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2月第1回 第1回 整数の計算のきまりと、計算の工夫 物語的要素の入った文章の読解・漢字 植物（１） 呼吸・光合成・蒸散 地図の見方 算数演習１ 割合と比（１） 物語的要素の入った文章の読解・漢字 電気抵抗 日本国憲法 算数演習１

2月第2回 第2回 植木算 論説的要素の入った文章の読解・漢字 植物（２） 種子・根・くき・葉のつくり 日本の国土 算数演習２ 平面図形と比（１） 論説的要素の入った文章の読解・漢字 豆電球の明るさ（２） 国会 算数演習２

2月第3回 第3回 角の大きさ 物語的要素の入った文章の読解・漢字 動物（１) 昆虫 九州地方(1) 算数演習３ 通過算と時計算 物語的要素の入った文章の読解・漢字 電流と磁界（２） 内閣 算数演習３

3月第1回 第4回 総合回 総合回 総合回 総合回 算数演習４ 総合回 総合回 総合回 総合回 算数演習４

3月第2回 第5回 四角形の面積 物語的要素の入った文章の読解・漢字 人体（１） 中国・四国地方(1) 算数演習５ 割合と比（２） 物語的要素の入った文章の読解・漢字 抵抗と発熱と温度上昇 裁判所 算数演習５

3月第3回 第6回 三角形の面積 論説的要素の入った文章の読解・漢字 人体（２） 近畿地方(1) 算数演習６ 和と差の問題 論説的要素の入った文章の読解・漢字 人体と動物 地方自治 算数演習６

春期講習 和差算，三角形・四角形の面積，等差数列，小数の計算 物語的要素・論説的要素の入った文章読解 植物、動物、太陽、月 九州地方・中国四国地方・近畿地方 割合と比、平面図形と比、速さと比、流水算、つるかめ算、消去算、場合の数 植物、電流、電磁石、発熱、中和、音

4月第1回 第7回 きまりを見つけて解く(等差数列) ことばと知識・記述 植物（３） 発芽と花のつくり 中部地方(1) 算数演習７ 平面図形と比（２） 詩 地層と岩石 日本の経済 算数演習７

4月第2回 第8回 総合回 総合回 総合回 総合回 算数演習８ 総合回 総合回 総合回 総合回 算数演習８

4月第3回 第9回 約数と倍数 物語的要素の入った文章の読解・漢字 空気や水と温度 関東地方(1) 算数演習９ 速さと比（１） 物語的要素の入った文章の読解・漢字 中和の計算（１） 国際連合 算数演習９

4月第4回 第10回 分数の和と差 論説的要素の入った文章の読解・漢字 物のあたたまり方 東北地方(1) 算数演習10 速さと比（２） 論説的要素の入った文章の読解・漢字 中和の計算（２） 時事問題 算数演習10

GW

5月第1回 第11回 分数の積と商 物語的要素の入った文章の読解・漢字 気象（１） 北海道地方(1) 算数演習11 立体図形と比（１） 入試演習（１） 水溶液と金属 公民まとめ 算数演習11

5月第2回 第12回 総合回 総合回 総合回 総合回 算数演習12 総合回 総合回 総合回 総合回 算数演習12

5月第3回 第13回 きまりを見つけて解く(周期算) 物語的要素の入った文章の読解・漢字 太陽（１） 日本の農業(1) 算数演習13 立体図形と比（２） 入試演習（２） 光 地理のまとめ(1) 算数演習13

6月第1回 第14回 多角形の角度と求面積 論説的要素の入った文章の読解・漢字 太陽（２） 日本の農林水産業(1) 算数演習14 数に関する問題 入試演習（３） てんびんとてこ（１） 地理のまとめ(2) 算数演習14

6月第2回 第15回 直方体と立方体 ことばと知識・記述 月（１） 日本の工業(1) 算数演習15 規則性 入試演習（４） てんびんとてこ（２） 地理のまとめ(3) 算数演習15

