
2021年度 夏期講習 授業内容とカリキュラム　受付開始 ５月２５日（火）

★印のついた講座は、初めて参加される方にも無理がないように、特に基礎知識の説明や解法の例示に時間をかけるクラス
です。

■お申込み…各校受付にて、季節講習申込書をご記入の上、受講料と引き換えに受講券をお受け取りください。他校実施講
座のお申込みも承ります。定員になり次第、受付を終了させていただきます。ご了承ください。

■キャンセル…動画配信前のキャンセルに対しましては、全額返戻いたします。動画配信後のキャンセルは、V講座との差額
を返戻いたします。

■受講は各学年とも各講座からの自由選択制です。1講座から受講できます。

小学３年生 (注)受講費用は、教材費・消費税を含みます。

３年生
算数

重要単元予習★ 実施校舎 講座番号 期間

7,000円

授業内容
「時刻と時間」「平面図形の広さ・周りの長さ」「立体図形(投影図)とさいころ」「小数の仕組み」「分数の仕
組み」について、初めて参加される方にも無理がないように、特に基礎知識の説明や解法の例示に時
間をかける復習クラスです。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

受講費用

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ３０２

7/28～8/1 10:00～12:00 各13,000円
ときわ台駅前校 T３０２

３年生
算数

重要単元復習★ 実施校舎 講座番号 期間 時間帯

(対面なし)収録動画配信

(対面なし)収録動画配信 V３０１ 8/25～8/29 7,000円

時間帯 受講費用

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ３０１

8/24～8/28 10:00～12:00 各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ３０１

時刻と時間
平面図形の広さ

周りの長さ
立体図形(投影図)

とさいころ
小数の仕組み 分数の仕組み

V３０２ 7/29～8/2

きまりを考える
問題（周期算）

三角形の性質
立方体・立体の

展開図

小学４年生(1/2) (注)受講費用は、教材費・消費税を含みます。

４年生
算数

重要単元復習★ 実施校舎 講座番号 期間

授業内容
「線分図の利用」「植木算・周期算における規則の見分け方」「基本的な三角形の性質」「立方体・立体の
展開図」について、すべての参加者が初めて手がける前提で、基礎知識の説明から始め、基本的な解
法を紹介する予習クラスです。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

線分図の利用
きまりを考える
問題（植木算）

授業内容
「周期算」「等差数列」「つるかめ算」「四角形・三角形の面積」「約数・倍数」について、初めて参加される
方にも無理がないように、特に基礎知識の説明や解法の例示に時間をかけて、丁寧に復習を促すクラ
スです。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

周期算 等差数列

(対面なし)収録動画配信 V４０２ 7/23～7/27 7,000円

時間帯 受講費用

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ４０２

7/22～7/26 10:00～12:00 各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ４０２

つるかめ算
四角形・三角形

の面積
約数・倍数

　　　　　　　　　　　　　　　　　■志木駅前本部校　048₋487₋0030　（10:00～　日曜日を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　  　■ときわ台駅前校　03₋5916₋3600　（12:00～　日曜日を除く）



時間帯 受講費用

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ４０１

8/24～8/28
12:40～14:40

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ４０１

４年生
算数

重要単元予習 ★ 実施校舎 講座番号 期間

7,000円

授業内容
中学入試においても重要な単元と言える、「立方体と直方体の体積」「割合の表し方」「円とおうぎ形」「角
柱と円柱」「速さの表し方」について、すべての参加者が初めて手がける前提で、基礎知識の説明から
始め、基本的な解法を紹介する予習クラスです。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

立方体と直方体
の体積

10:00～12:00
(対面なし)収録動画配信 V４０１ 8/25～8/29

受講費用

割合の表し方 円とおうぎ形 角柱と円柱 速さの表し方

４年生
算数

シリーズ必修単元 実施校舎 講座番号 期間

授業内容
四谷大塚『予習シリーズ・算数』の上巻・下巻の間に位置付けられ、通常授業と同様の必修単元を学習
する講座です。下記の分野の基礎的な事柄を速習的に手掛けますが、同一内容の単元は下巻では取
り扱いませんので、積極的受講をお勧めいたします。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

