
 
 

 
 

●勉強の仕方の指⺬をしっかり読んで、「読みましたサイン」欄に名前を書くこと。
●テスタイ期間中、
★終了期限までに必ず終わらせること！
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●勉強の仕方の指⺬をしっかり読んで、「読みましたサイン」欄に名前を書くこと。
●テスタイ期間中、
★終了期限までに必ず終わらせること！

学習の誓い
１． ロードマップの内容をすみからすみまで読んで、

ジをしっかり読んで署名をします。

２． 自分は目標点数

期限を過ぎることのないよう努力をします。

３． 定期テスト１週間前の

利用してテスト勉強を進めます。

４． 期限通りに終っていない場合は、先生と相談の上、塾での自習予定を決めて指示通り参加をします。

2018 年

●勉強の仕方の指⺬をしっかり読んで、「読みましたサイン」欄に名前を書くこと。
●テスタイ期間中、「ロードマップ」
★終了期限までに必ず終わらせること！

習の誓い
ロードマップの内容をすみからすみまで読んで、

ジをしっかり読んで署名をします。

自分は目標点数を達成するためにロードマップ

期限を過ぎることのないよう努力をします。

定期テスト１週間前の平日は、

利用してテスト勉強を進めます。

期限通りに終っていない場合は、先生と相談の上、塾での自習予定を決めて指示通り参加をします。

年 3 学期 学年末

●勉強の仕方の指⺬をしっかり読んで、「読みましたサイン」欄に名前を書くこと。
「ロードマップ」は毎日塾に持ってくること。

★終了期限までに必ず終わらせること！ 

習の誓い 
ロードマップの内容をすみからすみまで読んで、

ジをしっかり読んで署名をします。 

を達成するためにロードマップ

期限を過ぎることのないよう努力をします。

平日は、毎日

利用してテスト勉強を進めます。 

期限通りに終っていない場合は、先生と相談の上、塾での自習予定を決めて指示通り参加をします。

学年末テスト

私は、次回、定期

以下の内容について「本気」で取り組むことを誓います。
（※やる気がない生徒・内容を読まない、

●勉強の仕方の指⺬をしっかり読んで、「読みましたサイン」欄に名前を書くこと。
毎日塾に持ってくること。

ロードマップの内容をすみからすみまで読んで、正しい勉強の仕方で

 

を達成するためにロードマップの内容を、定期テスト３日前までに

期限を過ぎることのないよう努力をします。 

毎日４５分×３コマ以上の自習

期限通りに終っていない場合は、先生と相談の上、塾での自習予定を決めて指示通り参加をします。

テスト       

私は、次回、定期テストへ向けて、

以下の内容について「本気」で取り組むことを誓います。
（※やる気がない生徒・内容を読まない、

●勉強の仕方の指⺬をしっかり読んで、「読みましたサイン」欄に名前を書くこと。
毎日塾に持ってくること。 

正しい勉強の仕方で

の内容を、定期テスト３日前までに

コマ以上の自習（授業時間含め）

期限通りに終っていない場合は、先生と相談の上、塾での自習予定を決めて指示通り参加をします。

生徒氏名      

Road ma
ロードマップ

       

テストへ向けて、

以下の内容について「本気」で取り組むことを誓います。
（※やる気がない生徒・内容を読まない、ルール通りにやろうとしない生徒はテスタイの受講を認めません）

●勉強の仕方の指⺬をしっかり読んで、「読みましたサイン」欄に名前を書くこと。 

正しい勉強の仕方で学習を進めようと努力します。

の内容を、定期テスト３日前までに

（授業時間含め）

期限通りに終っていない場合は、先生と相談の上、塾での自習予定を決めて指示通り参加をします。

                

Road map 
ロードマップ 

       中学

テストへ向けて、 

以下の内容について「本気」で取り組むことを誓います。
ルール通りにやろうとしない生徒はテスタイの受講を認めません）

学習を進めようと努力します。

の内容を、定期テスト３日前までに全て終わらせるよう、計画を立てて、

（授業時間含め）に参加します。

期限通りに終っていない場合は、先生と相談の上、塾での自習予定を決めて指示通り参加をします。

              

 
 

以下の内容について「本気」で取り組むことを誓います。 
ルール通りにやろうとしない生徒はテスタイの受講を認めません）

学習を進めようと努力します。ロードマップの各ペー

終わらせるよう、計画を立てて、

に参加します。土日も出来るだけ自習室を

期限通りに終っていない場合は、先生と相談の上、塾での自習予定を決めて指示通り参加をします。 

          学年

 
ルール通りにやろうとしない生徒はテスタイの受講を認めません）

ロードマップの各ペー

終わらせるよう、計画を立てて、

土日も出来るだけ自習室を

 

学年       

ルール通りにやろうとしない生徒はテスタイの受講を認めません） 

ロードマップの各ペー

終わらせるよう、計画を立てて、

土日も出来るだけ自習室を

   年 



学習の心得
● １ページを完璧に！
ただ「解く」だけでは絶対に力はつきません。解く作業には何の意味もないのです。大切なのは、解いて、解けなかった問題を洗い出し、その解けなかった問題を解けるようにするこ
とです。つまり、ダラダラと答え合わせもせず解き続けたり、最後にまとめて答え合わせをするような勉強の仕方では、いつまでたっても結果を出すことはできません。
答え合わせをして、最も大切な「間違い直し」を早くすること。そして、その間違えた問題を、次は完璧に出来る状態にすること。
 

● 何ができて、何ができないのかを知る！
自分が何ができて、何ができないのか、正確に知ることが大切です。成績のいい生徒は、それをきちんと把握したうえで、効率的な勉強をしています。まずは、
テキストにチェック
つまでたっても、自分の状態を知ることはできません。自分の状態を知らずに、ただ勉強時間をかけても結果は出ないのです。必ず、間違えた問題、わからなかった問題にはチェック
をして、その問題を繰り返
ようになります。
 

● 答えを知ることが大切なのではなく、答えを自分で考えて導き出す力を身につけることが大切！
問題を解いて、とにかく○がつけばいい、と思っている人がいます。ひどい場合は、○がつかないとイヤとさえ思っている人もいます。問題を解いて、○がつくことが素晴らしいこと
なら、自分が簡単に解けるレベルの問題ばかりを解いて、○ばかりがついたとして価値があるということでしょ
が勉強であるなら、○がつくことよりも、×がつくことの方がよっぽど自分のためになるはずです。○をとにかく求める人は、わからない問題があるとすぐに答えを写したり、先生に
質問をしたりします。それで簡単に○をつけて次に進むことばかりをしています。それでは学力はつきません。
スをしているのか、なぜ間違えたのかを考えましょう。それでも答えがわからなかったら、
かったときに、はじめて先生に質問をしましょう。最初から質問をしてはダメです。自分の力でどうにもならないときだけ質問をしてください。
来る生徒に、成績のいい生徒はいません。 
私は、次回の定期テストで以下の目標を達成するために努力をします。

 

学習の心得 
１ページを完璧に！

ただ「解く」だけでは絶対に力はつきません。解く作業には何の意味もないのです。大切なのは、解いて、解けなかった問題を洗い出し、その解けなかった問題を解けるようにするこ
とです。つまり、ダラダラと答え合わせもせず解き続けたり、最後にまとめて答え合わせをするような勉強の仕方では、いつまでたっても結果を出すことはできません。
答え合わせをして、最も大切な「間違い直し」を早くすること。そして、その間違えた問題を、次は完璧に出来る状態にすること。

何ができて、何ができないのかを知る！
が何ができて、何ができないのか、正確に知ることが大切です。成績のいい生徒は、それをきちんと把握したうえで、効率的な勉強をしています。まずは、

テキストにチェックをしておきましょう。チェックをしたりしなかったり、調べたり質問をして正解になった問題にチェックをしなかったり、そういった適当なことをしていては、い
つまでたっても、自分の状態を知ることはできません。自分の状態を知らずに、ただ勉強時間をかけても結果は出ないのです。必ず、間違えた問題、わからなかった問題にはチェック
をして、その問題を繰り返
ようになります。 

答えを知ることが大切なのではなく、答えを自分で考えて導き出す力を身につけることが大切！
問題を解いて、とにかく○がつけばいい、と思っている人がいます。ひどい場合は、○がつかないとイヤとさえ思っている人もいます。問題を解いて、○がつくことが素晴らしいこと
なら、自分が簡単に解けるレベルの問題ばかりを解いて、○ばかりがついたとして価値があるということでしょ
が勉強であるなら、○がつくことよりも、×がつくことの方がよっぽど自分のためになるはずです。○をとにかく求める人は、わからない問題があるとすぐに答えを写したり、先生に
質問をしたりします。それで簡単に○をつけて次に進むことばかりをしています。それでは学力はつきません。
スをしているのか、なぜ間違えたのかを考えましょう。それでも答えがわからなかったら、
かったときに、はじめて先生に質問をしましょう。最初から質問をしてはダメです。自分の力でどうにもならないときだけ質問をしてください。
来る生徒に、成績のいい生徒はいません。

私は、次回の定期テストで以下の目標を達成するために努力をします。
科目 

前回点数 

次回目標点数 

（ここまで読んだら名前を書く）

 
１ページを完璧に！ 

ただ「解く」だけでは絶対に力はつきません。解く作業には何の意味もないのです。大切なのは、解いて、解けなかった問題を洗い出し、その解けなかった問題を解けるようにするこ
とです。つまり、ダラダラと答え合わせもせず解き続けたり、最後にまとめて答え合わせをするような勉強の仕方では、いつまでたっても結果を出すことはできません。
答え合わせをして、最も大切な「間違い直し」を早くすること。そして、その間違えた問題を、次は完璧に出来る状態にすること。

何ができて、何ができないのかを知る！
が何ができて、何ができないのか、正確に知ることが大切です。成績のいい生徒は、それをきちんと把握したうえで、効率的な勉強をしています。まずは、

をしておきましょう。チェックをしたりしなかったり、調べたり質問をして正解になった問題にチェックをしなかったり、そういった適当なことをしていては、い
つまでたっても、自分の状態を知ることはできません。自分の状態を知らずに、ただ勉強時間をかけても結果は出ないのです。必ず、間違えた問題、わからなかった問題にはチェック
をして、その問題を繰り返し復習するようにしましょう。チェックがついた問題を解きなおすこと、出来るまで繰り返すこと。

答えを知ることが大切なのではなく、答えを自分で考えて導き出す力を身につけることが大切！
問題を解いて、とにかく○がつけばいい、と思っている人がいます。ひどい場合は、○がつかないとイヤとさえ思っている人もいます。問題を解いて、○がつくことが素晴らしいこと
なら、自分が簡単に解けるレベルの問題ばかりを解いて、○ばかりがついたとして価値があるということでしょ
が勉強であるなら、○がつくことよりも、×がつくことの方がよっぽど自分のためになるはずです。○をとにかく求める人は、わからない問題があるとすぐに答えを写したり、先生に
質問をしたりします。それで簡単に○をつけて次に進むことばかりをしています。それでは学力はつきません。
スをしているのか、なぜ間違えたのかを考えましょう。それでも答えがわからなかったら、
かったときに、はじめて先生に質問をしましょう。最初から質問をしてはダメです。自分の力でどうにもならないときだけ質問をしてください。
来る生徒に、成績のいい生徒はいません。 

