化
第21回 開国から倒幕へ
第22回 歴史のまとめ6

タスクテスト　歴史6

小学社会 歴史
明治以降

第23回 明治維新
第24回 自由民権運動、帝国憲法
第25回 日清・日露戦争、条約改正
第26回 歴史のまとめ7

タスクテスト　歴史7
第27回 第一次世界大戦と大戦後
第28回 第二次世界大戦への道
第29回 戦後の日本と世界
第30回 歴史のまとめ8

タスクテスト　歴史8

単元 回数 授業内容 授業 HT

小学社会 政治 
日本の政治の
しくみ

第1回 民主政治のしくみ
第2回 国の政治1
第3回 国の政治2
第4回 政治のまとめ1

タスクテスト　政治1
第5回 日本国憲法1
第6回 日本国憲法2
第7回 政治と国民生活
第8回 政治のまとめ2

タスクテスト　政治2

小学社会 政治
日本と世界の
国々

第9回 国際連合
第10回 日本と世界の国々1
第11回 日本と世界の国々2
第12回 政治のまとめ3

タスクテスト　政治3
第13回 世界の環境問題
第14回 日本の環境問題
第15回 政治のまとめ4

小学社会
入試演習
政治・地理

第1回 入試分野別演習 政治1 日本の政治1
第2回 入試分野別演習 政治2 日本の政治2
第3回 入試分野別演習 政治3 世界の政治
第4回 入試分野別演習 政治4 政治のまとめ
第5回 入試分野別演習 地理1 地域中心1
第6回 入試分野別演習 地理2 地域中心2
第7回 入試分野別演習 地理3 都市中心
第8回 入試分野別演習 地理4 交通中心
第9回 入試分野別演習 地理5 貿易1
第10回 入試分野別演習 地理6 貿易2

小学社会
入試演習
歴史・総合

第11回 入試分野別演習 歴史1 政治の歴史
第12回 入試分野別演習 歴史2 外交の歴史
第13回 入試分野別演習 歴史3 社会と経済の歴史
第14回 入試分野別演習 歴史4 文化の歴史
第15回 入試分野別演習 歴史5 資料と歴史地図
第16回 入試総合演習1 地理・歴史総合
第17回 入試総合演習2 地理・政治総合
第18回 入試総合演習3 歴史・政治総合
第19回 入試総合演習4 地理・歴史・政治総合
第20回 入試総合演習5 地理・歴史・政治総合
第21回 入試総合演習6 地理・歴史・政治総合

小学社会
入試演習
直前実戦演習

第22回 入試完成シリーズ 入試直前実戦演習1
第23回 入試完成シリーズ 入試直前実戦演習2
第24回 入試完成シリーズ 入試直前実戦演習3
第25回 入試完成シリーズ 入試直前実戦演習4
第26回 入試完成シリーズ 入試直前実戦演習5
第27回 入試完成シリーズ 入試直前実戦演習6
第28回 入試完成シリーズ 入試直前実戦演習7
第29回 入試完成シリーズ 入試直前実戦演習8
第30回 入試完成シリーズ 入試直前実戦演習9

＊小学社会　入試演習　第22回～第30回にはホームタスク（HT）がありません。

中学受験 小学社会　講座コード：6SL 各回とも授業60分＋家庭学習用教材「ホームタスク（HT）」の解説授業30分の構成です。
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