小数の乗法・除法 分数の通分・約分

(対面なし)収録動画配信 V４２１ 8/25～8/29 7,000円

時間帯

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ４２１

8/24～8/28
15:00～17:00

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ４２１ 12:40～14:40

概数・差集め算 方陣算 樹形図の活用

授業内容
四谷大塚『予習シリーズ・国語』の上巻・下巻の間に位置付けられ、通常授業と同様の必修単元を学習
する講座です。下記の分野の基礎的な事柄を速習的に手掛けますが、同一内容の単元は下巻では取
り扱いませんので、積極的受講をお勧めいたします。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

物語・表現１ 説明・要約

(対面なし)収録動画配信 V４３１

8/3～8/7 10:00～12:00 各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ４０３

(対面なし)収録動画配信 V４０３ 8/4～8/8 7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ４０３

物語・表現２ 説明・意見作文 言語要素

４年生
国語

シリーズ必修単元 

シリーズ必修単元 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

授業内容
四谷大塚『予習シリーズ・理科』の上巻・下巻の間に位置付けられ、通常授業と同様の必修単元を学習
する講座です。下記の分野の基礎的な事柄を速習的に手掛けますが、同一内容の単元は下巻では取
り扱いませんので、積極的受講をお勧めいたします。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

実験器具の使い方
グラフの読み取り

グラフの作成

8/10～8/14 7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ４３１ 7/28～8/1 15:00～17:00

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ４３１ 8/9～8/13 10:00～12:00

４年生
理科

太陽と月
植物のようす
気体の知識

流水のはたらき
電気

授業内容
四谷大塚『予習シリーズ・社会』の上巻・下巻の間に位置付けられ、通常授業と同様の必修単元を学習
する講座です。下記の分野の基礎的な事柄を速習的に手掛けますが、同一内容の単元は下巻では取
り扱いませんので、積極的受講をお勧めいたします。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

日本の地形
地形図を読む統計

資料の読み方

(対面なし)収録動画配信 V４４１ 7/29～8/2 7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ４４１

7/28～8/1
17:20～19:20

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ４４１

４年生
社会

シリーズ必修単元 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

日本の気候
農業生産額割合

食料自給率
新聞・インター
ネットの活用

小学４年生(2/2) (注)受講費用は、教材費・消費税を含みます。

10:00～12:00



時間帯 受講費用

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ５０１

8/24～8/28
17:20～19:20

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ５０１

小学５年生(1/3） (注)受講費用は、教材費・消費税を含みます。

５年生
算数

重要単元予習 実施校舎 講座番号 期間

５年生
算数

数の性質復習 実施校舎 講座番号 期間 時間帯

7,000円

授業内容
『予習シリーズ5年(下)』で履修する「比の応用」に関し、「図形」「速さ」「仕事算」等の問題に「比を用いた
解法」で取り組みます。「比」の活用力は、中学受験算数解法の力量として最も反映されるものといえま
す。エデュコ会員にとっても未履修の分野で、一般生の方々も対等な条件で参加できます。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

比

12:40～14:40

(対面なし)収録動画配信 V５０１ 8/25～8/29

(対面なし)収録動画配信 V５０２ 7/23～7/27 7,000円

受講費用

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ５０２

7/22～7/26
12:40～14:40

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ５０２ 17:20～19:20

平面図形と比 速さと比 流水算 仕事算

５年生
算数

図形復習 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

授業内容

『予習シリーズ4年(上)・4年(下)・5年(上)』で学習した「数と計算」の領域を重層的に復習します。特に、約
数の個数・公約数・公倍数の仕組みを「素因数分解」を土台にして考え、「やりかた」の習得ではなく、
「数の仕組み」を理解することにこだわります。併せて、中学受験算数に特有な計算の要領についても
確認します。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

