
リメディアル教育（基礎編） 

課外の個別学習で「数理社ドリル」 
 

大学生になって気持ちを一新して再スタートをしようと思う気持ちは大切ですが、教育

は継続しており、積み重ねの上に成り立っています。特に、国語や英語は受験においても

大切な科目して大事にされていますが、算数･数学や理科、社会は受験に関係なければ、見

過ごされてしまっています。実はこの３科目にも、生きていくためには必要不可欠な基礎・

基本が多く含まれています。 

 

 学ぶということの意義や意味が理解できる時に、大学という新しい学びの場に新しい気

持ちで進学する時に、今一度、義務教育で学んだことを振り返ることは、小学校・中学校

時代の自分を客観的に見直すことになるとともに、学んできた意味を再確認できます。高

等学校時代の学びは、大学進学や社会にでるための学びですが、義務教育での学びは、ど

んな分野に進もうとも、社会で生きていくための基本的な内容を学んでいます。 

 

 忘れかけていたことを思い出したり、苦手だった分野を再確認したり、今の自分との接

点を見出したり、子ども時代の自分を見つめなおしたり、様々な新しい発見があります。 

 

 大学の授業の中で義務教育時代の９年間を振り返ることは現実に不可能ですが、このリ

メディアル教育（基礎編）数理社ドリルには、義務教育時代の９年間が凝縮されています。

インターネットを介してタブレット端末でも利用できる課外の個別学習形式になっていま

すので、入学前の教育に、初年次の教育にご活用願えたらと思っています。また、教育学

部などの先生を目指している学生さんのスタートとしても有意義だと考えています。 

 

ドリル問題一覧 

カテゴリー ドリル名 内容 備考 

算数・数学 
小学校算数文章題 3年生から 6年生までを 20項目に分類 

各項目ごと

に 5問 

(計 750問) 

中学校数学 1年生から 3年生までを 20項目に分類 

理科 

小学校理科 3年生から 6年生までを 20項目に分類 

中学校理科第一分野 物理、化学分野を 20項目に分類 

中学校理科第二分野 生物、地学分野を 20項目に分類 

社会 
小学校社会科 3年生から 6年生までを 20項目に分類 

中学校社会科 地理、歴史、公民分野を 30項目に分類 

このほか、「リメディアル教育（専門編）高等学校化学」があります。 

 

ドリル問題作成の留意点 

 基礎的な内容を問う素直な問題構成にしています。 

 一部分でも理解しておれば正解になるように誘導しています。 

 単に覚えているかどうかではなく学べるように工夫しています。 

 問題文を読むだけでも参考になるように付加価値をつけています。 

 暗記による知識でなく全体像を問う問題を多く含んでいます。 

 各小項目ごとに５問しかありませんが基本的な内容を網羅しています。 
 

ドリルシステムの提供方法 

このドリルを利用するには、弊社が開発した「レクチャーエイド２」のドリルシステム

が必要ですが次の 3つのご提供方法を考えておりますが、ご要望があればご相談ください。 

①大学様のサーバーに一式をインストールする方法 

②一式をレンタルサーバーで利用する（ASP）方法 

③助言者も含めて運営を一任する方法 



 

 

 
 

 

 

 ①お試しテストでドリルの全容と現時点での力を把握する。 

 ②繰り返しドリルに挑戦する。 

（一問ずつ出題されるのでスマートフォンなどで電車の中でも使用できます） 

 ③仕上げテストで学習効果を確認する。 

 

  なお、質問板を設けています。質問や学習者同士のコミュニケーションに活用できます。 

 

 

  

http://www.el-labo.jp/La2/       ID:demo01～demo10   PW:01～10 

物理・光と音（１） 

物理・光と音（２） 

物理・力と圧力（１） 

物理・力と圧力（２） 

物理・力と圧力（３） 

物理・電流 

物理・電流と磁界  

物理・運動の規則性 

物理・力学的エネルギー （１） 

物理・力学的エネルギー （２） 

化学・物質のすがた  

化学・水溶液 

化学・状態変化 

化学・物質の成り立ち 

化学・化学変化 

化学・化学変化と物質の質量  

化学・水溶液とイオン （１） 

化学・水溶液とイオン （２） 

化学・酸・アルカリとイオン（１）  

化学・酸・アルカリとイオン（２） 
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ドリルの構成例（中学校理科第一分野） 

 

 

フィードバック 分類別正答率 ( 直近 5

回の平均 ) 

 
回数ごとの正答率の推

移 

 

お試しテスト 仕上げテスト ドリル 

学習の流れ 

デモ版 



小分類項目の詳細（学習指導要領に基づいて作成しています） 

 

カテゴリー：数学 
大分類 中分類 小分類 No 

小学算数文章題 

３年生 

わり算をつかって EM01 

かくれた数はいくつ（１） EM02 

何倍でしょう（１） EM03 

べつべつに、いっしょに EM04 

かくれた数はいくつ（２） EM05 

４年生 

（２けた）÷（１けた） EM06 

（３けた）÷（１けた） EM07 

何倍でしょう（２） EM08 

小数 EM09 

もとの数はいくつ EM10 

５年生 

小数の掛け算 EM11 

小数の割り算 EM12 

整数 EM13 

単位量あたりの大きさ EM14 

割合 EM15 

６年生 

分数の掛け算 EM16 

分数の割り算 EM17 

比 EM18 

場合を順序よく整理して EM19 

割合を使って EM20 

中学校数学 

１年生 

正の数・負の数 SM01 

文字式 SM02 

１次方程式 SM03 

比例と反比例 SM04 

平面図形 SM05 

空間図形 SM06 

２年生 

文字式の計算 SM07 

連立方程式 SM08 

１次関数 SM09 

平行と合同 SM10 

図形の性質 SM11 

３年生 

確率 SM12 

平方根 SM13 

多項式 SM14 

２次方程式 SM15 

関数 y=ax2 SM16 

図形と相似 SM17 

図形と円の性質 SM18 

三平方の定理 SM19 

資料の活用 SM20 

 

