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小 6 国語（下） （2022 年 4 月 8 日改訂） 

 

 

 

 

 

 ■□■ 目次 ■□■ 

 

１．言葉／和語・漢語・外来語 
   ●和語・漢語・外来語 
   ●和語 
   ●漢語 
   ●外来語 
   ●和語と漢語を区別しよう 
   ●和語・漢語・外来語のイメージのちがい 
２．言葉／ことわざ・慣用句 
   ●ことわざとは 
   ●ことわざの種類 
   ●動物に関係のあることわざ 
   ●覚えてほしいことわざ 
   ●覚えてほしいことわざ 
   ●慣用句 
   ●慣用句 
   ●慣用句 
   ●慣用句 
   ●慣用句 
   ●慣用句 
３．言葉／漢字の形と音・意味 
   ●音を表す部分と意味を表す部分 
   ●音を表す部分が共通の漢字 
   【説明】 
   ●音を表す部分が共通の漢字 

   ●部首の意味 
   ●部首の意味 
   ●共通な部分をもつ漢字 
４．言葉／送り仮名のきまり 
   ●送り仮名のきまり 
   ●送り仮名のきまり 
   ●送り仮名のきまり 
   ●送り仮名のきまり 
   ●送り仮名のきまり 
   ●送り仮名のきまりのまとめ 
５．言葉／熟語の成り立ち 
   ●二字熟語の成り立ち 
   ●二字熟語の成り立ち 
   ●二字熟語の成り立ち 
   ●二字熟語の成り立ち 
   ●二字熟語の成り立ち 
   ●二字熟語の成り立ち 
   ●二字熟語の成り立ち 
   ●二字熟語の成り立ちのまとめ 
   ●三字熟語の成り立ち 
   ●三字熟語の成り立ち 
   ●三字熟語の成り立ち 
   ●三字熟語の成り立ち 
   ●四字以上の熟語の成り立ち 

教科書以外の重要事項をふくんでいるので、中学受験の基礎固めに使えます。小学 6 年生の

平均的な学習時間を考慮して、週 1 回、各 30 分学習すれば、終わる分量としました。 

［言葉編］…「敬語の使い方」「接続語のはたらき」など、15 単元 149 項目に分けて学習します。

「読解編」…「語句の意味」や「段落内容と要点」など、14 単元 153 項目に分けて学習します。 

当教材を修了すれば、読解力が飛躍的にアップします。 
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６．言葉／言葉の使い分け 
   ●言葉の使い分け 
   ●言葉の使い分け 
   ●言葉の使い分け 
   ●言葉の使い分け 
   ●言葉の使い分け 
   ●言葉の使い分け 
   ●言葉の使い分け 
   ●言葉の使い分け 
７．言葉／敬語の使い方 
   ●敬語とは 
   ●敬語とは 
   ●敬語の三種類を覚えよう 
   ●尊敬（そんけい）語とは 
   ●尊敬（そんけい）語とは 
   ●尊敬（そんけい）語とは 
   ●けんじょう語とは 
   ●けんじょう語とは 
   ●けんじょう語とは 
   ●ていねい語とは 
   ●「尊敬語」と「けんじょう語」の区別 
   ●敬語を正しく使おう 
   ●敬語の三種類のまとめ 
８．言葉／同じ訓をもつ漢字 
   ●同じ訓をもつ漢字 
   ●同じ訓をもつ漢字 
   ●同じ訓をもつ漢字 
   ●同じ訓をもつ漢字 
   ●同じ訓をもつ漢字 
   ●同じ訓をもつ漢字 
９．言葉／｢せる･させる｣｢れる･られる｣ 
   ●「せる」「させる」を使った文 
   ●「せる」「させる」を使った文 
   ●「せる」「させる」を使った文 
   ●「せる」「させる」を使った文 

