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高校受験国語  

■□■ 目次 ■□■ 
各単元内の学習項目は、TLT ソフトの解説もしくは問題データの一部を自動的に抽出したものです。 

１．漢字 ステップ １（読み）  
   再発の憂いはないと医者から告げられた…  

   「冷めないうちにどうぞ」と促され、食…  

   布の覆いを取ると、中には子猫が入って…  

   不意に眠気が襲ってきた。  

   明るく穏やかな人がらで、だれからも好…  

   公害は地球上の生命の存続を脅かしてい…  

   料理を彩りよく盛りつける。  

   生徒の一部から不満が出る可能性は否め…  

   久しぶりの臨時収入で懐（ふところ）が潤…  

   書斎には故人の愛惜した品々が残されて…  

   拾ってきた子猫が元気に育つように心を砕…  

   ずっと机に向かっていたら、肩が凝って…  

   何かを訴えるような彼女の凝視に耐えら…  

   この家には人の住んでいる気配がない。…  

   やっとのことで勝ち取った自由を享受す…  

   お寺の境内をお坊さんが歩いている。  

   ライオンが大きな肉の塊をくわえている…  

   妻は潔癖性で、ひまさえあれば片づけを…  

   どんなに辛くても、ぼくは忍耐の権化の…  

   歴史を顧みると、いかに戦争が多かった…  

   かつての名声が朽ちても、友だちは去っ…  

   この辺の地理には詳しいから、ぼくが案…  

   五人の子供を抱えて、母は懸命に働いた…  

   この映画には、当時の国際情勢の影響が顕…  

   壊れてしまったステレオを、修理に出す…  

２．漢字 ステップ ２（選択式）  
   「圧」を使った熟語にはほかに、「気圧」「弾…  

   「緒」を使った熟語にはほかに、「端緒」（解…  

   「意」を使った熟語にはほかに、「意志」「合…  

   「持」を使った熟語にはほかに、「支持」「保…  

   「依」を使った熟語にはほかに、「依拠」（も…  

   「管」「官」「営」を区別しましょう。  

   「おとずれる」と「たずねる」は、同じような…  

   「辺り」と「当たり」は、アクセントが違いま…  

   「依」を使った熟語にはほかに、「依拠」（規…  

   送りがなに注意！ 「衰える」です。  

   「暮らす」の名詞化したものが、「暮らし」で…  

   「慢」と「漫」は特にまちがいやすいので、注…  

   「記」を使った熟語にはほかに、「記事」「記…  

   「極」を使った熟語にはほかに、「極力」（せ…  

   「偶」を使った熟語にはほかに、「配偶者」（…  

   「根」を使った熟語にはほかに、「根源」「根…  

   「得」を使った熟語にはほかに、「得点」「得…  

   「境」を使った熟語にはほかに、「境界」「国…  

   「威」を使った熟語にはほかに、「威圧」「威…  

   「向」を使った熟語にはほかに、「方向」「向…  

   「私的」「詩的」などの同音異義語にも、注意…  

   「紹介」と「招待」…大丈夫かな？  

   「穫」と「獲」…形も似ているし、読みも同じ…  

   「証」を使った熟語にはほかに、「保証」「証…  

   「衝」を使った熟語にはほかに、「衝突」など…  

３．漢字 ステップ ３（読み）  
   若者は、ひたすら大願成就を祈り続けた…  

   五月晴れの空にこいのぼりが泳いでいる…  

   肉や魚を一切使わない精進料理が、ここ…  

   大会の予定は既に通知したとおりです。…  

   日本は積極的にアメリカ文化を摂取して…  

   きみのおかげでこの仕事を遂行すること…  

   街の雑踏を抜け出し、大自然に囲まれる…  

   避難訓練のときは、速やかに行動しまし…  

   森の中を散策していたら、古い家を見つ…  

   彼の示唆に富んだ話を聞き、解決の糸口…  

   彼の投げたボールは、波間にいつまでも漂…  
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   目標も持たずに過ごしていると、心に怠惰…  