私は、次回の定期テストで以下の目標を達成するために努力をします。
英語 

読みましたサイン
（ここまで読んだら名前を書く）

ただ「解く」だけでは絶対に力はつきません。解く作業には何の意味もないのです。大切なのは、解いて、解けなかった問題を洗い出し、その解けなかった問題を解けるようにするこ
とです。つまり、ダラダラと答え合わせもせず解き続けたり、最後にまとめて答え合わせをするような勉強の仕方では、いつまでたっても結果を出すことはできません。
答え合わせをして、最も大切な「間違い直し」を早くすること。そして、その間違えた問題を、次は完璧に出来る状態にすること。

何ができて、何ができないのかを知る！
が何ができて、何ができないのか、正確に知ることが大切です。成績のいい生徒は、それをきちんと把握したうえで、効率的な勉強をしています。まずは、

をしておきましょう。チェックをしたりしなかったり、調べたり質問をして正解になった問題にチェックをしなかったり、そういった適当なことをしていては、い
つまでたっても、自分の状態を知ることはできません。自分の状態を知らずに、ただ勉強時間をかけても結果は出ないのです。必ず、間違えた問題、わからなかった問題にはチェック

し復習するようにしましょう。チェックがついた問題を解きなおすこと、出来るまで繰り返すこと。

答えを知ることが大切なのではなく、答えを自分で考えて導き出す力を身につけることが大切！
問題を解いて、とにかく○がつけばいい、と思っている人がいます。ひどい場合は、○がつかないとイヤとさえ思っている人もいます。問題を解いて、○がつくことが素晴らしいこと
なら、自分が簡単に解けるレベルの問題ばかりを解いて、○ばかりがついたとして価値があるということでしょ
が勉強であるなら、○がつくことよりも、×がつくことの方がよっぽど自分のためになるはずです。○をとにかく求める人は、わからない問題があるとすぐに答えを写したり、先生に
質問をしたりします。それで簡単に○をつけて次に進むことばかりをしています。それでは学力はつきません。
スをしているのか、なぜ間違えたのかを考えましょう。それでも答えがわからなかったら、
かったときに、はじめて先生に質問をしましょう。最初から質問をしてはダメです。自分の力でどうにもならないときだけ質問をしてください。

 

私は、次回の定期テストで以下の目標を達成するために努力をします。
 数学

点 

点 

読みましたサイン 
（ここまで読んだら名前を書く） 

ただ「解く」だけでは絶対に力はつきません。解く作業には何の意味もないのです。大切なのは、解いて、解けなかった問題を洗い出し、その解けなかった問題を解けるようにするこ
とです。つまり、ダラダラと答え合わせもせず解き続けたり、最後にまとめて答え合わせをするような勉強の仕方では、いつまでたっても結果を出すことはできません。
答え合わせをして、最も大切な「間違い直し」を早くすること。そして、その間違えた問題を、次は完璧に出来る状態にすること。

何ができて、何ができないのかを知る！ 
が何ができて、何ができないのか、正確に知ることが大切です。成績のいい生徒は、それをきちんと把握したうえで、効率的な勉強をしています。まずは、

をしておきましょう。チェックをしたりしなかったり、調べたり質問をして正解になった問題にチェックをしなかったり、そういった適当なことをしていては、い
つまでたっても、自分の状態を知ることはできません。自分の状態を知らずに、ただ勉強時間をかけても結果は出ないのです。必ず、間違えた問題、わからなかった問題にはチェック

し復習するようにしましょう。チェックがついた問題を解きなおすこと、出来るまで繰り返すこと。

答えを知ることが大切なのではなく、答えを自分で考えて導き出す力を身につけることが大切！
問題を解いて、とにかく○がつけばいい、と思っている人がいます。ひどい場合は、○がつかないとイヤとさえ思っている人もいます。問題を解いて、○がつくことが素晴らしいこと
なら、自分が簡単に解けるレベルの問題ばかりを解いて、○ばかりがついたとして価値があるということでしょ
が勉強であるなら、○がつくことよりも、×がつくことの方がよっぽど自分のためになるはずです。○をとにかく求める人は、わからない問題があるとすぐに答えを写したり、先生に
質問をしたりします。それで簡単に○をつけて次に進むことばかりをしています。それでは学力はつきません。
スをしているのか、なぜ間違えたのかを考えましょう。それでも答えがわからなかったら、
かったときに、はじめて先生に質問をしましょう。最初から質問をしてはダメです。自分の力でどうにもならないときだけ質問をしてください。

私は、次回の定期テストで以下の目標を達成するために努力をします。
数学 

点 

点 

ただ「解く」だけでは絶対に力はつきません。解く作業には何の意味もないのです。大切なのは、解いて、解けなかった問題を洗い出し、その解けなかった問題を解けるようにするこ
とです。つまり、ダラダラと答え合わせもせず解き続けたり、最後にまとめて答え合わせをするような勉強の仕方では、いつまでたっても結果を出すことはできません。
答え合わせをして、最も大切な「間違い直し」を早くすること。そして、その間違えた問題を、次は完璧に出来る状態にすること。

が何ができて、何ができないのか、正確に知ることが大切です。成績のいい生徒は、それをきちんと把握したうえで、効率的な勉強をしています。まずは、
をしておきましょう。チェックをしたりしなかったり、調べたり質問をして正解になった問題にチェックをしなかったり、そういった適当なことをしていては、い

つまでたっても、自分の状態を知ることはできません。自分の状態を知らずに、ただ勉強時間をかけても結果は出ないのです。必ず、間違えた問題、わからなかった問題にはチェック
し復習するようにしましょう。チェックがついた問題を解きなおすこと、出来るまで繰り返すこと。

答えを知ることが大切なのではなく、答えを自分で考えて導き出す力を身につけることが大切！
問題を解いて、とにかく○がつけばいい、と思っている人がいます。ひどい場合は、○がつかないとイヤとさえ思っている人もいます。問題を解いて、○がつくことが素晴らしいこと
なら、自分が簡単に解けるレベルの問題ばかりを解いて、○ばかりがついたとして価値があるということでしょ
が勉強であるなら、○がつくことよりも、×がつくことの方がよっぽど自分のためになるはずです。○をとにかく求める人は、わからない問題があるとすぐに答えを写したり、先生に
質問をしたりします。それで簡単に○をつけて次に進むことばかりをしています。それでは学力はつきません。
スをしているのか、なぜ間違えたのかを考えましょう。それでも答えがわからなかったら、次は解説をしっかり読んで解き方を理解しましょう。
かったときに、はじめて先生に質問をしましょう。最初から質問をしてはダメです。自分の力でどうにもならないときだけ質問をしてください。

私は、次回の定期テストで以下の目標を達成するために努力をします。
理科 

ただ「解く」だけでは絶対に力はつきません。解く作業には何の意味もないのです。大切なのは、解いて、解けなかった問題を洗い出し、その解けなかった問題を解けるようにするこ
とです。つまり、ダラダラと答え合わせもせず解き続けたり、最後にまとめて答え合わせをするような勉強の仕方では、いつまでたっても結果を出すことはできません。
答え合わせをして、最も大切な「間違い直し」を早くすること。そして、その間違えた問題を、次は完璧に出来る状態にすること。

が何ができて、何ができないのか、正確に知ることが大切です。成績のいい生徒は、それをきちんと把握したうえで、効率的な勉強をしています。まずは、
をしておきましょう。チェックをしたりしなかったり、調べたり質問をして正解になった問題にチェックをしなかったり、そういった適当なことをしていては、い

つまでたっても、自分の状態を知ることはできません。自分の状態を知らずに、ただ勉強時間をかけても結果は出ないのです。必ず、間違えた問題、わからなかった問題にはチェック
し復習するようにしましょう。チェックがついた問題を解きなおすこと、出来るまで繰り返すこと。

答えを知ることが大切なのではなく、答えを自分で考えて導き出す力を身につけることが大切！
問題を解いて、とにかく○がつけばいい、と思っている人がいます。ひどい場合は、○がつかないとイヤとさえ思っている人もいます。問題を解いて、○がつくことが素晴らしいこと
なら、自分が簡単に解けるレベルの問題ばかりを解いて、○ばかりがついたとして価値があるということでしょうか？そんなことはありません。間違えた問題を出来るようにすること
が勉強であるなら、○がつくことよりも、×がつくことの方がよっぽど自分のためになるはずです。○をとにかく求める人は、わからない問題があるとすぐに答えを写したり、先生に
質問をしたりします。それで簡単に○をつけて次に進むことばかりをしています。それでは学力はつきません。間違えた問題は、まず自分で考え

次は解説をしっかり読んで解き方を理解しましょう。
かったときに、はじめて先生に質問をしましょう。最初から質問をしてはダメです。自分の力でどうにもならないときだけ質問をしてください。

私は、次回の定期テストで以下の目標を達成するために努力をします。
社会

点 

点 

ただ「解く」だけでは絶対に力はつきません。解く作業には何の意味もないのです。大切なのは、解いて、解けなかった問題を洗い出し、その解けなかった問題を解けるようにするこ
とです。つまり、ダラダラと答え合わせもせず解き続けたり、最後にまとめて答え合わせをするような勉強の仕方では、いつまでたっても結果を出すことはできません。
答え合わせをして、最も大切な「間違い直し」を早くすること。そして、その間違えた問題を、次は完璧に出来る状態にすること。それが大切

が何ができて、何ができないのか、正確に知ることが大切です。成績のいい生徒は、それをきちんと把握したうえで、効率的な勉強をしています。まずは、
をしておきましょう。チェックをしたりしなかったり、調べたり質問をして正解になった問題にチェックをしなかったり、そういった適当なことをしていては、い

つまでたっても、自分の状態を知ることはできません。自分の状態を知らずに、ただ勉強時間をかけても結果は出ないのです。必ず、間違えた問題、わからなかった問題にはチェック
し復習するようにしましょう。チェックがついた問題を解きなおすこと、出来るまで繰り返すこと。できない問題を徹底的に繰り返すことで必ず「できる」

答えを知ることが大切なのではなく、答えを自分で考えて導き出す力を身につけることが大切！
問題を解いて、とにかく○がつけばいい、と思っている人がいます。ひどい場合は、○がつかないとイヤとさえ思っている人もいます。問題を解いて、○がつくことが素晴らしいこと

うか？そんなことはありません。間違えた問題を出来るようにすること
が勉強であるなら、○がつくことよりも、×がつくことの方がよっぽど自分のためになるはずです。○をとにかく求める人は、わからない問題があるとすぐに答えを写したり、先生に

間違えた問題は、まず自分で考え
次は解説をしっかり読んで解き方を理解しましょう。

かったときに、はじめて先生に質問をしましょう。最初から質問をしてはダメです。自分の力でどうにもならないときだけ質問をしてください。

私は、次回の定期テストで以下の目標を達成するために努力をします。 
社会 

点 

点 

 

