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入試で求められる力の育成を，学校での指導と生徒の成長に合わせて，授業・家庭学習の両方から，支援していきます

3年間の育成ストーリー　国語

国語
■予習・復習の

学習習慣定着
■中学の復習と

高校への移行

■1 年間の総復習
■苦手を残さない

  （反復・継続）

■テストを核に学習の定着を図る
■思考力をのばす学習の意識づけ
■家庭学習を通した自主的学習の習慣づけ

■入試への意識を高める
■目標とのギャップ確認
■5 教科学習の意識づけ

■授業で学んだ内容を，確実に定着させる
■授業を通して，「見方・考え方」「多角的な視点」を身につける
■授業を通して，「他者の考え」を学び，「自分の考え」を伝える　表現力を養う

■個別試験に向けた記述力完成
■共通テストへ向けた本番形式演習
■過去問・入試本番形式問題での実戦演習

■共通テストへ向けた基礎固め
（分野別に重点強化）

■個別試験に向けた記述力の指導
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主体的に学び，思考力・判断力・表現力を 身につける 受験生への切り替えと意識づけ 学びの集大成，入試実戦力完成学習習慣の定着，基礎学力の定着
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基礎を固め，今後の
学習のためのしっかり
とした土台をつくる

ラーンズからのご提案
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1年生春～冬（基礎力養成期間） 2年生冬～3年生夏（入試準備期間）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
新 課 程新 課 程 （11月・12月）1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

2年生3学期＝3年生0学期。
受験勉強をスタートさせる

ための基盤づくりを

ラーンズからのご提案

入試につながるご提案！

標準的な入試レベルの文章を使って，記述・マーク問
題をバランスよく出題しています。古文・漢文の総復
習にも最適です。

個別試験も見据えて，
バランスよく演習させたい。

重要問題演習ご提案！

ジャンル・テーマを広く設定していますので，対策導
入期に幅広く学習できます。分野別なので授業用テ
キストとしてもお使いいただけます。

ラーンズコネクトご提案！

重要問題演習と併用することで，間違えた問題の関
連知識事項が提示され，効率的な学習を行うことが
できます。

共通テスト対策の第一歩には
何がいいのかな。

義務教育段階の内容も含み，授業内で基礎
学力を重点的に強化できます。

中学校範囲も含めて，
基礎を徹底したい。

マナ★スタ 習得編ご提案！

読解に必要な視点を体系的に学習するこ
とができます。

文章の正しい読み方を
身につけさせたい。

進研WINSTEP Core国語１ご提案！

本格的な長文で，文章を読む力・問題を解
く力の，1ランク上の応用力を養成します。

問題演習をとおして授業で
習ったことを定着させたい。

進研WINSTEP 1ご提案！
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高校生活にも慣れて
余裕が生まれるこの時期は，
学びの裾野を広げるチャンス

ラーンズからのご提案

入試本番に
向けての総仕上げ

ラーンズからのご提案

実戦テスト形式で，時間配分を意識した演習が可能です。

共通テストの本番形式で演習させたい。

直前演習・プレパックご提案！

直前演習，プレパックと併用することで，間違えた問題の関
連知識事項が提示され，効率的な学習を行うことができ
ます。

ラーンズコネクトご提案！

入試頻出著者（作品）中心の構成で，標準的な入試への対
応力を養成します。現代文では発展的な論述問題もプラ
スしており，個別試験に向けて思考力・表現力を鍛えるこ
とができます。

個別試験に向けて力をつけさせたい。

入試につながるご提案！

1年生冬～2年生冬（実力養成期間） 3年生夏～（入試仕上げ期間）

４月3月2月1月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月新 課 程 （7月・8月）9月 10月 11月 12月 1月 2月

