
回 数 理          科 社          会

計算ドリル 1  ことばと文(1) 漢字ドリルⅢ 1  種子の発芽と成長 1  わたしたちのくらし(1)

主語・述語・修飾語 第1回

計算ドリル 2  ことばと文(2) 漢字ドリルⅢ 2  植物のつくりとはたらき 2  わたしたちのくらし(2)

ことばの書きかえ 第2回

計算ドリル 3  文学的文章(1) 漢字ドリルⅢ 3  花のつくりと植物の分類 3  地図の見方

物語の設定 第3回

計算ドリル 4  文学的文章(2) 漢字ドリルⅢ 4  こん虫 4  わたしたちの国 日本

心情・因果 第4回

計算ドリル 5  論理的文章(1) 漢字ドリルⅢ 5  メダカとカエルの育ち方 5  西日本の都道府県

因果 第5回

計算ドリル 6  論理的文章(2) 漢字ドリルⅢ 6  水中生物と食物連鎖 6  東日本の都道府県

言いかえ 第6回

7 仕事算 計算ドリル 7　ことばと文(3) 漢字ドリルⅢ 7 人体(1) 7  日本の地形と

接続語・呼応の副詞 第7回 それぞれの地方のくらし

8 円とおうぎ形の 計算ドリル 8　論理的文章(3) 漢字ドリルⅢ 8 人体(2) 8  日本の気候と

複合図形(1) 文章の構成と段落 第8回 それぞれの地方のくらし

9 円とおうぎ形の 計算ドリル 9　論理的文章(4) 漢字ドリルⅢ 9 人体(3) 9  日本の農業(1)

複合図形(2) 文章の構成と段落 第9回

10 速さの三用法 計算ドリル 10　問題の答え方(1) 漢字ドリルⅢ 10 太陽(1) 10 日本の農業(2)

記述問題 第10回

11 旅人算 計算ドリル 11  文学的文章(3) 漢字ドリルⅢ 11 太陽(2) 11 日本の農業(3)

心情・因果 第11回

12 相当算 計算ドリル 12　文学的文章(4) 漢字ドリルⅢ 12 月(1) 12 日本の水産業

言いかえ 第12回

13 損益算 計算ドリル 13　文学的文章(5) 漢字ドリルⅢ 13 月(2) 13 日本の工業(1)

対比 第13回

14 濃度 計算ドリル 14　論理的文章(5) 漢字ドリルⅢ 14 水溶液の性質 14 日本の工業(2)

言いかえ 第14回

15 相似比と線分比 計算ドリル 15　論理的文章(6) 漢字ドリルⅢ 15 気体の性質 15 日本の工業(3)

因果 第15回

16 底辺比と面積比 計算ドリル 16　論理的文章(7) 漢字ドリルⅢ 16 溶解度 16 日本の貿易(1)

対比 第16回

17 多角形の性質 計算ドリル 17　詩歌(1) 漢字ドリルⅢ 17  ばね 17 日本の貿易(2)

詩の形式と表現技法 第17回

18 立体図形(1) 計算ドリル 18　詩歌(2) 漢字ドリルⅢ 18　てこ(1) 18 災害と環境・公害問題

短歌・俳句 第18回

19 立体図形(2) 計算ドリル 19　問題の答え方(2) 漢字ドリルⅢ 19　てこ(2) 19 日本のあけぼの

選択問題・ぬき出し問題 第19回

20 通過算 計算ドリル 20　問題の答え方(3) 漢字ドリルⅢ 20 熱 20 国家の形成

記述問題 第20回

21 流水算 計算ドリル 21　ことばと文(4) 漢字ドリルⅢ 21 大地のでき方(1) 21 天皇の治める世の中

ことばの書きかえ 第21回

22 角すいと円すい 計算ドリル 22　ことばと文(5) 漢字ドリルⅢ 22 大地のでき方(2) 22 貴族の世の中

接続語・呼応の副詞 第22回

23 点の移動・時計算 計算ドリル 23　論理的文章(8) 漢字ドリルⅢ 23 気体の発生量 23 武士のおこりと成長

文章の構成と段落 第23回

24 速さとグラフ 計算ドリル 24　論理的文章(9) 漢字ドリルⅢ 24 気象(1) 24 武士の政権

文章の構成と段落 第24回

25 相似比と面積比 計算ドリル 25　論理的文章(10) 漢字ドリルⅢ 25 気象(2) 25 足利義満の政治

言いかえ 第25回

26 平面図形の移動(1) 計算ドリル 26　論理的文章(11) 漢字ドリルⅢ 26 星(1) 26 戦乱の世の中

因果・対比 第26回

27 平面図形の移動(2) 計算ドリル 27  文学的文章(6) 漢字ドリルⅢ 27 星(2) 27 天下の統一

心情・因果 第27回

28 速さと比 計算ドリル 28　文学的文章(7) 漢字ドリルⅢ 28 豆電球の明るさ(1) 28 鎖国と幕藩体制

言いかえ 第28回

29 旅人算と比 計算ドリル 29　文学的文章(8) 漢字ドリルⅢ 29 豆電球の明るさ(2) 29 ゆれる封建社会

心情・因果 第29回

30 数の性質(1) 計算ドリル 30　詩歌(3) 漢字ドリルⅢ 30 抵抗と発熱量 30 近代国家をめざして

詩の形式と表現技法 第30回

31 数の性質(2) 計算ドリル 31　詩歌(4) 漢字ドリルⅢ 31 電流と磁界 31 新しい世の中

短歌・俳句 第31回

32 立体の切断 計算ドリル 32　論理的文章(12) 漢字ドリルⅢ 32 光 32 日清･日露戦争

言いかえ 第32回

33 倍数算 計算ドリル 33　論理的文章(13) 漢字ドリルⅢ 33 音 33 第１次世界大戦と日本

因果・対比 第33回

34 図形と場合の数 計算ドリル 34　文学的文章(9) 漢字ドリルⅢ 34 ふりこ 34 太平洋戦争への道

言いかえ・対比 第34回

35 水の体積と比 計算ドリル 35  文学的文章(10) 漢字ドリルⅢ 35 運動とエネルギー 35 戦後の日本

心情・因果 第35回

36 水量とグラフ 計算ドリル 36　文学的文章(11) 漢字ドリルⅢ 36 炎と燃焼 36 今日の日本と世界

言いかえ・対比 第36回
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冬　　　期　　　講　　　習
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2023 基本学習カリキュラム　［中学受験コース］　小学５年生

算          数 国          語

第１回
1 倍数と約数

第２回
2 分数計算

6 比

春　　　期　　　講　　　習

第３回
3 分数と小数の計算

第４回
4 倍の三用法

第５回
5 倍の和差積

第６回

夏　　　期　　　講　　　習

第７回
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第18回


