
テーマ学習 教材リスト 「国語」

◆テーマ学習に収録されている教材とドリル（単元学習）の対照表です。テーマ学習では、学年とレベル（難易度）は表示されませんが、参考情報としてヘルプに記載があります。

コース
No. コース名

ステップ
No. ステップ名

教材
No.

テーマ学習用　教材名 学年名 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

1 言葉の使い方１（かなづかい） 1 ひらがな 1 ほかと　ちがう　じ 小学１年 ひらがな ひらがなを　よむ 基本

2 ひとつしか　ない　じ 小学１年 ひらがな ひらがなを　よむ 標準

3 ふたつ　ある　じ 小学１年 ひらがな ひらがなを　よむ 挑戦

4 ただしい　ひらがな① 小学１年 ひらがな ひらがなを　かく 基本

5 ただしい　ひらがな② 小学１年 ひらがな ひらがなを　かく 挑戦

1 言葉の使い方１（かなづかい） 2 ちいさく　かく　かな 1 ちいさく　かく　「っ」① 小学１年 ひらがな ひらがなの　ちいさく　かく　かな　（１） 基本

2 ちいさく　かく　「っ」② 小学１年 ひらがな ひらがなの　ちいさく　かく　かな　（１） 標準

3 ちいさく　かく　「っ」③ 小学２年 かなづかい 小さく　書く　かな　（２） 基本

4 ちいさく　かく　「っ」④ 小学２年 かなづかい 小さく　書く　かな　（２） 標準

5 ちいさく　かく　「ゃ・ゅ・ょ」① 小学１年 ひらがな ひらがなの　ちいさく　かく　かな　（２） 基本

6 ちいさく　かく　「ゃ・ゅ・ょ」② 小学１年 ひらがな ひらがなの　ちいさく　かく　かな　（２） 標準

7 ちいさく　かく　「ゃ・ゅ・ょ」③ 小学２年 かなづかい 小さく　書く　かな　（１） 基本

8 ちいさく　かく　「ゃ・ゅ・ょ」④ 小学２年 かなづかい 小さく　書く　かな　（１） 標準

1 言葉の使い方１（かなづかい） 3 にごる　音と　のばす　音 1 にごる　音① 小学１年 ひらがな にごる　おん 基本

2 にごる　音② 小学１年 ひらがな にごる　おん 標準

3 にごる　音③ 小学２年 かなづかい にごる　音 基本

4 にごる　音④ 小学２年 かなづかい にごる　音 標準

5 にごる　音⑤ 小学２年 かなづかい にごる　音 挑戦

6 のばす　音① 小学１年 ひらがな ひらがなの　のばす　おん 基本

7 のばす　音② 小学１年 ひらがな ひらがなの　のばす　おん 標準

8 のばす　音③ 小学１年 ひらがな ひらがなの　のばす　おん 挑戦

9 のばす　音④ 小学２年 かなづかい のばす　音 基本

10 のばす　音⑤ 小学２年 かなづかい のばす　音 標準

1 言葉の使い方１（かなづかい） 4 「は」・「を」・「へ」 1 「は」の　つかいかた① 小学１年 ひらがな かなづかい　「は」 基本

2 「は」の　つかいかた② 小学１年 ひらがな かなづかい　「は」 挑戦

3 「を」の　つかいかた① 小学１年 ひらがな かなづかい　「を」 基本

4 「を」の　つかいかた② 小学１年 ひらがな かなづかい　「を」 挑戦

5 「へ」の　つかいかた① 小学１年 ひらがな かなづかい　「へ」 基本

6 「へ」の　つかいかた② 小学１年 ひらがな かなづかい　「へ」 挑戦

7 「は」「を」「へ」の　まとめ① 小学２年 かなづかい 「は」・「を」・「へ」 標準

8 「は」「を」「へ」の　まとめ② 小学２年 かなづかい 「は」・「を」・「へ」 挑戦

9 「は」「を」「へ」の　まとめ③ 小学５年 仮名づかい 「は」「を」「へ」 標準

10 「は」「を」「へ」の　まとめ④ 小学５年 仮名づかい 「は」「を」「へ」 挑戦

1 言葉の使い方１（かなづかい） 5 かなづかい 1 まちがえやすい　かなづかい① 小学５年 仮名づかい 「おう」と「おお」 基本

2 まちがえやすい　かなづかい② 小学５年 仮名づかい 「おう」と「おお」 標準

3 まちがえやすい　かなづかい③ 小学５年 仮名づかい 「ゆう」と「いう」 基本

4 まちがえやすい　かなづかい④ 小学５年 仮名づかい 「ゆう」と「いう」 標準

5 まちがえやすい　かなづかい⑤ 小学５年 仮名づかい 「じ」「ず」と「ぢ」「づ」 基本

6 まちがえやすい　かなづかい⑥ 小学５年 仮名づかい 「じ」「ず」と「ぢ」「づ」 標準

1 言葉の使い方１（かなづかい） 6 おくりがな 1 おくりがな① 小学２年 かん字 おくりがな 基本

2 おくりがな② 小学２年 かん字 おくりがな 標準

3 おくりがな③ 小学３年 漢字 送りがな 基本

4 おくりがな④ 小学３年 漢字 送りがな 標準

5 おくりがな⑤ 小学６年 漢字の筆順・画数・送りがな 送りがな（活用のある語） 基本

6 おくりがな⑥ 小学６年 漢字の筆順・画数・送りがな 送りがな（活用のある語） 標準

7 おくりがな⑦ 小学６年 漢字の筆順・画数・送りがな 送りがな（活用のない語） 基本

8 おくりがな⑧ 小学６年 漢字の筆順・画数・送りがな 送りがな（活用のない語） 標準

2 言葉の使い方２（かたかな） 1 かたかなの　かきかた 1 かたかなを　よむ① 小学１年 かたかな かたかなを　よむ 標準

2 かたかなを　よむ② 小学１年 かたかな かたかなを　よむ 挑戦

3 かたかなを　かく① 小学１年 かたかな かたかなの　かきかた 標準

4 かたかなを　かく② 小学１年 かたかな かたかなの　かきかた 挑戦

5 のばす　音① 小学１年 かたかな かたかなの　のばす　おん 基本

6 のばす　音② 小学１年 かたかな かたかなの　のばす　おん 標準

7 ちいさく　かく　かな① 小学１年 かたかな かたかなの　ちいさく　かく　かな　（１） 標準

8 ちいさく　かく　かな② 小学１年 かたかな かたかなの　ちいさく　かく　かな　（２） 基本

9 ちいさく　かく　かな③ 小学１年 かたかな かたかなの　ちいさく　かく　かな　（２） 標準

2 言葉の使い方２（かたかな） 2 かたかなの　ことば 1 かなかなに　なおす① 小学２年 かたかな かたかなの　書きかた 基本

2 かなかなに　なおす② 小学１年 かたかな かたかなを　つかう 基本

3 かなかなに　なおす③ 小学１年 かたかな かたかなを　つかう 標準

4 かなかなに　なおす④ 小学２年 かたかな かたかなの　書きかた 標準

5 かなかなに　なおす⑤ 小学２年 かたかな かたかなの　書きかた 挑戦

2 言葉の使い方２（かたかな） 3 かたかなの　つかいかた 1 かたかなで　かく　ことば① 小学１年 かたかな かたかなで　かく　ことば 基本

2 かたかなで　かく　ことば② 小学１年 かたかな かたかなで　かく　ことば 標準

3 かたかなで　かく　ことば③ 小学１年 かたかな かたかなで　かく　ことば 挑戦

4 かたかなで　かく　ことば④ 小学２年 かたかな かたかなで　書く　ことば 標準

5 かたかなで　かく　ことば⑤ 小学２年 かたかな かたかなで　書く　ことば 挑戦

6 かたかなで　かく　ことば⑥ 小学２年 かたかな 音や　声を　うつした　ことば 標準

7 かたかなと　ひらがなの　つかいわけ① 小学２年 かたかな ひらがなと　かたかなの　つかいわけ 基本

8 かたかなと　ひらがなの　つかいわけ② 小学２年 かたかな ひらがなと　かたかなの　つかいわけ 標準

9 かたかなと　ひらがなの　つかいわけ③ 小学２年 かたかな ひらがなと　かたかなの　つかいわけ 挑戦

1／10



テーマ学習 教材リスト 「国語」

◆テーマ学習に収録されている教材とドリル（単元学習）の対照表です。テーマ学習では、学年とレベル（難易度）は表示されませんが、参考情報としてヘルプに記載があります。

コース
No. コース名

ステップ
No. ステップ名

教材
No.