   ●「せる」「させる」を使った文 
   ●「れる」「られる」を使った文 
   ●「れる」「られる」を使った文 
   ●「れる」「られる」を使った文 
   ●「れる」「られる」を使った文 
   ●「れる」「られる」を使った文 
   ●「れる」「られる」を使った文 
   ●「れる」「られる」を使った文 
   ●「れる」「られる」を使った文のまとめ 
 １０．言葉／文末の表現 
   ●文末の表現のいろいろ 
   ●文末の表現のいろいろ 
   ●文末の表現のいろいろ 
   ●文末の表現のいろいろ 
   ●文末の表現のいろいろ 
   ●文末の表現のいろいろ 
   ●文末の表現のいろいろ 
   ●文末の表現のいろいろ 
   ●文末の表現のいろいろ 
   ●文末の表現のいろいろ 
   ●文末の表現のいろいろ 
   ●文末の表現のまとめ 
   ●文末の表現のまとめ 
 １１．言葉／文の構造 
   ●文の構造 
   ●文の構造 
   ●文の構造 
   ●文の構造 
   ●文の構造 
   ●文の構造 
   ●文の構造 
   ●文の構造 
   ●文の構造 
   ●文の構造 
   ●文の構造 
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   ●文の構造 
   ●文の構造 
 １２．言葉／言葉の変化 
   ●動詞の変化 
   ●動詞の変化 
   ●ちがう品詞への変化 
   ●ちがう品詞への変化 
   ●ちがう品詞への変化 
   ●言い切りの形（基本形） 
   ●二つの言葉が組み合わさってできた言葉（複合… 
   ●二つの言葉が組み合わさってできた言葉（複合… 
   ●二つの言葉が組み合わさってできた言葉（複合… 
   ●言葉の頭や後について意味をそえる言葉 
   ●言葉の頭や後について意味をそえる言葉 
   ●言葉の頭や後について意味をそえる言葉 
   ●言葉の頭や後について意味をそえる言葉 
   ●言葉の頭や後について意味をそえる言葉 
   ●接尾語の「性」「化」「的」の用例 
   ●省略した言葉 
   ●本来の意味とはちがった意味で使われる言葉 
 １３．言葉／接続語のはたらき 
   ●接続語（つなぎ言葉） 
   ●接続語（つなぎ言葉）の種類 
   ●接続語（つなぎ言葉）の種類 
   ●接続語（つなぎ言葉）の種類 
   ●接続語（つなぎ言葉）の種類 
   ●接続語（つなぎ言葉）のいろいろ 
   ●一つの文にまとめるときに使う接続語（つなぎ… 
   ●一つの文にまとめるときに使う接続語（つなぎ… 
   ●接続語（つなぎ言葉）の種類 
 １４．言葉／言葉の調子 
   ●言葉の調子 
   ●言葉の調子 
   ●言葉の調子 
   ●言葉の調子 

   ●言葉の調子 
   ●言葉の調子 
   ●言葉の調子 
   ●言葉の調子 
 １５．言葉／特別な読み方の漢字 
   ●特別な読み方の漢字 
   ●特別な読み方の漢字－時を表す言葉 
   ●特別な読み方の漢字－暮らしに関係する言葉 
   ●特別な読み方の漢字－自然に関係する言葉 
   ●特別な読み方の漢字－対（つい）になる言葉 
   ●特別な読み方の漢字－人を表す言葉など 
 １６．読解／語句の意味 
   ●語句の意味をとらえるには 
   ●語句の意味をとらえるには 
   ●語句の意味をとらえるには 
   ●語句の意味をとらえるには 
   ●語句の意味をとらえるには 
   ●語句の意味をとらえるには 
   ●語句の意味をとらえるには 
   ●語句の意味をとらえるには 
 １７．読解／こそあど言葉 
   ●こそあど言葉（指示語）とは何か 
   ●こそあど言葉（指示語）の内容をとらえる 
   ●こそあど言葉（指示語）の内容をとらえる 
   ●こそあど言葉（指示語）の内容をとらえる 
   ●こそあど言葉（指示語）の内容をとらえる 
   ●こそあど言葉（指示語）の内容をとらえる 
   ●こそあど言葉（指示語）の内容をとらえる 
   ●こそあど言葉（指示語）の内容をとらえる 
   ●こそあど言葉（指示語）の内容をとらえる 
   ●こそあど言葉（指示語）の内容をとらえる 
   ●こそあど言葉（指示語）の内容をとらえる 
 １８．読解／つなぎ言葉 
   ●つなぎ言葉（接続語）とは何か 
   ●つなぎ言葉の種類 
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   ●つなぎ言葉の種類 
   ●つなぎ言葉の種類 
   ●つなぎ言葉の種類 
   ●つなぎ言葉の種類 
   ●つなぎ言葉の種類 
   ●つなぎ言葉の種類 
   ●つなぎ言葉の種類 
   ●つなぎ言葉の種類 
   ●つなぎ言葉の種類 
   ●つなぎ言葉の種類 
   ●つなぎ言葉の種類 
   ●つなぎ言葉のいろいろ 
   ●つなぎ言葉のいろいろ 
   ●つなぎ言葉に注意する 
   ●つなぎ言葉のいろいろ 
   ●つなぎ言葉のいろいろ 
   ●つなぎ言葉のまとめ 
 １９．読解／語句や文をおぎなう 
   ●語句や文をおぎなう 
   ●語句や文をおぎなう 
   ●語句や文をおぎなう 
   ●語句や文をおぎなう 
   ●語句や文をおぎなう 
   ●語句や文をおぎなう 
   ●語句や文をおぎなう 
   ●語句や文をおぎなう 
   ●語句や文をおぎなう 
 ２０．読解／理由を考える 
   ●理由を考える 
   ●理由を考える 
   ●理由を考える 
   ●理由を考える 
   ●理由を考える 
   ●理由を考える 
   ●理由を考える 