学習習慣の定着，基礎学力の定着 受験生への切り替えと意識づけ

主体的に学び，思考力・判断力・表現力を身につける 学びの集大成，入試実戦力完成

複数テキストや言語活動場面を想定し
た問題もご用意しました。問題を選んで
最適な問題集を組むことができます。

共通テストを意識できる問題に触れさせたい。

オーダーシステムご提案！

発達段階にあわせた素材配列で，自己
から社会へと視野を広げていきます。

さまざまなテーマの
文章を読ませたい。

積みあがる精選 2ご提案！

授業における主体的・対話的で深い学び
の実現をお手伝いします。進め方や留意
点等を示したファシリテーションブック

（教授用資料）もご用意しています。

探究型の授業で，
生徒の思考力を養成したい。

 Think and Quest
キミが学びを深める国語ご提案！

「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」がバランスよく身につく
マナ★スタ　習得編

学習活動を通じて，主体性・多様性・協働性が身につく
 Think and Quest　学ぶキミを引き出す国語

主体性・多様性・協働性，課題を発見・解決しようとする力が身につく
 Think and Quest　キミが学びを深める国語1

Items : 知識事項の基礎からの積み上げ，習得に。
ラーンズコネクト

中学の総復習
   BRIDGE 高校国語

進研WINSTEP
Division 高1 vol.1

進研WINSTEP
Division 高1 vol.2

ひとつ上のGTZ＊へ
ベーシックパワトレ

ひとつ上のGTZ＊へ
ベーシックパワトレ

文章を読む力・問題を解く力の，1ランク上の応用力を養成
進研WINSTEP 1

読み解きスキル習得のための総合トレーニング
進研WINSTEP Core 国語 1

読み解きスキル習得のための総合トレーニング
進研WINSTEP Core 国語 1

習熟度に合わせた問題演習　新傾向の問題にも対応
オーダーシステム

オーダーシステム

厳選された基礎問題で得点力アップ

共通テスト対策【実力養成】現・古・漢  基礎問題集中演習

文章の正しい読み方をトレーニング

読解トレーニング

分野別に基礎の定着をはかり，思考力・判断力・表現力の土台を養成

共通テスト対策【実力養成】重要問題演習

Items : 知識事項の基礎からの積み上げ，習得に。
Links : 問題集と併用して，共通テストに向けた学習に。（採点機能付き）

ラーンズコネクト

Items : 知識事項の基礎からの積み上げ，習得に。
Links : 問題集と併用して，共通テストに向けた学習に。（採点機能付き）

ラーンズコネクト

厳選された基礎問題で得点力アップ

共通テスト対策【実力養成】現・古・漢  基礎問題集中演習

分野別に基礎の定着をはかり，思考力・判断力・
表現力の土台を養成

共通テスト対策【実力養成】重要問題演習

予想される共通テストの出題形式・内容で総仕上げを行い，実力完成

共通テスト対策【実力完成】直前演習
バランスのとれた実戦テスト形式
の予想問題で合格力アップ

共通テスト対策【実力完成】プレパック

「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力」がバランスよく身につく
マナ☆スタ 習得編 マナ☆スタ 活用編

学習活動を通じて，主体性・多様性・協働性が身につく
 Think and Quest 学ぶキミを引き出す国語

主体性・多様性・協働性，課題を発見・解決しようとする力が身につく
 Think and Quest キミが学びを深める国語 1  Think and Quest キミが学びを深める国語 2