ただ「解く」だけでは絶対に力はつきません。解く作業には何の意味もないのです。大切なのは、解いて、解けなかった問題を洗い出し、その解けなかった問題を解けるようにするこ
とです。つまり、ダラダラと答え合わせもせず解き続けたり、最後にまとめて答え合わせをするような勉強の仕方では、いつまでたっても結果を出すことはできません。

それが大切なのです。

が何ができて、何ができないのか、正確に知ることが大切です。成績のいい生徒は、それをきちんと把握したうえで、効率的な勉強をしています。まずは、
をしておきましょう。チェックをしたりしなかったり、調べたり質問をして正解になった問題にチェックをしなかったり、そういった適当なことをしていては、い

つまでたっても、自分の状態を知ることはできません。自分の状態を知らずに、ただ勉強時間をかけても結果は出ないのです。必ず、間違えた問題、わからなかった問題にはチェック
できない問題を徹底的に繰り返すことで必ず「できる」

答えを知ることが大切なのではなく、答えを自分で考えて導き出す力を身につけることが大切！
問題を解いて、とにかく○がつけばいい、と思っている人がいます。ひどい場合は、○がつかないとイヤとさえ思っている人もいます。問題を解いて、○がつくことが素晴らしいこと

うか？そんなことはありません。間違えた問題を出来るようにすること
が勉強であるなら、○がつくことよりも、×がつくことの方がよっぽど自分のためになるはずです。○をとにかく求める人は、わからない問題があるとすぐに答えを写したり、先生に

間違えた問題は、まず自分で考え直しましょう。
次は解説をしっかり読んで解き方を理解しましょう。そして、それでもどうしてもわからな

かったときに、はじめて先生に質問をしましょう。最初から質問をしてはダメです。自分の力でどうにもならないときだけ質問をしてください。すぐに席をたって、何度も質問をしに

国語 
点 

点 

は、必ずこの指⺬通りに進めます

ただ「解く」だけでは絶対に力はつきません。解く作業には何の意味もないのです。大切なのは、解いて、解けなかった問題を洗い出し、その解けなかった問題を解けるようにするこ
とです。つまり、ダラダラと答え合わせもせず解き続けたり、最後にまとめて答え合わせをするような勉強の仕方では、いつまでたっても結果を出すことはできません。解いたらすぐ

なのです。 

が何ができて、何ができないのか、正確に知ることが大切です。成績のいい生徒は、それをきちんと把握したうえで、効率的な勉強をしています。まずは、間違えた問題は、必ず
をしておきましょう。チェックをしたりしなかったり、調べたり質問をして正解になった問題にチェックをしなかったり、そういった適当なことをしていては、い

つまでたっても、自分の状態を知ることはできません。自分の状態を知らずに、ただ勉強時間をかけても結果は出ないのです。必ず、間違えた問題、わからなかった問題にはチェック
できない問題を徹底的に繰り返すことで必ず「できる」

答えを知ることが大切なのではなく、答えを自分で考えて導き出す力を身につけることが大切！ 
問題を解いて、とにかく○がつけばいい、と思っている人がいます。ひどい場合は、○がつかないとイヤとさえ思っている人もいます。問題を解いて、○がつくことが素晴らしいこと

うか？そんなことはありません。間違えた問題を出来るようにすること
が勉強であるなら、○がつくことよりも、×がつくことの方がよっぽど自分のためになるはずです。○をとにかく求める人は、わからない問題があるとすぐに答えを写したり、先生に

ましょう。やり方が違うのか、ミ
そして、それでもどうしてもわからな

すぐに席をたって、何度も質問をしに

合計 

は、必ずこの指⺬通りに進めます

ただ「解く」だけでは絶対に力はつきません。解く作業には何の意味もないのです。大切なのは、解いて、解けなかった問題を洗い出し、その解けなかった問題を解けるようにするこ
解いたらすぐ

間違えた問題は、必ず
をしておきましょう。チェックをしたりしなかったり、調べたり質問をして正解になった問題にチェックをしなかったり、そういった適当なことをしていては、い

つまでたっても、自分の状態を知ることはできません。自分の状態を知らずに、ただ勉強時間をかけても結果は出ないのです。必ず、間違えた問題、わからなかった問題にはチェック
できない問題を徹底的に繰り返すことで必ず「できる」

問題を解いて、とにかく○がつけばいい、と思っている人がいます。ひどい場合は、○がつかないとイヤとさえ思っている人もいます。問題を解いて、○がつくことが素晴らしいこと
うか？そんなことはありません。間違えた問題を出来るようにすること

が勉強であるなら、○がつくことよりも、×がつくことの方がよっぽど自分のためになるはずです。○をとにかく求める人は、わからない問題があるとすぐに答えを写したり、先生に
やり方が違うのか、ミ

そして、それでもどうしてもわからな
すぐに席をたって、何度も質問をしに

点 

点 

 

は、必ずこの指⺬通りに進めます 



テスタイ
★定期テスト３日前の時点で
★「普段の授業でやっていること」がそもそも終わっていない生徒は、以下の内容に加えて上記内容を進めていくこと。（※普段からやり残しがないようにする！）

 

■フェーズ１■
定期テストまで残り
２０日前（
までに完了
 
★は普段の授業でやっている内
容なので普通に予習を進めてい
ればすぐに終わるはず

■フェーズ２■
定期テストまで残り
１０日前（
までに完了

■フェーズ３■
定期テストまで残り
３日前（
までに完了

※英ベーシックの「実戦問題」「単元対策テスト」
※各生徒の目標に合わせて
 

テスタイ 
★定期テスト３日前の時点で
★「普段の授業でやっていること」がそもそも終わっていない生徒は、以下の内容に加えて上記内容を進めていくこと。（※普段からやり残しがないようにする！）

■フェーズ１■ 
定期テストまで残り 
２０日前（  ／  
までに完了 

★は普段の授業でやっている内
容なので普通に予習を進めてい
ればすぐに終わるはずです。

■フェーズ２■ 
定期テストまで残り 
１０日前（  ／  
までに完了 

■フェーズ３■ 
定期テストまで残り 
３日前（  ／  
までに完了 

※英ベーシックの「実戦問題」「単元対策テスト」
※各生徒の目標に合わせて

（ここまで読んだら名前を書く）

 各フェーズ学習内容
★定期テスト３日前の時点で期限までに各フェーズ
★「普段の授業でやっていること」がそもそも終わっていない生徒は、以下の内容に加えて上記内容を進めていくこと。（※普段からやり残しがないようにする！）

英語

  ） 

★は普段の授業でやっている内
容なので普通に予習を進めてい

です。 

★□英単語テスト１回目
★□学校ワーク１回目
★□ベーシック１回目（チェ
ックテスト合格済）
★□ライズ試験範囲１回目
□ベーシック
ワーク」「完トレ文法編」「練
習問題」 

  ） 

□学校ワーク２回
クコピー書き込みせず・間違
えた問題はワークコピーへ
チェック） 
□英単語テスト（２回目）

  ） 

□学校の試験範囲表の課題
□学校ワーク３回
で間違えた問題
□英単語テスト
□ベーシック「まとめと練
習」「実践問題」「単元対策テ
スト」（※試験範囲分のみ）
□ライズ試験範囲復習（※内
容は掲⺬確認）
□発展問題プリント

※英ベーシックの「実戦問題」「単元対策テスト」
※各生徒の目標に合わせて個別にプリントを渡しますので先生に相

読みましたサイン
（ここまで読んだら名前を書く）

各フェーズ学習内容
期限までに各フェーズの内容が完了していること！（残り３日間は４科目のテスト勉強

★「普段の授業でやっていること」がそもそも終わっていない生徒は、以下の内容に加えて上記内容を進めていくこと。（※普段からやり残しがないようにする！）

英語 
□英単語テスト１回目 
□学校ワーク１回目 
□ベーシック１回目（チェ

ックテスト合格済） 
□ライズ試験範囲１回目 

□ベーシック 2 回目「基本
「完トレ文法編」「練

★
★
ックテスト合格済）
★
□ベーシック
題」「練習問題①②③」

□学校ワーク２回目（※ワー
クコピー書き込みせず・間違
えた問題はワークコピーへ

 
□英単語テスト（２回目） 

□学校ワーク２回
クコピー書き込みせず・間違
えた問題はワークコピーへ
チェック）

□学校の試験範囲表の課題 
□学校ワーク３回目（２回目
で間違えた問題・書き込み） 
□英単語テスト（３回目） 
□ベーシック「まとめと練
習」「実践問題」「単元対策テ
スト」（※試験範囲分のみ） 