   仕事に関しては、いいかげんな妥協は許…  

   あまりにしつこいセールスマンに、母は当…  

   先祖代々耕してきた田が、今では荒れ果…  

   ちょっと手綱をゆるめるとすぐに遊びほ…  

   きのう一日ゆっくり休んだことで、疲れ…  

   日曜日にも部活があることを、納得ずく…  

   私はまだ自動車のハンドルを握ったこと…  

   子供たちは物陰に身を潜め、先生が通り…  

   卒業したら一人旅をしたい、と漠然と思…  

   海岸から２キロほど隔たったところに、…  

   この学校は、伝統的に自由な空気を育ん…  

   ステージの上で、彼女の衣装はいちだんと…  

   温度の微妙な変化が、植物に大きな影響…  

４．漢字 ステップ ４（選択式）  
   「深」を使った熟語にはほかに、「深夜」など…  

   「談」を使った熟語にはほかに、「相談」「余…  

   「摂」を使った熟語にはほかに、「摂政（せっ…  

   「失」を使った熟語にはほかに、「失業」「失…  

   「純」を使った熟語にはほかに、「不純」など…  

   「模」を使った熟語にはほかに、「模倣」「模…  

   「抵」を使った熟語にはほかに、「抵当」（借…  

   「漂う」…送りがなに注意！  

   「徹」を使った熟語にはほかに、「一徹」（意…  

   「典」を使った熟語にはほかに、「辞典」「典…  

   「脳」を使った熟語にはほかに、「首脳」「大…  

   「隔たる」…送りがなに注意！  

   「崩（くず）れて壊（こわ）れる」から「崩壊…  

   「繁」を使った熟語にはほかに、「繁華街」「…  

   「微」を使った熟語にはほかに、「微風」「衰…  

   「風」を使った熟語にはほかに、「台風」「風…  

   「紛らわしい」…送りがなに注意しよう。  

   「専」を使った熟語にはほかに、「専業」「専…  

   「約」を使った熟語にはほかに、「規約」「条…  

   「偉」を使った熟語にはほかに、「偉容」（立…  

   「著しい」…送りがなに注意しよう。  

   「遠」を使った熟語にはほかに、「遠方」「遠…  

   「抑」という字は、書き間違いやすい字だね。十…  

   「陥る」…送りがなに注意！  

   「被」を使った熟語にはほかに、「被災」「被…  

５．漢字 ステップ ５（読み）  
   戦後の日本経済の繁栄には、世界中が注…  

   試験が終われば遊べると思うと、勉強にもい…  

   古い習慣をどんどん捨てていくのが最近の…  

   太郎ときたら、あまりの空腹に皿まで食べか…  

   紺地に花模様の木綿の布で、母が浴衣（…  

   学校へ行く途中の坂は、長いけれど緩や…  

   お墓の近くを通るのは怖かったが、妹の手前…  

   酔っぱらいにからまれ、厄介なことにな…  

   カタカナを濫用すると、文章の品位が下…  

   かもは卵を抱くのに飽きると、池のふち…  

   いつまでも、子供扱いしないでほしい。…  

   裕福な家を継ぐという安易な道を選ばず…  

   あの人は何事も強引で、有無を言わせな…  

   ちょっと目を離したすきに、獲物に逃げ…  

   結婚式は、厳かな雰囲気の中で行われた…  

   夕焼けの中で、木々が燃え盛っているかのよ…  

   たまには趣を変えて、庭で食事をするの…  

   父の病気も快方に赴き、表情にも明るさ…  

   おまえはいつも、自分に都合のいいこと…  

   法律に関する知識は皆無なので、どうか…  

   うちは、一家五人が母ちゃんの稼ぎで食…  

   まんがを悪いものだと決めつけるのは、偏…  

   何事にも前向きの姿勢で取り組む彼は、…  

   子供にもわかるやさしい講演だったが、その…  

   国際間の緊張の緩和を図ることが、世界…  

６．漢字 ステップ ６（選択式）  
   「往」を使った熟語にはほかに、「往路」など…  

   「誇」を使った熟語にはほかに、「誇大」など…  

   「妙」を使った熟語にはほかに、「軽妙」など…  
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   「犠」も「牲」も、普通この熟語でしか使いま…  