習熟度に合わせた問題演習　新傾向の問題にも対応
オーダーシステム

Items : 知識事項の基礎からの積み上げ，習得に。
ラーンズコネクト

＊GTZ（学習到達ゾーン）とは，ベネッセコーポレーションのテストに共通の評価指標です。

＊GTZ（学習到達ゾーン）とは，ベネッセコーポレーションのテストに共通の評価指標です。

基礎事項を確実に固め，
得点力に差をつける

進研WINSTEP
短期集中 高2 vol.3

進研WINSTEP
Division 高1 vol.3

基礎事項を確実に固め，
得点力に差をつける

習熟度に合わせた問題演習　※新課程に対応した問題も収録しています。

進研WINSTEP
短期集中 高2 vol.1

進研WINSTEP
短期集中 高2 vol.2

興味を引く文章を読みながら，読解力・記述力を養う
積みあがる精選 2

文章を読む力・問題を解く力の，1ランク上の応用力を養成
進研WINSTEP 1 進研WINSTEP 2

文章を正しく読解するための視点を養成
基礎からの総合トレーニング 2

習熟度に合わせた問題演習　※新課程に対応した問題も収録しています。
オーダーシステム

文章を正しく読解するための視点を養成

基礎からの総合トレーニング 2

興味を引く文章を読みながら，読解力・記述力を養う

積みあがる精選 3

受験勉強をスタートさせるための基盤作り～応用力養成

個別試験対策「入試につながる」

入試実戦力を養成

個別試験対策「入試につながる」

文章を読む力・問題を解く力の，1ランク上の応用力を養成

進研WINSTEP 2 進研WINSTEP 3

進研WINSTEP
Division 高1 vol.3
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ラーンズからのご提案

自律的に学ぶ生徒の育成をお手伝いします！
高１～高３

自律的に学ぶ力
　休校期間中，ネット環境が整っていて，コンテンツが提供されても，生徒の取り組み状況は様々であったようです。
　学習の成否を分けたのは，生徒に自律的に学ぶ力が身についているかどうかであるということが明らかになりまし
た。まず育むべきは，「自律的に学ぶ力」というお話をうかがっています。それは従来から学校教育で目指していた
ものであり，新学習指導要領で掲げられていることでもあります。ラーンズでは，多彩な教材ラインナップで先生方
のご指導をお手伝いします。

ラーンズWEBサイトに【実践事例まとめ】を掲載中

【実践事例まとめ】─全国の学校の先生より─
⃝「新型コロナウイルス感染拡大の影響による学校課題と取り組み事例」
⃝「休校中のオンライン授業を振り返る」
　　─今後，オンライン授業に取り組まれる先生方へ─

探究型の授業用教材

「Think and Quest」シリーズ
▢✓ 本質的な問いで「学ぶ」ことの意義を見いだす
▢✓ 各教科の「幹」となる知識や概念を習得

高２の後半から始めて受験直前期まで力を伸ばす共通テスト対策教材

共通テスト対策【実力養成】シリーズ
「重要問題演習」

▢✓ 分野別に基礎の定着をはかり，思考力・判断力・表現力の土台を養成する

共通テスト対策【実力完成】シリーズ
「直前演習」

▢✓  共通テストの出題予想を踏まえた実戦テスト形式で，共通テスト攻略
の総仕上げを行う

「自ら学ぶ生徒の育成」

習得した知識を活用するステップ構成で学習の礎を築く

「進研 WINSTEP」シリーズ
▢✓ 入試を見すえて実力アップを図る

教材の詳細はp18・19をご覧ください

教材の詳細はp20〜をご覧ください

教材の詳細はp42〜をご覧ください

オンライン指導でご活用いただける各教材の問題PDFご提供について裏表紙にまとめています

学びの基盤としての
「学ぶ意味の確認」

学びの基盤としての
「つながり」

「教科の学び」

４

国

新課程の「学び」を捉える
高１

「現代の国語」
目標：�実社会に必要な国語の知識や技能を身に付ける／他者とのかかわりの中で伝え合う力を高め

る／言葉を通して他者や社会に関わろうとする態度を養う
内容：①〔知識および技能〕言葉の特徴や使い方／情報の扱い方／我が国の言語文化
　　　②〔思考力，判断力，表現力等〕
　　　　�話すこと・聞くこと…�実社会の中から適切な話題を決め，情報を収集・整理／相手の反応

を予想して論理の展開を考える
　　　　書くこと………………�実社会の中から適切な題材を決め，集めた情報の妥当性や信頼性を

吟味して，伝えたいことを明確化する
　　　　読むこと………………�情報を相互に関係付ける／教材は，現代の社会生活に必要とされる

論理的な文章および実用的な文章

「言語文化」
目標：�生涯にわたる社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付ける・我が国の言語文化に対する