6月第3回 第16回 総合回 総合回 総合回 算数演習16 総合回 総合回 総合回 総合回 算数演習16

6月第4回 第17回 円とおうぎ形 物語的要素の入った文章の読解・漢字 月（２） 日本の工業(2) 算数演習17 点の移動 入試演習（５） 浮力 歴史のまとめ(1) 算数演習17

7月第1回 第18回 柱体 論説的要素の入った文章の読解・漢字 星の動き（１） 日本のその他の産業(1) 算数演習18 割合と比（３） 入試演習（６） 滑車と輪軸 歴史のまとめ(2) 算数演習18

7月第2回 第19回 割合(1) 物語的要素の入った文章の読解・漢字 星の動き（２） 地理のまとめ(1) 算数演習19 平面図形と比（３） 入試演習（７） 天体まとめ（１） 歴史のまとめ(3) 算数演習19

7月第3回 第20回 割合(2) 詩に関する文章読解 気体の性質 地理のまとめ(2) 算数演習20 速さと比（３） 入試演習（８） 天体まとめ（２） 政治のまとめ(1) 算数演習20

7月第4回 第21回 総合回 総合回 総合回 総合回 算数演習21 立体図形と比（３） 入試演習（９） 物の燃焼まとめ 政治のまとめ(2) 算数演習21

① 文章題：つるかめ算，和差算，消去算，過不足算，方陣算 物語的要素の入った文章の読解・漢字 植物、動物、音、光 九州地方・中国四国地方・近畿地方 総合，入試問題演習 物語文・説明文・入試問題 植物、人体、気象、地層と岩石 地理総合・入試問題

② 割合：三用法、相当算、食塩水、売買 論説的要素の入った文章の読解・漢字 動物、空気や水と温度、物のあたたまり方 中部地方・関東地方 総合，入試問題演習 物語文・説明文・入試問題 動物、太陽、月、星 地理総合・入試問題

③ 平面図形：角度、面積、等積変形、等積移動、体積、表面積 物語的要素の入った文章の読解・漢字 植物、気象、太陽 東北地方・北海道地方 総合，入試問題演習 詩文・短歌・俳句・入試問題 気体と水溶液、溶解度、中和、金属の反応 歴史総合・入試問題

④ 速さ：三公式、旅人算、旅人算とグラフ 論説的要素の入った文章の読解・漢字 人体、月、星 歴史上の人物 古代～室町 総合，入試問題演習 物語文・説明文・入試問題 空気と水の温度による変化、熱の伝わり方と熱量、燃焼、ばねとてこ 歴史総合・入試問題

⑤ 比：比、連比、比例式、逆比、倍数算 詩に関する文章読解 植物、気体の性質、水溶液の性質 歴史上の人物 江戸～明治 総合，入試問題演習 物語文・説明文・入試問題 電気と磁力、発熱、浮力、輪軸と滑車 政治総合・入試問題

9月第1回 第22回 食塩水の濃度 物語的要素の入った文章の読解・漢字 動物（２） 分類 古代 算数演習22 条件整理 入試演習（10） 植物・入試演習 地理・入試問題 入試演習（１）

9月第2回 第23回 売買 論説的要素の入った文章の読解・漢字 川のはたらきと地層 飛鳥時代 算数演習23 割合と比(１) 入試演習（11） 動物・入試演習 地理・入試問題 入試演習（２）

9月第3回 第24回 すい体 物語的要素の入った文章の読解・漢字 堆積岩と火成岩 奈良時代 算数演習24 割合と比(２) 入試演習（12） 人体・入試演習 歴史・入試問題 入試演習（３）

9月第4回 第25回 総合回 総合回 総合回 総合回 算数演習25 和と差 入試演習（13） 気象・入試演習 歴史・入試問題 入試演習（４）

9月第5回 第26回 速さ 物語的要素の入った文章の読解・漢字 溶解度（１） 平安時代 算数演習26 平面図形 入試演習（14） 地層と岩石・入試演習 歴史・入試問題 入試演習（５）