□学校の試験範囲表の課題
□学校ワーク３回
で間違えた問題
□ベーシック
題」
験範囲

□ライズ試験範囲復習（※内
容は掲⺬確認） 
□発展問題プリント 

□ライズ試験範囲復習（※内
容は掲⺬確認）
□発展問題プリント

※英ベーシックの「実戦問題」「単元対策テスト」はエデュプラスの解説動画がありません。授業内で
個別にプリントを渡しますので先生に相

読みましたサイン 
（ここまで読んだら名前を書く） 

各フェーズ学習内容 ★シールが貼れたものは、赤ペンで□にチェックをしましょう！
の内容が完了していること！（残り３日間は４科目のテスト勉強

★「普段の授業でやっていること」がそもそも終わっていない生徒は、以下の内容に加えて上記内容を進めていくこと。（※普段からやり残しがないようにする！）

数学 
★□学校ワーク１回目
★□ベーシック１回目（チェ
ックテスト合格済）
★□ライズ試験範囲１回目
□ベーシック２回目「練習問
題」「練習問題①②③」

□学校ワーク２回目（※ワー
クコピー書き込みせず・間違
えた問題はワークコピーへ
チェック） 

□学校の試験範囲表の課題
□学校ワーク３回目（
で間違えた問題・書き込み
□ベーシック「実力アップ問
題」「単元対策テスト
験範囲分のみ） 

□ライズ試験範囲復習（※内
容は掲⺬確認） 
□発展問題プリント

はエデュプラスの解説動画がありません。授業内で
個別にプリントを渡しますので先生に相談をしてください。※各科目で学校ワークがない場合は別途課題を準備します。

★シールが貼れたものは、赤ペンで□にチェックをしましょう！
の内容が完了していること！（残り３日間は４科目のテスト勉強

★「普段の授業でやっていること」がそもそも終わっていない生徒は、以下の内容に加えて上記内容を進めていくこと。（※普段からやり残しがないようにする！）

 
□学校ワーク１回目 
□ベーシック１回目（チェ

ックテスト合格済） 
□ライズ試験範囲１回目 

２回目「練習問
題」「練習問題①②③」 

★□ベーシック１回目（ポイ
ントチェックテスト合格済）
★□学校ワーク１回
定試験範囲まで・ベーシック
をやってから解くこと）

目（※ワー
クコピー書き込みせず・間違
えた問題はワークコピーへ

□学校ワーク２回
クコピー書き込みせず）
□ベーシック２回目（ポイン
トチェックページ）

□学校の試験範囲表の課題 
目（2 回目

・書き込み） 
「実力アップ問

「単元対策テスト」（※試

□学校の試験範囲表の課題
□学校ワーク３回
で間違えた問題
□ベーシック２回
トチェックページ以外）

□ライズ試験範囲復習（※内

□発展問題プリント 

□発展問題プリント

はエデュプラスの解説動画がありません。授業内で
談をしてください。※各科目で学校ワークがない場合は別途課題を準備します。

★シールが貼れたものは、赤ペンで□にチェックをしましょう！
の内容が完了していること！（残り３日間は４科目のテスト勉強

★「普段の授業でやっていること」がそもそも終わっていない生徒は、以下の内容に加えて上記内容を進めていくこと。（※普段からやり残しがないようにする！）

理科 
□ベーシック１回目（ポイ

ントチェックテスト合格済）
□学校ワーク１回目（※想

定試験範囲まで・ベーシック
をやってから解くこと） 

□学校ワーク２回目（※ワー
クコピー書き込みせず） 
□ベーシック２回目（ポイン
トチェックページ） 

□学校の試験範囲表の課題 
□学校ワーク３回目（2 回目
で間違えた問題・書き込み）
□ベーシック２回目（ポイン
トチェックページ以外） 

□発展問題プリント 

はエデュプラスの解説動画がありません。授業内で先生に説明をしてもらってください。
談をしてください。※各科目で学校ワークがない場合は別途課題を準備します。

★シールが貼れたものは、赤ペンで□にチェックをしましょう！
の内容が完了していること！（残り３日間は４科目のテスト勉強等にあてる）

★「普段の授業でやっていること」がそもそも終わっていない生徒は、以下の内容に加えて上記内容を進めていくこと。（※普段からやり残しがないようにする！）

社会
□ベーシック１回目（ポイ

ントチェックテスト合格済） 
（※想

定試験範囲まで・ベーシック

★□ベーシック１回目（ポイ
ントチェックテスト合格済）
★□学校ワーク１回
定試験範囲まで・ベーシック
をやってから解くこと）

目（※ワー

□ベーシック２回目（ポイン

□学校ワーク２回
クコピー書き込みせず）
□ベーシック２回目（ポイン
トチェックページ）

 
目
） 

目（ポイン

□学校の試験範囲表の課題
□学校ワーク３回
で間違えた問題
□ベーシック２回
トチェックページ以外）

□発展問題プリント

先生に説明をしてもらってください。
談をしてください。※各科目で学校ワークがない場合は別途課題を準備します。

 

★シールが貼れたものは、赤ペンで□にチェックをしましょう！
にあてる） 

★「普段の授業でやっていること」がそもそも終わっていない生徒は、以下の内容に加えて上記内容を進めていくこと。（※普段からやり残しがないようにする！）

社会 
□ベーシック１回目（ポイ

ントチェックテスト合格済） 
□学校ワーク１回目（※想

定試験範囲まで・ベーシック
をやってから解くこと） 

★□漢字テスト１回目
★□ベーシック１回目
★□学校ワーク１回
定試験範囲まで・ベーシック
をやってから解くこと）

□学校ワーク２回目（※ワー
クコピー書き込みせず） 
□ベーシック２回目（ポイン
トチェックページ） 

□学校ワーク２回
クコピー書き込み）
□ベーシック２回

□学校の試験範囲表の課題 
□学校ワーク３回目（2 回目
で間違えた問題・書き込み） 
□ベーシック２回目（ポイン
トチェックページ以外） 

□学校の試験範囲表の課題
□漢字テスト２回目
（□個別

□発展問題プリント □発展問題プリント

先生に説明をしてもらってください。 
談をしてください。※各科目で学校ワークがない場合は別途課題を準備します。 

は、必ずこの指⺬通りに進めます

★シールが貼れたものは、赤ペンで□にチェックをしましょう！

★「普段の授業でやっていること」がそもそも終わっていない生徒は、以下の内容に加えて上記内容を進めていくこと。（※普段からやり残しがないようにする！）

国語 
□漢字テスト１回目
□ベーシック１回目
□学校ワーク１回目（※想

定試験範囲まで・ベーシック
をやってから解くこと）

□学校ワーク２回目（※ワー
クコピー書き込み） 
□ベーシック２回目 

□学校の試験範囲表の課題
□漢字テスト２回目 

□個別対策プリント

□発展問題プリント 

は、必ずこの指⺬通りに進めます

★シールが貼れたものは、赤ペンで□にチェックをしましょう！ 

★「普段の授業でやっていること」がそもそも終わっていない生徒は、以下の内容に加えて上記内容を進めていくこと。（※普段からやり残しがないようにする！） 

□漢字テスト１回目 
□ベーシック１回目 

目（※想
定試験範囲まで・ベーシック
をやってから解くこと） 

目（※ワー
 
 

□学校の試験範囲表の課題 
 

プリント） 

 

は、必ずこの指⺬通りに進めます 



テスタイ
 
【１
 
●学校ワーク
① 学校ワークの

② 学校

③ １問解くのに、３分以上考え込まない。

④ １ページ終えるごと

⑤ １ページごとに間違えた問題について

〇をつけ、

⑥ １ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

⑦ わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

すること。

 

※学校ワークは、ベーシック（
 

 

 

 

 
 
 
 

テスタイ 
【１】学校ワーク

学校ワーク１回目
学校ワークの１回

学校ワークを解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

１問解くのに、３分以上考え込まない。

１ページ終えるごと

１ページごとに間違えた問題について

〇をつけ、また間違えていたら、

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

すること。 

学校ワークは、ベーシック（

（ここまで読んだら名前を書く）

 勉強の仕方
ーク（※テスタイが始まる前

目（※普段の授業で進める）
１回目をワークに書き込みでやる。

ワークを解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

１問解くのに、３分以上考え込まない。

１ページ終えるごとに、必ず答え合わせを実施すること。

１ページごとに間違えた問題について

また間違えていたら、ここで初めて赤で答えを書き、

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

学校ワークは、ベーシック（

読みましたサイン
（ここまで読んだら名前を書く）

勉強の仕方 

（※テスタイが始まる前の段階で、学校や塾の授業進度に合わせて、

（※普段の授業で進める）
クに書き込みでやる。※必ずベーシック（エデュプラス）を解いた後に

ワークを解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

１問解くのに、３分以上考え込まない。およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める

に、必ず答え合わせを実施すること。

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

ここで初めて赤で答えを書き、

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

学校ワークは、ベーシック（エデュプラス

読みましたサイン 
（ここまで読んだら名前を書く） 

の段階で、学校や塾の授業進度に合わせて、

（※普段の授業で進める） 

※必ずベーシック（エデュプラス）を解いた後に

ワークを解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める

に、必ず答え合わせを実施すること。赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけ

、やり直しをすること。正しい答えを

ここで初めて赤で答えを書き、解説をしっかり読んで理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について、模範解答を

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

エデュプラス）で進んだ範囲まで同時に進めていくこと！

の段階で、学校や塾の授業進度に合わせて、以下のやり方通りに

※必ずベーシック（エデュプラス）を解いた後に

ワークを解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけ

、やり直しをすること。正しい答えを赤で書く前に、もう一度考え、

解説をしっかり読んで理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

、模範解答を手で隠し、解ける

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

）で進んだ範囲まで同時に進めていくこと！

以下のやり方通りにワークを進めていきます。ただやるだけではダメです）

※必ずベーシック（エデュプラス）を解いた後に

ワークを解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけ

書く前に、もう一度考え、

解説をしっかり読んで理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

手で隠し、解けるかどうか確認をすること。

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

）で進んだ範囲まで同時に進めていくこと！

ワークを進めていきます。ただやるだけではダメです）

※必ずベーシック（エデュプラス）を解いた後にセットで学校

ワークを解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。 

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

解説をしっかり読んで理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

確認をすること。 

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、ワークに付箋を貼って、授業内で

）で進んだ範囲まで同時に進めていくこと！

 

ワークを進めていきます。ただやるだけではダメです）

セットで学校ワークを進めること。

ワークを解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。 

が、いきなり正しい答えを書かないこと。

解いたら答え合わせを行い、

解説をしっかり読んで理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

 

ワークに付箋を貼って、授業内で

）で進んだ範囲まで同時に進めていくこと！

は、必ずこの指⺬通りに進めます

ワークを進めていきます。ただやるだけではダメです） 

ワークを進めること。 

が、いきなり正しい答えを書かないこと。 

解いたら答え合わせを行い、あっていたら

解説をしっかり読んで理解すること。覚えるべき問題は覚えること。 

ワークに付箋を貼って、授業内で必ず質問を

）で進んだ範囲まで同時に進めていくこと！ 

は、必ずこの指⺬通りに進めます

 

 

あっていたら

必ず質問を

は、必ずこの指⺬通りに進めます 



●学校ワーク
（※学校ワークコピーをもらってください。

① 学校ワークの２

② 問題を

③ １問解くのに、３分以上考え込まない。

④ １ページ終えるごと

⑤ １ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

〇をつけ、

⑥ １ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

⑦ わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

⑧ 終わったら先生に見せて、

 
 
●学校ワーク
（※学校ワークコピーに書き込みでやる）

① 学校ワークの

② 以下、

③ 終わったら先生に見せて、
 
 
 
 
 
 
 
 

 

学校ワーク２回目
学校ワークコピーをもらってください。

学校ワークの２回

問題を解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

１問解くのに、３分以上考え込まない。

１ページ終えるごと

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

〇をつけ、また間違えていたら、

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

終わったら先生に見せて、

学校ワーク３回目
学校ワークコピーに書き込みでやる）

学校ワークの３回

以下、２回目の②∼⑦

終わったら先生に見せて、

 

（ここまで読んだら名前を書く）

目 英数理社国：フェーズ２

学校ワークコピーをもらってください。

回目を、ワークコピーを使ってＢ５コピー用紙

解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

１問解くのに、３分以上考え込まない。

１ページ終えるごとに、必ず答え合わせを実施すること。

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

また間違えていたら、ここで初めて赤で答えを書き、

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

終わったら先生に見せて、「テスタイ進捗管理表

目 英数理社：フェーズ３

学校ワークコピーに書き込みでやる） 

回目を、２回目で間違えた問題のみ、

目の②∼⑦の手順通りに進める。

終わったら先生に見せて、「テスタイ進捗管理表」にシールを貼ること。

読みましたサイン
（ここまで読んだら名前を書く）

英数理社国：フェーズ２ 

学校ワークコピーをもらってください。ワークコピーへの書き込みは禁止）

目を、ワークコピーを使ってＢ５コピー用紙

解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

１問解くのに、３分以上考え込まない。およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

に、必ず答え合わせを実施すること。

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

ここで初めて赤で答えを書き、

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

テスタイ進捗管理表」

：フェーズ３ テストなし

 

目で間違えた問題のみ、

の手順通りに進める。 

「テスタイ進捗管理表」にシールを貼ること。

読みましたサイン 
（ここまで読んだら名前を書く） 

 テストなし 

書き込みは禁止） 

目を、ワークコピーを使ってＢ５コピー用紙を教室でもらって

解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

に、必ず答え合わせを実施すること。赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

ここで初めて赤で答えを書き、解説をしっかり読んで理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について、模範解答を

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

」にシールを貼ること。

テストなし 

目で間違えた問題のみ、ワークコピーに書き込みでやる。

「テスタイ進捗管理表」にシールを貼ること。

 

を教室でもらってやる。

解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを赤で書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

