
回 数 理          科 社          会

重要テーマの復習(1) 計算ドリル 重要テーマの復習(1) 漢字大全Ⅰ 37 酸化と燃焼(1) 37 日本国憲法(1)

和と差の文章題 1  指示語 第1回

重要テーマの復習(2) 計算ドリル 重要テーマの復習(2) 漢字大全Ⅰ 38 酸化と燃焼(2) 38 日本国憲法(2)

速さ１ 2  接続語 第2回

重要テーマの復習(3) 計算ドリル 重要テーマの復習(3) 漢字大全Ⅰ 39 中和 39 日本の政治(1)

速さ２ 3  文整序･脱文挿入 第3回

重要テーマの復習(4) 計算ドリル 重要テーマの復習(4) 漢字大全Ⅰ 40 光(応用) 40 日本の政治(2)

割合と比１ 4  場面･段落 第4回

重要テーマの復習(5) 計算ドリル 重要テーマの復習(5) 漢字大全Ⅰ 41 かっ車と輪軸 41 日本の政治(3)

割合と比２ 5  心情把握① 第5回

重要テーマの復習(6) 計算ドリル 重要テーマの復習(6) 漢字大全Ⅰ 42 浮力 42 国際社会

集合・論理 6  心情把握② 第6回

重要テーマの復習(7) 計算ドリル 重要テーマの復習(7) 漢字大全Ⅰ 43 力のつり合い 43 九州・中国・四国地方

影 7  言いかえ① 第7回

重要テーマの復習(8) 計算ドリル 重要テーマの復習(8) 漢字大全Ⅰ 44 電流と磁界(応用) 44 近畿・中部地方

平面図形 8  言いかえ② 第8回

重要テーマの復習(9) 計算ドリル 重要テーマの復習(9) 漢字大全Ⅰ 45 雲のでき方と前線 45 関東・東北地方

平面図形の移動 9  理由吟味 第9回

重要テーマの復習(10) 計算ドリル 重要テーマの復習(10) 漢字大全Ⅰ 1  植物 46 北海道地方と

立体図形 10 内容真偽 第10回 日本の世界遺産

重要テーマの復習(11) 計算ドリル 重要テーマの復習(11) 漢字大全Ⅰ 2  水溶液と気体 47 統計表の読み方

数の性質１ 11  同格 第11回

重要テーマの復習(12) 計算ドリル 重要テーマの復習(12) 漢字大全Ⅰ 3  ばねとてこ(1) 48 世界のすがたと

数の性質２ 12  対比 第12回 日本と関係の深い国々(1)

重要テーマの復習(13) 計算ドリル 重要テーマの復習(13) 漢字大全Ⅰ 4  太陽と月(1) 49 世界のすがたと

規則性１ 13  因果 第13回 日本と関係の深い国々(2)

重要テーマの復習(14) 計算ドリル 重要テーマの復習(14) 漢字大全Ⅰ 5  動物 50 近現代史の復習

規則性２ 14  選択問題① 第14回 （明治～大正）

重要テーマの復習(15) 計算ドリル 重要テーマの復習(15) 漢字大全Ⅰ 6  溶解度(1) 51 近現代史の復習

場合の数１ 15  選択問題② 第15回 （昭和～平成）

重要テーマの復習(16) 計算ドリル 重要テーマの復習(16) 漢字大全Ⅰ 7  運動とエネルギー 52 政治史

場合の数２ 16  選択問題③ 第16回

重要テーマの復習(17) 計算ドリル 重要テーマの復習(17) 漢字大全Ⅰ 8  星(1) 53 外交史

速さ 17  言いかえ記述 第17回

重要テーマの復習(18) 計算ドリル 重要テーマの復習(18) 漢字大全Ⅰ 9  ばねとてこ(2) 54 社会史

水の体積・グラフ 18 心情把握記述 第18回

重要テーマの復習(19) 計算ドリル 重要テーマの復習(19) 漢字大全Ⅰ 10 酸化と燃焼 55 文化史

点の移動・時計算 19 理由吟味記述 第19回

重要テーマの復習(20) 計算ドリル 重要テーマの復習(20) 漢字大全Ⅰ 11 大地のでき方(1) 分野別演習(1)

集合・論理 20 二項対立記述 第20回

入試総合演習(1) 計算ドリル 入試演習(1) 漢字大全Ⅰ 12 熱 分野別演習(2)

割合と比 　　比較文化論 第21回

入試総合演習(2) 計算ドリル 入試演習(2) 漢字大全Ⅰ 13 中和 分野別演習(3)

平面図形 　　文化論 第22回

入試総合演習(3) 計算ドリル 入試演習(3) 漢字大全Ⅰ 14 電気回路(1) 分野別演習(4)

立体図形 　　言語論 第23回

入試総合演習(4) 計算ドリル 入試演習(4) 漢字大全Ⅰ 15 太陽と月(2) 分野別演習(5)

図形の移動 　　読書論 第24回

入試総合演習(5) 計算ドリル 入試演習(5) 漢字大全Ⅰ 16 電気回路(2) 分野別演習(6)

和と差の文章題 　　環境論 第25回

入試総合演習(6) 計算ドリル 入試演習(6) 漢字大全Ⅰ 17 大地のでき方(2) 分野別演習(7)

速さ 　　社会論① 第26回

入試総合演習(7) 計算ドリル 入試演習(7) 漢字大全Ⅰ 18 光 分野別演習(8)

数の性質 　　社会論② 第27回

入試総合演習(8) 計算ドリル 入試演習(8) 漢字大全Ⅰ 19 星(2) 分野別演習(9)

場合の数 　　子どもと子ども① 第28回

入試総合演習(9) 計算ドリル 入試演習(9) 漢字大全Ⅰ 20 溶解度(2) 分野別演習(10)

規則性 　　子どもと子ども② 第29回

入試総合演習(10) 計算ドリル 入試演習(10) 漢字大全Ⅰ 21 気象 分野別演習(11)

図形総合演習１ 　　家族① 第30回

入試総合演習(11) 計算ドリル 入試演習(11) 漢字大全Ⅰ 22 浮力・圧力 分野別演習(12)

文章題総合演習１ 　　家族② 第31回

入試総合演習(12) 計算ドリル 入試演習(12) 漢字大全Ⅰ 23 音 分野別演習(13)

数論総合演習 　　時代背景 第32回

入試総合演習(13) 計算ドリル 入試演習(13) 漢字大全Ⅰ 24 化学総合 分野別演習(14)

図形総合演習２ 　　子どもと大人① 第33回

入試総合演習(14) 計算ドリル 入試演習(14) 漢字大全Ⅰ 25 力学総合 分野別演習(15)

文章題総合演習２ 　　子どもと大人② 第34回

入試総合演習(15) 計算ドリル 入試直前対策 漢字大全Ⅰ 26 地学総合 分野別演習(16)

総合演習 第35回

入試直前対策 入試直前対策 漢字大全Ⅰ 27 生物総合 分野別演習(17)

重点テーマ総合演習 第36回

2023 基本学習カリキュラム　［中学受験コース］　小学６年生

算          数 国          語
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