テーマ学習用　教材名 学年名 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

3 言葉の使い方３（てん・まる・かぎ） 1 「、」の　つかいかた 1 「、」の　つかいかた① 小学１年 ことば 「、」の　つかいかた 基本

2 「、」の　つかいかた② 小学１年 ことば 「、」の　つかいかた 標準

3 「、」の　つかいかた③ 小学２年 ことば 「、」の　つかいかた 標準

4 「、」の　つかいかた④ 小学２年 ことば 「、」の　つかいかた 挑戦

3 言葉の使い方３（てん・まる・かぎ） 2 「。」の　つかいかた 1 「。」の　つかいかた① 小学１年 ことば 「。」の　つかいかた 標準

2 「。」の　つかいかた② 小学１年 ことば 「。」の　つかいかた 挑戦

3 「。」の　つかいかた③ 小学２年 ことば 「。」の　つかいかた 標準

4 「。」の　つかいかた④ 小学２年 ことば 「。」の　つかいかた 挑戦

3 言葉の使い方３（てん・まる・かぎ） 3 「　」の　つかいかた 1 「　」の　つかいかた① 小学２年 ことば 「　」の　つかいかた 基本

2 「　」の　つかいかた② 小学２年 ことば 「　」の　つかいかた 標準

3 「　」の　つかいかた③ 小学２年 ことば 「　」の　つかいかた 挑戦

3 言葉の使い方３（てん・まる・かぎ） 4 「、」「。」の　まとめ 1 「、」「。」の　まとめ① 小学３年 言葉のきまり 「、」と「。」 基本

2 「、」「。」の　まとめ② 小学３年 言葉のきまり 「、」と「。」 標準

3 「、」「。」の　まとめ③ 小学３年 言葉のきまり 「、」と「。」 挑戦

4 いろいろな　ふごう① 小学３年 言葉のきまり ふごう 基本

5 いろいろな　ふごう② 小学３年 言葉のきまり ふごう 標準

6 いろいろな　ふごう③ 小学３年 言葉のきまり ふごう 挑戦

4 言葉の使い方４（ローマ字） 1 大文字と小文字 1 ローマ字の大文字と小文字① 小学３年 ローマ字 ローマ字の大文字 基本

2 ローマ字の大文字と小文字② 小学３年 ローマ字 ローマ字の大文字 標準

3 ローマ字の大文字と小文字③ 小学３年 ローマ字 ローマ字の小文字 基本

4 ローマ字の大文字と小文字④ 小学３年 ローマ字 ローマ字の小文字 標準

4 言葉の使い方４（ローマ字） 2 ローマ字の書き方 1 ローマ字ののばす音① 小学３年 ローマ字 ローマ字ののばす音 基本

2 ローマ字ののばす音② 小学３年 ローマ字 ローマ字ののばす音 標準

3 ローマ字のはねる音① 小学３年 ローマ字 ローマ字のはねる音 基本

4 ローマ字のはねる音② 小学３年 ローマ字 ローマ字のはねる音 標準

5 ローマ字のつまる音① 小学３年 ローマ字 ローマ字のつまる音 基本

6 ローマ字のつまる音② 小学３年 ローマ字 ローマ字のつまる音 標準

7 ローマ字の小さい「ャ・ュ・ョ」① 小学３年 ローマ字 ローマ字の小さい「ヤ・ユ・ヨ」 基本

8 ローマ字の小さい「ャ・ュ・ョ」② 小学３年 ローマ字 ローマ字の小さい「ヤ・ユ・ヨ」 標準

9 ローマ字のいろいろな記号① 小学３年 ローマ字 ローマ字のいろいろな記号 標準

10 ローマ字のいろいろな記号② 小学３年 ローマ字 ローマ字のいろいろな記号 挑戦

4 言葉の使い方４（ローマ字） 3 ローマ字の読み書き 1 ローマ字の読み書き① 小学３年 ローマ字 ローマ字の読み 基本

2 ローマ字の読み書き② 小学３年 ローマ字 ローマ字の読み 標準

3 ローマ字の読み書き③ 小学３年 ローマ字 ローマ字の読み 挑戦

4 ローマ字の読み書き④ 小学３年 ローマ字 ローマ字の書き 基本

5 ローマ字の読み書き⑤ 小学３年 ローマ字 ローマ字の書き 標準

6 ローマ字の読み書き⑥ 小学３年 ローマ字 ローマ字の書き 挑戦

5 言葉の使い方５（敬語） 1 ていねいな　言いかた 1 ていねいな　言いかた① 小学１年 ことば ていねいな　いいかた 基本

2 ていねいな　言いかた② 小学１年 ことば ていねいな　いいかた 標準

3 ていねいな　言いかた③ 小学２年 ことば ていねいな　言いかた 標準

4 ていねいな　言いかた④ 小学２年 ことば ていねいな　言いかた 挑戦

5 ていねいな　言いかた⑤ 小学３年 言葉のきまり ていねいな言い方 標準

6 ていねいな　言いかた⑥ 小学３年 言葉のきまり ていねいな言い方 挑戦

5 言葉の使い方５（敬語） 2 敬語とは 1 敬語とは① 小学５年 言葉のきまり けいごとは 基本

2 敬語とは② 小学５年 言葉のきまり けいごとは 標準

3 尊敬語① 小学６年 言葉のきまり 敬語（尊敬語） 基本

4 尊敬語② 小学６年 言葉のきまり 敬語（尊敬語） 標準

5 けんじょう語① 小学６年 言葉のきまり 敬語（謙譲語） 基本

6 けんじょう語② 小学６年 言葉のきまり 敬語（謙譲語） 標準

7 ていねい語① 小学６年 言葉のきまり 敬語（ていねい語） 基本

8 ていねい語② 小学６年 言葉のきまり 敬語（ていねい語） 標準

5 言葉の使い方５（敬語） 3 敬語の種類と使い方 1 敬語を見つける① 中学２年 言葉 敬語とは 標準

2 敬語を見つける② 中学２年 言葉 敬語とは 挑戦

3 尊敬語を使う 中学２年 言葉 敬語の種類（尊敬語） 標準

4 謙譲語を使う 中学２年 言葉 敬語の種類（謙譲語） 標準

5 丁寧語を使う 中学２年 言葉 敬語の種類（丁寧語） 標準

6 敬語の正しい使い方① 中学２年 言葉 敬語の種類（尊敬語） 挑戦

7 敬語の正しい使い方② 中学２年 言葉 敬語の種類（謙譲語） 挑戦

2／10



テーマ学習 教材リスト 「国語」

◆テーマ学習に収録されている教材とドリル（単元学習）の対照表です。テーマ学習では、学年とレベル（難易度）は表示されませんが、参考情報としてヘルプに記載があります。

コース
No. コース名

ステップ
No. ステップ名

教材
No.

テーマ学習用　教材名 学年名 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

6 すじ道を立てて１（文の組み立て） 1 文の組み立て (1) 1 ことばの　じゅんじょ① 小学２年 ことば 文の　組み立て　（ことばの　じゅんじょ） 基本

2 ことばの　じゅんじょ② 小学２年 ことば 文の　組み立て　（ことばの　じゅんじょ） 挑戦

3 ～が　どうする① 小学２年 ことば 文の　組み立て　（「～が　どうする」） 基本

4 ～が　どうする② 小学２年 ことば 文の　組み立て　（「～が　どうする」） 標準

5 かざりことば① 小学２年 ことば 文の　組み立て　（かざりことば） 基本

6 かざりことば② 小学２年 ことば 文の　組み立て　（かざりことば） 標準

6 すじ道を立てて１（文の組み立て） 2 文の組み立て (2) 1 文の形① 小学３年 言葉のきまり 文の組み立て（部分の役目） 基本

2 文の形② 小学３年 言葉のきまり 文の組み立て（部分の役目） 挑戦

3 主語と述語① 小学３年 言葉のきまり 文の組み立て（主語と述語） 基本

4 主語と述語② 小学３年 言葉のきまり 文の組み立て（主語と述語） 標準

5 主語と述語③ 小学３年 言葉のきまり 文の組み立て（主語と述語） 挑戦

6 修飾語① 小学３年 言葉のきまり 文の組み立て（修飾語） 基本

7 修飾語② 小学３年 言葉のきまり 文の組み立て（修飾語） 標準

8 修飾語③ 小学３年 言葉のきまり 文の組み立て（修飾語） 挑戦

6 すじ道を立てて１（文の組み立て） 3 文の組み立て (3) 1 主語と述語① 小学５年 言葉のきまり 文の組み立て（主語・述語） 標準

2 主語と述語② 小学５年 言葉のきまり 文の組み立て（主語・述語） 挑戦

3 修飾語① 小学５年 言葉のきまり 文の組み立て（しゅうしょく語） 基本

4 修飾語② 小学５年 言葉のきまり 文の組み立て（しゅうしょく語） 標準

5 独立語① 小学５年 言葉のきまり 文の組み立て（独立語） 基本

6 独立語② 小学５年 言葉のきまり 文の組み立て（独立語） 標準

7 並立の関係① 小学５年 言葉のきまり 文の組み立て（並立） 基本

8 並立の関係② 小学５年 言葉のきまり 文の組み立て（並立） 標準

9 補助の関係① 小学５年 言葉のきまり 文の組み立て（補助） 基本

10 補助の関係② 小学５年 言葉のきまり 文の組み立て（補助） 標準

6 すじ道を立てて１（文の組み立て） 4 文の組み立て (4) 1 文の成分① 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 文の成分 基本

2 文の成分② 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 文の成分 標準

3 主語・述語① 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 主語・述語 基本

4 主語・述語② 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 主語・述語 挑戦

5 修飾語① 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 修飾語 基本

6 修飾語② 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 修飾語 標準

7 独立語の働き① 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 独立語 標準

8 独立語の働き② 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 独立語 挑戦

6 すじ道を立てて１（文の組み立て） 5 文の組み立て (5) 1 文節① 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 文節 基本

