
GW中の課題一覧 

ホームページからもご確認いただけます。 

※教室ホームページ→塾生専用バナー(在籍生用ページ)内 暗証番号 tss-msen2020 

 

小学生 アドバンスコース       

集団 国語 算数 

小４Ａ 漢字トレーニング 

P.57(７級-1 その１ ①～㊵) 

→休み明けに書き取りのテストをします。このとき間違えた

問題をノートに「一文」を５行ずつ練習が宿題になります。 

ほーぷドリル P2-11(書き込み・丸つけ・直しまで) 

練成ゼミ(春期講習テキスト)：提出日 5/6(木) 

P.2-23(すべて) 

※書きこみ・まるつけあり・直しあり 

  直しは、間違えた答えを消さずに色ペンで行いましょう。 

※式をしっかりとかきましょう。 

※練成ゼミ(春期講習テキスト)をなくした、書きこんでしまっている場

合は、4/27(火)までに教室へご連絡ください。 

小５Ａ 漢字トレーニング 

Ｐ.73(6級-1 その 1 ①～㊵ 書き取り) 

→休み明けにテストをします。 

ほーぷα ｐ38-41 ｐ44-47 

練成ゼミ(春期講習テキスト) ：提出日 5/10(月) 

P.2-23(すべて) 

※書きこみ・まるつけあり・直しあり 

  直しは、間違えた答えを消さずに色ペンで行いましょう。 

※式をしっかりとかきましょう。 

※練成ゼミ(春期講習テキスト)をなくした、書きこんでしまっている場

合は、4/27(火)までに教室へご連絡ください。 

小６Ａ 漢字トレーニング 

P.92(5級-1 その１ ①～㊵) 

→休み明けに書き取りのテストをします。このとき間違えた

問題をノートに「一文」を５行ずつ練習が宿題になります。 

ほーぷ α P12-45 読解を除く言葉のページ(書き込み・丸つ

け・直しまで) 

練成ゼミ(春期講習テキスト) ：提出日 5/6(木) 

P.2-27(すべて) 

※書きこみ・まるつけあり・直しあり 

  直しは、間違えた答えを消さずに色ペンで行いましょう。 

※式をしっかりとかきましょう。 

※練成ゼミ(春期講習テキスト)をなくした、書きこんでしまっている場

合は、4/27(火)までに教室へご連絡ください。 



GW中の課題一覧 

ホームページからもご確認いただけます。 

※教室ホームページ→塾生専用バナー(在籍生用ページ)内 暗証番号 tss-msen2020 

小学生 中学受験四谷コース 

集団 国語 算数 理科 社会 

小４Ｙ 

演習問題集 

第 10 回 P.34-39(4/27 の宿題) 

漢字とことば 

第 10 回P.92-95 の練習 4 ページ

の中からどれか２ページをテスト

します。(4/27 の宿題) 

上記 2 つはいつもの宿題です。 

提出日：5/7(金) 

 

 

【GW課題】 提出日：5/7(金) 

漢字とことば 

P.61.71.81.91.96.97(この問題ペ

ージの解説を読み直してからノー

トに解いて、丸つけまでしましょ

う。) 

提出日：5/7(金) 

予習シリーズ 

P.98-99(4/27 の宿題) 

演習問題集 

P.74-75(4/27 の宿題) 

計算問題集 

10 回⑤-⑦(4/27 の宿題) 

上記 3 つはいつもの宿題です。 

提出日：5/7(金) 

 

 

【GW課題】 提出日：5/7(金) 

春期講習テキスト ※書きこみ・まるつけあり・直しあり 

①～③のうち、1 つ以上を行ってください。 

 〈目安〉a コース…①、b コース…② 

     c コース…③ 

①…P.6.7.16.17.24.25(1～3 講座の基本問題) 

②…P.8.9.18.19.26.27(1～3 講座の練習問題) 

③…P.10.11.20.21.28.29(1～3 講座の応用問題) 

GW計算特訓プリント  

書きこみで、まるつけをして直しまで行う。

直しは間違いを消さずに色ペンで行う。 

※プリントのまるつけはお家の人にお願いし

ましょう。 

予習シリーズ 

第 1０回(4/23 の宿題) 

演習問題集 

P.54-56(57) (4/23 の宿題) 

上記 2 つはいつもの宿題で

す。 

提出日：5/7(金) 