カテゴリー：理科 
大分類 中分類 小分類 No 

小学校理科 

３年生 

物と重さ、風やゴムの働き ER01 

光・磁石の性質、電気の通り道 ER02 

昆虫と植物 ER03 

身近な自然の観察 ER04 

太陽と地面の様子 ER05 

４年生 

空気と水の性質 ER06 

金属，水，空気と温度 ER07 

電気の働き ER08 



人の体のつくりと運動、季節と生物 ER09 

天気の様子、月と星 ER10 

５年生 

物の溶け方 ER11 

振り子の運動 ER12 

電流の働き ER13 

植物の発芽・成長・結実、動物の誕生 ER14 

流水の働き、天気の変化 ER15 

６年生 

燃焼の仕組み、水溶液の性質 ER16 

てこの規則性、電気の利用 ER17 

生物の体のつくりと働き ER18 

生物と環境 ER19 

土地のつくりと変化、月と太陽 ER20 

中学校理科 

第一分野（物理） 

物理・光と音（１） SR01 

物理・光と音（２） SR02 

物理・力と圧力（１） SR03 

物理・力と圧力（２） SR04 

物理・力と圧力（３） SR05 

物理・電流 SR06 

物理・電流と磁界  SR07 

物理・運動の規則性 SR08 

物理・力学的エネルギー （１） SR09 

物理・力学的エネルギー （２） SR10 

第一分野（化学） 

化学・物質のすがた  SR11 

化学・水溶液 SR12 

化学・状態変化 SR13 

化学・物質の成り立ち SR14 

化学・化学変化 SR15 

化学・化学変化と物質の質量  SR16 

化学・水溶液とイオン （１） SR17 

化学・水溶液とイオン （２） SR18 

化学・酸・アルカリとイオン（１）  SR19 

化学・酸・アルカリとイオン（２） SR20 

第二分野（生物） 

生物・生物の観察 SR21 

生物・植物の体のつくりと働き  SR22 

生物・植物の仲間 SR23 

生物・生物と細胞 SR24 

生物・動物の体のつくりと働き SR25 

生物・動物の仲間 SR26 

生物・生物の変遷と進化  SR27 

生物・生物の成長と殖え方 SR28 

生物・遺伝の規則性と遺伝子 SR29 

生物・生物と環境 SR30 

第二分野（地学） 

地学・火山と地震 SR31 

地学・地層の重なりと過去の様子 SR32 

地学・気象観測 SR33 

地学・天気の変化 SR34 

地学・日本の気象 SR35 

地学・天体の動きと地球の自転・公転（１） SR36 

地学・天体の動きと地球の自転・公転（２） SR37 

地学・太陽系と恒星（１） SR38 

地学・太陽系と恒星（２） SR39 

地学・自然環境の保全と科学技術の利用 SR40 



カテゴリー：社会 
大分類 中分類 小分類 No 

小学校社会 

３年生 

我が町で発見する ES01 

まちで働く人びと ES02 

地図に表す ES03 

資料をまとめる ES04 

昔の暮らしを知る ES05 

４年生 

住みよい暮らしを作る ES06 

役所の仕事を知る ES07 

日本の都道府県 ES08 

都道府県の様子 ES09 

世界を知る ES10 

５年生 

私たちの国土 ES11 

私たちの生活と食糧生産 ES12 

私たちの生活と工業生産 ES13 

情報化社会と私たちの生活 ES14 

私たちの生活と環境 ES15 

６年生 

我が国の歴史Ⅰ ES16 

我が国の歴史Ⅱ ES17 

我が国の歴史Ⅲ ES18 

私たちの生活と政治 ES19 

世界の中の日本の役割 ES20 

中学校社会 

地理分野 

世界の地域構成 SS01 

世界各地の人々の生活と環境 SS02 

世界の諸地域 SS03 

世界の様々な地域の調査 SS04 

日本の地域構成 SS05 

世界と比べた日本の地域的特色 SS06 

日本の諸地域Ⅰ SS07 

日本の諸地域Ⅱ SS08 

日本の諸地域Ⅲ SS09 

身近な地域の調査 SS10 

歴史分野 

歴史のとらえ方 SS11 

人類の出現から世界の古代文明まで SS12 

古代までの日本 SS13 

中世の日本 SS14 

ヨーロッパ人との出会いと全国統一 SS15 

江戸幕府と幕府政治の動き SS16 

開国と近代日本の歩み SS17 

二度の世界大戦と日本 SS18 

戦後日本の成長と国際社会 SS19 

これからの日本と世界 SS20 

公民分野 

私たちが生きる現代社会 SS21 

私たちの生活と経済 SS22 

市場経済の仕組みと働き SS23 

国民の生活と政府の役割 SS24 

人間の尊重と日本国憲法 SS25 

人権と社会 SS26 

三権分立と政治のしくみ SS27 

地方自治と政治への参加 SS28 

世界平和と人類の福祉 SS29 

国際社会の中の私たち SS30 



 