   「強」を使った熟語にはほかに、「最強」「強…  

   「興」を使った熟語にはほかに、「興亡」（国…  

   「緊」を使った熟語にはほかに、「緊急」など…  

   「掲」を使った熟語にはほかに、「掲示板」な…  

   「懸」を使った熟語にはほかに、「懸念（けね…  

   「削」を使った熟語にはほかに、「添削（てん…  

   「容」を使った熟語にはほかに、「受容」「容…  

   「剣」を使った熟語にはほかに、「短剣」など…  

   「伝」を使った熟語にはほかに、「伝票」「遺…  

   「間」を使った熟語にはほかに、「期間」「民…  

   「残」を使った熟語にはほかに、「残念」「敗…  

   「避」を使った熟語には、「避暑」「回避」な…  

   「錯」を使った熟語にはほかに、「倒錯」「錯…  

   「思」を使った熟語にはほかに、「思案」「思…  

   「熟」を使った熟語にはほかに、「未熟」「熟…  

   「据」には音読みがなく、「据（す）え膳（ぜ…  

   「遇」を使った熟語にはほかに、「冷遇」「奇…  

   「携」を使った熟語には、「連携」「必携（ひ…  

   「念」を使った熟語にはほかに、「断念」「理…  

   「蓄」を使った熟語にはほかに、「蓄財」など…  

   「開」を使った熟語にはほかに、「開発」「公…  

７．漢字 ステップ ７（読み）  
   幾何学的な模様の遺跡。  

   害虫をすべて殺してしまったら、自然のバラ…  

   ふだんは温厚な父が、姉を前にいつになく…  

   ぼくは、正義の邪魔をするものはすべて嫌…  

   虹を捕まえようと手を伸ばしたが、虚空…  

   先輩は、ぼくの頼みを快く引き受けてく…  

   東京へ行かせてほしいという姉の懇願を…  

   「アルバイト」の概念は昔とは変わりつ…  

   朝顔の発育状態について克明な記録をと…  

   約束の時間に相手が来ないと、彼女は困惑…  

   日本の企業の多くは、経営規模の小さい…  

   終戦記念日に、人々は平和の誓いを新た…  

   どんな立派なことを言っても、行動が伴…  

   梅の木も桃の木も、厳しい冬の寒さをじっと…  

   口では言いにくいので、筆に託して手紙…  

   敵同士ではあったが、二人は終始和やか…  

   生きていかなくてはならないのだから、嘆…  

   動物の遺伝子を操作する研究が進んでい…  

   あやちゃんのお母さんは、礼儀正しく丁寧…  

   惨めな境遇を乗り越え、立派に成長する…  

   一人の呼びかけが発端となって、善意の…  

   新しい英語の先生は、隣の中学から赴任…  

   ぼくらは、そこに立ったまま、優勝の喜びに…  

   インドは、仏教の発祥の地である。  

   聖書こそは、時代を超え民族を超えた不朽…  

８．漢字 ステップ ８（選択式）  
   「特」を使った熟語にはほかに、「特許」「特…  

   「遂」を使った熟語には、「完遂」などがあり…  

   「眺める」は目で見るので、「めへん」ですね…  

   「念」を使った熟語にはほかに、「祈念」など…  

   「防」と「妨」とは音が同じで形もよく似てい…  

   「普」を使った熟語にはほかに、「普段」など…  

   「配」を使った熟語にはほかに、「心配」、「…  

   「媒」を使った熟語にはほかに、「媒酌人（ば…  

   「発」を使った熟語にはほかに、「発送」「発…  

   「招」は「紹」や「召」など似かよった字が多…  

   「面」を使った熟語にはほかに、「対面」「裏…  

   「勇」を使った熟語にはほかに、「勇壮」「勇…  

   「容」を使った熟語にはほかに、「寛容」（心…  

   「握」を使った熟語には、「握力」などがあり…  

   「滞」を使った熟語にはほかに、「沈滞」（勢…  

   「意」を使った熟語にはほかに、「敬意」「意…  

   「奪」を使った熟語には、「強奪（ごうだつ）…  

   現代は「飽食」の時代と言われるけれど、「飽…  

   「鮮」を使った熟語には、「鮮度」などがあり…  

   「縮」を使った熟語にはほかに、「縮小」など…  

   「駆」を使った熟語にはほかに、「疾駆（しっ…  
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   「服」を使った熟語にはほかに、「服装」「制…  

