
☆各教科の正確なる絶対的知識量がまだ足りません。のみならず、一番の問題は、きかれたことについて正確に答えるという注意深さがないことです。厳しく自覚しなけ

  れば合格点に届きません。このことを、しっかり心に刻んでください。合格への意識が甘いです。自分の合格は自分が勝ち獲るという情熱をもって前へ進もう！

◎11月です。自分のための受験勉強です。さらに勉強の内容を充実させていきましょう。今が一番辛く感じる頃です。この気分を乗り越えるには、毎日の目標を一つ一つ
   達成していくしかありません。集中力を高めて、勉強時間も増やしましょう。まだまだです。過去問をやった後が大切です。必ず、検証してください。あと何点、どこで取れる
   か、間違えたところをしっかりやり直して、次に出たら必ず取るぞと考え方を頭に刻んで下さい。前にやってできなかったところを忘れた頃に繰り返して身に刻み込むのです。
   自分に厳しく、わからないところは何度でも質問すること。４科目のバランスが大事です。時間を平等にかけるという意味ではありません。弱点を、どうカバーするか、時間
   のやりくりも含めて考えてください。気持ちを強く持って、しっかり前を向きましょう。辛いのはみんな同じです。

☆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4:50～6:00
午後6:05～7:15

各過去問演習 　６年 後期テキスト
社会Ⓢ特訓

　算数Ⓢ特訓

解き直し 　　弱点克服
   弱点克服

個別指導

土
日
特
訓

午前9:00～12:20
午後1:00～7:00

午後4:50～6:30、6:40～8:20 １組
午後4:50～6:00
午後6:05～7:15

２組

１組 午後7:20～8:20 ２組 午後7:20～8:20

理科Ⓢ特訓 社会Ⓢ特訓

28 午前9:00～午後7:00 29 午後4:50～8:20 30 午後4:50～8:20

　  演習
解き直し

　　物理のまとめ(2) 　　演習と知識の整理 個別指導

２組 午後6:40～8:20【社会】 １組 午後6:40～8:20 ２組 午後6:40～8:20 　  漢字･語句･文法 各過去問演習

　６㊦ 第13回 　５㊤㊦ ６㊤㊦
理科Ⓢ特訓 社会Ⓢ特訓

午後2:00～7:00

過去問の解き直し
並びに 理・社 総チェックラリー

解き直し 　　場合の数
　　公民のまとめ 　　物理のまとめ(2)

　　読解
学校がなければ

午後1:00に始めます。

個別指導

午後4:50～6:30、6:40～8:20

土
日
特
訓

各過去問演習 　６年 後期 第33回 　６㊦ 第13回 　６㊦ 第13回
算数Ⓢ特訓 理科Ⓢ特訓

　11月 テキスト

１組 午後6:40～8:20【理科】

27 学校がない生徒は

午前9:00
から始めます。

土
日
特
訓

午前9:00～12:20
午後1:00～7:00

午後4:50～6:30、6:40～8:20

午前９：００～午後４：３０
１組 午後4:50～6:30【社会】 ２組 午後4:50～6:30【理科】 １組 午後4:50～6:30 ２組 午後4:50～6:30

24 午後4:50～8:20 25 午後4:50～8:20 26 午後4:50～8:2021 午前9:00～午後7:00 22 午後4:50～8:20 23 勤労感謝の日

社会Ⓢ特訓

　  演習
解き直し

理科Ⓢ特訓 社会Ⓢ特訓 　　物理のまとめ(1) 　　演習と知識の整理 個別指導

１組 午後7:20～8:20 ２組 午後7:20～8:20
比の利用　

　６㊦ 第12回 　５㊤㊦ ６㊤㊦
理科Ⓢ特訓

　　読解
学校がなければ

午後1:00に始めます。

個別指導
切断･水位変化　 １組 午後6:40～8:20【理科】 ２組 午後6:40～8:20【社会】 １組 午後6:40～8:20 ２組 午後6:40～8:20 　  漢字･語句･文法 各過去問演習

　６㊦ 第12回
算数Ⓢ特訓 理科Ⓢ特訓

　11月 テキスト 午後2:00～7:00

解き直し 　　立体図形の
   立体図形の切断
切 ･水位変化･比の利用

　　歴史のまとめ(2) 　　物理のまとめ(1)

