
◎12月です。志望校に向けて、集中力を高めていきましょう。第4週で通常の流れは
  終了し、12/26(日)から1/31(月)まで、入試直前講習会(前期)(後期)になります。
  時間割を確認してください。みなさんが、志望校合格までの最後の2か月間やる
  べきこと、仕上げるべきことを全て準備しました。志望校合格をめざして、まっすぐ突
  き進みましょう。休まず、心揺らぐことなく、しっかり塾に来てください。今までと同です。
  風邪をひかぬよう健康に注意してください。しっかり最後までがんばりましょう。
◎12/26(日)～1/7(金)は入試直前講習会(前期)です。朝8:30に教室を開けます。

 8:30に来て自分の勉強を始めてください。授業終了後も残ってもうひとふんばり、
 自分の課題に取り組んでください。自分の合格のために集中してやりましょう。
 個別に対応します。午後9:00まで勉強します。
☆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！いきましょう。合格する子は、ここが違うぞ！

朝8:30開錠。朝勉開始！  ※ 午後9:00まで勉強します。
朝8:30開錠。朝勉開始！

※ 午後5:20終了。

※入試直前講習会(後期)は、1/8(土)スタート。月･火･水･木･金･土･日が授業日です。今まで通り、一週間の時間割に変更はありません。 一人ひとり 志望校合格 必勝作戦！

1/1 元日

入試直前講習会（前期） 入試直前講習会（前期） 休講

授業はありません。 授業はありません。

29 30 31 休講26 27 28

理科Ⓢ特訓 社会Ⓢ特訓
　  演習

午後7:00【終了】 　　入試頻出直前対策 　　演習と知識の整理

２組 午後7:20～8:20 　  漢字･語句･文法

　６㊦ 第16～18回 　５㊤㊦ ６㊤㊦
理科Ⓢ特訓 社会Ⓢ特訓

授業はありません。

　12月 テキスト
　　弱点克服

　　入試頻出直前対策 　　入試頻出直前対策

　　読解
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

午後2:00～3:40
午後3:50～5:30

　６年 後期テキスト
社会Ⓢ特訓

算数Ⓢ特訓
弱点克服

　６㊦ 第16～18回 　６㊦ 第16～18回
算数Ⓢ特訓 理科Ⓢ特訓

２組 午後6:40～8:20
１組 午後7:20～8:20

２組
午後4:50～6:00
午後6:05～7:15

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

午後4:50～8:20 24 授業時間に注意！ 25 休講

土
日
特
訓

志望校合格
判定

（12:30～1:30昼休み）

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

午後7:00【終了】

19 午前8:40 【集合】 20 午後4:50～8:20 21 午後4:50～8:20 22 午後4:50～8:20 23

　  演習

理科Ⓢ特訓 社会Ⓢ特訓午後7:00【終了】 　　入試頻出直前対策 　　演習と知識の整理

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
１組 午後7:20～8:20 ２組 午後7:20～8:20

　６㊦ 第16～18回 　５㊤㊦ ６㊤㊦
理科Ⓢ特訓

　６年 後期テキスト
社会Ⓢ特訓

算数Ⓢ特訓
弱点克服

　６㊦ 第16～18回 　６㊦ 第16～18回
算数Ⓢ特訓

　　弱点克服
　　入試頻出直前対策 　　入試頻出直前対策

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

志望校合格
判定

（12:30～1:30昼休み）

理科Ⓢ特訓
　12月 テキスト

　　読解

社会Ⓢ特訓

18 午前8:40 【集合】

土
日
特
訓

志望校合格
判定

（12:30～1:30昼休み）

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】

15 午後4:50～8:20 16 午後4:50～8:20 17 午後4:50～8:20

　　データ･図を使った問題 　　演習と知識の整理 午後7:00【終了】

12 午前8:40 【集合】 13 午後4:50～8:20 14 午後4:50～8:20

　  漢字･語句･文法
１組 午後7:20～8:20 ２組 午後7:20～8:20

　６㊦ 第15回 　５㊤㊦ ６㊤㊦
理科Ⓢ特訓 社会Ⓢ特訓

　  演習

理科Ⓢ特訓 社会Ⓢ特訓

個別指導 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

各過去問演習 　６年 後期テキスト
社会Ⓢ特訓

算数Ⓢ特訓
弱点克服

　６㊦ 第15回 　６㊦ 第15回

解き直し 　　弱点克服
　　文章を読み取る問題 　　データ･図を使った問題 

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

志望校合格
判定

（12:30～1:30昼休み）

算数Ⓢ特訓 理科Ⓢ特訓
　12月 テキスト

　　読解

11 午前8:40 【集合】

土
日
特
訓

午前9:00～12:20
午後1:00～7:00

午後4:50～6:30
午後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】

8 午後4:50～8:20 9 午後4:50～8:20 10 午後4:50～8:205 午前9:00～午後7:00 6 午後4:50～8:20 7 午後4:50～8:20

理科Ⓢ特訓 社会Ⓢ特訓

　  演習
解き直し

　　文章を読み解く問題 　　演習と知識の整理 個別指導

学校がなければ
午後1:00に始めます。

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12月

　６㊦ 第14回
デデデータ･資料を
デデデデ読み取る問題

　６㊦ 第14回
算数Ⓢ特訓 理科Ⓢ特訓

　12月 テキスト
　　文章を読み解く問題

　　読解

　６㊦ 第14回 　５㊤㊦ ６㊤㊦

午後4:50～8:20 4 学校がない生徒は

午前9:00
から始めます。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 午後4:50～6:30、6:40～8:20

土
日
特
訓

午後2:00～7:00

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】