2 文節② 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 文節 標準

3 文節③ 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 文節 挑戦

4 連文節① 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 連文節 基本

5 連文節② 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 連文節 標準

6 連文節③ 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 連文節 挑戦

7 並立の関係① 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 並立の関係 基本

8 並立の関係② 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 並立の関係 挑戦

9 補助の関係① 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 補助の関係 基本

10 補助の関係② 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 補助の関係 挑戦

7 すじ道を立てて２（接続する語句） 1 つなぎことば 1 つなぎことば① 小学２年 ことば つなぎことば 基本

2 つなぎことば② 小学２年 ことば つなぎことば 標準

3 つなぎことば③ 小学２年 ことば つなぎことば 挑戦

7 すじ道を立てて２（接続する語句） 2 つなぎ言葉の働き 1 つなぎ言葉の働き① 小学５年 言葉のきまり つなぎ言葉の意味と働き 標準

2 つなぎ言葉の働き② 小学５年 言葉のきまり つなぎ言葉の意味と働き 挑戦

3 つなぎ言葉の働き③ 小学５年 言葉のきまり つなぎ言葉の使い方 基本

4 つなぎ言葉の働き④ 小学５年 言葉のきまり つなぎ言葉の使い方 標準

5 つなぎ言葉の働き⑤ 小学５年 言葉のきまり つなぎ言葉の使い方 挑戦

6 つなぎ言葉の働き⑥ 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 接続語 標準

7 つなぎ言葉の働き⑦ 中学１年 文法の基本（文・文章・文節・単語） 接続語 挑戦

7 すじ道を立てて２（接続する語句） 3 接続する語句 (1) 1 接続する語句① 中学１年 接続する語句 接続する語句 基本

2 接続する語句② 中学１年 接続する語句 接続する語句 標準

3 接続する語句③ 中学１年 接続する語句 接続する語句（順接） 標準

4 接続する語句④ 中学１年 接続する語句 接続する語句（逆接） 標準

5 接続する語句⑤ 中学１年 接続する語句 接続する語句（並立・累加） 標準

6 接続する語句⑥ 中学１年 接続する語句 接続する語句（対比・選択） 標準

7 接続する語句⑦ 中学１年 接続する語句 接続する語句（説明） 標準

8 接続する語句⑧ 中学１年 接続する語句 接続する語句（転換） 標準

9 接続する語句⑨ 中学１年 接続する語句 接続する語句 挑戦

7 すじ道を立てて２（接続する語句） 4 接続する語句 (2) 1 接続する語句の働き① 中学１年 接続する語句 接続する語句（順接） 基本

2 接続する語句の働き② 中学１年 接続する語句 接続する語句（逆接） 基本

3 接続する語句の働き③ 中学１年 接続する語句 接続する語句（並立・累加） 基本

4 接続する語句の働き④ 中学１年 接続する語句 接続する語句（対比・選択） 基本

5 接続する語句の働き⑤ 中学１年 接続する語句 接続する語句（説明） 基本

6 接続する語句の働き⑥ 中学１年 接続する語句 接続する語句（転換） 基本

7 接続する語句の働き⑦ 中学１年 接続する語句 接続する語句（順接） 挑戦

8 接続する語句の働き⑧ 中学１年 接続する語句 接続する語句（逆接） 挑戦

9 接続する語句の働き⑨ 中学１年 接続する語句 接続する語句（並立・累加） 挑戦

10 接続する語句の働き⑩ 中学１年 接続する語句 接続する語句（対比・選択） 挑戦

11 接続する語句の働き⑪ 中学１年 接続する語句 接続する語句（説明） 挑戦

12 接続する語句の働き⑫ 中学１年 接続する語句 接続する語句（転換） 挑戦
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テーマ学習 教材リスト 「国語」

◆テーマ学習に収録されている教材とドリル（単元学習）の対照表です。テーマ学習では、学年とレベル（難易度）は表示されませんが、参考情報としてヘルプに記載があります。

コース
No. コース名

ステップ
No. ステップ名

教材
No.

テーマ学習用　教材名 学年名 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

8 すじ道を立てて３（指示する語句） 1 こそあどことば 1 こそあどことば① 小学２年 ことば こそあどことば 標準

2 こそあどことば② 小学２年 ことば こそあどことば 基本

3 こそあどことば③ 小学２年 ことば こそあどことば 挑戦

8 すじ道を立てて３（指示する語句） 2 こそあど言葉の働き 1 こそあど言葉の働き① 小学４年 言葉のきまり こそあど言葉の働き 標準

2 こそあど言葉の働き② 小学４年 言葉のきまり こそあど言葉（自分のものや近くのものを指すとき） 基本

3 こそあど言葉の働き③ 小学４年 言葉のきまり こそあど言葉（自分のものや近くのものを指すとき） 標準

4 こそあど言葉の働き④ 小学４年 言葉のきまり こそあど言葉（相手のものを指すとき） 基本

5 こそあど言葉の働き⑤ 小学４年 言葉のきまり こそあど言葉（相手のものを指すとき） 標準

6 こそあど言葉の働き⑥ 小学４年 言葉のきまり こそあど言葉（遠くのものを指すとき） 基本

7 こそあど言葉の働き⑦ 小学４年 言葉のきまり こそあど言葉（遠くのものを指すとき） 標準

8 こそあど言葉の働き⑧ 小学４年 言葉のきまり こそあど言葉（たずねるとき） 基本

9 こそあど言葉の働き⑨ 小学４年 言葉のきまり こそあど言葉（たずねるとき） 標準

8 すじ道を立てて３（指示する語句） 3 指示する語句 1 指示する語句とは 中学１年 指示する語句 指示する語句 基本

2 指示する語句の働き① 中学１年 指示する語句 指示する語句（事物） 標準

3 指示する語句の働き② 中学１年 指示する語句 指示する語句（場所） 標準

4 指示する語句の働き③ 中学１年 指示する語句 指示する語句（方向） 標準

5 指示する語句の働き④ 中学１年 指示する語句 指示する語句（様子） 標準

6 指示する語句の働き⑤ 中学１年 指示する語句 指示する語句（事物） 挑戦

7 指示する語句の働き⑥ 中学１年 指示する語句 指示する語句（場所） 挑戦

8 指示する語句の働き⑦ 中学１年 指示する語句 指示する語句（方向） 挑戦

9 指示する語句の働き⑧ 中学１年 指示する語句 指示する語句（様子） 挑戦
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テーマ学習 教材リスト 「国語」

◆テーマ学習に収録されている教材とドリル（単元学習）の対照表です。テーマ学習では、学年とレベル（難易度）は表示されませんが、参考情報としてヘルプに記載があります。

コース
No. コース名

ステップ
No. ステップ名

教材
No.

