
全18タイプの中から、お子さまの教科書に合わせたテキストをお届け。学校の教科書と
同じ順序・単元・文章で学べるから、毎日の授業がよくわかり、基礎がしっかり身につきます。

教科書対応のテキストで
毎日の授業をしっかり理解できます。

4月号
スタート！ 学習アラームで、毎日決めた時間に

自分で机に向かう習慣づくり。

4月号
でお届け!

宿題が少ない1学期だからこそ、
自分で考え・表現する思考力を伸ばせます。

4月号
スタート！

国語・算数・英語と
学習習慣が身につく！

2,980円／月あたり
※ 2021 年度 4月号から開始で 12 か月分一括払い

の場合( 税込 )　※ 詳しくは同封の案内書をご確認

ください。

いよいよ 4 月号からスタート！

基礎から応用までの学力と
学習習慣が身につく！

無料リクエストでお届け !
5 月号以降も、ご希望のかたには
思考力を伸ばせる特別ワークをお届け !
※詳しくは＜こどもちゃれんじじゃんぷ＞３月号でお届けする
ご案内をご確認ください。 5月号 6月号 7月号

自分で決めた時間にアラームが鳴り、勉強をがんばると

お楽しみもあるので、毎日楽しく机に向かう習慣がつきます。

[ チャレンジ スタートナビ ] と一緒に使える !

コース別ドリル
応用コース

初めての問題でも、習った
知識を活用して自分で解き
抜く応用力がつきます。

学習サイクル
STUDY CYCLE

※応用コースをご希望の
場合は、WEBまたはお
電話にて2/25(木)まで
にお手続きください。

教科書―上　「うたに　あわせて　あいうえお」 教科書―上　「あいうえおの　うた」

※国語教材は、「学校図書」の教科書対応はしておりません（代わりに、「標準タイプ（光村図書版）」をお届けします）。※「チャレンジ１ねんせい」では、学校で学習
する単元について、学習指導要領に定められている各教科の「目標及び内容」に基づいて編集しています。教科書の内容をすべて網羅して掲載しているわけではありま
せんが、お子さまの力を伸ばすカリキュラムとなっておりますので、ご安心ください。※文部科学省検定済みの教科書に対応しておりますが、一部の小学校でお使いの、
地域・学校独自の教科書には対応しておりません。

スーパー 1 年生宝箱

鍵を開けることを目標に
1 か月がんばれる

0JK804-BP

5月
号と
６月号で鍵をお届け

!

※コースの登録がない場合は、
「基礎コース」をお届けします。
※応用コースをご希望の場合は、
2/25(木)までにお手続きください。

光村図書の場合 東京書籍の場合

4月号でも
こんなに違う！

コラショタイム♪

定着度確認毎月末

赤ペン先生のもんだい

※ 12・3月号は実力診断テストをお届けします。
※「赤ペン先生」は（株）ベネッセコーポレー
　ションの登録商標です。

定着毎週末

コース別ドリル（年3回）

授業理解毎日

＜チャレンジ１ねんせい＞
メインテキスト

4月号で

防犯ブザー

もお届け !
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ひらがなプログラム04月号 08月号 漢字80字プログラム09月号 12月号

くり上がり・くり下がりプログラム09月号 12月号

おさらいプログラム01月号 03月号

たし算・ひき算プログラム04月号 08月号

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

学
力
・
学
習
習
慣

科
学
的
思
考
力

英 

語

言葉・数量図形／思考力／表現力04月号 02月号

科学的思考力プログラム04月号 03月号

思
考
力

文字の習得 促音・長音・拗長音 助詞の理解 文章表現 書き順 字 形 読み書き

文字で表現した内容を添削してもらうことで
表現することへの意欲を伸ばします。

1年生で習う漢字80字の字形や書き順を
わかりやすく指導します。

防水漢字シートと黒板のセット。お風呂の中で
とめ・はね、字形を楽しく学べます。チャレンジ スタートナビ4月号

作文赤ペン
8月号 1年生まんが

漢字辞典 

9月号

お風呂で楽しく！漢字黒板セット
11月号

ゲーム感覚で計算を正しく解く力を育成。まちがえた
問題だけに取り組める機能も搭載しています。

全国規模の学力診断と診断結果に合わせた個別復習ドリル
で、一人ひとりの状況に合わせて学習できます。

1 年生で習ったことの総復習ができるから
2 年生に向けて苦手をつぶせます。

テキストでは数感覚を育成し、たし算・ひき算の計算のやり方が理解できます。
さらに、電子教具で反復練習できます。

式の理解数の素地 定着 興味づけ 演習 定着

けいさんを しよう！

くり上がり・くり下がり
計算マスター

10月号

実力診断テスト（受講費内）12・3月号

※ここでご紹介している教材・サービスは2021年1月現在の情報です。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容などは変わることがあります。

充実の教材で、毎日自分から机に向かえる！今後のラインナップ

国語・算数
の学力

もっと
思考力
ワーク

英 語
プログラム

1学期につまずきやすい助詞は
文字と音両方で理解!

3か月連続で、教科を超えた
「自分で考える力」を伸ばせる !

1学期から単語や表現を学び
英語の耳貯金を!

定着 ただしいのは どっち？
はな「は」きれいです

＜チャレンジ スタートナビ＞

身近な単語や表現から学ぶことで、
スムーズに英語を学習できます。

※詳しくは＜こどもちゃれんじじゃんぷ＞3月号で
お届けするご案内をご確認ください。

Good morning!
Three years 
old!

英語DVD
4月号

理解

自分で表を読み取り、答え
を導き出すだけでなく、「な
ぜそう考えたか」を伝える
練習をします。

課題の発見 実験 考察

科04号 03号

※無料リクエスト式です。

5～7月号
思考力ワークメインテキスト内（毎月）

1月号
思考力「赤ペン」

8月号
こおりのかがくじっけんセット

6月号  
ミニひまわり
かんさつセット

One hamburger and 
orange juice, please.

英語に耳を慣らす リスニングクイズで聞く力を伸ばす

話す Good
morning.

英語に耳を慣らし、まねして口に出すことをくり返して会話ができる英語力に。

アニメ
（８、３月号を除く毎月）

ゲーム
（8、3月号を除く毎月）

リスニングクイズ
（８、３月号）

Good morning.
Wake up!

Look!
A rabbit!

クイズで短い英文を
集中して聞く。

場面とセットで
 英語表現を聞く。

クイズ形式で
楽しく取り組める。

Good morning.聞く

英語プログラム

音の不思議を楽しみなが
ら実験。身近な題材で知
的好奇心を育めます。

鏡を使って遊ぶう
ちに反射のしくみ
を理解できます。

※1・2はわくわくサイエンスブック内とじこみ。

2月号 マジカルかがみセット1月号 ぶるぶるラッパ ※1 ※2
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