数列 素因数分解

(対面なし)収録動画配信 V５０３ 8/4～8/8

公約数と公倍数 公約数・公倍数応用 分数・計算の工夫

５年生
算数

割合復習 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

授業内容
4月～7月期に学習した『予習シリーズ5年(上)』のうち、「図形」分野を集中的に復習します。「図形」問題
は、問題ごとに条件が設定されることから、受験生の能動的解析力を量るものさしとして出題されるとい
えます。作図の要領・解答に不可欠な条件認識にこだわる解答力の養成を狙いとします。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

多角形１（角度） 多角形２（面積）

(対面なし)収録動画配信

円とおうぎ形 柱体 すい体

7/22～7/26 15:00～17:00 各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ５０４

割合の応用（マル
イチ算・やりとり算）

食塩水 売買損益

7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ５０３ 7/22～7/26 17:20～19:20

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ５０３ 8/3～8/7 15:00～17:00

授業内容
4月～7月期に学習した『予習シリーズ5年(上)』のうち、「割合」分野を集中的に復習します。割合に関す
る問題は、中学入試に頻出する分野です。本格的な入試問題を手がける今後の学習に向け、「相当算」
「割合の合成」「割合の応用」「食塩」「売買損益」について、定義から解法原理まで丁寧に確認します。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

相当算 割合の合成

V５０４ 7/23～7/27 7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ５０４



小学５年生(2/3） (注)受講費用は、教材費・消費税を含みます。

５年生
算数

和と差の問題復習 実施校舎 講座番号 期間

7,000円

授業内容

4月～7月期に学習した『予習シリーズ5年(上)』のうち、「規則性」分野を集中的に復習します。規則をみ
つけ、自身の工夫により解法を探していく作業は、算数の面白さそのものです。「間の数と木の数」「周
期をみつけて解く問題」「間や重なりを考えて解く問題」「数列に関する問題」等について丁寧に確認しま
す。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

間の数と木の数
周期をみつけて

解く問題
間や重なりを

考えて解く問題

7/22～7/26 12:40～14:40
(対面なし)収録動画配信 V５０６ 7/29～8/2

数列に関する問題１
（等差数列）

数列に関する問題２
（いろいろな数列）

受講費用

時間帯 受講費用

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ５０６ 7/28～8/1 15:00～17:00

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ５０６

一方にそろえて
解く問題

一方におきかえて
解く問題

平均に関する
問題

やりとりに関する
問題

５年生
国語

論説・説明文 実施校舎 講座番号 期間 時間帯

授業内容

4月～7月期に学習した『予習シリーズ5年(上)』のうち、「和や差の問題」分野を集中的に復習します。数
や量を比べる視点として、和や差には算数らしい面白さと深さがあります。「和や差に関する問題」「一方
にそろえて解く問題」「平均に関する問題」「やりとりに関する問題」等について、定義から解法原理まで
丁寧に確認します。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

和や差に関する
問題

受講費用

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ５３１

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ５２１ 8/3～8/7

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ５２１ 8/24～8/28

実施校舎 講座番号 期間 時間帯

7,000円

授業内容
4月～7月期に学習した『予習シリーズ5年(上)』に準拠し、話題・要点・要旨をノートに整理し、筆者の意
見・考えとその根拠・理由等をより正確に把握することを狙いとします。文章全体を意味段落の構成を意
識しながら、筆者の主張を捉える読解方法にこだわります。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

論説文

(対面なし)収録動画配信 V５２１ 8/25～8/29

8/18～8/22
12:40～14:40 各13,000円

ときわ台駅前校 Ｔ５３１ 7/28～8/1

論説文 論説文 説明文 解説文

５年生
理科

植物・動物復習

(対面なし)収録動画配信 V５３１ 8/19～8/23 7,000円

植物のつくりと
はたらき（３）

動物とヒトの
からだ（１）

動物とヒトの
からだ（２）

授業内容
『予習シリーズ5年(上)』のうち、4月～7月に履修した「植物のつくりとはたらき(1)～(3)」、「動物とヒトのか
らだ(1)，(2)」を復習します。断片的な知識・記憶となりがちな生物分野の学習を、図や表を多用しながら
ノートに整理し、集約的な繋がりのある理解へ高めることを狙いとします。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