   「訓」を使った熟語にはほかに、「音訓」など…  

   「感」を使った熟語にはほかに、「感激」「敏…  

   「歓」を使った熟語にはほかに、「歓声」（喜…  

９．漢字 ステップ ９（読み）  
   あのときの父の抱擁を、私は一生忘れな…  

   甚だ恐縮ですが、ちょっとお使いをお願…  

   持病の心臓の発作に襲われたときのため…  

   内緒で借りていた兄さんの本を、こっそり元…  

   退屈を紛らそうと、映画を見ることにし…  

   幼いころ、母は優しい声で子守歌を歌っ…  

   お年寄りや身体の不自由な人には席を譲…  

   春になって寒さが和らぐと、家の庭にウ…  

   祖父は、毎朝神棚の前で恭しく頭を下げ…  

   テレビを見ていると最近の慌ただしい政…  

   このあたりは、東京とはいってもまだまだ…  

   会社側が要求を拒んだため、従業員側と…  

   難民の救済に対する政府の対応が緩慢だ…  

   彼女は好悪が激しいので、つきあいにく…  

   狭い家なのだから、みんなで工夫して住…  

   ぼくは学校に通う傍ら、朝晩は新聞配達…  

   芸術の極致に達することのできる人は、…  

   夜の静けさの中で、時計は刻々と時を刻…  

   どうせ仮病でしょ、さっさと起きなさい…  

   弟は、気性の激しい兄と違って、おとな…  

   亡くなった恩師の供養になるようなこと…  

   父は、会社の重要な任務を担って、アメ…  

   いたずら坊主を懲（こ）らしめようと、おし…  

   初戦で負けて自信を喪失していたが、敗…  

   予定の電車に乗り損なうと大変だから、…  

 １０．漢字 ステップ１０（選択式）  
   「観」を使った熟語にはほかに、「人生観」「…  

   「看」を使った熟語にはほかに、「看守」「看…  

   「感」を使った熟語にはほかに、「感慨（かん…  

   「複」を使った熟語にはほかに、「複写」「複…  

   「設」を使った熟語には、「特設」「設営」な…  

   「栽」も「培」も、似た字が多いですね。十分…  

   「指」を使った熟語にはほかに、「指示」「指…  

   「自」を使った熟語にはほかに、「自治」、「…  

   「軟」を使った熟語にはほかに、「硬軟（こう…  

   「慎」の訓読みは、「つつし－む」です。  

   「推」を使った熟語にはほかに、「推奨（すい…  

   「政」を使った熟語にはほかに、「政治」「政…  

   「縛」を使った熟語には、「自縄自縛（じじょ…  

   「偏」を使った熟語には、「偏食」（好き嫌い…  

   「施」を使った熟語にはほかに、「施政」（政…  

   「冒険」の「冒」は、「危険を冒(おか)す」…  

   「陳」を使った熟語にはほかに、「陳腐（ちん…  

   「印」を使った熟語にはほかに、「印鑑（いん…  

   「秩序」の「秩」は、「物事の順序」という意…  

   「忍」を使った熟語にはほかに、「忍者」など…  

   「納」を使った熟語にはほかに、「納税」「未…  

   「励」を使った熟語には、「精励（せいれい）…  

   「怠る」…送りがなに注意しよう。  

   「分」を使った熟語にはほかに、「処分」「配…  

   「朗らかだ」＝形容動詞ですね。  

 １１．漢字 ステップ１１（読み）  
   隅から隅まできれいになるように、…  

   真偽のほどはわからないが、気になる説…  

   田舎の素朴な人情が、この地方にはまだ…  

   原告と被告の間で和解が成立し、訴訟は…  

   憎悪に満ちた表情がたちまちゆるみ、彼…  

   火事騒ぎが鎮まると、集まったやじ馬も…  

   率直に言って、今度のきみのやり方には…  

   私と彼とは、かれこれ十年来の知己であ…  

   しばらくの間、仮店舗で営業します。  

   この小説の構想は、何年も作者の心の中に…  

   文化祭の出し物についてのアイディアを募…  

   父は愛用のカメラを携えて、旅行に出か…  

   さすがに、もとアナウンサーだけあって話術…  
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   老人の柔和な話し方で、とげとげしかっ…  