 

 

【GW課題】 提出日：5/7(金) 

春期講習テキスト 

P.2-24(すべて) 

書きこみ・まるつけあり・直し

あり。直しは間違えた答えを消

さずに色ペンで行う。 

 

【ポイント】 

①復習なので、まずは解く。 

②間違えた問題を覚える。 

③次の日に、間違えた問題を解く。 

④すべてまるになったら終了。 

予習シリーズ 

第 11 回(4/27 の宿題) 

演習問題集 

 P.58-61 P.64-65 

(4/27 の宿題) 

上記２つはいつもの宿題

です。 

提出日：5/11(火) 

 

 

【GW課題】 提出日：5/7(金) 

予習シリーズ 

第 6.7.8.9.10 回の要点チ

ェックをノートに行い

ましょう。 

(丸つけまで) 

(P.52.60.68.76.78.79) 

演習問題集  

P.34.35 の都道府県と県

庁所在地を覚える。 

テスト：5/7(金) 

※5/7 に社会の授業はありま

せんが、小テストのみ行いま

す。 



小学生 中学受験四谷コース 

 国語 算数 理科 社会 

小５Ｙ 

予習シリーズ 

P.120-121 

漢字とことば 

P.59-61 

組分けテスト過去問プリント 

 残りを終わらせる。 

上記３つはいつもの宿題です。 

 

 

【GW課題】 提出日：5/7(金) 

予習シリーズ 

第 6-9 回の発展問題の応用 

※余裕があれば、他の設問も解いてく

ださい。 

漢字とことば 

第 6-9 回 

テスト：5/7(金) 

春期講習テキスト 

P.22-25 

テスト：5/7(金) 

予習シリーズ 

第 10 回 P.97～P.98 

組分けテスト過去問プリント 

ノートに解き直しをする。 

計算問題集 

第 10 回⑤～⑦ 

上記３つはいつもの宿題です。 

 

 

【GW課題】 提出日：5/7(金) 

予習シリーズ 

第６-９回の基本問題の解き直し 

(組分け結果がｂコース以上は練習問題) 

演習問題集 

第６-９回の反復問題(基本) 

(組分け結果がｂコース以上は練習) 

春期講習テキスト 

 P.4.5.14.15.24.25.34.35 

 書きこみで、まるつけと直しも行う。直しは間

違いを消さないで色ペンで行う。 

GW計算特訓プリント 

書きこみで、まるつけと直しも行う。直しは間

違いを消さないで色ペンで行う。 

 

予習シリーズ 

第 11 回予習 

演習問題集 

第 10 回 

上記２つはいつもの宿題

です。 

 

 

【GW課題】 提出日：5/7(金) 

予習シリーズ 

第 6-９回の要点チェック 

※ノート・まるつけ・直し 

 

春期講習テキスト 

P.4.5.6.10.11.12. 

16.17.18.22.23.24 

書きこみで行う。まるつけ

と直しも行う。直しは間違

いを消さないで色ペンで

行う。 

予習シリーズ 

第 11 回予習 

演習問題集 

第 10 回 

上記２つはいつもの宿題

です。 

 

 

【GW課題】 提出日：5/7(金) 

予習シリーズ 

第 6-9 回の要点チェック 

※ノート・まるつけ・直し 

 

演習問題集 

第 6-9 回のまとめてみよ

うと練習問題 

※ノート・まるつけ・直し 



GW中の課題一覧 

ホームページからもご確認いただけます。 

※教室ホームページ→塾生専用バナー(在籍生用ページ)内 暗証番号 tss-msen2020 

 

小学生 中学受験四谷コース 

 

 

 

 

集団 国語 算数 理科 社会 

小６Ｙ 予習シリーズ 

第 6-9 回発展問題 

漢字とことば 

第 6-9 回 

5/7(金)にテストします。 

上記はいつもの宿題です。 

 

【GW課題】 提出日：5/7(金) 

春期講習テキスト：ことばの学習 

P.64・66・68・70・72・74・76・

78 

まるつけまでしてください。 

5/7(金)にテストします。 

組分けテスト過去問プリント 

解いてくる。(授業で解説) 

実力完成問題集 

第９回基本問題 

計算問題集 

第 10 回①～③ 

上記はいつもの宿題です。 

 