植物のつくりと
はたらき（１）

植物のつくりと
はたらき（２）

５年生
算数

規則性復習 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ５０５

8/3～8/7 12:40～14:40 各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ５０５

(対面なし)収録動画配信 V５０５ 8/4～8/8 7,000円

15:00～17:00



　小学６年生(1/5）

５年生
理科

物理・化学・地学復習 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

小学５年生(3/3） (注)受講費用は、教材費・消費税を含みます。

授業内容

『予習シリーズ5年(上)』のうち、4月～7月に履修した「月の満ち欠け」、「てんびんとばね」、「酸素と二酸
化炭素」、「光」、「音」を復習します。5年生段階になると、これらの領域の現象は、理科的な論理で考え
なければなりません。ノートに図を描きながら、原理・原則の理解を徹底し、応用力へとつなげていくこと
を目的とします。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

月の満ち欠け てんびんとばね

(対面なし)収録動画配信 V５３２ 8/19～8/23 7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ５３２ 8/18～8/22

15:00～17:00 各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ５３２ 7/28～8/1

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ５４１

7/28～8/1
12:40～14:40

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ５４１ 17:20～19:20

酸素と二酸化炭素 光 音

５年生
社会

地理復習 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

６年生
算数

平面図形 実施校舎 講座番号 期間 時間帯

授業内容
『予習シリーズ5年(上)』のうち、4月～7月期の履修内容を総復習します。物・人・情報の行き来を通した
「日本と世界の結びつき」、国内各地方の「自然・農林水産業・工業等」を再確認するとともに、授業内確
認テストを取り入れ、理解の定着度を高めます。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

日本の貿易
交通と通信

日本のすがた
九州地方

(対面なし)収録動画配信 V５４１ 7/29～8/2 7,000円

(対面なし)収録動画配信 V６０１ 7/23～7/27 7,000円

受講費用

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６０１

7/22～7/26
17:20～19:20

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６０１ 15:00～17:00

中国四国地方
近畿地方

中部地方
関東地方

東北地方・北海道地
方・日本のおもな都市

(注)受講費用は、教材費・消費税を含みます。

６年生
算数

立体図形 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

授業内容
平面図形は中学入試で最も出題頻度の高い分野の一つです。「角度に関する問題」・「辺の長さと面
積」・「円やおうぎ形に関する問題」・「相似形とその応用」・「等積変形」・「点や図形の移動」の問題につ
いて、作図を通して重要な条件を把握し、解法の要領を掴む力量を高めます。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

角度・辺の
長さと面積

面積・長さ

(対面なし)収録動画配信 V６０２ 7/23～7/27

相似形 図形の移動（１） 図形の移動（２）

授業内容

立体図形の解法には、三次元の視点と立体の動きをイメージする力量が求められます。「立方体」・「直
方体」・「柱体」・「すい体」・「見取り図」・「展開図」・「投影図」・「立体の切り分け」・「容器と水量」などの問
題を、作図から手がけてその構成を正確に理解するとともに、条件の見落としのない解法手順を確認し
ます。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

体積・表面積 立方体 展開図・投影図 底面積の変化 水の入った容器

7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６０２ 7/22～7/26 10:00～12:00

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６０２ 7/28～8/1 12:40～14:40



　小学６年生(2/5）

６年生
算数

速さ 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

(対面なし)収録動画配信

7/22～7/26 12:40～14:40 各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６０３

(注)受講費用は、教材費・消費税を含みます。

速さと比（２）
時計に関する問題

通過算
流水算

速さとグラフ

授業内容

速さの問題は、その条件を可視的に捉えることが難しいため、進行図やグラフを作成して考える力量が
求められます。そのうえで、比を用いた解答力が求められるなど、中学受験生にとっては「難問」の多い
分野といえます。多様な「速さの問題」を文脈をもって理解し、的確な図やグラフの作成・比の利用がで
きる力を養います。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

速さと時間と
距離　旅人算

速さと比（１）

V６０３ 7/23～7/27 7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６０３

(対面なし)収録動画配信 V６０４ 7/29～8/2 7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６０４