テーマ学習用　教材名 学年名 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

9 言葉をゆたかに１（反対語・同義語） 1 反対の意味の言葉 (1) 1 はんたいの　いみの　ことば① 小学１年 ことば はんたいの　ことば 基本

2 はんたいの　いみの　ことば② 小学１年 ことば はんたいの　ことば 標準

3 はんたいの　いみの　ことば③ 小学１年 ことば はんたいの　ことば 挑戦

4 はんたいの　いみの　ことば④ 小学１年 かん字 はんたいの　かん字 挑戦

5 はんたいの　いみの　ことば⑤ 小学２年 ことば はんたいの　いみ 基本

6 はんたいの　いみの　ことば⑥ 小学２年 ことば はんたいの　いみ 標準

7 はんたいの　いみの　ことば⑦ 小学２年 ことば はんたいの　いみ 挑戦

8 はんたいの　いみの　ことば⑧ 小学２年 かん字 はんたいの　いみの　かん字 標準

9 はんたいの　いみの　ことば⑨ 小学２年 かん字 はんたいの　いみの　かん字 挑戦

9 言葉をゆたかに１（反対語・同義語） 2 反対の意味の言葉 (2) 1 反対の意味の言葉① 小学３年 語く 反対の意味の言葉 基本

2 反対の意味の言葉② 小学３年 語く 反対の意味の言葉 標準

3 反対の意味の言葉③ 小学３年 語く 反対の意味の言葉 挑戦

4 反対の意味の言葉④ 小学４年 語く 反対語 基本

5 反対の意味の言葉⑤ 小学４年 語く 反対語 標準

6 反対の意味の言葉⑥ 小学４年 語く 反対語 挑戦

9 言葉をゆたかに１（反対語・同義語） 3 反対の意味の言葉 (3) 1 反対語① 小学５年 語句 反対語（１） 基本

2 反対語② 小学５年 語句 反対語（２） 基本

3 反対語③ 小学５年 語句 反対語（３） 基本

4 反対語④ 小学５年 語句 反対語（４） 基本

5 反対語⑤ 小学５年 語句 反対語（１） 標準

6 反対語⑥ 小学５年 語句 反対語（２） 標準

7 反対語⑦ 小学５年 語句 反対語（３） 標準

8 反対語⑧ 小学５年 語句 反対語（４） 標準

9 言葉をゆたかに１（反対語・同義語） 4 反対の意味の言葉 (4) 1 反対語① 小学６年 語句 反対語（１） 基本

2 反対語② 小学６年 語句 反対語（２） 基本

3 反対語③ 小学６年 語句 反対語（３） 基本

4 反対語④ 小学６年 語句 反対語（４） 基本

5 反対語⑤ 小学６年 語句 反対語（１） 標準

6 反対語⑥ 小学６年 語句 反対語（２） 標準

7 反対語⑦ 小学６年 語句 反対語（３） 標準

8 反対語⑧ 小学６年 語句 反対語（４） 標準

9 反対語⑨ 中学２年 漢字 対義語 標準

10 反対語⑩ 中学２年 漢字 対義語 挑戦

9 言葉をゆたかに１（反対語・同義語） 5 にた意味の言葉 (1) 1 にた意味の言葉① 小学２年 ことば にて　いる　いみ 基本

2 にた意味の言葉② 小学２年 ことば にて　いる　いみ 標準

3 にた意味の言葉③ 小学２年 ことば にて　いる　いみ 挑戦

4 にた意味の言葉④ 小学４年 語く にた意味の言葉 基本

5 にた意味の言葉⑤ 小学４年 語く にた意味の言葉 標準

6 にた意味の言葉⑥ 小学４年 語く にた意味の言葉 挑戦

7 同じ意味の言葉① 小学４年 語く 同じ意味の言葉 基本

8 同じ意味の言葉② 小学４年 語く 同じ意味の言葉 標準

9 同じ意味の言葉③ 小学４年 語く 同じ意味の言葉 挑戦

9 言葉をゆたかに１（反対語・同義語） 6 にた意味の言葉 (2) 1 同義語① 小学５年 語句 同意語 基本

2 同義語② 小学６年 語句 同意語 基本

3 同義語③ 小学５年 語句 同意語 標準

4 同義語④ 小学５年 語句 同意語 挑戦

5 同義語⑤ 小学６年 語句 同意語 標準

6 同義語⑥ 小学６年 語句 同意語 挑戦

7 同義語⑦ 中学２年 漢字 類義語 基本

8 同義語⑧ 中学２年 漢字 類義語 標準

9 同義語⑨ 中学２年 漢字 類義語 挑戦
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テーマ学習 教材リスト 「国語」

◆テーマ学習に収録されている教材とドリル（単元学習）の対照表です。テーマ学習では、学年とレベル（難易度）は表示されませんが、参考情報としてヘルプに記載があります。

コース
No. コース名

ステップ
No. ステップ名

教材
No.

テーマ学習用　教材名 学年名 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

10 言葉をゆたかに２（いろいろな言葉） 1 いろいろな言葉 (1) 1 いろいろな　ことば① 小学１年 ことば いろいろな　ことば 基本

2 いろいろな　ことば② 小学１年 ことば いろいろな　ことば 標準

3 なかまどうしの　ことば① 小学１年 ことば いろいろな　ことば 挑戦

4 なかまどうしの　ことば② 小学１年 ことば なかまどうしの　ことば 標準

5 なかまどうしの　ことば③ 小学１年 ことば なかまどうしの　ことば 挑戦

6 なかまどうしの　ことば④ 小学１年 ことば 名まえことば 基本

7 なかまどうしの　ことば⑤ 小学１年 ことば 名まえことば 挑戦

8 ようすを　あらわす　ことば① 小学１年 ことば ようすを　あらわす　ことば 基本

9 ようすを　あらわす　ことば② 小学１年 ことば ようすを　あらわす　ことば 挑戦

10 ようすを　あらわす　ことば③ 小学２年 ことば ようすを　あらわす　ことば 基本