解説をしっかり読んで理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

、模範解答を手で隠し、解ける

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

貼ること。 

クコピーに書き込みでやる。

「テスタイ進捗管理表」にシールを貼ること。 

やる。（全範囲）ワ

解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

解説をしっかり読んで理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

手で隠し、解けるかどうか確認をすること。

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

クコピーに書き込みでやる。 

ワークコピーには書き込まない。

解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。 

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

解説をしっかり読んで理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

かどうか確認をすること。 

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、授業内で

 

ークコピーには書き込まない。 

解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。 

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

解説をしっかり読んで理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

 

授業内で必ず質問をすること。

は、必ずこの指⺬通りに進めます

 

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。 

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、あっていたら

解説をしっかり読んで理解すること。覚えるべき問題は覚えること。 

必ず質問をすること。 

は、必ずこの指⺬通りに進めます

 

あっていたら

は、必ずこの指⺬通りに進めます 



【２
 
●英単語テスト
① 指定範囲の英単語（単語のワーク）を１枚分暗記する。

② 単語を５個（または３∼４個）ずつ、「日本語１回・英語５回」を１セット、ノートやいらない紙に書いて練習する。

③ 各１セット書いたら、何も見ないでその５個の単語が書けるか自分でテストをする。５個全部書けたら、次の単語５個（または３∼４個）に進む。

④ テストをして間違えてしまった単語があったら、間違えた単語について「日本語１回・英語５回」の１セットをさらに練習する。練習し終わったら、間違

えなかった単語も含め、再びテストをする。つまり、５個（または３∼４個）が完璧になるまでひたすら練習を繰り返す。

⑤ これを繰り返して、全ての間違えた単語の練習・テストが終わったら、もう１度、最初からあっていた単語も含め全ての単語をテストして完璧

たら終了。
 
●英単語テスト
① 英単語テストの２回

② １枚分の英単語テスト

２問間違いまでで合格、追試は全問正解）

※２回目のテストは１回目と同じ（普段の英単語テスト）、３回目のテストはフォレスタ英単語テストを実施

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【２】英単語暗記

●英単語テスト１回
指定範囲の英単語（単語のワーク）を１枚分暗記する。

単語を５個（または３∼４個）ずつ、「日本語１回・英語５回」を１セット、ノートやいらない紙に書いて練習する。

各１セット書いたら、何も見ないでその５個の単語が書けるか自分でテストをする。５個全部書けたら、次の単語５個（または３∼４個）に進む。

テストをして間違えてしまった単語があったら、間違えた単語について「日本語１回・英語５回」の１セットをさらに練習する。練習し終わったら、間違

えなかった単語も含め、再びテストをする。つまり、５個（または３∼４個）が完璧になるまでひたすら練習を繰り返す。

これを繰り返して、全ての間違えた単語の練習・テストが終わったら、もう１度、最初からあっていた単語も含め全ての単語をテストして完璧

たら終了。 

●英単語テスト２回
英単語テストの２回

１枚分の英単語テスト

２問間違いまでで合格、追試は全問正解）

※２回目のテストは１回目と同じ（普段の英単語テスト）、３回目のテストはフォレスタ英単語テストを実施

（ここまで読んだら名前を書く）

英単語暗記 

１回目 ※普段の授業で進める
指定範囲の英単語（単語のワーク）を１枚分暗記する。

単語を５個（または３∼４個）ずつ、「日本語１回・英語５回」を１セット、ノートやいらない紙に書いて練習する。

各１セット書いたら、何も見ないでその５個の単語が書けるか自分でテストをする。５個全部書けたら、次の単語５個（または３∼４個）に進む。

テストをして間違えてしまった単語があったら、間違えた単語について「日本語１回・英語５回」の１セットをさらに練習する。練習し終わったら、間違

えなかった単語も含め、再びテストをする。つまり、５個（または３∼４個）が完璧になるまでひたすら練習を繰り返す。

これを繰り返して、全ての間違えた単語の練習・テストが終わったら、もう１度、最初からあっていた単語も含め全ての単語をテストして完璧

２回目 フェーズ１

英単語テストの２回目を、１回目の①∼⑤の手順通りに

１枚分の英単語テストの英単語を全て覚えたら、先生からテストをもらってテスト

２問間違いまでで合格、追試は全問正解）

※２回目のテストは１回目と同じ（普段の英単語テスト）、３回目のテストはフォレスタ英単語テストを実施

読みましたサイン
（ここまで読んだら名前を書く）

※普段の授業で進める
指定範囲の英単語（単語のワーク）を１枚分暗記する。

単語を５個（または３∼４個）ずつ、「日本語１回・英語５回」を１セット、ノートやいらない紙に書いて練習する。

各１セット書いたら、何も見ないでその５個の単語が書けるか自分でテストをする。５個全部書けたら、次の単語５個（または３∼４個）に進む。

テストをして間違えてしまった単語があったら、間違えた単語について「日本語１回・英語５回」の１セットをさらに練習する。練習し終わったら、間違

えなかった単語も含め、再びテストをする。つまり、５個（または３∼４個）が完璧になるまでひたすら練習を繰り返す。

これを繰り返して、全ての間違えた単語の練習・テストが終わったら、もう１度、最初からあっていた単語も含め全ての単語をテストして完璧

フェーズ１ テストあり

目の①∼⑤の手順通りに

の英単語を全て覚えたら、先生からテストをもらってテスト

２問間違いまでで合格、追試は全問正解） 

※２回目のテストは１回目と同じ（普段の英単語テスト）、３回目のテストはフォレスタ英単語テストを実施

読みましたサイン 
（ここまで読んだら名前を書く） 

※普段の授業で進める・授業内で合格できるよう勉強をする・不合格になったら速やかに追試を受ける
指定範囲の英単語（単語のワーク）を１枚分暗記する。 

単語を５個（または３∼４個）ずつ、「日本語１回・英語５回」を１セット、ノートやいらない紙に書いて練習する。

各１セット書いたら、何も見ないでその５個の単語が書けるか自分でテストをする。５個全部書けたら、次の単語５個（または３∼４個）に進む。

テストをして間違えてしまった単語があったら、間違えた単語について「日本語１回・英語５回」の１セットをさらに練習する。練習し終わったら、間違

えなかった単語も含め、再びテストをする。つまり、５個（または３∼４個）が完璧になるまでひたすら練習を繰り返す。

これを繰り返して、全ての間違えた単語の練習・テストが終わったら、もう１度、最初からあっていた単語も含め全ての単語をテストして完璧

テストあり ●英単語テスト３回
目の①∼⑤の手順通りに復習をする。

の英単語を全て覚えたら、先生からテストをもらってテスト

※２回目のテストは１回目と同じ（普段の英単語テスト）、３回目のテストはフォレスタ英単語テストを実施

・授業内で合格できるよう勉強をする・不合格になったら速やかに追試を受ける

単語を５個（または３∼４個）ずつ、「日本語１回・英語５回」を１セット、ノートやいらない紙に書いて練習する。

各１セット書いたら、何も見ないでその５個の単語が書けるか自分でテストをする。５個全部書けたら、次の単語５個（または３∼４個）に進む。

テストをして間違えてしまった単語があったら、間違えた単語について「日本語１回・英語５回」の１セットをさらに練習する。練習し終わったら、間違

えなかった単語も含め、再びテストをする。つまり、５個（または３∼４個）が完璧になるまでひたすら練習を繰り返す。

これを繰り返して、全ての間違えた単語の練習・テストが終わったら、もう１度、最初からあっていた単語も含め全ての単語をテストして完璧

●英単語テスト３回目 フェーズ３

復習をする。 

の英単語を全て覚えたら、先生からテストをもらってテスト

※２回目のテストは１回目と同じ（普段の英単語テスト）、３回目のテストはフォレスタ英単語テストを実施

・授業内で合格できるよう勉強をする・不合格になったら速やかに追試を受ける

単語を５個（または３∼４個）ずつ、「日本語１回・英語５回」を１セット、ノートやいらない紙に書いて練習する。

各１セット書いたら、何も見ないでその５個の単語が書けるか自分でテストをする。５個全部書けたら、次の単語５個（または３∼４個）に進む。

テストをして間違えてしまった単語があったら、間違えた単語について「日本語１回・英語５回」の１セットをさらに練習する。練習し終わったら、間違

えなかった単語も含め、再びテストをする。つまり、５個（または３∼４個）が完璧になるまでひたすら練習を繰り返す。

これを繰り返して、全ての間違えた単語の練習・テストが終わったら、もう１度、最初からあっていた単語も含め全ての単語をテストして完璧

フェーズ３ テストあり

の英単語を全て覚えたら、先生からテストをもらってテストを受け、合格したら

※２回目のテストは１回目と同じ（普段の英単語テスト）、３回目のテストはフォレスタ英単語テストを実施

・授業内で合格できるよう勉強をする・不合格になったら速やかに追試を受ける

単語を５個（または３∼４個）ずつ、「日本語１回・英語５回」を１セット、ノートやいらない紙に書いて練習する。

各１セット書いたら、何も見ないでその５個の単語が書けるか自分でテストをする。５個全部書けたら、次の単語５個（または３∼４個）に進む。

テストをして間違えてしまった単語があったら、間違えた単語について「日本語１回・英語５回」の１セットをさらに練習する。練習し終わったら、間違

えなかった単語も含め、再びテストをする。つまり、５個（または３∼４個）が完璧になるまでひたすら練習を繰り返す。

これを繰り返して、全ての間違えた単語の練習・テストが終わったら、もう１度、最初からあっていた単語も含め全ての単語をテストして完璧

テストあり 

合格したら「テスタイ進捗管理表」にシールを

※２回目のテストは１回目と同じ（普段の英単語テスト）、３回目のテストはフォレスタ英単語テストを実施 

 

・授業内で合格できるよう勉強をする・不合格になったら速やかに追試を受ける

単語を５個（または３∼４個）ずつ、「日本語１回・英語５回」を１セット、ノートやいらない紙に書いて練習する。 

各１セット書いたら、何も見ないでその５個の単語が書けるか自分でテストをする。５個全部書けたら、次の単語５個（または３∼４個）に進む。

テストをして間違えてしまった単語があったら、間違えた単語について「日本語１回・英語５回」の１セットをさらに練習する。練習し終わったら、間違

えなかった単語も含め、再びテストをする。つまり、５個（または３∼４個）が完璧になるまでひたすら練習を繰り返す。 

これを繰り返して、全ての間違えた単語の練習・テストが終わったら、もう１度、最初からあっていた単語も含め全ての単語をテストして完璧

「テスタイ進捗管理表」にシールを

は、必ずこの指⺬通りに進めます

・授業内で合格できるよう勉強をする・不合格になったら速やかに追試を受ける 

各１セット書いたら、何も見ないでその５個の単語が書けるか自分でテストをする。５個全部書けたら、次の単語５個（または３∼４個）に進む。

テストをして間違えてしまった単語があったら、間違えた単語について「日本語１回・英語５回」の１セットをさらに練習する。練習し終わったら、間違

これを繰り返して、全ての間違えた単語の練習・テストが終わったら、もう１度、最初からあっていた単語も含め全ての単語をテストして完璧になってい

「テスタイ進捗管理表」にシールを貼ること

は、必ずこの指⺬通りに進めます

 

