
夏期テキスト目次一覧　小学国語

小1 小2 小3 小4 小5 小6
1. ひらがなとことば（1） 1. 漢字とことば 1. 漢字と言葉 1. 漢字と語句 1. 漢字と語句 1. 漢字と語句
2. ひらがなとことば（2） 2. ことばのきまりと作文（1） 2. ことばのきまり 2. ことばのきまり 2. ことばのきまり 2. ことばのきまり
3. おはなしのよみとり（1） 3. ことばのきまりと作文（2） 3. 作文 3. 説明的文章の読み取り（1） 3. 説明的文章の読み取り（1） 3. 説明的文章の読み取り（1）
4. おはなしのよみとり（2） 4. ものがたりの読みとり 4. 説明文の読み取り 4. 説明的文章の読み取り（2） 4. 説明的文章の読み取り（2） 4. 説明的文章の読み取り（2）
5. さくぶん（1） 5. せつめい文の読みとり 5. 物語の読み取り 5. 文学的文章の読み取り（1） 5. 文学的文章の読み取り（1） 5. 文学的文章の読み取り（1）
6. さくぶん（2） 6. 詩の読みとり 6. 詩の読み取り 6. 文学的文章の読み取り（2） 6. 文学的文章の読み取り（2） 6. 文学的文章の読み取り（2）
◇ まとめテスト ◇ まとめテスト ◇ 力をのばす問題 7. 詩の読み取り 7. 詩の読み取り 7. 詩の読み取り

◇ まとめテスト ◇ まとめテスト ◇ まとめテスト ◇ まとめテスト

小1 小2 小3 小4 小5 小6
1課 物語（1） 1課 物語（1） 1課 物語（1） 1課 物語（1）
2課 物語（2） 2課 物語（2） 2課 物語（2） 2課 物語（2）
3課 詩 3課 詩 3課 詩 3課 詩
4課 説明文（1） 4課 説明文（1） 4課 説明文（1） 4課 説明文（1）
5課 説明文（2） 5課 説明文（2） 5課 説明文（2） 5課 説明文（2）
6課 作文 6課 説明文（3） 6課 説明文（3） 6課 説明文（3）
そうごう問題①・② 7課 情報（1） 7課 情報（1） 7課 情報（1）
言葉と漢字のトレーニング 8課 情報（2） 8課 情報（2） 8課 情報（2）

総合問題①・② 総合問題①・② 総合問題①・②
言葉と漢字のトレーニング 言葉と漢字のトレーニング 言葉と漢字のトレーニング

小1 小2 小3 小4 小5 小6
1講座 物語の読み取り① 1講座 物語の読み取り① 1講座 物語の読み取り① 1講座 物語の読み取り
2講座 説明文の読み取り 2講座 説明文の読み取り 2講座 説明文の読み取り① 2講座 説明文の読み取り①
3講座 物語の読み取り② 3講座 物語の読み取り② 3講座 物語の読み取り② 3講座 伝記の読み取り
4講座 詩を味わう 4講座 詩を味わう 4講座 説明文の読み取り② 4講座 説明文の読み取り②
5講座 言葉のきまり 5講座 言葉のきまり 5講座 物語の読み取り③ 5講座 随筆の読み取り

6講座 詩を味わう 6講座 詩・短歌・俳句を味わう
7講座 言葉のきまり 7講座 言葉のきまり

小1 小2 小3 小4 小5 小6
1 物語文 1 物語文① 1 物語文① 1 物語文①
2 説明文 2 説明文① 2 説明文① 2 説明文①
3 詩 3 物語文② 3 物語文② 3 物語文②
4 言葉の力 4 説明文② 4 伝記 4 説明文②
●つよくなろう 5 詩 5 詩 5 物語文③
●力だめし 6 ずいひつ文 6 説明文② 6 随筆文

●言葉の力 ●言葉の力 ●言葉の力
●つよくなろう ●つよくなろう ●つよくなろう
●つよくなろう ●つよくなろう ●つよくなろう
●力だめし ●力だめし ●力だめし

小1 小2 小3 小4 小5 小6
第1講座 物語（１） 第1講座 物語（１） 第1講座 物語（１） 第1講座 物語（１）
第2講座 物語（２） 第2講座 物語（２） 第2講座 物語（２） 第2講座 物語（２）
第3講座 詩 第3講座 説明文（１） 第3講座 説明文（１） 第3講座 説明文（１）
第4講座 説明文（１） 第4講座 説明文（２） 第4講座 説明文（２） 第4講座 説明文（２）
第5講座 説明文（２） 第5講座 物語（３） 第5講座 伝記 第5講座 物語（３）
総仕上げテスト 第6講座 詩 第6講座 詩 第6講座 随筆