11 ようすを　あらわす　ことば④ 小学２年 ことば ようすを　あらわす　ことば 標準

12 ようすを　あらわす　ことば⑤ 小学２年 ことば ようすを　あらわす　ことば 挑戦

13 ことばの　いみ① 小学２年 ことば ことばの　いみ 基本

14 ことばの　いみ② 小学２年 ことば ことばの　いみ 標準

15 ことばの　いみ③ 小学２年 ことば ことばの　いみ 挑戦

10 言葉をゆたかに２（いろいろな言葉） 2 いろいろな言葉 (2) 1 いろいろな言葉の意味① 小学３年 語く じゅく語を使う 基本

2 いろいろな言葉の意味② 小学３年 語く じゅく語を使う 標準

3 いろいろな言葉の意味③ 小学４年 語く いろいろな言葉の意味 基本

4 いろいろな言葉の意味④ 小学４年 語く いろいろな言葉の意味 標準

5 いろいろな言葉の意味⑤ 小学４年 語く いろいろな言葉の意味 挑戦

6 いろいろな言葉の意味⑥ 小学６年 語句 いろいろな言葉の意味 標準

7 いろいろな言葉の意味⑦ 小学６年 語句 いろいろな言葉の意味 挑戦

8 いろいろな言葉の意味⑧ 中学２年 漢字 多義語 基本

9 いろいろな言葉の意味⑨ 中学２年 漢字 多義語 標準

10 いろいろな言葉の意味⑩ 中学２年 漢字 多義語 挑戦

10 言葉をゆたかに２（いろいろな言葉） 3 言葉の使い方 1 言葉の使い方① 小学２年 ことば ことばの　つかいかた 基本

2 言葉の使い方② 小学２年 ことば ことばの　つかいかた 挑戦

3 言葉の使い方③ 小学２年 ことば 正しい　ことばづかい 基本

4 言葉の使い方④ 小学２年 ことば 正しい　ことばづかい 標準

5 言葉の使い方⑤ 小学２年 ことば 正しい　ことばづかい 挑戦

6 言葉の使い方⑥ 小学３年 語く 言葉の意味 基本

7 言葉の使い方⑦ 小学３年 語く 言葉の意味 標準

8 言葉の使い方⑧ 小学３年 語く 言葉の意味 挑戦

9 言葉の使い方⑨ 小学３年 語く 言葉の使い方 標準

10 言葉の使い方⑩ 小学３年 語く 言葉の使い方 挑戦

11 言葉をゆたかに３（漢字の成り立ち） 1 漢字の成り立ち (1) 1 漢字の成り立ち① 小学５年 漢字のしくみときまり 漢字の成り立ち（１） 基本

2 漢字の成り立ち② 小学５年 漢字のしくみときまり 漢字の成り立ち（１） 挑戦

3 漢字の成り立ち③ 小学５年 漢字のしくみときまり 漢字の成り立ち（２） 基本

4 漢字の成り立ち④ 小学５年 漢字のしくみときまり 漢字の成り立ち（２） 挑戦

5 漢字の成り立ち⑤ 小学５年 漢字のしくみときまり 漢字の成り立ち（３） 基本

6 漢字の成り立ち⑥ 小学５年 漢字のしくみときまり 漢字の成り立ち（３） 挑戦

7 漢字の成り立ち⑦ 小学５年 漢字のしくみときまり 漢字の成り立ち（４） 基本

8 漢字の成り立ち⑧ 小学５年 漢字のしくみときまり 漢字の成り立ち（４） 挑戦

11 言葉をゆたかに３（漢字の成り立ち） 2 漢字の成り立ち (2) 1 象形文字 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（象形） 基本

2 指事文字 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（指事） 基本

3 会意文字 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（会意） 基本

4 形声文字 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（形声） 基本

5 漢字の成り立ち① 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（象形） 標準

6 漢字の成り立ち② 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（指事） 標準

7 漢字の成り立ち③ 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（会意） 標準

8 漢字の成り立ち④ 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（形声） 標準

9 漢字の成り立ち⑤ 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（象形） 挑戦

10 漢字の成り立ち⑥ 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（指事） 挑戦

11 漢字の成り立ち⑦ 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（会意） 挑戦

12 漢字の成り立ち⑧ 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（形声） 挑戦

13 転注・仮借① 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（転注・仮借） 基本

14 転注・仮借② 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（転注・仮借） 標準

15 転注・仮借③ 中学１年 漢字の成り立ちときまり 漢字の成り立ち（転注・仮借） 挑戦
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コース
No. コース名

ステップ
No. ステップ名

教材
No.