各１セット書いたら、何も見ないでその５個の単語が書けるか自分でテストをする。５個全部書けたら、次の単語５個（または３∼４個）に進む。 

テストをして間違えてしまった単語があったら、間違えた単語について「日本語１回・英語５回」の１セットをさらに練習する。練習し終わったら、間違

になってい

こと。（各

は、必ずこの指⺬通りに進めます 



【３
 
●英数ベーシック２回
① ベーシック

② ベーシック

③ １問解くのに、３分以上考え込まない。

④ １ページ終えるごと

⑤ １ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

〇をつけ、

⑥ １ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

⑦ わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

問をすること。

⑧ 終わったら、

 
※英ベーシックの「実戦問題」「単元対策テスト」はエデュプラスの解説動画がありません。授業内で先生に説明をしてもらってください。
 

※エデュプラスは必ず最後
 
 
【４
 

※やり方は個別に指⺬を受けてください。
 
 
 
 

 

【３】ベーシック

●英数ベーシック２回
ベーシックの指定範囲の２回

ベーシックを解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

１問解くのに、３分以上考え込まない。

１ページ終えるごと

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

〇をつけ、また間違えていたら、

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

問をすること。 

終わったら、B5 コピー用紙を先生に提出をして、

※英ベーシックの「実戦問題」「単元対策テスト」はエデュプラスの解説動画がありません。授業内で先生に説明をしてもらってください。

※エデュプラスは必ず最後

【４】英作文プリント

※やり方は個別に指⺬を受けてください。

 

（ここまで読んだら名前を書く）

】ベーシック 

●英数ベーシック２回目 英数国

指定範囲の２回目を、Ｂ５コピー用紙を教室でもらってやる。

を解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

１問解くのに、３分以上考え込まない。

１ページ終えるごとに、必ず答え合わせを実施すること。

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

また間違えていたら、ここで初めて赤で答えを書き、

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

コピー用紙を先生に提出をして、

※英ベーシックの「実戦問題」「単元対策テスト」はエデュプラスの解説動画がありません。授業内で先生に説明をしてもらってください。

※エデュプラスは必ず最後

プリント 

※やり方は個別に指⺬を受けてください。

読みましたサイン
（ここまで読んだら名前を書く）

国：フェーズ２ 

目を、Ｂ５コピー用紙を教室でもらってやる。

を解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

１問解くのに、３分以上考え込まない。およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

に、必ず答え合わせを実施すること。

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

ここで初めて赤で答えを書き、

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

コピー用紙を先生に提出をして、「テスタイ進捗管理表」にシールを

※英ベーシックの「実戦問題」「単元対策テスト」はエデュプラスの解説動画がありません。授業内で先生に説明をしてもらってください。

※エデュプラスは必ず最後の理解度まで入力をすること。

※やり方は個別に指⺬を受けてください。 

読みましたサイン 
（ここまで読んだら名前を書く） 

 テストなし ●理社国ベーシック２回
目を、Ｂ５コピー用紙を教室でもらってやる。

を解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

に、必ず答え合わせを実施すること。赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

ここで初めて赤で答えを書き、エデュプラスで解説をしっかり見て

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について、模範解答を

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

「テスタイ進捗管理表」にシールを

※英ベーシックの「実戦問題」「単元対策テスト」はエデュプラスの解説動画がありません。授業内で先生に説明をしてもらってください。

理解度まで入力をすること。

●理社国ベーシック２回
目を、Ｂ５コピー用紙を教室でもらってやる。間違えた問題について

を解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを赤で書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

エデュプラスで解説をしっかり見て

、模範解答を手で隠し、解ける

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

「テスタイ進捗管理表」にシールを

※英ベーシックの「実戦問題」「単元対策テスト」はエデュプラスの解説動画がありません。授業内で先生に説明をしてもらってください。

理解度まで入力をすること。

●理社国ベーシック２回目 

間違えた問題については

を解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

エデュプラスで解説をしっかり見て

手で隠し、解けるかどうか確認をすること。

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、

「テスタイ進捗管理表」にシールを貼ること。 

※英ベーシックの「実戦問題」「単元対策テスト」はエデュプラスの解説動画がありません。授業内で先生に説明をしてもらってください。

理解度まで入力をすること。 

 理社：フェーズ

は、テキストの問題番号に×をつ

を解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。 

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

エデュプラスで解説をしっかり見て理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

かどうか確認をすること。 

わからない問題をやり残したままにしないこと。どれだけ解説を読んで考えてもわからない、という場合は、ベーシックに付箋を貼って、授業内で

※英ベーシックの「実戦問題」「単元対策テスト」はエデュプラスの解説動画がありません。授業内で先生に説明をしてもらってください。

 

フェーズ２・３ テストなし

問題番号に×をつ

を解くときは、何も見ない、調べない、誰にも質問せずに、解くこと。わからない問題は飛ばしながら解き進める。 

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

 

ベーシックに付箋を貼って、授業内で

※英ベーシックの「実戦問題」「単元対策テスト」はエデュプラスの解説動画がありません。授業内で先生に説明をしてもらってください。

は、必ずこの指⺬通りに進めます

テストなし 
問題番号に×をつけること。 

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。 

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、あっていたら

理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

ベーシックに付箋を貼って、授業内で必ず質

※英ベーシックの「実戦問題」「単元対策テスト」はエデュプラスの解説動画がありません。授業内で先生に説明をしてもらってください。 

は、必ずこの指⺬通りに進めます

 

あっていたら

理解すること。覚えるべき問題は覚えること。 

必ず質

は、必ずこの指⺬通りに進めます 



【５】ライズ
 
●英ライズ指定範囲１回
① 要点

② 右ページの要点

③ 紙の解答で答え合わせをしてから、確認問題

④ 要点

⑤ 毎回の授業で最低要点２つ分と確認問題２つ分を進めます。（※理想は３つ分です）

⑥ 教室の時計と、生徒ファイルのライズの進行表に書いてある視聴時間を見て、次の要点を見る時間があるかどうか確認をします。（※要点を見ている途中

でチャイムが鳴らないように注意）

⑦ 時間があることを確認したら、次の要点を見ます。

⑧ 時間があったら、見た要点に対応した確認問題をノートに解きます。（※途中でチャイムが鳴ったら続きは家で次回の授業までに解いて、紙の解答で答え

合わせをしてきます）

⑨ 要点と確認問題を２つ分進めた後、時間がなくて次の要点

経った時点で残り５分の合図のチャイムが鳴ります）
 
●数ライズ指定範囲１回
① 基本例題のツークス（映像解説）を見ます。

② 基本例題の「考え方」と「解答」の部分を見えないように隠してノートに解いて答え合わせをし、間違えた問題はやり直しをします。（※必要であれば（全

然わかっていなかったら）、もう一度、基本例題を見ます）

③ これを繰り返して、１日に４単元分を進めます。

④ 基本例題を見て、隠して解くまでが４単元分終わったら、残り時間は、４つ分の基本例題に対応した確認問題を１つずつノートに解き、紙の解答で答え合

わせをします。（※４０分経った時点で残り５分の合図のチャイムが鳴ります）

⑤ 確認問題の残りは宿題になります。

 

 