7/28～8/1
12:40～14:40

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６０４ 17:20～19:20

６年生
算数

場合の数 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

いろいろな
場合の数（１）

いろいろな
場合の数（２）

条件整理

６年生
算数

数の性質 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

授業内容

「場合の数」では、規則的な「順列・組合せ」の問題であっても、場合分けを手を使って行い、そのうえで
規則を確定し計算しなければなりません。公式適用型でない、場合分けの手法を具体的に確認します。
そのうえで、「いろいろな場合の数」・「条件整理」の解法に展開させ、「場合の数」に自信を持つことを狙
いとします。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

順列・
組み合わせ（１）

順列・
組み合わせ（２）

7,000円

受講費用

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６０６

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６０５

7/28～8/1
10:00～12:00

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６０５ 15:00～17:00

講座番号 期間 時間帯

授業内容

近年、特に難関中学校・上位校といわれる入試では、この分野に関する問題が頻繁に出題されていま
す。数の仕組みを「素因数分解」から考え、約数・倍数の原理を理解する段階から振り返ります。そのう
えで、約数・倍数に係る応用問題を確認します。あわせて、「数の性質」に分類される典型的な問題を確
認します。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

素因数分解
約数・倍数

約数・倍数の利用

(対面なし)収録動画配信 V６０５ 7/29～8/2 7,000円

7/28～8/1
17:20～19:20 各13,000円

ときわ台駅前校 Ｔ６０６ 7/22～7/26

整数と小数 分数
いろいろな数の性

質計算の工夫

６年生
算数

割合と比 実施校舎

(対面なし)収録動画配信 V６０６ 7/29～8/2

売買損益 食塩水の濃さ 仕事算

授業内容

２量以上の比較において、「もとにする量」を１とする「割合」概念と、整数で比較する「比」の概念の確認
段階から振り返ります。さらに、問題条件の意味を正確に理解する取り組み方を確認します。そのうえ
で、「相当算」「還元算」「倍数算」「売買損益」「食塩水の濃さ」「仕事算」などを、正確な手順で解く方法を
身につけます。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

相当算・還元算
割合と比の利用

倍数算・年令算



　小学６年生(3/5）

６年生
算数

和と差・規則性 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

(注)受講費用は、教材費・消費税を含みます。

授業内容
すべての算数・数学問題の解法の始まりは、「規則性の発見」といえるでしょう。代表的な規則性問題の
規則の見つけ方、解法の手順を確認します。併せて、「差集め算｣を中心に、特に「差」に着目した解法を
確認します。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

植木算・周期算 数列・数表

(対面なし)収録動画配信 V６０７ 7/23～7/27 7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６０７

7/22～7/26
15:00～17:00

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６０７ 10:00～12:00

受講費用

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６２１ 8/18～8/22 10:00～12:00

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６２１ 8/24～8/28

図形の規則性
規則性の利用

消去算・
つるかめ算

平均・差集め算

６年生
国語

物語・随筆文 実施校舎 講座番号 期間 時間帯

６年生
国語

論説・説明文 実施校舎 講座番号 期間 時間帯

7,000円

授業内容
物語・随筆文を題材とする問題では、登場人物や筆者の心情とその理由、心情の変化を問うものが多く
を占めます。授業では、登場人物（主人公）や筆者の心情の「理由」、その結果である「心情」、そして「心
情」が反映される「行動・動作」を、一連のものとして捉える読解の練習を行います。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

物語文

17:20～19:20
(対面なし)収録動画配信 V６２１ 8/19～8/23

(対面なし)収録動画配信 V６２２ 8/25～8/29 7,000円

受講費用

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６２２ 12:40～14:40

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６２２ 10:00～12:00

物語文 物語文 随筆文 随筆文

8/18～8/22

６年生
理科

植物・気象まとめ 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

授業内容
論説・説明文を題材とする問題では、「話題」の正確な認識、「事実」・「具体例」の理解、「筆者の主張」と
その「理由」の正確な把握が求められます。授業では、それらの確認はもとより、「理由の説明」・「具体と
抽象を対比した言い換え」・「要旨の確定」という問題解答の要領を確認します。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

