
夏期テキスト目次一覧　中学国語

中1 中2 中3
1課 説明的文章(1) 1課 説明的文章(1) 1課 説明的文章（1）
2課 説明的文章(2) 2課 説明的文章(2) 2課 説明的文章(2)
3課 文学的文章(1) 3課 古典 3課 説明的文章（3）
4課 文学的文章(2) 4課 文学的文章 4課 小説文（1）
文法 文法 5課 小説文(2)
総合問題①・② 総合問題①・② 6課 随筆文

7課 古典（1）
8課 古典(2)
9課 詩歌
10課 文法
11課 表現
12課 情報
漢字・語句, 総合問題①・②

中1 中2 中3
1課 説明的文章（1） 1課 説明的文章（1） 1課 説明的文章（1）
2課 説明的文章（2） 2課 説明的文章（2） 2課 説明的文章（2）
3課 説明的文章（3） 3課 説明的文章（3） 3課 説明的文章（3）
4課 小説文 4課 小説文 4課 説明的文章（4）
5課 随筆文 5課 随筆文 5課 小説文（1）
6課 詩歌 6課 詩歌 6課 小説文（2）
7課 古典 7課 古典 7課 随筆文
8課 情報 8課 情報 8課 詩歌
語句・文法問題1～8 語句・文法問題1～8 9課 古典（1）
総合問題（1）・（2） 総合問題（1）・（2） 10課 古典（2）
付録　四字熟語・慣用句・ことわざ 付録　四字熟語・慣用句・ことわざ 11課 情報

12課 作文
語句・文法問題1～12
総合問題（1）〜（3）
付録　四字熟語・慣用句・ことわざ，文法

中1 中2 中3
1課 説明的文章（1） 1課 説明的文章（1） 1課 説明的文章（1）
2課 説明的文章（2） 2課 説明的文章（2） 2課 説明的文章（2）
3課 説明的文章（3） 3課 説明的文章（3） 3課 説明的文章（3）
4課 文学的文章（1） 4課 文学的文章（1） 4課 文学的文章（1）
5課 文学的文章（2） 5課 文学的文章（2） 5課 文学的文章（2）
6課 古典 6課 古典 6課 文学的文章（3）
7課 詩歌 7課 詩歌 7課 古典（1）
8課 文法・資料問題 8課 文法・資料問題 8課 古典（2）
総合問題 総合問題 9課 詩歌（1）

10課 詩歌（2）
11課 文法
12課 資料問題
設問別対策コーナー
総合問題

中1 中2 中3
1 論理的文章　指示語・接続語 1 論理的文章　指示語・接続語 1 論理的文章　指示語・接続語
2 論理的文章　段落 2 論理的文章　段落 2 論理的文章　段落
3 論理的文章　文章の構成・要旨 3 論理的文章　文章の構成・要旨 3 論理的文章　文章の構成・要旨
4 文学的文章　場面 4 文学的文章　場面 4 論理的文章　図表を含む文章の読解
5 文学的文章　心情 5 文学的文章　心情 5 文学的文章　場面
6 文学的文章　主題 6 文学的文章　主題 6 文学的文章　心情
7 詩 7 詩・短歌 7 文学的文章　小説の主題
8 古文 8 古文 8 文学的文章　随筆の主題
9 文法・漢字・語句 9 文法・漢字・語句 9 詩･短歌・俳句
● 総合テスト ● 総合テスト 10 古文

11 古文・漢文
12 文法
13 漢字・語句
● 総合テスト

中1 中2 中3
1 論理的文章　指示語・接続語 1 論理的文章　指示語・接続語 1 論理的文章　指示語・接続語
2 論理的文章　段落 2 論理的文章　段落 2 論理的文章　段落
3 論理的文章　文章の構成・要旨 3 論理的文章　文章の構成・要旨 3 論理的文章　文章の構成・要旨
4 文学的文章　場面 4 文学的文章　場面 4 論理的文章　図表を含む文章の読解
5 文学的文章　心情 5 文学的文章　心情 5 文学的文章　場面
6 文学的文章　主題 6 文学的文章　主題 6 文学的文章　心情
7 詩 7 詩・短歌 7 文学的文章　小説の主題
8 古文 8 古文 8 文学的文章　随筆の主題
9 文法・漢字・語句 9 文法・漢字・語句 9 詩･短歌・俳句
● チャレンジ問題（1） ● チャレンジ問題（1） 10 古文
● チャレンジ問題（2） ● チャレンジ問題（2） 11 古文・漢文