第7講座 説明文（３） 第7講座 論説文 第7講座 論説文
総仕上げテスト 総仕上げテスト 第8講座 詩・短歌・俳句

総仕上げテスト（１）
総仕上げテスト（２）

GS 小学サマー練成／小学カミングサマー〔合本〕

EN 小学標準新演習夏期テキスト

GY 小学マイティサマー／小学マイティサマー〔合本〕

KG コアサマー

BR 小学ウィンパス夏期テキスト／小学ウィンパスサマー〔合本〕



夏期テキスト目次一覧　小学国語

小1 小2 小3 小4B 小5B 小6B
1 ことばのよみかき（1） 1 ものがたりを読もう（1） 1 物語を読もう（1） 1 物語を読もう（1） 1 物語を読もう（1） 1 物語を読もう（1）
2 ことばのよみかき（2） 2 ものがたりを読もう（2） 2 物語を読もう（2） 2 物語を読もう（2） 2 物語を読もう（2） 2 物語を読もう（2）
3 ぶん（1） 3 ものがたりを読もう（3） 3 物語を読もう（3） 3 物語を読もう（3） 3 物語を読もう（3） 3 物語を読もう（3）
4 ぶん（2） 4 ものがたりを読もう（4） 4 物語を読もう（4） 4 ずい筆を読もう（1） 4 伝記を読もう（1） 4 随筆を読もう（1）
5 かたかな 5 しを読もう 5 説明文を読もう（1） 5 ずい筆を読もう（2） 5 伝記を読もう（2） 5 随筆を読もう（2）
6 かんじ（1） 6 せつめい文を読もう（1） 6 説明文を読もう（2） 6 ずい筆を読もう（3） 6 伝記を読もう（3） 6 随筆を読もう（3）
7 かんじ（2） 7 せつめい文を読もう（2） 7 説明文を読もう（3） 7 説明文を読もう（1） 7 説明文を読もう（1） 7 論説文を読もう（1）
8 さくぶんをかこう 8 作文を書こう 8 説明文を読もう（4） 8 説明文を読もう（2） 8 説明文を読もう（2） 8 論説文を読もう（2）
●ことばであそぼう1 ～ 4 ●ことばであそぼう1 ～ 4 9 詩を味わおう 9 説明文を読もう（3） 9 説明文を読もう（3） 9 論説文を読もう（3）

10 漢字とことばのまとめ 10 詩を味わおう 10 詩を味わおう 10 詩を味わおう

小1 小2 小3 小4 小5 小6
1課 物語（1）／画数 1課 物語（1）／漢字の組み立て
2課 物語（2）／こそあど言葉 2課 物語（2）／主語・述語
3課 説明文（1）／つなぎ言葉 3課 説明文（1）／修飾語
4課 説明文（2）／主語・述語 4課 説明文（2）／ことわざ・慣用句

小1 小2 小3 小4A 小5A 小6A
1 物語の読みとり（1） 1 物語の読解（1） 1 物語の読解（1）
2 物語の読みとり（2） 2 物語の読解（2） 2 物語の読解（2）
3 ずい筆の読みとり 3 随筆の読解 3 伝記・脚本の読解
4 伝記の読みとり（1） 4 伝記・脚本の読解 4 随筆の読解
5 伝記の読みとり（2） 5 説明文の読解（1） 5 説明文の読解
6 説明文の読みとり（1） 6 説明文の読解（2） 6 論説文の読解
7 説明文の読みとり（2） 7 記録文の読解 7 記録文の読解
8 記録文の読みとり 8 詩の鑑賞 8 詩歌の鑑賞
9 詩の読みとり 9 長文（文学的文章）の読解 9 長文（文学的文章）の読解
10 ことばのきまり 10 長文（説明的文章）の読解 10 長文（説明的文章）の読解

●漢字とことばの知識①～④・テスト ●漢字とことばの知識①～⑦
●総合問題

小1 小2 小3 小4 小5 小6
1課 説明文／文ごとの役割・指示語・接続語 1課 説明文・論説文（1）文章の流れ 1課 説明文・論説文（1）事実と意見
2課 説明文／話題・要点 　　　／主語・述語・修飾語 　　　／主語・述語・修飾語
3課 説明文／全体の内容をつかむ 2課 説明文・論説文（2）話題から要点へ 2課 説明文・論説文（2）話題と要点
4課 物語文／場面とその展開 　　　かなづかい・送りがな／漢字の音訓 　　　／助動詞
5課 物語文／人物の気持ちとその変化 3課 説明文・論説文（3）段落のつながりと 3課 説明文・論説文（3）段落のつながり
6課 物語文／人物の性格・考え方・生き方 　　　要旨・漢字の部首・画数・筆順 　　　・要旨／助詞
7課 物語文／主題を正確につかむ 4課 物語文（1）場面と情景（とき・ところ 4課 物語文（1）場面と情景
8課 詩 　　　・人物・できごと）同訓異字 漢字の部首・画数・筆順・難読漢字
漢 字トレーニング１～８ 5課 物語文（2）気持ちと人物像 5課 物語文（ 2）心情と言動・人物像