   ●理由を考える 
   ●理由を考える 
   ●理由を考える 
   ●理由を考える 
   ●理由を考える 
   ●理由を考える 
 ２１．読解／言葉の内容を考える 
   ●言葉の内容を考える 
   ●言葉の内容を考える 
   ●言葉の内容を考える 
   ●言葉の内容を考える 
   ●言葉の内容を考える 
   ●言葉の内容を考える 
   ●言葉の内容を考える 
   ●言葉の内容を考える 
   ●言葉の内容を考える 
   ●言葉の内容を考える 
   ●言葉の内容を考える 
   ●言葉の内容を考える 
 ２２．読解／表現とたとえ 
   ●表現とたとえ 
   ●表現とたとえ 
   ●表現とたとえ 
   ●表現とたとえ 
   ●表現とたとえ 
   ●表現とたとえ 
   ●表現とたとえ 
   ●表現とたとえ 
   ●表現とたとえ 
   ●表現とたとえ 
 ２３．読解／人物の気持ち 
   ●人物の気持ちをとらえるには 
   ●人物の気持ちをとらえるには 
   ●人物の気持ちをとらえるには 
   ●人物の気持ちをとらえるには 
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   ●人物の気持ちをとらえるには 
   ●人物の気持ちをとらえるには 
   ●人物の気持ちをとらえるには 
   ●人物の気持ちをとらえるには 
   ●人物の気持ちをとらえるには 
   ●人物の気持ちをとらえるには 
   ●人物の気持ちをとらえるには 
   ●人物の気持ちをとらえるには 
   ●人物の気持ちをとらえるには 
 ２４．読解／性格を読み取る 
   ●性格をとらえるには 
   ●性格をとらえるには 
   ●性格をとらえるには 
   ●性格をとらえるには 
   ●性格をとらえるには 
   ●性格をとらえるには 
   ●性格をとらえるには 
 ２５．読解／対応・対立する言葉 
   ●対応・対立する言葉に注意する 
   ●対応・対立する言葉とは 
   ●対応・対立する言葉に注意する 
   ●対応・対立する言葉に注意する 
   ●対応・対立する言葉に注意する 
   ●対応・対立する言葉に注意する 
   ●対応・対立する言葉に注意する 
 ２６．読解／段落内容と要点 
   ●段落とは何か 
   ●段落の内容を読み取る 
   ●段落の内容を読み取る 
   ●段落に小見出しをつける 
   ●段落の要点をつかむ 
   ●段落の要点をつかむ 
   ●段落の要点をつかむ 
   ●段落の要点をつかむ 
   ●キーワードをつかむ 

   ●段落間のつながりを考える 
   ●段落の内容と要点 
   ●段落の内容と要点 
   ●要点をまとめる 
   ●要点をまとめる 
 ２７．読解／場面の情景と変化 
   ●場面の情景を読み取る 
   ●場面の情景を読み取る 
   ●場面の情景を読み取る 
   ●場面の情景を読み取る 
   ●場面の情景を読み取る 
   ●場面の変化をつかむには 
   ●場面の変化をつかむには 
   ●場面の変化をつかむには 
   ●場面の変化をつかむには 
   ●場面の変化をつかむには 
   ●場面の変化をつかむには 
   ●場面の変化をつかむには 
 ２８．読解／段落と要旨 
   ●段落とは 
   ●段落ごとに内容をとらえる 
   ●文章を段落に分ける 
   ●文章を段落に分ける 
   ●意味のうえから文章を段落に分ける 
   ●読み取りの力をつける 
   ●文章の組み立てを考える 
   ●段落のはたらき 
   ●段落のはたらき 
   ●要旨をとらえるには 
   ●要旨をとらえるには 
   ●主題と鑑賞 
 ２９．読解／総合問題 
   ●つなぎ言葉のまとめ 
   ●語句や文をおぎなう問題 
   ●文章を段落に分ける問題 
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   ●表現とたとえの問題 
   ●つなぎ言葉（接続語）のまとめ 
   ●要旨をとらえる問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