【GW課題】 提出日：5/7(金) 

春期講習テキスト 

基本問題と練習問題を解き直してまるつ

けまで(書き込み) 

GW計算特訓プリント 

書きこみで、まるつけと直しも行う。直し

は間違いを消さないで色ペンで行う。 

 

予習シリーズ 

第１０回の予習 

上記はいつもの宿題です。 

 

【GW課題】 提出日：5/7(金) 

予習シリーズ 

第６回～第８回練習問題の

解き直し 

春期講習テキスト 

練習問題を解き直してまる

つけまで(書き込み) 

 

予習シリーズ 

第１０回の予習 

実力完成問題集 

第 9 回(すべてまるつけま

で。) 

上記はいつもの宿題です。 

 

【GW課題】 提出日：5/12(金) 

春期講習テキスト 

P.58-61,64-67,70-77 

まるつけまで。5/12(金)に確認

テストをします。 



GW中の課題一覧 

ホームページからもご確認いただけます。 

※教室ホームページ→塾生専用バナー(在籍生用ページ)内 暗証番号 tss-msen2020 

小学生 適性検査対策コース 

 

 

 

 

 

集団 適性理系 適性文系 

小６Ｎ 

春期講習テキスト 

P.2-25 

※すべて書きこみでやって丸つけ、間違い直しまで行う。 

予習シリーズ速習編 小５上算数 

P.8.9.14.15.20.21.26.27.32.33.38.39.44.45 

※すべてノートにやって丸つけ、間違い直しまで行う。 

予習シリーズ速習編 小５下算数 

P.8.9.14.15.20.21.26.27.32.33.38.39.44.45 

※すべてノートにやって丸つけ、間違い直しまで行う。 

①ステップアップ問題集作文編 F ｐ14-17 

⓶以下のテーマで 400字前後の作文課題を実施する。 

1)学校に給食は必要か。 

2)小学校に英語は必要か。 

3)インターネットを利用して情報を得ることは良いことか。 

4)小学生がゲームセンターに立ち寄るのは良いことか。 

5)「お年寄りに席を譲ろう」について、あなたはどう思うか。 

③自由課題作文 

GW にあった出来事のうち印象に残った出来事二つについて、それ

ぞれの説明を 200 字前後とそれに関する自分の意見(感想でもよい)

を 200 字前後の２段落構成それぞれ一つずつで書く(つまり、この課

題は合計２本書きます)。 



GW中の課題一覧 

ホームページからもご確認いただけます。 

※教室ホームページ→塾生専用バナー(在籍生用ページ)内 暗証番号 tss-msen2020 

中学生 

集団・個別 国語 数学 英語 理科 社会 

中１ 

集団コース・個別ゼミ ※共通課題 

4/24(土)の定期テスト対策講座の時に配布されるプリント(５教科分)を GW 明けの最初の授業で提出してください。 

※一人 2 冊です(同じプリント)。 

※書きこみ・まるつけあり・直しは、間違えた答えを消さずに色ペンで直す。 

※学習の進め方 

 ①塾の課題プリント 1 回目 4/24(土)～4/28(水) 

 ②学校の課題 1 回目  現在～5/1(土)   ※理想はノートに行って、もう一度行う。 

 ③塾の課題プリント 2 回目 4/29(木)～5/2(日) ※余裕がなければ、1 回目に間違えた問題のみを行う。 

 ④学校の課題 2 回目  5/2(日)～5/5(水)  ※余裕がなければ、1 回目に間違えた問題のみを行う。 

 ※アドバイス 

 ①早めに終わらせて、不安なところを繰り返し学習しましょう。 

 ②覚える→解く、この繰り返しです。覚えるだけでも、解くだけでも効果は少ないです。 

 ③苦手な内容は、得意な内容の「倍の時間」を目安に頑張りましょう。 

 ④連休中も、朝 6：30 には起きることを心掛けましょう。定期テスト期間中も、同じ時間に起きることで、朝 9：00 頃には 

  脳のはたらきが活発になります。 

  ※夜の 11：00 には寝られるようにしましょう。(日頃から規則正しく生活している方は、その生活を守りましょう。) 

 ⑤暗記系は、内容を決めて寝る前の 30 分程度で行い、起きたら同じ内容を自分でテストしましょう。効率よく覚えられます。 

中２ 

中３ 

 