テーマ学習用　教材名 学年名 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

12 言葉をゆたかに４（同じ読みの言葉） 1 同音異義 (1) 1 音が同じで意味のちがう漢字① 小学４年 漢字の読み方と書き方 音が同じで意味のちがう漢字 基本

2 音が同じで意味のちがう漢字② 小学４年 漢字の読み方と書き方 音が同じで意味のちがう漢字 標準

3 音が同じで意味のちがう漢字③ 小学４年 漢字の読み方と書き方 音が同じで意味のちがう漢字 挑戦

4 音が同じで意味のちがう漢字④ 小学５年 漢字の読み方 音が同じで意味のちがう漢字 基本

5 音が同じで意味のちがう漢字⑤ 小学５年 漢字の読み方 音が同じで意味のちがう漢字 標準

6 音が同じで意味のちがう漢字⑥ 小学６年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同音異字） 基本

7 音が同じで意味のちがう漢字⑦ 小学６年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同音異字） 標準

12 言葉をゆたかに４（同じ読みの言葉） 2 同訓異字 (1) 1 訓が同じで意味のちがう漢字① 小学４年 漢字の読み方と書き方 訓が同じで意味のちがう漢字 基本

2 訓が同じで意味のちがう漢字② 小学４年 漢字の読み方と書き方 訓が同じで意味のちがう漢字 標準

3 訓が同じで意味のちがう漢字③ 小学４年 漢字の読み方と書き方 訓が同じで意味のちがう漢字 挑戦

4 訓が同じで意味のちがう漢字④ 小学５年 漢字の読み方 訓が同じで意味のちがう漢字 基本

5 訓が同じで意味のちがう漢字⑤ 小学５年 漢字の読み方 訓が同じで意味のちがう漢字 標準

6 訓が同じで意味のちがう漢字⑥ 小学６年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同訓異字） 基本

7 訓が同じで意味のちがう漢字⑦ 小学６年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同訓異字） 標準

12 言葉をゆたかに４（同じ読みの言葉） 3 同音異義 (2) 1 同音異義語① 中学１年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同音異字・同音異義語） 基本

2 同音異義語② 中学１年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同音異字・同音異義語） 標準

3 同音異義語③ 中学１年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同音異字・同音異義語） 挑戦

4 同音異義語④ 中学２年 漢字 漢字を書く（同音異字・同音異義語） 基本

5 同音異義語⑤ 中学２年 漢字 漢字を書く（同音異字・同音異義語） 標準

6 同音異義語⑥ 中学２年 漢字 漢字を書く（同音異字・同音異義語） 挑戦

7 同音異義語⑦ 中学３年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同音異字・同音異義語） 基本

8 同音異義語⑧ 中学３年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同音異字・同音異義語） 標準

9 同音異義語⑨ 中学３年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同音異字・同音異義語） 挑戦

12 言葉をゆたかに４（同じ読みの言葉） 4 同訓異字 (2) 1 同訓異字① 中学１年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同訓異字・同訓異義語） 基本

2 同訓異字② 中学１年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同訓異字・同訓異義語） 標準

3 同訓異字③ 中学１年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同訓異字・同訓異義語） 挑戦

4 同訓異字④ 中学２年 漢字 漢字を書く（同訓異字・同訓異義語） 基本

5 同訓異字⑤ 中学２年 漢字 漢字を書く（同訓異字・同訓異義語） 標準

6 同訓異字⑥ 中学２年 漢字 漢字を書く（同訓異字・同訓異義語） 挑戦

7 同訓異字⑦ 中学３年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同訓異字・同訓異義語） 基本

8 同訓異字⑧ 中学３年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同訓異字・同訓異義語） 標準

9 同訓異字⑨ 中学３年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（同訓異字・同訓異義語） 挑戦

13 言葉をゆたかに５（いろいろな熟語） 1 特別な読み方をする熟語 1 特別な読み方をする熟語① 小学５年 漢字の読み方 特別な読み方をする漢字（読む） 基本

2 特別な読み方をする熟語② 小学５年 漢字の読み方 特別な読み方をする漢字（読む） 標準

3 特別な読み方をする熟語③ 小学５年 漢字の読み方 特別な読み方をする漢字（書く） 標準

4 特別な読み方をする熟語④ 小学５年 漢字の読み方 特別な読み方をする漢字（書く） 挑戦

5 特別な読み方をする熟語⑤ 小学６年 漢字の読み方と書き方 漢字の読み方（熟字訓） 基本

6 特別な読み方をする熟語⑥ 小学６年 漢字の読み方と書き方 漢字の読み方（熟字訓） 標準

7 特別な読み方をする熟語⑦ 小学６年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（熟字訓） 基本

8 特別な読み方をする熟語⑧ 小学６年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（熟字訓） 標準

9 特別な読み方をする熟語⑨ 中学３年 漢字の読み方と書き方 漢字の読み方（熟字訓） 基本

10 特別な読み方をする熟語⑩ 中学３年 漢字の読み方と書き方 漢字の読み方（熟字訓） 挑戦

11 特別な読み方をする熟語⑪ 中学３年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（熟字訓） 標準