理解を深める／他者とのかかわりの中で伝え合う力を高める／言葉を通して他者や社会に関
わろうとする態度を養う

内容：�①〔知識および技能〕言葉の特徴や使い方／我が国の言語文化
���　　②〔思考力，判断力，表現力等〕
　　　　書くこと…�自分の知識や体験の中から適切な題材を決め，よさや味わいを吟味して，表現

したいことを明確化／文化に関する題材を選んで，随筆などを書く
　　　　読むこと…�作品や文章の成立した背景や他の作品などとの関係を踏まえ，内容の解釈を深

める／我が国の言語文化について自分の考えをもつ

・場面に応じて多面的・多⾓的な情報を読み取る。
・文章の論理構成や表現の意図を意識する。
・情報を効果的に伝えるための工夫を理解する。
・文学作品や言葉を通して，古典から現代に至る日本の文化を学ぶ。
➡このような学びを実現できる教材をラインナップしています。（教材紹介P.12～）

新課程における学習指導のポイント

国語

POINT 1

POINT 2

POINT 3

 実社会 のなかで必要な国語の力 ………………

 表現力 の育成 ……………………………………
・⽂章の内容や表現の仕⽅を評価する力
・⾃分の考えや根拠に基づいて的確に表現する力
我が国の 言語⽂化 への理解 ……………………

従前課程 新課程

必履修科目 「国語総合」（４） 「現代の国語」（２）
「言語文化」　（２）

選択科目

「現代文Ａ」（２）
「現代文Ｂ」（４）
「古典Ａ」　（２）
「古典Ｂ」　（４）

「論理国語」　（４）
「文学国語」���（４）
「国語表現」���（４）
「古典探究」���（４）
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① 短期集中で実力UP
② 基礎から着実にSTEP UP
③ 模試過去問で目標への到達度をはかり，やる気UP

① 中学校の学習項目を体系的に総復習できる
② 分量・難易度を分けた４教科８アイテムをご用意
③ 本冊の内容に合わせた「確認テスト」を各アイテムごとに３種類ご用意

① 入学前の課題として中学校の復習に取り組み，スタートラインをそろえる
② 入学後の課題考査で「確認テスト」を行い，学習状況・定着度を測る

学校・学年全体の授業進度のリカバリー／生徒の学力差の解消にご活用いただけます
授業の節目に 時期ごとに要点を絞っており，短期間で授業学習内容の復習ができます。
学期中の課題に STEP学習で，基礎基本から模試問題まで自宅学習課題としても無理なく取り組めます。

ご注文受付
～正午 ご注文日の翌営業日に運送会社へ引き渡します。

正午～ ご注文日の翌々営業日に運送会社へ引き渡します。

採用セット 通常価格(税込み) セット価格(税込み)

Ａ.  学年別 1 教科一括セット
　　  例）１年国語 vol.1 ～３ 420円 ×3冊 =1,260円 1,200円

Ｂ.  学年別 3 教科一括セット
　　  例）１年国語・数学・英語 vol.1 ～ 3 420円 ×９冊 =3,780円 3,420円

Ｃ.  １・２学年 3 教科一括セット 420円 ×18冊 =7,560円 6,480円
（3,240円/生徒）

※「進研WINSTEP 短期集中」の発送は採用セットをまとめて同送させていただきます。（分割での納品はお受けできません。）

採用セット 通常価格(税込み) セット価格(税込み)

国語・数学・英語 ３教科一括セット 1,200円
（１冊あたり400円）

1,080円
（１冊あたり360円）

採用セット 通常価格(税込み) セット価格(税込み)