10月第1回 第27回 旅人算 論説的要素の入った文章の読解・漢字 溶解度（２） 鎌倉時代 算数演習27 平面図形と比 入試演習（15） 太陽・入試演習 政治・入試問題 入試演習（６）

10月第2回 第28回 旅人算とグラフ ことばと知識・記述 水溶液の性質（１） 室町時代 算数演習28 数の性質 入試演習（16） 月・入試演習 政治・入試問題 入試演習（７）

10月第3回 第29回 総合回 総合回 総合回 総合回 算数演習29 速さ 入試演習（17） 星・入試演習 地理・入試問題 入試演習（８）

10月第4回 第30回 比例と反比例１ 物語的要素の入った文章の読解・漢字 水溶液の性質（２） 安土桃山時代 算数演習30 速さと比 入試演習（18） 気体・入試演習 地理・入試問題 入試演習（９）

11月第1回 第31回 比例と反比例２ 論説的要素の入った文章の読解・漢字 豆電球の明るさ（１） 江戸時代(1) 算数演習31 規則性 入試演習（19） 水溶液・入試演習 歴史・入試問題 入試演習（10）

11月第2回 第32回 比と相似形１ 物語的要素の入った文章の読解・漢字 電流と磁界（１） 江戸時代(2) 算数演習32 立体図形 入試演習（20） 中和・入試演習 歴史・入試問題 入試演習（11）

11月第3回 第33回 総合回 総合回 総合回 総合回 算数演習33 立体図形と比 入試演習（21） 水溶液と金属・入試演習 歴史・入試問題 入試演習（12）

11月第4回 第34回 比と相似形２ 物語的要素の入った文章の読解・漢字 物の燃焼（１） 幕末 算数演習34 変化をとらえる 入試演習（22） 電流・入試演習 政治・入試問題 入試演習（13）

12月第1回 第35回 比と相似形３ 論説的要素の入った文章の読解・漢字 物の燃焼（２） 維新 算数演習35 場合の数 入試演習（23） 電流と磁界・入試演習 政治・入試問題 入試演習（14）

12月第2回 第36回 比例と反比例３ 物語的要素の入った文章の読解・漢字 中和（１） 明治時代(1) 算数演習36 難関入試演習（１） 入試演習（24） 発熱・入試演習 地理・入試問題 入試演習（15）

12月第3回 第37回 仕事算 ことばと知識・記述 中和（２） 明治時代(2) 算数演習37 難関入試演習（２） 入試演習（25） 燃焼・入試演習 歴史・入試問題 入試演習（16）

12月第4回 第38回 総合回 総合回 総合回 総合回 算数演習38 難関入試演習（３） 入試演習（26） 音と光・入試演習 政治・入試問題 入試演習（17）

冬期講習 速さと旅人算、通過算，時計算，比，相似形，仕事算 物語的要素・論説的要素の入った文章読解 植物、電磁石、溶解度、中和、岩石 過去問対策指導 過去問対策指導 過去問対策指導 過去問対策指導

1月第1回 第39回 容器と水 物語的要素の入った文章の読解・漢字 水溶液と金属 大正時代～昭和時代前半 算数演習39 難関入試演習（４） 入試演習（27) 天体総合 入試演習（16） 入試演習（18）

1月第2回 第40回 図形の移動 論説的要素の入った文章の読解・漢字 物の運動（１） 昭和時代後半 算数演習40 難関入試演習（５） 漢字とことば 動物・人体総合 入試演習（17） 入試演習（19）

1月第3回 第41回 場合の数  物語的要素の入った文章の読解・漢字 物の運動（２） 現代と歴史のまとめ 算数演習41 難関入試演習（６） 漢字とことば 植物総合 入試演習（18） 入試演習（20）

夏期講習