12 特別な読み方をする熟語⑫ 中学３年 漢字の読み方と書き方 漢字を書く（熟字訓） 挑戦

13 言葉をゆたかに５（いろいろな熟語） 2 漢語・和語・外来語 1 漢語・和語・外来語① 小学５年 語句 漢語・和語・外来語 基本

2 漢語・和語・外来語② 小学５年 語句 漢語・和語・外来語 標準

3 漢語・和語・外来語③ 小学５年 語句 漢語・和語・外来語 挑戦

4 漢語・和語・外来語④ 中学３年 言葉 漢語・和語・外来語 基本

5 漢語・和語・外来語⑤ 中学３年 言葉 漢語・和語・外来語 標準

13 言葉をゆたかに５（いろいろな熟語） 3 三字の熟語 1 三字の熟語① 小学３年 語く いろいろなじゅく語 標準

2 三字の熟語② 小学６年 語句 三字の熟語・四字の熟語 標準

3 三字の熟語③ 中学２年 熟語 三字の熟語（１） 基本

4 三字の熟語④ 中学２年 熟語 三字の熟語（１） 標準

5 三字の熟語⑤ 中学２年 熟語 三字の熟語（２） 基本

6 三字の熟語⑥ 中学２年 熟語 三字の熟語（２） 標準

7 三字の熟語⑦ 中学２年 熟語 三字の熟語（３） 基本

8 三字の熟語⑧ 中学２年 熟語 三字の熟語（３） 標準

9 三字の熟語⑨ 中学２年 熟語 三字の熟語（４） 標準

10 三字の熟語⑩ 中学２年 熟語 三字の熟語（４） 挑戦

13 言葉をゆたかに５（いろいろな熟語） 4 四字の熟語 1 四字の熟語① 小学３年 語く いろいろなじゅく語 挑戦

2 四字の熟語② 小学６年 語句 三字の熟語・四字の熟語 挑戦

3 四字の熟語③ 中学２年 熟語 四字の熟語（１） 基本

4 四字の熟語④ 中学２年 熟語 四字の熟語（１） 標準

5 四字の熟語⑤ 中学２年 熟語 四字の熟語（２） 基本

6 四字の熟語⑥ 中学２年 熟語 四字の熟語（２） 挑戦

7 四字の熟語⑦ 中学２年 熟語 四字の熟語（３） 基本

8 四字の熟語⑧ 中学２年 熟語 四字の熟語（３） 標準

9 四字の熟語⑨ 中学２年 熟語 四字の熟語（４） 基本

10 四字の熟語⑩ 中学２年 熟語 四字の熟語（４） 標準

11 四字の熟語⑪ 中学２年 熟語 四字の熟語（５） 基本

12 四字の熟語⑫ 中学２年 熟語 四字の熟語（５） 挑戦
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コース
No. コース名
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教材
No.

テーマ学習用　教材名 学年名 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

14 言葉をゆたかに６（慣用句・ことわざ） 1 慣用句 1 慣用句① 小学５年 語句 慣用句（１） 基本

2 慣用句② 小学５年 語句 慣用句（１） 標準

3 慣用句③ 小学５年 語句 慣用句（２） 基本

4 慣用句④ 小学５年 語句 慣用句（２） 標準

5 慣用句⑤ 小学５年 語句 慣用句（２） 挑戦

6 慣用句⑥ 小学６年 語句 慣用句（１） 基本

7 慣用句⑦ 小学６年 語句 慣用句（１） 標準

8 慣用句⑧ 小学６年 語句 慣用句（１） 挑戦

9 慣用句⑨ 小学６年 語句 慣用句（２） 基本

10 慣用句⑩ 小学６年 語句 慣用句（２） 標準

11 慣用句⑪ 中学３年 言葉 慣用句 標準

12 慣用句⑫ 中学３年 言葉 慣用句 挑戦

14 言葉をゆたかに６（慣用句・ことわざ） 2 ことわざ 1 ことわざ① 小学６年 語句 ことわざ 基本

2 ことわざ② 小学６年 語句 ことわざ 標準

3 ことわざ③ 小学６年 語句 ことわざ 挑戦

4 ことわざ④ 中学３年 言葉 格言・ことわざ 基本

5 ことわざ⑤ 中学３年 言葉 格言・ことわざ 標準

6 ことわざ⑥ 中学３年 言葉 格言・ことわざ 挑戦

14 言葉をゆたかに６（慣用句・ことわざ） 3 故事成語 1 故事成語① 中学３年 言葉 故事成語 基本

2 故事成語② 中学３年 言葉 故事成語 標準

3 故事成語③ 中学３年 言葉 故事成語 挑戦
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コース
No. コース名
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No. ステップ名

教材
No.
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15 古典と詩歌の世界１（短歌・俳句） 1 短歌 1 短歌の形式と表現技法① 中学２年 短歌 短歌の特色（形式と表現技法） 基本

2 短歌の形式と表現技法② 中学２年 短歌 短歌の特色（形式と表現技法） 標準

3 句切れ① 中学２年 短歌 短歌の特色（句切れ） 基本

4 句切れ② 中学２年 短歌 短歌の特色（句切れ） 挑戦

5 短歌の情景をとらえる① 中学２年 短歌 短歌を味わう（情景をとらえる） 基本

6 短歌の情景をとらえる② 中学２年 短歌 短歌を味わう（情景をとらえる） 標準

7 短歌の心情を味わう① 中学２年 短歌 短歌を味わう（心情をとらえる） 基本

8 短歌の心情を味わう② 中学２年 短歌 短歌を味わう（心情をとらえる） 標準

9 短歌の心情を味わう③ 中学２年 短歌 短歌を味わう（心情をとらえる） 挑戦

15 古典と詩歌の世界１（短歌・俳句） 2 和歌 1 和歌の形式① 中学３年 和歌 和歌の特色（形式） 基本

2 和歌の形式② 中学３年 和歌 和歌の特色（形式） 標準

3 和歌の調子① 中学３年 和歌 和歌の特色（調子） 基本

4 和歌の調子② 中学３年 和歌 和歌の特色（調子） 挑戦

5 和歌の表現技法① 中学３年 和歌 和歌を味わう（表現技法） 基本

6 和歌の表現技法② 中学３年 和歌 和歌を味わう（表現技法） 標準

7 和歌の情景をとらえる① 中学３年 和歌 和歌を味わう（情景） 基本

8 和歌の情景をとらえる② 中学３年 和歌 和歌を味わう（情景） 標準

9 和歌の心情を味わう① 中学３年 和歌 和歌を味わう（心情） 基本

10 和歌の心情を味わう② 中学３年 和歌 和歌を味わう（心情） 標準

15 古典と詩歌の世界１（短歌・俳句） 3 俳句 1 俳句の特色① 中学３年 俳句 俳句の特色（形式） 基本

2 俳句の特色② 中学３年 俳句 俳句の特色（形式） 標準

3 俳句の特色③ 中学３年 俳句 俳句の特色（形式） 挑戦

4 俳句を味わう① 中学３年 俳句 俳句を味わう（情景をとらえる） 基本

5 俳句を味わう② 中学３年 俳句 俳句を味わう（情景をとらえる） 標準

6 俳句を味わう③ 中学３年 俳句 俳句を味わう（情景をとらえる） 挑戦
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テーマ学習 教材リスト 「国語」

◆テーマ学習に収録されている教材とドリル（単元学習）の対照表です。テーマ学習では、学年とレベル（難易度）は表示されませんが、参考情報としてヘルプに記載があります。

コース
No. コース名

ステップ
No. ステップ名

教材
No.