論説文 論説文

(対面なし)収録動画配信 V６３１ 8/4～8/8 7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６３１ 8/3～8/7 12:40～14:40

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６３１ 8/9～8/13 17:20～19:20

説明文 説明文 説明文

授業内容

「植物」においては、それぞれの項目を、図や表を用いてノートに整理し、関連性を持たせた体系的な知
識整理にこだわります。「気象」においては、「暖かい空気・冷たい空気」の性質確認から振り返り、「低
気圧・高気圧」・「前線」の概念を確認し、日本の天気の特徴などを理科的な原理で理解することを目的
とします。

カリキュラム

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

植物のつくりと
はたらき（１）

植物のつくりと
はたらき（２）

気象の観測 気象と天気（1） 気象と天気（2）

8/24～8/28



　小学６年生(4/5） (注)受講費用は、教材費・消費税を含みます。

６年生
理科

動物まとめ 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

(対面なし)収録動画配信 V６３２ 8/4～8/8 7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６３２ 8/3～8/7 15:00～17:00

ヒトのからだ（１） ヒトのからだ（２） 生物と環境

６年生
理科

気体・水溶液まとめ 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

授業内容

「こん虫のからだ」は動物のからだの機能を考えるモデルとして、古くから中学入試で問われてきました。
今日では、「ヒトのからだ(骨格、感覚器官、消化器官、呼吸器官、排泄器官、血液循環)」の出題が多く
なり、具体的に各部位の機能を考えさせる問題が多くなりました。授業では、図を描きながら、からだの
各役割を考えます。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

こん虫 いろいろな動物

(対面なし)収録動画配信 V６３３ 8/10～8/14 7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６３３

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６３２ 8/9～8/13 12:40～14:40

酸素・二酸化
炭素の発生

水素の発生 水溶液の中和

６年生
理科

力・運動まとめ 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

授業内容

化学分野の理解と計算力の養成を図ります。「ものの溶け方」では溶解度の理解を前提に濃度や再結
晶量を、「酸素・二酸化炭素の発生、水素の発生」では発生原理を捉え、気体の性質を確認するととも
に、計算問題への対応力を高めます。また、「水溶液の中和」においても過不足のない関係の理解を確
認し、具体的な計算問題に取り組みます。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

ものの溶け方
水溶液・

気体の性質

志木駅前本部校 Ｓ６３５

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６３４ 8/9～8/13 15:00～17:00

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６３４ 8/18～8/22 12:40～14:40

講座番号 期間 時間帯

8/9～8/13 12:40～14:40
各13,000円

ときわ台駅前校 Ｔ６３３ 8/18～8/22 15:00～17:00

授業内容
「ふり子・物の運動」、「ばね」、「てこ」、「滑車・輪軸」、「圧力と浮力」を1日ずつ手掛けます。物体の持つ
位置エネルギーや力のかかり方(とらえ方)の原理確認を、一つひとつ丁寧に考察します。さらに、作図
作業から始める問題演習を通して、確かな解答力を身につけます。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

物の運動 ばね

(対面なし)収録動画配信 V６３４ 8/10～8/14 7,000円

ときわ台駅前校 Ｔ６３５

てこ 滑車と輪軸 圧力と浮力

６年生
理科

音・光・熱まとめ 実施校舎

(対面なし)収録動画配信 V６３５ 8/25～8/29 7,000円

受講費用

対面授業+収録動画配信

授業内容
「光」では、「直進性・反射・屈折」という基本原理の理解を、針穴写真機・鏡・レンズに関する問題の作図
を通して確認します。「音」では、音の伝わり方や弦の張り方と音の高低、「熱」では熱の伝わり方や熱量
(カロリー)計算、「燃焼」ではろうそくの炎や結びつく酸素・できる物質の重さの計算などに取り組みます。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

