
午後2:00～3:10 午後2:00～3:10
線分図と面積図の攻略④

(年令算と差集め算②)
午後3:15～4:25 午後3:15～4:25

線分図と面積図の攻略④

(年令算と差集め算②)

午後2:00～3:10 午後2:00～3:10
線分図と面積図の攻略⑤

(平均と面積図①)
午後3:15～4:25 午後3:15～4:25

線分図と面積図の攻略⑤

(平均と面積図①)

午後2:00～3:10 午後2:00～3:10
線分図と面積図の攻略⑥

(平均と面積図②)
午後3:15～4:25 午後3:15～4:25

線分図と面積図の攻略⑥

(平均と面積図②)

◎新6年生としてスタートして、1ヶ月がすぎました。一週間の流れが決まっています。その流れに合わせて、取り組むべき内容にしっかり向き合い、一日一日の目標を達成してください。
◎授業を大切に受けてください。連続した毎回の授業をしっかり吸収していくことが今、必要なことです。そして同じ事を繰り返し復習することが勉強です。暗記することを後回しにせず、
   今から頭に刻んでいくのです。勉強の仕方がわからないといわずに目の前のことに取り組みましょう。受験勉強をどう進めていけばよいのかを自分なりに試行錯誤を繰り返しながら
   会得していってください。教室の毎週の学習の流れに乗って進むのが一番です。
◎今月は、予行演習を１回実施します。ここでテストの受け方も学んでいきましょう。
◎3/26～31で春期講習会があります。連続・集中した講習会は、受験勉強の基礎を確認するチャンスです。ここでペースをつかんでください。
☆自分の考えや気持ちを相手にきちんと伝えて、自分を正しく理解してもらうことは、毎日の生活でとても大切なことです。そうしたコミュニケーション能力を身につけていきましょう。

  合格する子は、ここが違うぞ！

午後5:00～6:50、7:10～9:00

春期講習会 (補習)  　６年 前期　第8回

　    条件が比の文章題･倍数算

4/4 休講

春期講習会 【3/26(木)～31(火) 午前9:00～午後6:50】

4/5 休講 4/6 ４月授業スタート 4/7 午後5:00～7:00

4/1 休講 4/2 休講 4/3 休講

  ６㊤ 第8回　    相当算
    発電と電気の利用

29 30 31

  ６年 前期
春期講習会 【3/26(木)～31(火) 午前9:00～午後6:50】

4/7（火） 【午後5:00～7:00】春期講習会 (補習)

    日本の経済･情報化社会
  　第7回

　    条件が割合の文章題 午後7:10～9:00 午後7:10～9:00　【理科】

社会 Ⓢ特訓

28
午後5:00～6:50、7:10～9:00

午後5:00～6:50 午後5:00～6:50　【社会】

算数 Ⓢ特訓
  ６㊤ 第13回

午後4:00～5:00 塾題 25 午後4:00～5:00 塾題 26 27

午後3:15～7:00

    電流と磁界 歴史④－経済史の攻略

22 休講 23 午後4:00～5:00 塾題 24

社会 Ⓢ特訓
  ６㊤ 第7回

国語 Ⓢ特訓
　    理由をまとめる

　    ･つるかめ･過不足の問題
社会

  　第6回
  　第7回 理科 算数　    和差･分配･消去 午後7:10～9:00 午後7:10～9:00　【理科】 午後7:10～9:00

地学の実験･観察問題②

理科 Ⓢ特訓

【１組】 【２組】

  ６年 前期 算数 理科    日本の財政と社会保障   ６年 前期 地学の実験･観察問題②

21 午前10:00～12:20、午後1:00～1:50 【補習教室】

午後5:00～6:50、7:10～9:00
午後5:00～6:50 午後5:00～6:50　【社会】 午後5:00～6:50 授業時間に注意！

午後1:00～2:50、3:00～4:50

午後2:00～7:00

算数 Ⓢ特訓
  ６㊤ 第12回

18 午後4:00～5:00 塾題 19 午後4:00～5:00 塾題 20 春分の日15 休講 16 午後4:00～5:00 塾題 17 午後4:00～5:00 塾題

　    図形の場合の数
国語

午後3:15～7:00

    地球の歴史と現在 読解、指示語の攻略①、長文記述

午後7:10～9:00 　    乱文整序･段落整序 地学の実験･観察問題①

社会 Ⓢ特訓
  ６㊤ 第6回

国語 Ⓢ特訓

地学の実験･観察問題①

  　第5回   　第6回
10:00～12:00 理科 算数　    数の場合の数 午後7:10～9:00 午後7:10～9:00　【理科】

  ６㊤ 第11回
理科 Ⓢ特訓

【１組】 【２組】

入試報告会   ６年 前期   ６年 前期 算数 理科    地方自治・交通と地域の発展

午後4:00～5:00 塾題 14 午前10:00～12:20、午後1:00～1:50 【補習教室】

午後5:00～6:50、7:10～9:00
午後5:00～6:50 午後5:00～6:50　【社会】 午後5:00～6:50

午後5:00～6:50、7:10～9:00
午後2:00～7:00

算数 Ⓢ特訓

午後4:00～5:00 塾題 11 午後4:00～5:00 塾題 12 午後4:00～5:00 塾題 13

歴史③－政治･外交史の攻略③

8 休講 9 午後4:00～5:00 塾題 10

生物の実験･観察問題④

社会 Ⓢ特訓
  ６㊤ 第5回　    余りによる分類

社会

午後3:15～7:00

    第1～4回のまとめ

  　第4回   　第5回
理科 算数　    周期の規則性 午後7:10～9:00 午後7:10～9:00　【理科】 　    文章構成

【１組】 【２組】

３月

  ６年 前期   ６年 前期 算数 理科    第6～9回のまとめ 【午後5:00～8:00】 生物の実験･観察問題④

午前10:00～12:20、午後1:00～1:50 【補習教室】

午後5:00～6:50、7:10～9:00
午後5:00～6:50 午後5:00～6:50　【社会】

午後5:00～6:50、7:10～9:00
午後2:00～7:00

算数 Ⓢ特訓
  ６㊤ 第10回 予行演習

午後4:00～5:00 塾題 5 公開模試予行演習 6 午後4:00～5:00 塾題 7
新６年

2 午後4:00～5:00 塾題 3 午後4:00～5:00 塾題 4

2020年度　６年生講座
日 月 【算数】 火【算数･社会Ⓢ特訓】 水 【社会・理科】 木【理科･国語Ⓢ特訓】 金 【国語】 土 【土曜特訓】