テーマ学習用　教材名 学年名 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

16 古典と詩歌の世界２（古文） 1 古文の仮名遣い 1 古文の仮名遣い① 中学１年 古典 古文の特色（かなづかい） 基本

2 古文の仮名遣い② 中学１年 古典 古文の特色（かなづかい） 標準

3 古文の仮名遣い③ 中学２年 古典 古文の特色（仮名遣い） 基本

4 古文の仮名遣い④ 中学２年 古典 古文の特色（仮名遣い） 挑戦

5 古文の仮名遣い⑤ 中学３年 古典の文法 古文の特色（かなづかい） 基本

6 古文の仮名遣い⑥ 中学３年 古典の文法 古文の特色（かなづかい） 標準

16 古典と詩歌の世界２（古文） 2 古文の言葉と表現 1 古文の言葉① 中学１年 古典 古文の特色（言葉） 基本

2 古文の言葉② 中学１年 古典 古文の特色（言葉） 標準

3 古文の言葉③ 中学２年 古典 古文の特色（言葉） 基本

4 古文の言葉④ 中学２年 古典 古文の特色（言葉） 標準

5 古文の言葉⑤ 中学３年 古典の文法 古文の特色（言葉） 基本

6 古文の言葉⑥ 中学３年 古典の文法 古文の特色（言葉） 標準

7 古文の表現① 中学１年 古典 古文の特色（表現） 基本

8 古文の表現② 中学１年 古典 古文の特色（表現） 標準

9 古文の表現③ 中学３年 古典の文法 古文の特色（省略） 基本

10 古文の表現④ 中学３年 古典の文法 古文の特色（省略） 標準

11 古文の表現⑤ 中学３年 古典の文法 古文の特色（省略） 挑戦

16 古典と詩歌の世界２（古文） 3 古文の文法 1 古文の文法① 中学２年 古典 古文の特色（文法） 基本

2 古文の文法② 中学２年 古典 古文の特色（文法） 標準

3 古文の文法③ 中学３年 古典の文法 古文の特色（助動詞・接続助詞） 基本

4 古文の文法④ 中学３年 古典の文法 古文の特色（助動詞・接続助詞） 挑戦

5 古文の文法⑤ 中学３年 古典の文法 古文の特色（敬語表現） 標準

6 古文の文法⑥ 中学３年 古典の文法 古文の特色（敬語表現） 挑戦

7 古文の文法⑦ 中学３年 古典の文法 古文の特色（係り結び） 基本

8 古文の文法⑧ 中学３年 古典の文法 古文の特色（係り結び） 標準

16 古典と詩歌の世界２（古文） 4 古文の読解 (1) 1 古文の内容をつかむ① 中学１年 古典 文章の筋道を読みとる（古文） 基本

2 古文の内容をつかむ② 中学１年 古典 文章の筋道を読みとる（古文） 標準

3 古文の内容をつかむ③ 中学２年 古典 内容をつかむ（古文） 標準

4 古文の内容をつかむ④ 中学２年 古典 内容をつかむ（古文） 挑戦

5 古文の登場人物をつかむ① 中学３年 古典の読解 登場人物をつかむ（古文） 基本

6 古文の登場人物をつかむ② 中学３年 古典の読解 登場人物をつかむ（古文） 標準

7 古文の会話をおさえる① 中学３年 古典の読解 会話表現をおさえる（古文） 基本

8 古文の会話をおさえる② 中学３年 古典の読解 会話表現をおさえる（古文） 標準

9 古文の行動描写をおさえる① 中学３年 古典の読解 行動描写をおさえる（古文） 基本

10 古文の行動描写をおさえる② 中学３年 古典の読解 行動描写をおさえる（古文） 標準

11 古文の展開をつかむ① 中学３年 古典の読解 展開をつかむ（古文） 標準

12 古文の展開をつかむ② 中学３年 古典の読解 展開をつかむ（古文） 挑戦

16 古典と詩歌の世界２（古文） 5 古文の読解 (2) 1 古文の情景をつかむ① 中学２年 古典 情景をつかむ（古文） 基本

2 古文の情景をつかむ② 中学２年 古典 情景をつかむ（古文） 標準

3 古文の情景をつかむ③ 中学２年 古典 情景をつかむ（古文） 挑戦

4 古文の情景をつかむ④ 中学３年 古典の読解 情景をつかむ（古文） 基本

5 古文の情景をつかむ⑤ 中学３年 古典の読解 情景をつかむ（古文） 標準

16 古典と詩歌の世界２（古文） 6 古文の読解 (3) 1 古文の心情をつかむ① 中学１年 古典 心情を読みとる（古文） 基本

2 古文の心情をつかむ② 中学１年 古典 心情を読みとる（古文） 標準

3 古文の心情をつかむ③ 中学２年 古典 心情・主題をつかむ（古文） 基本

4 古文の心情をつかむ④ 中学３年 古典の読解 心情をつかむ（古文） 基本

5 古文の心情をつかむ⑤ 中学３年 古典の読解 心情をつかむ（古文） 標準

6 古文の主題をつかむ① 中学２年 古典 心情・主題をつかむ（古文） 標準

7 古文の主題をつかむ② 中学２年 古典 心情・主題をつかむ（古文） 挑戦

8 古文の主題をつかむ③ 中学３年 古典の読解 主題をつかむ（古文） 基本

9 古文の主題をつかむ④ 中学３年 古典の読解 主題をつかむ（古文） 標準

17 古典と詩歌の世界３（漢文） 1 漢文の読み方 1 漢文に慣れる① 中学１年 古典 漢文を読む 基本

2 漢文に慣れる② 中学１年 古典 漢文を読む 標準

3 漢文に慣れる③ 中学１年 古典 漢文を読む 挑戦

4 漢文の訓読① 中学２年 古典 漢文の訓読 基本

5 漢文の訓読② 中学２年 古典 漢文の訓読 標準

6 漢文の訓読③ 中学２年 古典 漢文の訓読 挑戦

17 古典と詩歌の世界３（漢文） 2 漢詩 1 漢詩の形式① 中学２年 古典 漢詩の形式 基本

2 漢詩の形式② 中学２年 古典 漢詩の形式 標準

3 漢詩の情景をとらえる① 中学２年 古典 漢詩を味わう（情景をとらえる） 基本

4 漢詩の情景をとらえる② 中学２年 古典 漢詩を味わう（情景をとらえる） 標準

5 漢詩の情景をとらえる③ 中学２年 古典 漢詩を味わう（情景をとらえる） 挑戦

6 漢詩を味わう① 中学２年 古典 漢詩を味わう（感動をとらえる） 基本

7 漢詩を味わう② 中学２年 古典 漢詩を味わう（感動をとらえる） 標準

8 漢詩を味わう③ 中学２年 古典 漢詩を味わう（感動をとらえる） 挑戦

17 古典と詩歌の世界３（漢文） 3 漢文の読解 1 漢文を読む① 中学３年 漢文の読解 漢文を味わう（表現に慣れる） 基本

2 漢文を読む② 中学３年 漢文の読解 漢文を味わう（表現に慣れる） 標準

3 漢文の意味をとらえる① 中学３年 漢文の読解 漢文を味わう（意味をおさえる） 標準

4 漢文の意味をとらえる② 中学３年 漢文の読解 漢文を味わう（意味をおさえる） 挑戦

5 漢文の内容をとらえる① 中学３年 漢文の読解 漢文を味わう（内容をとらえる） 標準

6 漢文の内容をとらえる② 中学３年 漢文の読解 漢文を味わう（内容をとらえる） 挑戦

7 漢文の主題をとらえる① 中学３年 漢文の読解 漢文を味わう（主題をとらえる） 基本

8 漢文の主題をとらえる② 中学３年 漢文の読解 漢文を味わう（主題をとらえる） 標準

9 漢文の主題をとらえる③ 中学３年 漢文の読解 漢文を味わう（主題をとらえる） 挑戦
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