【５】ライズ 

●英ライズ指定範囲１回
要点 A のツークス（映像解説）を見ます。

右ページの要点 A

紙の解答で答え合わせをしてから、確認問題

要点 B のツークス（映像解説）を見ます。要点

毎回の授業で最低要点２つ分と確認問題２つ分を進めます。（※理想は３つ分です）

教室の時計と、生徒ファイルのライズの進行表に書いてある視聴時間を見て、次の要点を見る時間があるかどうか確認をします。（※要点を見ている途中

でチャイムが鳴らないように注意）

時間があることを確認したら、次の要点を見ます。

時間があったら、見た要点に対応した確認問題をノートに解きます。（※途中でチャイムが鳴ったら続きは家で次回の授業までに解いて、紙の解答で答え

合わせをしてきます）

要点と確認問題を２つ分進めた後、時間がなくて次の要点

経った時点で残り５分の合図のチャイムが鳴ります）

ライズ指定範囲１回
基本例題のツークス（映像解説）を見ます。

基本例題の「考え方」と「解答」の部分を見えないように隠してノートに解いて答え合わせをし、間違えた問題はやり直しをします。（※必要であれば（全

然わかっていなかったら）、もう一度、基本例題を見ます）

これを繰り返して、１日に４単元分を進めます。

基本例題を見て、隠して解くまでが４単元分終わったら、残り時間は、４つ分の基本例題に対応した確認問題を１つずつノートに解き、紙の解答で答え合

わせをします。（※４０分経った時点で残り５分の合図のチャイムが鳴ります）

確認問題の残りは宿題になります。

（ここまで読んだら名前を書く）

●英ライズ指定範囲１回目 普段の授業での進め方
のツークス（映像解説）を見ます。

A に対応した確認問題

紙の解答で答え合わせをしてから、確認問題

のツークス（映像解説）を見ます。要点

毎回の授業で最低要点２つ分と確認問題２つ分を進めます。（※理想は３つ分です）

教室の時計と、生徒ファイルのライズの進行表に書いてある視聴時間を見て、次の要点を見る時間があるかどうか確認をします。（※要点を見ている途中

でチャイムが鳴らないように注意）

時間があることを確認したら、次の要点を見ます。

時間があったら、見た要点に対応した確認問題をノートに解きます。（※途中でチャイムが鳴ったら続きは家で次回の授業までに解いて、紙の解答で答え

合わせをしてきます） 

要点と確認問題を２つ分進めた後、時間がなくて次の要点

経った時点で残り５分の合図のチャイムが鳴ります）

ライズ指定範囲１回目 普段の授業での進め方
基本例題のツークス（映像解説）を見ます。

基本例題の「考え方」と「解答」の部分を見えないように隠してノートに解いて答え合わせをし、間違えた問題はやり直しをします。（※必要であれば（全

然わかっていなかったら）、もう一度、基本例題を見ます）

これを繰り返して、１日に４単元分を進めます。

基本例題を見て、隠して解くまでが４単元分終わったら、残り時間は、４つ分の基本例題に対応した確認問題を１つずつノートに解き、紙の解答で答え合

わせをします。（※４０分経った時点で残り５分の合図のチャイムが鳴ります）

確認問題の残りは宿題になります。

読みましたサイン
（ここまで読んだら名前を書く）

普段の授業での進め方
のツークス（映像解説）を見ます。 

に対応した確認問題 A をノートに解きます。

紙の解答で答え合わせをしてから、確認問題 A のツークス（映像解説）を見ます。

のツークス（映像解説）を見ます。要点 B

毎回の授業で最低要点２つ分と確認問題２つ分を進めます。（※理想は３つ分です）

教室の時計と、生徒ファイルのライズの進行表に書いてある視聴時間を見て、次の要点を見る時間があるかどうか確認をします。（※要点を見ている途中

でチャイムが鳴らないように注意） 

時間があることを確認したら、次の要点を見ます。

時間があったら、見た要点に対応した確認問題をノートに解きます。（※途中でチャイムが鳴ったら続きは家で次回の授業までに解いて、紙の解答で答え

要点と確認問題を２つ分進めた後、時間がなくて次の要点

経った時点で残り５分の合図のチャイムが鳴ります）

普段の授業での進め方
基本例題のツークス（映像解説）を見ます。 

基本例題の「考え方」と「解答」の部分を見えないように隠してノートに解いて答え合わせをし、間違えた問題はやり直しをします。（※必要であれば（全

然わかっていなかったら）、もう一度、基本例題を見ます）

これを繰り返して、１日に４単元分を進めます。 

基本例題を見て、隠して解くまでが４単元分終わったら、残り時間は、４つ分の基本例題に対応した確認問題を１つずつノートに解き、紙の解答で答え合

わせをします。（※４０分経った時点で残り５分の合図のチャイムが鳴ります）

確認問題の残りは宿題になります。 

読みましたサイン 
（ここまで読んだら名前を書く） 

普段の授業での進め方 

をノートに解きます。 

のツークス（映像解説）を見ます。

B を見終わったら、確認問題

毎回の授業で最低要点２つ分と確認問題２つ分を進めます。（※理想は３つ分です）

教室の時計と、生徒ファイルのライズの進行表に書いてある視聴時間を見て、次の要点を見る時間があるかどうか確認をします。（※要点を見ている途中

時間があることを確認したら、次の要点を見ます。 

時間があったら、見た要点に対応した確認問題をノートに解きます。（※途中でチャイムが鳴ったら続きは家で次回の授業までに解いて、紙の解答で答え

要点と確認問題を２つ分進めた後、時間がなくて次の要点に進めなかった場合、残り時間に何をするかは先生に相談をして決めてもらいます。（※４０分

経った時点で残り５分の合図のチャイムが鳴ります） 

普段の授業での進め方 

基本例題の「考え方」と「解答」の部分を見えないように隠してノートに解いて答え合わせをし、間違えた問題はやり直しをします。（※必要であれば（全

然わかっていなかったら）、もう一度、基本例題を見ます） 

 

基本例題を見て、隠して解くまでが４単元分終わったら、残り時間は、４つ分の基本例題に対応した確認問題を１つずつノートに解き、紙の解答で答え合

わせをします。（※４０分経った時点で残り５分の合図のチャイムが鳴ります）

のツークス（映像解説）を見ます。

を見終わったら、確認問題 B をノートに解き、紙の解答で答え合わせをしてから、ツークスを見ます。

毎回の授業で最低要点２つ分と確認問題２つ分を進めます。（※理想は３つ分です）

教室の時計と、生徒ファイルのライズの進行表に書いてある視聴時間を見て、次の要点を見る時間があるかどうか確認をします。（※要点を見ている途中

時間があったら、見た要点に対応した確認問題をノートに解きます。（※途中でチャイムが鳴ったら続きは家で次回の授業までに解いて、紙の解答で答え

に進めなかった場合、残り時間に何をするかは先生に相談をして決めてもらいます。（※４０分

基本例題の「考え方」と「解答」の部分を見えないように隠してノートに解いて答え合わせをし、間違えた問題はやり直しをします。（※必要であれば（全

基本例題を見て、隠して解くまでが４単元分終わったら、残り時間は、４つ分の基本例題に対応した確認問題を１つずつノートに解き、紙の解答で答え合

わせをします。（※４０分経った時点で残り５分の合図のチャイムが鳴ります） 

のツークス（映像解説）を見ます。 

をノートに解き、紙の解答で答え合わせをしてから、ツークスを見ます。

毎回の授業で最低要点２つ分と確認問題２つ分を進めます。（※理想は３つ分です） 

教室の時計と、生徒ファイルのライズの進行表に書いてある視聴時間を見て、次の要点を見る時間があるかどうか確認をします。（※要点を見ている途中

時間があったら、見た要点に対応した確認問題をノートに解きます。（※途中でチャイムが鳴ったら続きは家で次回の授業までに解いて、紙の解答で答え

に進めなかった場合、残り時間に何をするかは先生に相談をして決めてもらいます。（※４０分

基本例題の「考え方」と「解答」の部分を見えないように隠してノートに解いて答え合わせをし、間違えた問題はやり直しをします。（※必要であれば（全

基本例題を見て、隠して解くまでが４単元分終わったら、残り時間は、４つ分の基本例題に対応した確認問題を１つずつノートに解き、紙の解答で答え合

をノートに解き、紙の解答で答え合わせをしてから、ツークスを見ます。

教室の時計と、生徒ファイルのライズの進行表に書いてある視聴時間を見て、次の要点を見る時間があるかどうか確認をします。（※要点を見ている途中

時間があったら、見た要点に対応した確認問題をノートに解きます。（※途中でチャイムが鳴ったら続きは家で次回の授業までに解いて、紙の解答で答え

に進めなかった場合、残り時間に何をするかは先生に相談をして決めてもらいます。（※４０分

基本例題の「考え方」と「解答」の部分を見えないように隠してノートに解いて答え合わせをし、間違えた問題はやり直しをします。（※必要であれば（全

基本例題を見て、隠して解くまでが４単元分終わったら、残り時間は、４つ分の基本例題に対応した確認問題を１つずつノートに解き、紙の解答で答え合

 

をノートに解き、紙の解答で答え合わせをしてから、ツークスを見ます。

教室の時計と、生徒ファイルのライズの進行表に書いてある視聴時間を見て、次の要点を見る時間があるかどうか確認をします。（※要点を見ている途中

時間があったら、見た要点に対応した確認問題をノートに解きます。（※途中でチャイムが鳴ったら続きは家で次回の授業までに解いて、紙の解答で答え

に進めなかった場合、残り時間に何をするかは先生に相談をして決めてもらいます。（※４０分

基本例題の「考え方」と「解答」の部分を見えないように隠してノートに解いて答え合わせをし、間違えた問題はやり直しをします。（※必要であれば（全

基本例題を見て、隠して解くまでが４単元分終わったら、残り時間は、４つ分の基本例題に対応した確認問題を１つずつノートに解き、紙の解答で答え合

は、必ずこの指⺬通りに進めます

をノートに解き、紙の解答で答え合わせをしてから、ツークスを見ます。

教室の時計と、生徒ファイルのライズの進行表に書いてある視聴時間を見て、次の要点を見る時間があるかどうか確認をします。（※要点を見ている途中

時間があったら、見た要点に対応した確認問題をノートに解きます。（※途中でチャイムが鳴ったら続きは家で次回の授業までに解いて、紙の解答で答え

に進めなかった場合、残り時間に何をするかは先生に相談をして決めてもらいます。（※４０分

基本例題の「考え方」と「解答」の部分を見えないように隠してノートに解いて答え合わせをし、間違えた問題はやり直しをします。（※必要であれば（全

基本例題を見て、隠して解くまでが４単元分終わったら、残り時間は、４つ分の基本例題に対応した確認問題を１つずつノートに解き、紙の解答で答え合

は、必ずこの指⺬通りに進めます

をノートに解き、紙の解答で答え合わせをしてから、ツークスを見ます。 

教室の時計と、生徒ファイルのライズの進行表に書いてある視聴時間を見て、次の要点を見る時間があるかどうか確認をします。（※要点を見ている途中

時間があったら、見た要点に対応した確認問題をノートに解きます。（※途中でチャイムが鳴ったら続きは家で次回の授業までに解いて、紙の解答で答え

に進めなかった場合、残り時間に何をするかは先生に相談をして決めてもらいます。（※４０分

基本例題の「考え方」と「解答」の部分を見えないように隠してノートに解いて答え合わせをし、間違えた問題はやり直しをします。（※必要であれば（全

基本例題を見て、隠して解くまでが４単元分終わったら、残り時間は、４つ分の基本例題に対応した確認問題を１つずつノートに解き、紙の解答で答え合

は、必ずこの指⺬通りに進めます 



●英数
① 試験範囲の、

問題番号に×をつ

② １問解くのに、３分以上考え込まない。

③ １ページ終えるごと

④ １ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

〇をつけ、

⑤ １ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

⑥ わからな

⑦ 終わったら、
 
●英数ライズ残り
① 試験範囲の、

ついて

② １問解くのに、３分以上考え込まない。

③ １ページ終えるごと

④ １ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

〇をつけ、

⑤ １ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

⑥ わからな

⑦ 終わったら、
 
 

全てのフェーズの学習内容が終わった生徒は、個別にプリントを用意しますので相談をしてください！
 

英数ライズ復習 
試験範囲の、ライズ

問題番号に×をつ

１問解くのに、３分以上考え込まない。

１ページ終えるごと

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

〇をつけ、また間違えていたら、

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

わからない問題をやり残したままにしないこと。わからない問題

終わったら、B5 コピー用紙を先生に提出をして、

●英数ライズ残り 
試験範囲の、ライズ１回

ついては、テキストの

１問解くのに、３分以上考え込まない。

１ページ終えるごと

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

〇をつけ、また間違えていたら、

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

わからない問題をやり残したままにしないこと。わからない問題

終わったら、B5 コピー用紙を先生に提出をして、

全てのフェーズの学習内容が終わった生徒は、個別にプリントを用意しますので相談をしてください！

（ここまで読んだら名前を書く）

 英数：フェーズ３
ライズ１回目（普段の授業で進めた範囲）

問題番号に×をつけること。 

１問解くのに、３分以上考え込まない。

１ページ終えるごとに、紙の答えを使って

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

また間違えていたら、ここで初めて赤で答えを書き、解説をしっかり読んで

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

い問題をやり残したままにしないこと。わからない問題

コピー用紙を先生に提出をして、

 英数：フェーズ３
ライズ１回目（普段の授業で進めた範囲）で飛ばした問題

テキストの問題番号に×をつ

１問解くのに、３分以上考え込まない。

１ページ終えるごとに、紙の答えを使って答え合わせを実施する

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

また間違えていたら、ここで初

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

い問題をやり残したままにしないこと。わからない問題

コピー用紙を先生に提出をして、

全てのフェーズの学習内容が終わった生徒は、個別にプリントを用意しますので相談をしてください！

読みましたサイン
（ここまで読んだら名前を書く）

英数：フェーズ３ テストなし
（普段の授業で進めた範囲）

１問解くのに、３分以上考え込まない。およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

紙の答えを使って答え合わせを実施する

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

ここで初めて赤で答えを書き、解説をしっかり読んで

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

い問題をやり残したままにしないこと。わからない問題

コピー用紙を先生に提出をして、「テスタイ進捗管理表」にシールを

英数：フェーズ３ テストなし
目（普段の授業で進めた範囲）で飛ばした問題

問題番号に×をつけること。

１問解くのに、３分以上考え込まない。およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

紙の答えを使って答え合わせを実施する

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

ここで初めて赤で答えを書き、解説をしっかり読んで

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について

い問題をやり残したままにしないこと。わからない問題

コピー用紙を先生に提出をして、「テスタイ進捗管理表」にシールを

全てのフェーズの学習内容が終わった生徒は、個別にプリントを用意しますので相談をしてください！

読みましたサイン 
（ここまで読んだら名前を書く） 

テストなし 
（普段の授業で進めた範囲）の２回まわり目を、Ｂ５コピー用紙を教室でもらってやる。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