   特訓の成果が如実に現れ、ぼくらのチー…  

   「忘れ物はないのね」と念を押した母の顔が…  

   地球上のあらゆる人種を包括して、「ホ…  

   防御率のよいピッチャーほど、相手打線…  

   長い間、この本の翻訳をするのが、ぼく…  

   今日の彼女の記録は、先日の大会なら３位に…  

   今度の旅行には、交通費を含めて３万円…  

   骨折しているので、急いで手当を施さな…  

   老人や体の不自由な人のために、シルバーシ…  

   明治以来、日本は欧米の文化を模倣して…  

   長い戦いが続く中で、子供たちの無邪気な笑…  

 １２．漢字 ステップ１２（選択式）  
   「放」を使った熟語にはほかに、「釈放」「放…  

   「除」を使った熟語にはほかに、「除外」「解…  

   「繁」を使った熟語にはほかに、「繁雑」など…  

   「偏」を使った熟語にはほかに、「偏屈（へん…  

   「放」を使った熟語にはほかに、「放浪」「開…  

   「富」を使った熟語にはほかに、「富国」など…  

   「力」を使った熟語にはほかに、「引力」「体…  

   「躍」を使った熟語にはほかに、「跳躍（ちょ…  

   「余」を使った熟語にはほかに、「余白」「余…  

   「教諭」「愉快」「車輪」「輸…  

   「福祉」の「祉」は、この熟語以外には使わな…  

   「大事に至る」は、「おおごとになる」という…  

   「行」を使った熟語にはほかに、「改行」「行…  

   「遺」を使った熟語にはほかに、「遺族」など…  

   「悔やむ」は、「悔しい」が動詞化した言葉で…  

   「向」を使った熟語にはほかに、「意向」「方…  

   「難」を使った熟語にはほかに、「難解」など…  

   「害」を使った熟語にはほかに、「災害」「公…  

   「監」を使った熟語にはほかに、「監禁」「監…  

   「基」を使った熟語にはほかに、「基点」「基…  

   「機」を使った熟語にはほかに、「機械」「機…  

   「工夫を凝らす」「目を凝らす」などの表現が…  

   「作」を使った熟語にはほかに、「著作」「作…  

   「著」を使った熟語にはほかに、「著者」「著…  

   「稿」を使った熟語にはほかに、「遺稿（いこ…  

 １３．漢字 ステップ１３（読み）  
   係員の説明にはほとんど抑揚がなく、感…  

   人類が築き上げた文明が、むなしい空中楼…  

   元日の朝は、あちこちの家の門に日の丸の旗…  

   核兵器の開発が、人類の滅亡につながるので…  

   どこからかギターを奏でる音が聞こえて…  

   初めて見る雪に、我を忘れて戯れていた…  

   決まった環境の中ばかりで暮らしていると、…  

   朝もやに煙る静かな山の夜明けは、何とも言…  

   ホトトギスは、初夏の風物として詩歌に…  

   冬の準備に入った、から松林を時雨が通…  

   深い森は、木々が光を遮り、昼でもうっ…  

   山で遭難した人々を助けるために、救援隊が…  

   きみのレポートは、グラフが挿入されて…  

   寄付をくださった方は匿名ですので、紹…  

   その川は、町の中央を貫いて流れている…  

   祖父の葬儀には、たくさんの人が駆けつけ、…  

   本当のことは言いにくく、つい言葉を濁…  

   小さいころ、悪いことをすると納屋に閉…  

   ジプシーが演奏する音楽には、どことなく…  

   被告はここで大統領の暗殺を謀ったが、…  

   容疑者は、観念したのか潔く白状した。…  

   弱いものや、幼いものを慈しむ気持ちを…  

   情報に躍らされてはいけない。  

   この店のパンは、日本一おいしいと言っても…  

   過ぎたことを悔やむより、これから先の…  

 １４．漢字 ステップ１４（選択式）  
   「確」を使った熟語にはほかに、「確認」「正…  

   「感」を使った熟語にはほかに、「感情」「感…  

   「基」を使った熟語にはほかに、「基地（きち…  

   「規」を使った熟語にはほかに、「内規」など…  

   「生涯」「傷害」「障害」…同音異義語の多い…  
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   「妙」を使った熟語にはほかに、「神妙」など…  