光（１） 光（２） 熱 燃焼

8/10～8/14 7,000円

8/24～8/28 15:00～17:00 各13,000円

授業内容

音

「電圧・電気抵抗・電流」の３要素の関係理解を深め、確かな計算に基づく解答力を養います。さらに、
「電流と磁界」では、電磁石の性質や電磁石を利用した身の回りのものを理科原理に基づいて考えま
す。また、「電流と発熱」についても、典型的な問題の演習からその理由を確認します。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

電流と抵抗（１） 電流と抵抗（２） 電流と磁界 電流と発熱（１） 電流と発熱（２）

６年生
理科

電気まとめ 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６３６ 8/9～8/13

17:20～19:20 各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６３６ 8/18～8/22

(対面なし)収録動画配信 V６３６



小学６年生(5/5）

６年生
理科

大地の変化・天体まとめ 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

(対面なし)収録動画配信 V６３７ 8/4～8/8 7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６３７ 8/3～8/7 17:20～19:20

各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６３７ 8/9～8/13 15:00～17:00

６年生
社会

地理まとめ 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

授業内容
「地層」・「火山」・「岩石」の領域では、形成過程に主眼を置き、「地質柱状図」を加えて、問題演習を通し
て理解を深め対応力を高めます。「天体」領域では、特に、「太陽・地球・月の関係」・「星の動き」を空間
図形的に理解し、問題への対応力を高めることを狙いにします。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

大地の変化（１） 大地の変化（２）

(対面なし)収録動画配信 V６４１ 8/4～8/8 7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６４１ 8/18～8/22

12:40～14:40 各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６４１ 8/3～8/7

地球と太陽 月の満ち欠け 星の動き

授業内容

第一にマクロ視点で、「工業と貿易」・「資源と農林水産業」について確認します。工業を「素材産業」と
「組立産業」という枠組みで「貿易」に絡めて、「資源と農林水産業」を「農産物の産地」と「自然」の関係
に着目して、その特色を確認します。第二にミクロ視点で、日本各地の「工業・農林水産業」を、それぞ
れ確認します。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

国土・気候・
都道府県

農業

(対面なし)収録動画配信 V６４２ 8/4～8/8 7,000円

対面授業+収録動画配信
志木駅前本部校 Ｓ６４２ 8/18～8/22

15:00～17:00 各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６４２ 8/3～8/7

水産業・資源 工業・公害
貿易・交通と
通信　地形図

志木駅前本部校 Ｓ６４３ 8/18～8/22

大正～昭和時代(世界
大戦～民主化)

６年生
社会

政治・国際まとめ 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

授業内容
日本の歴史を、「古代」「中世」「近世」「近代」「現代」の政治形態に着目して振り返ります。特に、「近代・
現代」の政治は、世界大戦を経ながら変遷を遂げ、今日の民主主義につながっています。単純な権力
変遷の暗記にとどめず、権力の変容にどのような原理や力が作用したかを考えながら整理します。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

旧石器～
平安時代

鎌倉～
安土桃山時代

17:20～19:20 各13,000円
ときわ台駅前校 Ｔ６４３ 8/3～8/7

江戸時代（幕府
成立～政治改革）

江戸～明治時代（開国
～日清・日露戦争）

６年生
社会

歴史まとめ 実施校舎 講座番号 期間 時間帯 受講費用

地方自治・財政・社会
保障・暮らしと経済

国際連合と
国際紛争

日本と関係の深い
国々・地球環境問題

授業内容
今日の日本の政治は、「日本国憲法」を具現するものです。人権・政治の仕組み（国会・内閣・裁判所）・
社会保障・地方自治について、憲法原理とその実践を具体的に照合させて理解を深めます。そのうえ
で、国際社会の様相を「国連の役割」と「国際紛争」に着目して確認します。

カリキュラム
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

日本国憲法と
三大原則

国会・内閣・
裁判所

(対面なし)収録動画配信 V６４３ 8/4～8/8 7,000円

対面授業+収録動画配信

(注)受講費用は、教材費・消費税を含みます。