答え合わせを実施する。

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

ここで初めて赤で答えを書き、解説をしっかり読んで

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について、模範解答を

い問題をやり残したままにしないこと。わからない問題は、

「テスタイ進捗管理表」にシールを

テストなし 
目（普段の授業で進めた範囲）で飛ばした問題

けること。 

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

紙の答えを使って答え合わせを実施する。

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを

めて赤で答えを書き、解説をしっかり読んで

１ページ分終わったら、全てのやり直した問題について、模範解答を

い問題をやり残したままにしないこと。わからない問題は、

「テスタイ進捗管理表」にシールを

全てのフェーズの学習内容が終わった生徒は、個別にプリントを用意しますので相談をしてください！

の２回まわり目を、Ｂ５コピー用紙を教室でもらってやる。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

。赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを赤で書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

ここで初めて赤で答えを書き、解説をしっかり読んで

、模範解答を手で隠し、解ける

は、授業内で必ず質問をするか、自習時間でツークスを見て理解をすること。

「テスタイ進捗管理表」にシールを

目（普段の授業で進めた範囲）で飛ばした問題（やらなかった問題）

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

。赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

１ページごとに間違えた問題について、やり直しをすること。正しい答えを赤で書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

めて赤で答えを書き、解説をしっかり読んで

、模範解答を手で隠し、解ける

は、授業内で必ず質問をするか、自習時間でツークスを見て理解をすること。

「テスタイ進捗管理表」にシールを

全てのフェーズの学習内容が終わった生徒は、個別にプリントを用意しますので相談をしてください！

の２回まわり目を、Ｂ５コピー用紙を教室でもらってやる。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

ここで初めて赤で答えを書き、解説をしっかり読んで理解すること。覚えるべ

手で隠し、解けるかどうか確認をすること。

必ず質問をするか、自習時間でツークスを見て理解をすること。

「テスタイ進捗管理表」にシールを貼ること。 

（やらなかった問題）を、Ｂ５コピー用紙を教室でもらってやる。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

めて赤で答えを書き、解説をしっかり読んで理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

手で隠し、解けるかどうか確認をすること。

授業内で必ず質問をするか、自習時間でツークスを見て理解をすること。

「テスタイ進捗管理表」にシールを貼ること。 

全てのフェーズの学習内容が終わった生徒は、個別にプリントを用意しますので相談をしてください！

の２回まわり目を、Ｂ５コピー用紙を教室でもらってやる。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。 

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

かどうか確認をすること。 

必ず質問をするか、自習時間でツークスを見て理解をすること。

を、Ｂ５コピー用紙を教室でもらってやる。

およそ１ページを２０分以内に完了させるイメージで進める。 

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

かどうか確認をすること。 

授業内で必ず質問をするか、自習時間でツークスを見て理解をすること。

全てのフェーズの学習内容が終わった生徒は、個別にプリントを用意しますので相談をしてください！

 

の２回まわり目を、Ｂ５コピー用紙を教室でもらってやる。間違えた問題について

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

き問題は覚えること。

 

必ず質問をするか、自習時間でツークスを見て理解をすること。

を、Ｂ５コピー用紙を教室でもらってやる。

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、

理解すること。覚えるべき問題は覚えること。

 

授業内で必ず質問をするか、自習時間でツークスを見て理解をすること。

全てのフェーズの学習内容が終わった生徒は、個別にプリントを用意しますので相談をしてください！

は、必ずこの指⺬通りに進めます

間違えた問題については、テキストの

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、あっていたら

き問題は覚えること。 

必ず質問をするか、自習時間でツークスを見て理解をすること。 

を、Ｂ５コピー用紙を教室でもらってやる。間違えた問題に

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。

書く前に、もう一度考え、再度解いたら答え合わせを行い、あっていたら

理解すること。覚えるべき問題は覚えること。 

授業内で必ず質問をするか、自習時間でツークスを見て理解をすること。 

全てのフェーズの学習内容が終わった生徒は、個別にプリントを用意しますので相談をしてください！

は、必ずこの指⺬通りに進めます

テキストの

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。 

あっていたら

間違えた問題に

赤で○をつけて、間違えた問題は×をつけるが、いきなり正しい答えを書かないこと。 

あっていたら

全てのフェーズの学習内容が終わった生徒は、個別にプリントを用意しますので相談をしてください！ 

は、必ずこの指⺬通りに進めます 



【補足】
 

● 国語の勉強の仕方
□毎回の学校の授業前に、その授業でやるであろう箇所の教科書を読む。（予習）２回音読・２回黙読。
□音読・黙読後、わからない言葉の
□学校の授業中は、⿊板の板書を写すだけでなく先生が話したこともメモしながら聞く。（⾛り書きでＯＫ）
□毎回の学校の授業後に、家で授業内容を思い出しながらノートを見直す。その際、⾛り書きで書いてあるものも書き直しておく。（時間がたつと何が書いてあるかわからなくなる）
□毎回の学校の授業後に、家で学校でやったところの音読２回・黙読２回をする。（音読をしてスムーズに読めない、つっかえる＝内容が理解できてない証拠）
□毎回の学校の授業進度に合わせて、やれるところ
 

● 社会の勉強の仕方
□毎回の学校の授業前（前日）に、家でその授業でやるであろう箇所の教科書を読む。（予習）２回音読・２回黙読。
□学校の授業中は、⿊板の板書を写すだけでなく先生が話したこともメモしながら聞く。（⾛り書きでＯＫ）
□毎回の学校の授業後に、家（または塾）で授業内容を思い出しながらノートを見直す。その際、⾛り書きで書いてあるものも書き直しておく。（時間がたつと何が書いてあるかわから

なくなる）
□毎回の学校の授業後（当日）に、家で学校でやったところの音読２回・黙読２回をする。（音読をしてスムーズに読めない、つっかえる＝内容が理解できてない証拠）
□毎回の学校の授業進度に合わせて、やれるところ
□毎回の学校の授業進度に合わせて、やれるところまでベーシック
想はエデュプラスを使って予習で進めていく！
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【補足】勉強の仕方（

国語の勉強の仕方
□毎回の学校の授業前に、その授業でやるであろう箇所の教科書を読む。（予習）２回音読・２回黙読。
□音読・黙読後、わからない言葉の
□学校の授業中は、⿊板の板書を写すだけでなく先生が話したこともメモしながら聞く。（⾛り書きでＯＫ）
□毎回の学校の授業後に、家で授業内容を思い出しながらノートを見直す。その際、⾛り書きで書いてあるものも書き直しておく。（時間がたつと何が書いてあるかわからなくなる）
□毎回の学校の授業後に、家で学校でやったところの音読２回・黙読２回をする。（音読をしてスムーズに読めない、つっかえる＝内容が理解できてない証拠）
□毎回の学校の授業進度に合わせて、やれるところ

社会の勉強の仕方
□毎回の学校の授業前（前日）に、家でその授業でやるであろう箇所の教科書を読む。（予習）２回音読・２回黙読。
□学校の授業中は、⿊板の板書を写すだけでなく先生が話したこともメモしながら聞く。（⾛り書きでＯＫ）
□毎回の学校の授業後に、家（または塾）で授業内容を思い出しながらノートを見直す。その際、⾛り書きで書いてあるものも書き直しておく。（時間がたつと何が書いてあるかわから

なくなる） 
□毎回の学校の授業後（当日）に、家で学校でやったところの音読２回・黙読２回をする。（音読をしてスムーズに読めない、つっかえる＝内容が理解できてない証拠）
□毎回の学校の授業進度に合わせて、やれるところ
□毎回の学校の授業進度に合わせて、やれるところまでベーシック
想はエデュプラスを使って予習で進めていく！

（ここまで読んだら名前を書く）

勉強の仕方（

国語の勉強の仕方 ※ベーシックをしっかり進めた上で、
□毎回の学校の授業前に、その授業でやるであろう箇所の教科書を読む。（予習）２回音読・２回黙読。
□音読・黙読後、わからない言葉の意味調べをする。意味調べをするということはそれだけしっかり本文を読んでいることになるから、面倒がらずに必ず行う。
□学校の授業中は、⿊板の板書を写すだけでなく先生が話したこともメモしながら聞く。（⾛り書きでＯＫ）
□毎回の学校の授業後に、家で授業内容を思い出しながらノートを見直す。その際、⾛り書きで書いてあるものも書き直しておく。（時間がたつと何が書いてあるかわからなくなる）
□毎回の学校の授業後に、家で学校でやったところの音読２回・黙読２回をする。（音読をしてスムーズに読めない、つっかえる＝内容が理解できてない証拠）
□毎回の学校の授業進度に合わせて、やれるところ

社会の勉強の仕方 ※ベーシ
□毎回の学校の授業前（前日）に、家でその授業でやるであろう箇所の教科書を読む。（予習）２回音読・２回黙読。
□学校の授業中は、⿊板の板書を写すだけでなく先生が話したこともメモしながら聞く。（⾛り書きでＯＫ）
□毎回の学校の授業後に、家（または塾）で授業内容を思い出しながらノートを見直す。その際、⾛り書きで書いてあるものも書き直しておく。（時間がたつと何が書いてあるかわから

□毎回の学校の授業後（当日）に、家で学校でやったところの音読２回・黙読２回をする。（音読をしてスムーズに読めない、つっかえる＝内容が理解できてない証拠）
□毎回の学校の授業進度に合わせて、やれるところ
□毎回の学校の授業進度に合わせて、やれるところまでベーシック
想はエデュプラスを使って予習で進めていく！

読みましたサイン
（ここまで読んだら名前を書く）

勉強の仕方（国語・社会

※ベーシックをしっかり進めた上で、
□毎回の学校の授業前に、その授業でやるであろう箇所の教科書を読む。（予習）２回音読・２回黙読。

意味調べをする。意味調べをするということはそれだけしっかり本文を読んでいることになるから、面倒がらずに必ず行う。
□学校の授業中は、⿊板の板書を写すだけでなく先生が話したこともメモしながら聞く。（⾛り書きでＯＫ）
□毎回の学校の授業後に、家で授業内容を思い出しながらノートを見直す。その際、⾛り書きで書いてあるものも書き直しておく。（時間がたつと何が書いてあるかわからなくなる）
□毎回の学校の授業後に、家で学校でやったところの音読２回・黙読２回をする。（音読をしてスムーズに読めない、つっかえる＝内容が理解できてない証拠）
□毎回の学校の授業進度に合わせて、やれるところまで学校ワークを進める。

※ベーシック＋エデュプラスをしっかり進めた上で、
□毎回の学校の授業前（前日）に、家でその授業でやるであろう箇所の教科書を読む。（予習）２回音読・２回黙読。
□学校の授業中は、⿊板の板書を写すだけでなく先生が話したこともメモしながら聞く。（⾛り書きでＯＫ）
□毎回の学校の授業後に、家（または塾）で授業内容を思い出しながらノートを見直す。その際、⾛り書きで書いてあるものも書き直しておく。（時間がたつと何が書いてあるかわから

□毎回の学校の授業後（当日）に、家で学校でやったところの音読２回・黙読２回をする。（音読をしてスムーズに読めない、つっかえる＝内容が理解できてない証拠）
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