２組 午後4:50～6:30【理科】 １組 午後4:50～6:30 ２組 午後4:50～6:30 午後4:50～6:30、6:40～8:20

土
日
特
訓

各過去問演習 　６年 後期 第32回
社会Ⓢ特訓

　算数Ⓢ特訓 　６㊦ 第12回

20 学校がない生徒は

午前9:00
から始めます。

土
日
特
訓

午前9:00～12:20
午後1:00～7:00

午後4:50～6:30、6:40～8:20 １組
午後4:50～6:00
午後6:05～7:15

２組
午後4:50～6:00
午後6:05～7:15

１組 午後4:50～6:30【社会】

17 午後4:50～8:20 18 午後4:50～8:20 19 午後4:50～8:2014 午前9:00～午後7:00 15 午後4:50～8:20 16 午後4:50～8:20

　  演習
解き直し

理科Ⓢ特訓 社会Ⓢ特訓 　　生物のまとめ 　　演習と知識の整理 個別指導

１組 午後7:20～8:20 ２組 午後7:20～8:20

　６㊦ 第11回 　５㊤㊦ ６㊤㊦
理科Ⓢ特訓 社会Ⓢ特訓

　　読解
学校がなければ

午後1:00に始めます。

個別指導 性質と求積　 １組 午後6:40～8:20【理科】 ２組 午後6:40～8:20【社会】 １組 午後6:40～8:20 ２組 午後6:40～8:20 　  漢字･語句･文法 各過去問演習

　６㊦ 第11回
算数Ⓢ特訓 理科Ⓢ特訓

　11月 テキスト 午後2:00～7:00

解き直し 　　立体図形の
　　立体図形の
立体図形性質と求積

　　歴史のまとめ(1) 　　生物のまとめ

２組 午後4:50～6:30【理科】 １組 午後4:50～6:30 ２組 午後4:50～6:30 午後4:50～6:30、6:40～8:20

土
日
特
訓

各過去問演習 　６年 後期 第31回
社会Ⓢ特訓

　算数Ⓢ特訓 　６㊦ 第11回

13 学校がない生徒は

午前9:00
から始めます。

土
日
特
訓

午前9:00～12:20
午後1:00～7:00

午後4:50～6:30、6:40～8:20 １組
午後4:50～6:00
午後6:05～7:15

２組
午後4:50～6:00
午後6:05～7:15

１組 午後4:50～6:30【社会】

10 午後4:50～8:20 11 午後4:50～8:20 12 午後4:50～8:207 午前9:00～午後7:00 8 午後4:50～8:20 9 午後4:50～8:20

解き直し
理科Ⓢ特訓 社会Ⓢ特訓 　６㊦ 第10回

化化学のまとめ
　５㊤㊦ ６㊤㊦
演演習と知識の整理

個別指導

　  漢字･語句･文法 各過去問演習
１組 午後7:20～8:20 ２組 午後7:20～8:20

　　水そうグラフ・時計算 １組 午後2:50～4:30【理科】 ２組 午後2:50～4:30【社会】

理科Ⓢ特訓 社会Ⓢ特訓

　  演習

午後2:00～7:00

　　図形上の点の移動
     図形上の点の移動と
比の比の利用・水そうグラフ
時計時計算

１組 午後1:00～2:40【社会】 ２組 午後1:00～2:40【理科】
　　読解

学校がなければ
午後1:00に始めます。

と比の利用　 　６㊦ 第10回
地地理のまとめ(2)

　６㊦ 第10回
化化学のまとめ

土
日
特
訓11月

　６年 後期 第30回
社会Ⓢ特訓

　算数Ⓢ特訓
算数Ⓢ特訓 理科Ⓢ特訓

　11月 テキスト

１組 午後6:40～8:20 ２組 午後6:40～8:20

学校がない生徒は

午前9:00
から始めます。午後4:50～6:30、6:40～8:20 １組

午後4:50～6:00
午後6:05～7:15

２組
午後4:50～6:00
午後6:05～7:15

午前9:00～12:20
過去問の解き直し

並びに 理・社 総チェックラリー

１組 午後4:50～6:30 ２組 午後4:50～6:30 午後4:50～6:30、6:40～8:20

文化の日 4 午後4:50～8:20 5 午後4:50～8:20 6
６年

1 午後4:50～8:20 2 午後4:50～8:20 3

2021年度　６年生講座
日 【土日特訓】 月 【算数】 火【Ⓢ特訓】 水 【社会・理科】 木【Ⓢ特訓】 金 【国語】 土 【土日特訓】