国語・数学・英語・理科 ４教科一括セット １,５７0円
（理科のみ370円）

1,400円
（１冊あたり350円）

アイテム

国　語 「BRIDGE高校国語 Basic［新課程版］」「BRIDGE高校国語 Standard［新課程版］」「BRIDGE高校国語 総合［新課程版］」

数　学 「BRIDGE高校数学 Basic［新課程版］」「BRIDGE高校数学 Standard［新課程版］」

英　語 「BRIDGE高校英語 Basic［新課程版］」「BRIDGE高校英語 Standard［新課程版］」

理　科 「BRIDGE高校理科［新課程版］」

お得なセット価格を設けています お得なセット価格を設けています

2022年2月1日（火）～2022年7月15日（金）までのお申込み期間限定でセット価格を設定いたします。

2021年12月1日（水）～2022年4月28日（木）までのお申込み期間限定でセット価格を設定いたします。

おすすめ
POINT

おすすめ
POINT

アイテム アイテム

ご活用
場面

ご活用
場面

高１（新課程版）  国語・数学・英語
vol.1 7月模試の前後に
vol.2 11月模試の前後に
vol.3 1月模試の前後に

高２　国語・数学・英語
vol.1 7月模試の前後に
vol.2 11月模試の前後に
vol.3 1月模試の前後に

２月１日からラーンズWebサイトでも
ご注文いただけます

詳細は
ラーンズWebサイトより
ご確認ください

「進研 WINSTEP Division 新課程高１用 ／ 短期集中 高２用 」シリーズ 「BRIDGE」シリーズ 新課程版

「進研 WINSTEP Division」一括セットのご注文時期による商品発送日のお知らせ

国語・数学・英語 ３教科一括セット

「進研WINSTEP Division」はvol .1（１月発刊）・vol.2（４月発刊）・vol.3（６月発刊）と順次発刊するため，一括セットのご注文時期
によって商品の発送日が以下のように異なります。あらかじめご了承ください。

ご希望の組み合わせで国語・数学・英語（３教科）をそれぞれ同部数ご注文いただければセット価格でご提供いたします。
また，学科やコースによって，同じ教科の異なるアイテムのご注文にもセット価格でご提供いたします。

上記の３教科一括セットに加え,「BRIDGE高校理科［新課程版］」も同部数ご注文いただければ，
セット価格をさらにお値引きいたします。

原則，以下の日程で岡山県より出荷いたします。
※「ご注文日」および「営業日」は，土日祝日・年末年始を除く月～金曜日です。
※在庫状況等により，引き渡しが遅れる場合がございます。

ご注意事項：
セット価格は期間限定のキャンペーン価格です。
ご注文いただいたセットに返品が発生した場合,原則人数分のセットでの
返品をお願いいたします。
期限を過ぎた場合の追加は通常価格でのお取扱いとなりますので，あら
かじめご了承ください。

2022年１月 2月・3月 4月 5月 6月 7月

発刊日

vol.1 1月31日発刊 vol.2 4月28日発刊 vol.3 6月30日発刊

一括セットの
ご注文時期と
商品発送日

2月1日（火）～4月27日（水）に
ご注文の場合

vol.1：ご注文後１～2営業日で送付(ご請求書同梱)
vol.2：4月28日以降に送付
vol.3：6月30日以降に送付

4月28日（木）～6月29日（水）に
ご注文の場合

vol.1・2： ご注文後１～2営業日でまとめて送付(ご
請求書同梱)

vol.3：6月30日以降に送付

６月30日（木） ～7月15日
（金）にご注文の場合

vol.1～3：ご注文後１～
2営業日でまとめて送
付 (ご請求書同梱)

ご注文例（新入生 300 名の場合）

国語　合計 300 部
（ Basic 200部 + Standard 50部 + 総合 50部 ）

ご請求額：1,080 円 × 300 = 324,000 円

数学　合計 300 部
（ Basic 250部 + Standard 50部 ）

英語　合計 300 部
（ Basic 300部 ）

＋ ＋

2022
発刊

2021
改訂

進研WINSTEP
Division

進研WINSTEP
短期集中

※掲載の教材内容・定価（税込み）は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。


