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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　理科

■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

主
な
学
習
指
導
テ
ー
マ

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

本番形式で
総仕上げ

ラーンズからのご提案

予想される共通テストの形式・レベルに沿った演習ができ，
現在の力が客観的にわかります。また，自分の弱点もわかる
ので，詳しい解説によってそれを補強することができます。

できるだけ実戦に近い形式で演習させたい。

見えてきた弱点の補強を効率的に行えます。

苦手分野を克服させたい。

学習の土台を整える

ラーンズからのご提案

BRIDGE 高校理科

中学校理科で，高校理科との関連の深い項目を復習
することで学習状況の把握と，スムーズな高校理科
への接続ができます。

中学理科の理解度の差をなくしたい。

ご提案！  Think and Quest

他者と話し合うなどの活動を通して，自ら考える経験
を積み，意識させることができます。

自ら考える学びの習慣を意識づけたい。

初めての模試を
目標に

学習を深める

ラーンズからのご提案

効率的な学習で
理解を深める

ラーンズからのご提案

進研 WINSTEP 

差がつくポイントに重点を絞ったステップ学習で，着実なス
テップアップができます。分野別になっているので，苦手分
野の復習も効率的に行うことができます。

ポイントを絞って効率的に学ばせたい。

進研 WINSTEP

STEP３の演習問題で自分の力を確認し，弱点を補強でき
ます。

教科書レベルと入試レベルのギャップをうめたい。

 Think and Quest

能動的な活動と振り返りを繰り返すことで学習内容をより
深く理解し，自らの言葉で説明できるようになります。

思考力・判断力・表現力を養成したい。

ステップアップ構成で，基本事項の確認から模試レベルまで
の実力UPができます。また，共通テストや個別大入試に向
けて，より思考力が必要な問題に触れることができます。

授業で学習したことを整理・定着させたい。

進研 WINSTEP 

進研 WINSTEP 共通テスト対策【実力完成】
直前演習／プレパック

ご提案！

ご提案！ ご提案！

ご提案！ ご提案！

ご提案！

直前演習・プレパックを併用することで，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！

ご提案！
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1年生春～冬（基礎力養成期間）

4月 5月 6月 7月
新 課 程

9月8月 10月 11月 12月

学習習慣の定着，基礎学力の定着

授

　業

自

　宅

　学

　習

1年生冬～2年生冬（実力養成期間）

４月3月2月
新 課 程

1月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

主体的に学び，思考力・判断力・表現力を身につける

個
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2年生冬～3年生夏（入試準備期間）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

受験生への切り替えと意識づけ

個
別
・
私
大

共
通
テ
ス
ト

3年生夏～（入試仕上げ期間）

（7月・8月）9月 10月 11月 12月 1月 2月

学びの集大成，入試実戦力完成

主体性を持って協働して学ぶ態度を養成
 Think and Quest

ステップ学習で基礎レベルの問題が確実に解けるようになる

進研 WINSTEP

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

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

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

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

進研 WINSTEP

進研 WINSTEP

中学校理科の復習
BRIDGE 高校理科

主体性を持って協働して学ぶ態度を養成
 Think and Quest

主体性を持って協働して
学ぶ態度を養成

 Think and Quest

思考力・判断力・表現力の養成

 Think and Quest

思考力・判断力・表現力の養成

 Think and Quest

進研 WINSTEP

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

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

組み合わせた学習が効果的です

組み合わせた学習が効果的です

組み合わせた学習が効果的です

◎教科書で学習した事項を再確認する

◎ステップ学習で模試レベルの問題に対応する応用力を養成する

◎これまで学習した事項の総復習をする

◎入試を見据えた応用力を養成する

◎身につけてきた知識の最終チェック
◎入試本番形式の演習を通して見えてきた弱点の補強



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─

ワークブック（PDF）でできる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

共通テスト本番形式で受験直前期まで力を伸ばすための教材

「共通テスト対策【実力完成】直前演習」シリーズ
物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基礎／物理／化学／生物
▢✓ 共通テストの方略をわかりやすく解説
▢✓ 全問オリジナルの「共通テスト予想問題」

共通テストに対応した基礎学力定着のための教材

「進研 WINSTEP」シリーズ
物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基礎／物理／化学／生物
▢✓ 分野別の構成で基礎事項の確認と
　  定着ができる

学びの基盤としての
「学ぶ意味の確認」

「教科の学び」

学びの基盤としての
「つながり」

オンライン指導でご活用いただける各教材の本文PDFご提供について巻末p32にまとめています

教材の詳細はp12～15をご覧ください

教材の詳細はp16～25をご覧ください

教材の詳細はp26～28をご覧ください

ラーンズからのご提案

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。

「自ら学ぶ生徒の育成」

理

４ ５

自律的に学ぶ生徒の育成をお手伝いします！
高１～高３

新課程の「学び」を捉える
高１

従前の学習指導要領では「〜を理解すること」と表現されていたのが，新指導要領では「〜を見出して／〜
を関連付けて理解すること」と表現されました。これは，先生が答えを言うのではなく，生徒が答えを導く
ことを促しているといえます。さらに，「〜に関する実験，観察などを行い，…」「〜に関する資料に基づい
て，…」と具体的な手段も示されました。「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて，より踏み込んだ表
現がされています。一方，共通テストでも，学習の場面設定の問題が出され，主体的・対話的な学びの実現に
向けたメッセージとして高く評価されており，このような出題が今後より重視されると考えられます。

自然の事物・現象に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うことなどを通し
て，自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を次の通り育成することを目指す。
⑴�　自然の事物・現象についての理解を深め，科学的に探究するため
に必要な観察，実験などに関する技能を身に付けるようにする。

⑵　観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。

⑶�　自然の事物・現象に主体的に関わり，科学的に探究しようとする
態度を養う。

主体的・対話的な学びの視点からの授業改善が共通テスト対策につながります

理科

POINT 1

POINT 2

従前課程

新 課 程

従前課程で「〜を理解すること」と示されていたのが，新課程では「〜を見出して理解すること」
「〜を関連付けて理解すること」と示され，その際，「〜に関する実験，観察などを行い，…」「〜
に関する資料に基づいて，…」と具体的な手段も示されました。

主要な概念の理解で重要な用語の目安として「生物基礎」では200語程度〜250語程度，「生
物」では500語程度〜600語程度として示されました。（従前課程の「生物基礎」では450語
程度，「生物」では1500語程度が扱われていました。）

科目と単位数 内容のおもな変更点

「科学と人間生活」（2） 生命の科学の「生物と光」が「ヒトの生命現象」に、宇宙や地球の科学の「身近な天体と太
陽系における地球」が「太陽と地球」にそれぞれ変更になりました。

「物理基礎」　　　（2） 学習項目の順序が一部変わった以外は、大きな変更はありませんでした。

「化学基礎」　　　（2） 学習項目に大きな変更はありませんでした。

「生物基礎」　　　（2）
「生物と遺伝子」が「生物の特徴」に、「体内環境」が「情報の伝達」になるなど、いくつか
の項目が変更になりました。また、「気候とバイオーム」が「植生と遷移」に統合され、「物
質循環」は４単位「生物」に移動しました。

「地学基礎」　　　（2） 学習項目に大きな変更はありませんでした。

知識および技能

思考力，判断力，表現力

学びに向かう力，人間性等


