
小学生 アドバンスコース       

※漢字トレーニング…… ①ノートに解く 

   ②まるつけ（読み取りと書き取りが両面になっています） 

   ③間違えた問題はノートに「一文」を 5 回ずつ練習する。 

 

 

 

 

 

 

集団 国語 算数 

新 5Ａ 
漢字トレーニング 

Ｐ.73.74（6 級-1 その 1 読み取り 1 書き取り 1） 

小学生ワーク 

Ｐ.2-33（書込み・まるつけ・直し） 

コア P.4～11  P.16～19  P.66～68 

毎日算数ドリル  P.2～45（1 日２～３ページ） 

※すべてノートにやって丸つけ、間違い直しまで 

新 6Ａ 
漢字トレーニング 

Ｐ.89.90（5 級-1 その 1 読み取り 1 書き取り 1） 

小学生ワーク 

Ｐ.2-37（書込み・まるつけ・直し） 

コア P.10～14  P.18～25 

毎日算数ドリル  P.2～69（1 日３～４ページ） 

※すべてノートにやって丸つけ、間違い直しまで 



小学生 適性検査対策コース 

 

 

 

 

 

集団 適性理系 適性文系 

5Ｎ 
速習講座４年上を全てもう一度解きなおして、完璧にしておくこと。 作文課題（原稿用紙かマス目のノートに原稿用紙の使い方を守って書く） 

①学校生活で悔しい思いをしたときの体験を具体的に一つ、また、そ

の体験から学んだことを 200 字以内で説明してください。 

②あなたは一か月間海外で英語を学習することになりました。そこ

であなたは現地の人に「日本のよいところ」について説明すること

になりました。 

「日本のよいところ」について自分の経験をふまえて具体的に 200

字以内で説明してください。 

6Ｎ 
予習シリーズ演習問題集 小５上  

総合回を除いた基本問題と練習問題 

予習シリーズ演習問題集 小５下 

総合回を除いた基本問題と練習問題 

※すべてノートにやって丸つけ、間違い直しまで 

文系 T のテキスト後ろにある第９講座から第１１講座までやってお

いてください。授業が再開したら添削します。 



小学生 中学受験四谷コース 

 国語 算数 理科 社会 

4Ｙ 
予習シリーズ 

第 8 回～第 10 回 

演習問題集 

第 8 回～第 10 回 

漢字とことば 

第 8 回～第 11 回前半 

予習シリーズ 

第 8.9.10 回（すべて） 

演習問題集 

第 8.9.10 回 

(8.9 回は反復基本・反復練習と基本問題・練習問題) 

(10 回は基本問題・練習問題) 

計算問題集 

第 8.9.10 回（すべて） 

予習シリーズ 

第８回～１０回 

演習問題集 

第８回～１０回 

春期講習テキスト 

やり直して〇つけまで 

予習シリーズ 

第 8.9.10 回（すべて） 

演習問題集 

第 8.9.10 回（すべて） 

 

5Ｙ 
予習シリーズ 

第 8 回～第 10 回の基本問題 

※都立受験予定者は発展問題も解いてく

ださい。 

演習問題集 

第 8 回～第 10 回 

漢字とことば 

第 8 回～第 11 回前半 

100題問題集 

すべて終わらせて提出 

予習シリーズ 

第 8.9.10 回（すべて） 

演習問題集 

第 8.9.10 回 

(8.9 回は反復基本・反復練習と基本問題・練習問題) 

(10 回は基本問題・練習問題) 

計算問題集 

第 8.9.10 回（すべて） 

予習シリーズ 

第８回～１０回 

演習問題集 

第８回～１０回 

春期講習テキスト 

やり直して〇つけまで 

予習シリーズ 

第 8.9.10 回（すべて） 

演習問題集 

第 8.9.10 回（すべて 

6Ｙ 
予習シリーズ 

第 9 回～第 10 回 

※第 10 回は発展問題も解いてください。 

実力完成問題集 

第 9 回～第 10 回 

漢字とことば 

第 9 回～第 10 回前半 

Ｐ.52～1 日半ページ 

予習シリーズ 

第８回～９回 

実力完成問題集 

第８回～９回 

計算問題集 

第８回～第９回 

春期講習テキスト 

やり直して〇つけまで（書き込み） 

予習シリーズ 

第８回～９回 

実力完成問題集 

第８回～９回 

春期講習テキスト 

やり直して〇つけまで

（書き込み） 

予習シリーズ 

第 8.9 回（すべて） 

実力完成問題集 

第 8.9 回（すべて） 



中学生 

集団 国語 数学 英語 理科 社会 

新中 1 
春期講習の教材と付属の小

テストを書込みですべて終

わらせてください。 

まるつけと直しもしてくだ

さい。 

 

①春期講習の教材と付属

の小テストを書込みです

べて終わらせてくださ

い。まるつけと直しもし

てください。 

②オリテキ(ノート・まる

つけ・直し)Ｐ.2-41 

NEXUS 

P.33 まで 

P.54~58（すべて） 

※テキスト書き込み可 

休み明けにまとめテスト

を実施します。 

春期講習テキストのやり

直し 

書き込んで〇つけまでし

て提出してください。 

I ワーク地理 

P.4~15 ,P.26 ~31 

※テキスト書き込み不可 

→ノートで実施  

休み明けにまとめテスト

を実施します。 

新中 2 
春期講習の教材と付属の小

テストを書込みですべて終

わらせてください。 

まるつけと直しもしてくだ

さい。 

①春期講習の教材と付属

の小テストを書込みです

べて終わらせてくださ

い。まるつけと直しもし

てください。 

②オリテキ(ノート・まる

つけ・直し)Ｐ.2-42 

NEXUS 

P.18~31（すべて）  

テキスト書き込み可 

休み明けにまとめテスト

を実施します。 

春期講習テキストのやり

直し 

書き込んで〇つけまでし

て提出してください。 

I ワーク地理 

P.4~9 ,P.12 ~17 

P.28~33 

※テキスト書き込み不可 

→ノートで実施  

休み明けにまとめテスト

を実施します。 

新中 3 
春期講習の教材と付属の小

テストを書込みですべて終

わらせてください。 

まるつけと直しもしてくだ

さい。 

春期講習の教材と付属の

小テストを書込みですべ

て終わらせてください。 

まるつけと直しもしてく

ださい。 

②オリテキ(ノート・まる

つけ・直し)Ｐ.2-46 

NEXUS 

P.26~29 

P.30~37(確認・文法問題 A) 

※テキスト書き込み不可 

→ノートで実施  

休み明けにまとめテスト

を実施します。 

春期講習テキストのやり

直し 

書き込んで〇つけまでし

て提出してください。 

Key ワーク公民 

P.14~19 

P.20 ~23, P.24 ~27 

※テキスト書き込み不可 

→ノートで実施  

休み明けにまとめテスト

を実施します。 

 