12 文法
13 漢字・語句
● チャレンジ問題（1）
● チャレンジ問題（2）

EN 発展新演習夏期テキスト

KG ウイニングサマー

KG ウイニングサマー Plus

EN 夏のコレだけ！（中1・中2）／夏のココから！（中3）

EN 標準新演習夏期テキスト



夏期テキスト目次一覧　中学国語

中1 中2 中3
1 論理的文章　指示語・接続語 1 論理的文章　指示語・接続語 1 論理的文章　指示語・接続語
2 論理的文章　段落 2 論理的文章　段落 2 論理的文章　段落
3 文学的文章　場面 3 文学的文章　場面 3 論理的文章　文章の構成・要旨
4 文学的文章　心情 4 文学的文章　心情 4 文学的文章　場面
5 文学的文章　主題 5 文学的文章　主題 5 文学的文章　心情
6 詩 6 古文 6 文学的文章　小説の主題
● 読解問題解答の鉄則 ● 読解問題解答の鉄則 7 詩･短歌・俳句

8 古文・漢文
9 文法
● 読解問題解答の鉄則

中1 中2 中3
第1講座 説明文（1） 第1講座 説明文 第1講座 説明文
第2講座 説明文（2） 第2講座 論説文（1） 第2講座 論説文（1）
第3講座 論説文 第3講座 論説文（2） 第3講座 論説文（2）
第4講座 小説（1） 第4講座 小説（1） 第4講座 小説（1）
第5講座 小説（2） 第5講座 小説（2） 第5講座 小説（2）
第6講座 小説（3） 第6講座 小説（3） 第6講座 小説（3）
第7講座 詩 第7講座 詩歌 第7講座 随筆
補講 コミュニケーション・表現 第8講座 古典 第8講座 詩歌
言語① 漢字の組み立て・部首 補講1 小説 第9講座 古典（1）
言語② 漢字の音訓 補講2 コミュニケーション・表現 第10講座 古典（2）
言語③ 漢字の成り立ち 言語① 漢字の成り立ち・部首 補講 コミュニケーション・表現
言語④ 慣用句 言語② 熟語の構成 言語① 漢字の成り立ち・部首
言語⑤ 類義語・対義語 言語③ 同じ音・同じ訓を 言語② 画数・筆順・書写
言語⑥ 言葉の単位（文節） もつ漢字 言語③ 同音異字・同訓異字・同音異義語
言語⑦ 言葉の単位（単語） 言語④ 送り仮名 言語④ 熟語の構成・三字熟語・四字熟語
総合問題 言語⑤ 類義語・対義語 言語⑤ 類義語・対義語

言語⑥ 言葉の単位・文の組 言語⑥ 慣用句・ことわざ・故事成語
み立て・単語の分類 言語⑦ 言葉の単位・文の組み立て
言語⑦ 自立語 言語⑧ 単語の分類・自立語
言語⑧ 用言 言語⑨ 用言
総合問題 言語⑩ 付属語

総合問題

中1 中2 中3
第1講座 説明文―指示語 第1講座 論説文（1） 第1講座 論説文（1）
第2講座 論説文（1） 第2講座 論説文（2） 第2講座 論説文（2）
第3講座 論説文（2） 第3講座 論説文（3） 第3講座 論説文（3）
第4講座 小説（1） 第4講座 小説（1） 第4講座 小説（1）
第5講座 小説（2） 第5講座 小説（2） 第5講座 小説（2）
第6講座 小説（3） 第6講座 小説（3） 第6講座 小説（3）
第7講座 詩 第7講座 詩歌 第7講座 随筆
補講1 古典 第8講座 古典 第8講座 詩歌
補講2 コミュニケーション・表現 補講1 論説文 第9講座 古典（1）
言語① 漢字の組み立て・部首 補講2 コミュニケーション・表現 第10講座 古典（2）
言語② 漢字の音訓 言語① 漢字の成り立ち・部首 補講 コミュニケーション・表現
言語③ 漢字の成り立ち 言語② 熟語の構成 言語① 漢字の成り立ち・部首
言語④ 慣用句 言語③ 同じ音・同じ訓をもつ漢字 言語② 画数・筆順・書写
言語⑤ 類義語・対義語 言語④ 送り仮名 言語③ 同音異字・同訓異字・同音異義語
言語⑥ 言葉の単位（文節） 言語⑤ 類義語・対義語 言語④ 熟語の構成・三字熟語・四字熟語
言語⑦ 言葉の単位（単語） 言語⑥ 言葉の単位・文の組み立て・単語の分類 言語⑤ 類義語・対義語
総合問題 言語⑦ 自立語 言語⑥ 慣用句・ことわざ・故事成語