   「資」を使った熟語にはほかに、「資金」、「…  

   「震」を使った熟語には、「震動」などがあり…  

   「潔」を使った熟語にはほかに、「潔癖（けっ…  

   「功績」「面積」「成績」「蓄積」…「積」と…  

   「派」を使った熟語にはほかに、「特派員」な…  

   「陶酔」の「陶」には、「うっとりする」とい…  

   「治」を使った熟語にはほかに、「統治（とう…  

   「尋ねる」には、「訪問する」という意味と、…  

   「償（ショウ）」は同音の語が多いので注意しよ…  

   「託」の右側部分は、「屯」ではないですよ！…  

   「奇」を使った熟語にはほかに、「奇遇」など…  

   「懐(なつ)かしい」と「壊(こわ)す」…大…  

   「膨」は「ふくれる」という意味です。  

   「翻」には、「ひるがえ－る」「ひるがえ－す…  

   「露(ろう)」という読みは、「披露」のとき…  

   「非」を使った熟語にはほかに、「非情」など…  

   「頭」を使った熟語にはほかに、「先頭」「念…  

   「講」を使った熟語にはほかに、「開講」「講…  

   「融」を使った熟語にはほかに、「融資（ゆう…  

 １５．漢字 ステップ１５（読み）  
   親の過剰な期待が、重荷になることがあ…  

   頭の中で夢と現実とが交錯し、混乱して…  

   あの人の話し方には独特の癖があるから…  

   撮影が始まると、監督の顔から笑いが消…  

   いつも慎重な彼が、こんなミスをするな…  

   周囲の忠告に逆らってまで、きみはこの…  

   味気ない、型どおりの弔辞が読み上げら…  

   最後の扉を開けると、そこは一面の野原…  

   いかに中学生の文章といえども、これでは…  

   長年の資本の蓄積がなければ、会社は倒…  

   文章を練りに練ったので、この作文…  

   少年のころ、物干し台に上がって満天の星を…  

   学芸会で、歌と踊りを披露することにな…  

   昔はこのあたりにも、タヌキが頻繁にや…  

   学生時代、よく場末の映画館で３本立て…  

   夏休みも終わり、海岸の村には平穏が戻…  

   彼の演技には父親らしい雰囲気がよく出…  

   何でも枠にはめるのではなく、子供はの…  

   俗世間との煩わしいかかわりを避けて、…  

   税制改革を訴えるため、党首は全国遊説…  

   ジプシーはヨーロッパ各地を流浪しなが…  

   あなたは、顔の輪郭がお父さんそっくり…  

   依頼された原稿の執筆に取りかかるまで…  

   その女優の結婚は、多くのファンに衝撃…  

   この村に伝わる行事の由緒を、地元のお…  

 １６．漢字 ステップ１６（選択式）  
   「虚」を使った熟語にはほかに、「空虚」など…  

   「迷」を使った熟語にはほかに、「低迷」「迷…  

   「交」を使った熟語にはほかに、「交遊」「交…  

   「議」を使った熟語にはほかに、「審議」「議…  

   「壊(こわ)す」と「懐(なつ)かしい」…区…  

   「薄」を使った熟語にはほかに、「薄暮（はく…  

   「験」を使った熟語にはほかに、「試験」など…  

   「簡」を使った熟語にはほかに、「簡便」「簡…  

   「危」を使った熟語にはほかに、「危惧（きぐ…  

   「効」を使った熟語にはほかに、「時効（じこ…  

   「自」を使った熟語にはほかに、「自宅」「自…  

   「供える」と「備える」…読みは同じでも、意…  

   「採」を使った熟語にはほかに、「採算」など…  

   「企画」と「規格」…間違わないように！  

   「繊」は「細い」という意味です。  

   「与」を使った熟語にはほかに、「与党」「寄…  

   「観」を使った熟語にはほかに、「観光」「悲…  

   「固」を使った熟語にはほかに、「確固（かっ…  

   「徐」は「ゆっくり」という意味です。  

   「象」を使った熟語にはほかに、「気象（きし…  

   「壊(こわ)す」と「懐(なつ)かしい」…も…  

   「摘」を使った熟語では、「指摘」「摘出」「…  

   「点」はこの場合、「ともす」という意味で使…  
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   「到」を使った熟語にはほかに、「到達」「到…  

   「特」を使った熟語にはほかに、「特価」「特…  

 １７．口語文法 識別問題①  
   ●助動詞「れる・られる」の識別ルールを覚えよ…  

   ●助動詞「れる・られる」の識別ルールを覚えよ…  

   ●助動詞「れる・られる」の識別ルールを覚えよ…  

   ●助動詞「れる・られる」の識別ルールを覚えよ…  

   ●助動詞「れる・られる」の識別ルールを覚えよ…  

   ●助動詞「れる・られる」の識別ルールを覚えよ…  

   ●助動詞「れる・られる」の識別ルールを覚えよ…  

   ●助動詞「れる・られる」の識別ルールを覚えよ…  

   ●助動詞「れる・られる」の識別ルールを覚えよ…  

   ●「ない」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「ない」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「ない」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「ない」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「ない」の識別ルールを覚えよう。  

   ●助詞「の」の識別ルールを覚えよう。  

   ●助詞「の」の識別ルールを覚えよう。  

   ●助詞「の」の識別ルールを覚えよう。  

   ●助詞「の」の識別ルールを覚えよう。  

   ●助詞「の」の識別ルールを覚えよう。  

 １８．口語文法 識別問題②  
   ●「で」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「で」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「で」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「で」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「が」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「が」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「が」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「が」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「が」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「ある」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「ある」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「と」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「と」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「に」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「に」の識別ルールを覚えよう。  

 １９．口語文法 識別問題③  
   ●副助詞「ばかり」の識別ルールを覚えよう  

   ●副助詞「ばかり」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「だ」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「だ」の識別ルールを覚えよう。  