　　　／同音異字・同音異義語 同訓異字・同音異義語
6課 物語文（3）人物の描写 6課 物語文（3）主題／類義語・対義語
　　　／類義語・対義語 7課 随筆文（1）経験と感想
7課 物語文（4）主題／熟語の組み立て 熟語の組み立て・三字熟語・四字熟語
8課 随筆文（1）筆者の経験と感想 8課 随筆文（2）主題／慣用的表現
　　　／三字熟語・四字熟語 　　　・外来語・難解語
9課 随筆文（2）主題／慣用句・ことわざ 9課 詩／慣用句・ことわざ・故事成語
10課 詩　詩の特徴と表現技法／敬語 10課 短歌・俳句／敬語・手紙文
漢字トレーニング1～10 総合演習1～3／漢字トレーニング1～10

CK 小学CKT夏のテキスト Bタイプ（標準編）

EN ジュニア新演習夏期テキスト

CK 小学CKT夏のテキスト Aタイプ（受験編）

EN 中学受験新演習夏期テキスト



夏期テキスト目次一覧　小学国語

小1 小2 小3 小4 小5 小6
言語事項編 言語事項編 漢字編
1課 かなづかい 1課 かなづかい 漢字の読み書き①〜
2課 送りがな 2課 送りがな 言語事項編
3課 国語辞典・漢和辞典 3課 国語辞典・漢和辞典 1課 主語・述語・修飾語（1）
4課 漢字の成り立ち 4課 漢字の成り立ち 2課 主語・述語・修飾語（ 2）
5課 漢字の音訓 5課 語彙をふやす（1） 気持ち・行動・様子を表わす言葉 3課 助動詞・助詞（1）
6課 漢字の部首 6課 漢字の音訓 4課 助動詞・助詞（2）
7課 漢字の画数 7課 漢字の部首 5課 漢字の部首・画数・筆順
8課 漢字の筆順 8課 漢字の画数・筆順 6課 難読漢字
9課 主語と述語 9課 同訓異字 7課 同訓異字
10課 修飾語 10課 同音異字・同音異義語（1） 8課 同音異義語（1）
11課 同訓異字 11課 同音異字・同音異義語（2） 9課 同音異義語（ 2）
12課 同音異字・同音異義語 12課 上位語・下位語 10課 類義語・対義語（1）
13課 熟語の組み立て 13課 語彙をふやす（2） 物語文でよく使われる言葉 11課 類義語・対義語（2）
14課 三字の熟語 14課 類義語 12課 熟語の組み立て・三字熟語
15課 四字の熟語 15課 対義語 13課 四字熟語（1）
16課 類義語 16課 慣用句 14課 四字熟語（ 2）
17課 対義語 17課 ことわざ 15課 四字熟語（3）
18課 和語・漢語・外来語 18課 熟語の組み立て 16課 慣用的表現（1）
19課 ことわざ 19課 三字の熟語・四字の熟語 17課 慣用的表現（ 2）
20課 慣用句 20課 多義語 18課 外来語・難解語（1）
読解基礎編 21課 敬語 19課 外来語・難解語（ 2）
21課 指示語 22課 語彙をふやす（3） 説明文でよく使われる言葉 20課 慣用句（1）
22課 接続語 23課 ことばの決まり（1） 21課 慣用句（ 2）
23課 場面・時・人 24課 ことばの決まり（2） 22課 慣用句（3）
24課 文の役割 読解基礎編 23課 慣用句（4）
25課 詩 25課 指示語 24課 ことわざ・故事成語（1）
総合編 26課 接続語 25課 ことわざ・故事成語（ 2）
26課 総合（1）　言語事項の復習 27課 場面・時・人 26課 ことわざ・故事成語（3）
27課 総合（2）　言語事項の復習 28課 文の役割 27課 ことわざ・故事成語（4）
28課 総合（3）　読解の復習 29課 段落の関係 28課 俳句の季語と季節
29課 総合（4）　読解の復習 30課 詩 29課 文学史
30課 総合（5）　言語事項・読解の復習 総合編 30課 敬語・手紙文
巻末言葉を増やそう 31課 総合（1）言語事項の復習 31課 総合（1）

32課 総合（2）言語事項の復習 32課 総合（ 2）
33課 総合（3）言語事項の復習 33課 総合（3）
34課 総合（4）言語事項･読解の復習 34課 総合（4）
35課 総合（5）言語事項･読解の復習 35課 総合（5）

EN 中学受験新演習サマートレーニング（小4・5）／中学受験新演習コンプリ―ション（小6）