言語⑧ 用言 言語⑦ 言葉の単位・文の組み立て
総合問題 言語⑧ 単語の分類・自立語

言語⑨ 用言
言語⑩ 付属語
総合問題

中1 中2 中3
1. 説明文　段落構成をとらえる 1. 論説文・説明文① 1. 論説文・説明文①
2. 論説文　要旨をつかむ 2. 論説文・説明文② 2. 論説文・説明文②
3. 随筆文　筆者の考えを読み取る 3. 小説文・随筆文① 3. 小説文①
4. 小説文① 4. 小説文・随筆文② 4. 小説文②
5. 小説文② 5. 小説文・随筆文③ 5. 小説文③
6. 小説文③ 6. 詩・短歌 6. 随筆文　筆者の考えを読み取る
7. 詩　形式と表現技法をつかむ 7. 古文・漢文　特徴をつかむ 7. 詩　種類と表現技法に注意して読む
8. 総まとめ問題 8. 総まとめ問題 8. 短歌・俳句　形式と表現技法をつかむ

9. 古文　古文の特徴を理解する
10. 総まとめ問題
◇ 強化対策　分野別記述対策編　説明文・論説文
◇ 強化対策　分野別記述対策編　小説文
◇ 強化対策　分野別記述対策編　古典・漢文
◇ 強化対策　分野別記述対策編　詩・短歌・俳句

BR 夏期テキスト必修編／必修サマー〔合本〕

BR 夏期テキスト実練編

KG 夏の特訓ゼミ／夏の特訓ゼミ〔合本〕

GS サマー練成／Coming Summer〔合本〕



夏期テキスト目次一覧　中学国語

中1 中2 中3
STEP 1 中学1・2年の復習
1. 文章の構成を捉える―論説文の読解①
2. 筆者の主張を捉える―論説文の読解②
3. 場面・情景を捉える―小説文の読解①
4. 心情を捉える―小説文の読解②
5. 筆者の視点を捉える―随筆文の読解
6. 詩・短歌・俳句
7. 古文
8. 漢文
9. 文法
STEP 2 中学3年1学期までの復習
1. 短歌・俳句・論説文
2. 小説文・随筆文
STEP 3 入試の準備学習
1. 論説文の読解①
2. 論説文の読解②
3･4.　小説文の読解
5. 随筆文の読解
6. 詩・短歌・俳句
7. 古文
8. 漢文
9. 文法
◇ 文学史のまとめ

中1 中2 中3
1講座　説明文の読解① 1講座　説明文の読解 1講座　説明文の読解
2講座　説明文の読解② 2講座　論説文の読解① 2講座　論説文の読解①
3講座　論説文の読解 3講座　論説文の読解② 3講座　論説文の読解②
4講座　小説の読解① 4講座　小説の読解① 4講座　小説の読解①
5講座　小説の読解② 5講座　小説の読解② 5講座　小説の読解②
6講座　小説の読解③ 6講座　随筆の読解 6講座　随筆の読解
7講座　随筆の読解 7講座　詩・短歌の鑑賞 7講座　詩の鑑賞
8講座　詩の鑑賞 8講座　古文の読解 8講座　短歌・俳句の鑑賞
9講座　文法のまとめ 9講座　文法のまとめ 9講座　古文の読解
読解力錬成 読解力錬成 10講座　漢詩・漢文の読解
漢字・語句の学習 漢字・語句の学習 11講座　文法のまとめ

読解力錬成
漢字・語句の学習

中1 中2 中3
＜読解演習編＞ ＜読解演習編＞ ＜読解演習編＞
1　説明文・論説文(1) 1　説明文・論説文(1) 1　説明文・論説文(1) 
2　説明文・論説文(2) 2　説明文・論説文(2) 2　説明文・論説文(2)
3　説明文・論説文(3) 3　説明文・論説文(3) 3　説明文・論説文(3)
4　随筆 4　随筆(1) 4　説明文・論説文(4)
5　小説(1) 5　随筆(2) 5　説明文・論説文(5)
6　小説(2) 6　小説(1) 6　随筆(1)
＜記述力養成編＞ 7　小説(2) 7　随筆(2)
1　随筆を書く 8　小説(3) 8　小説(1)
2　読書感想文を書く ＜記述力養成編＞ 9　小説(2)
3　説明文を書く 1　随筆を書く 10　小説(3)
4　意見文を書く 2　読書感想文を書く ＜記述力養成編＞
5　スピーチ文を書く 3　説明文を書く 1　読書感想文を書く
6　計画・企画表を書く 4　意見文を書く 2　課題文（文学的文章）を読んで書く
7　資料を読みとる 5　スピーチ文を書く 3　課題文（説明的文章）を読んで書く
★記述力養成編は有料添削講座有り 6　計画・企画表を書く 4　意見文を書く

7　資料を読みとる 5　課題作文を書く
★記述力養成編は有料添削講座有り 6　論文を書く①

7　論文を書く②
★記述力養成編は有料添削講座有り

GY マイティサマー／マイティサマー〔合本〕

CK MJ-Focus

GS サマー練成 実戦編／夏の特訓講座〔合本〕