   ●助動詞「ようだ」の識別ルールを覚えよう。  

   ●助動詞「ようだ」の識別ルールを覚えよう。  

   ●助動詞「そうだ」の識別ルールを覚えよう。  

   ●助動詞「そうだ」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「ながら」の識別ルールを覚えよう。  

   ●「ながら」の識別ルールを覚えよう。  

   ●単語の種類（品詞）を確認しよう。  

   ●単語の種類（品詞）を確認しよう。  

   ●単語の種類（品詞）を確認しよう。  

   ●連体詞を見分ける方法  

   ●副詞を見分ける方法  

   ●単語の種類（品詞）を確認しよう。  

   ●単語の種類（品詞）を確認しよう。  

 ２０．口語文法 文の組み立て  
   ●言葉の単位を覚えよう。  

   ●文の成分を覚えよう。  

   ●文の成分を覚えよう。  

   ●「補助の関係」とは  

   ●主語・述語の見つけ方を覚えよう。  

   ●主語・述語の見つけ方を覚えよう。  

   ●主語・述語の見つけ方を覚えよう。  

   ●修飾・被修飾の関係をとらえよう。  

   ●修飾・被修飾の関係をとらえよう。  

   ●「連用修飾」と「連体修飾」を区別しよう。  

   ●陳述（述べ方）の副詞について覚えよう。  

   ●陳述（述べ方）の副詞について覚えよう。  

   ●副詞の修飾のしかたについて覚えよう。  
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   ●副詞の修飾のしかたについて覚えよう。  

   ●副詞の修飾のしかたについて覚えよう。  

 ２１．口語文法 単語・敬語  
   ●活用の種類を見分けよう。  

   ●動詞の「活用の種類」と「活用形」の見分け方…  

   ●動詞の「活用の種類」と「活用形」の見分け方…  

   ●動詞の「活用の種類」と「活用形」の見分け方…  

   ●形容詞の「活用形」の見分け方を覚えよう。  

   ●形容動詞の「活用形」の見分け方を覚えよう。…  

   ●形式動詞（補助動詞）の見つけ方を覚えよう。…  

   ●形式名詞の見つけ方を覚えよう。  

   ●転成名詞とは何か。  

   ●代名詞と連体詞  

   ●敬語の区別は大丈夫？  

   ●尊敬語の特徴を覚えよう。  

   ●尊敬語の特徴を覚えよう。  

   ●謙譲語の特徴を覚えよう。  

   ●謙譲語の特徴を覚えよう。  

   ●丁寧語の特徴を覚えよう。  

 ２２．ことわざ・故事成語  
   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

   「故事成語」は、昔からの言い伝えや物語など…  

   「故事成語」は、昔からの言い伝えや物語など…  

   「故事成語」は、昔からの言い伝えや物語など…  

   「故事成語」は、昔からの言い伝えや物語など…  

   「故事成語」は、昔からの言い伝えや物語など…  

   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

   「ことわざ」は、古くから言い伝えられた教訓…  

 ２３．慣用句①  
   ●目に関する慣用句を学習しよう。  

   ●目に関する慣用句を学習しよう。  

   ●耳に関する慣用句を学習しよう。  

   ●鼻に関する慣用句を学習しよう。  

   ●手に関する慣用句を学習しよう。  

   ●まゆ・足・息・肩・骨・首・髪に関する慣用…  

   ●まゆ・足・息・肩・骨・首・髪に関する慣用…  

   ●まゆ・足・息・肩・骨・首・髪に関する慣用…  

   ●まゆ・足・息・肩・骨・首・髪に関する慣用…  

   ●まゆ・足・息・肩・骨・首・髪に関する慣用…  

   ●まゆ・足・息・肩・骨・首・髪に関する慣用…  

   ●口・歯に関する慣用句を学習しよう。  

   ●口・歯に関する慣用句を学習しよう。  

   ●顔・舌・腹に関する慣用句を学習しよう。  

   ●顔・舌・腹に関する慣用句を学習しよう。  

 ２４．慣用句②  
   ●慣用句について学習しよう。  

   ●慣用句について学習しよう。  

   ●慣用句について学習しよう。  

   ●慣用句について学習しよう。  

   ●慣用句について学習しよう。  

   ●猫・水に関する慣用句について学習しよう。…  

   ●猫・水に関する慣用句について学習しよう。…  

   ●慣用句について学習しよう。  

   ●慣用句について学習しよう。  

   ●慣用句について学習しよう。  

   ●慣用句について学習しよう。  

   ●慣用句について学習しよう。  

   ●慣用句について学習しよう。  
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   ●慣用句について学習しよう。  

   ●慣用句について学習しよう。  

 ２５．熟語の構成①  
   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

 ２６．熟語の構成②  
   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語には二字熟語のほかに、三字熟語・四字熟…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

   熟語の構成はだいたい次の７種類に分けられる…  

 ２７．四字熟語  
   ●文中の空所に四字熟語を入れる問題  

   ●文中の空所に四字熟語を入れる問題  

   ●本文の内容と同じ意味の四字熟語を選ぶ  

   ●本文の内容と同じ意味の四字熟語を選ぶ  

   ●本文の内容と同じ意味の四字熟語を選ぶ  

   ●反対の意味の漢字を含む四字熟語の問題  

   ●意味に合う四字熟語の完成問題  

   ●意味に合う四字熟語の完成問題  

   ●意味に合う四字熟語の完成問題  

   ●数字「一」が入った四字熟語  

   ●数字「一」が入った四字熟語  

   ●数字が入った四字熟語  

   ●数字が入った四字熟語  

   ●四字熟語の完成問題  

   ●四字熟語の完成問題  

   ●同じ漢字がくりかえし出てくる四字熟語の問題…  

   ●同じ漢字がくりかえし出てくる四字熟語の問題…  

 ２８．同音異義語・同訓異字  
   ●同音異義語の使い分けを覚えよう。  

   ●同音異義語の使い分けを覚えよう。  

   ●同音異義語の使い分けを覚えよう。  

   ●同音異義語の使い分けを覚えよう。  

   ●同音異義語の使い分けを覚えよう。  

   ●同音異義語の使い分けを覚えよう。  

   ●同音異義語の使い分けを覚えよう。  

   ●同音異義語の使い分けを覚えよう。  

   ●同音異義語の使い分けを覚えよう。  

   ●同音異義語の使い分けを覚えよう。  

   ●同音異義語の使い分けを覚えよう。  

   ●同訓異字の使い分けを覚えよう。  

   ●同訓異字の使い分けを覚えよう。  

   ●同訓異字の使い分けを覚えよう。  

 ２９．類義語・対義語  
   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  



 
 

~ 10 ~ 
 

   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  

   ●対義語について学習しよう。  

   ●類義語について学習しよう。  

   ●類義語について学習しよう。  

 ３０．部首・画数・筆順  
   ●漢和辞典の使い方を覚えよう。  

   ●漢和辞典の使い方を覚えよう。  

   ●「へん」について学習しよう。  

   ●「へん」について学習しよう。  

   ●「つくり」について学習しよう。  

   ●「かんむり」について学習しよう。  

   ●漢和辞典の使い方を覚えよう。  

   ●漢和辞典の使い方を覚えよう。  

   ●「たれ」について学習しよう。  

   ●「かまえ」について学習しよう。  

   ●筆順について学習しよう。  

   ●筆順について学習しよう。  

   ●筆順について学習しよう。  

   ●筆順について学習しよう。  

   ●筆順について学習しよう。  

   ●筆順について学習しよう。  

 ３１．文学史  
   ●３つの和歌集について覚えよう。  

   ●３つの和歌集について覚えよう。  

   ●３つの和歌集について覚えよう。  

   ●平安時代の日記・物語・随筆・説話について学…  

   ●平安時代の日記・物語・随筆・説話について学…  

   ●平安時代の日記・物語・随筆・説話について学…  

   ●鎌倉・江戸時代の随筆・物語・紀行文について…  

   ●鎌倉・江戸時代の随筆・物語・紀行文について…  

   ●鎌倉・江戸時代の随筆・物語・紀行文について…  

   ●鎌倉・江戸時代の随筆・物語・紀行文について…  

   ●鎌倉・江戸時代の随筆・物語・紀行文について…  

   ●明治時代の文学を学習しよう。  

   ●大正・昭和時代の文学を学習しよう。  

   ●明治・大正・昭和時代の詩・短歌・俳句につい…  

 ３２．国語知識  
   ●陰暦の月の呼び名について学習しよう。  

   ●陰暦の月の呼び名について学習しよう。  

   ●陰暦の月の呼び名について学習しよう。  

   ●朝から夜までの呼び名について学習しよう。  

   ●表現技法について学習しよう。  

   ●表現技法について学習しよう。  

   ●表現技法について学習しよう。  

   ●表現技法について学習しよう。  


