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SUMMER  LESSON

受講のご案内



＜朝授業前の預かり時間について＞

ご利用日の１週間前までのご予約で7:30～9:00の時間お預りする事が可能となりました。
※直前でのお申込みは対応致しかねますので、ご了承ください。

＜授業実施時間について＞
今回のSUMMER　LESSONは１時間を１コマとする１日１０コマ体制となります。
お迎えの時間などのご都合に合わせてご利用ください。
4コマ＋5コマ、６コマ＋７コマは授業内容が連続する箇所は２コマでのお申し込みを推奨します。

【A日程】　７／１９（火）～７／２９（金）、８／１６（火）～８／２４（水）

【B日程】　８／１(月)～８／８(月)

＜預り＋授業料について＞※金額は全て税込みです

※自学道場塾生は
８月分の授業料分は
無料コマとして
適用いたします。
（１５コマ）

※学サポ生は
８月のご利用分は
無料コマとして
適用いたします。
（６コマ）

＜お申し込みの締め切り期コマについて＞
お申し込みは先着順とさせて頂きます。

講座準備の都合上、7／5(火)までにお申込書をご提出ください。
締切期限を過ぎてお申込書を提出された場合、受講できない場合がございますので
予めご了承ください。

＜お申込後の受講キャンセルについて＞
※お申込後のキャンセルについては、
授業日の５日前までにお申し出いただいたコマについては、ご返金いたします。
帰省のご都合など、事前によくご確認ください。
※パックでお申込のコマについては、キャンセル不可となります。振替をご利用ください。

＜人数制コマについて＞
1コマあたり上限を１５人とさせていただきます。

＜感染予防について＞
ご自宅での検温及び、登塾時マスク着用をお願い致します。
なお、当日の体温が37.５℃以上の場合は受講をお控えいただきます様、お願い致します。
受講できない場合がございますので、予めご了承ください。

１コマ

10コマ

20コマ

44,000円

33,000円

【会員】

66,000円

55,000円 82,500円パックMAX

パック４０ 40コマ

通い放題

2,200円

16,500円

33,000円

49,500円

パック１０

パック２０

パック３０ 30コマ

【一般】

1,650円

11,000円

22,000円

９コマ

＜授業実施時間＞
朝預り ７：３０～９：００ ４コマ １３：００～１４：００ ６コマ １５：１５～１６：１５ 夜預り １８：１５～１９：００

３コマ １１：００～１２：００

１９：００～２０：００

2022年度　SUMMER　LESSONについて

１０コマ

１５：１５～１６：１５

２０：００～２１：００

８コマ １８：００～１９：００

２コマ １０：００～１１：００

＜授業実施時間＞

７コマ １６：１５～１７：１５

１６：１５～１７：１５
２コマ １０：００～１１：００

６コマ

３コマ １１：００～１２：００

１コマ ９：００～１０：００ ５コマ
朝預り ７：３０～９：００ ４コマ １３：００～１４：００

１４：００～１５：００

８コマ １７：１５～１８：１５
１コマ ９：００～１０：００ ５コマ １４：００～１５：００ ７コマ



7/18 (月)

7/19 (火)

7/20 (水)

7/21 (木)

7/22 (金)

日

【国語】Ｃ、中学受験生

漢字マスターになろう！

漢字が苦手な人、大集合！漢字の勉強法、漢字の覚え方について解説し、実際に覚えていきます。

自分の学年の漢字の完全マスター目指して頑張ろう！！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【計画・実行力】A～E

なりたい自分になる！

夏休み進化計画！！

成長の夏！！長い夏休みを使ってどんな自分になりたいか、考えてみよう♪

ワークシートを使いながら、自分だけのヒーロー像を思い描こう！！

【コミュニケーションスキル】A～C

ことばの力

言葉は言霊と書く様にみんなが知らない不思議な力が宿っています。自分が嬉しい言葉は他の人も同じように嬉しいかな？

本当は嬉しい言葉も悲しい言葉もみんなそれぞれ違うはず。自分が日頃使っている言葉がどんな風に周りに伝わっているのか

みんなで話し合ってみよう！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【大学受験古文】 高校生

読解につながる古文文法＆読解演習②

大学入学共通テストをはじめとする、古文読解の得点力アップには、文法の理解と習得が必須です。この講座では、長文読解

につなげていくための文法理解を中心に演習を行っていきます。（２日間セットでの受講をおススメします）

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【知識・工夫】A～E

漢字検定対策講座【過去問】

9/3(土)の本番に向けて、夏期講習期間中に自分で立てた計画に沿ってしっかり対策をしていこう！！

まずは前半の時間で過去問に挑戦、自分の現状を把握します。後半の時間は結果に基づき個々に傾向を分析。

どこで点を取るかじっくり考えます。（後半とセットでの受講をおススメします）

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【知識・工夫】A～E

漢字検定対策講座【分析・対策】

9/3(土)の本番に向けて、夏期講習期間中に自分で立てた計画に沿ってしっかり対策をしていこう！！

まずは前半の時間で過去問に挑戦、自分の現状を把握します。後半の時間は結果に基づき個々に傾向を分析。

どこで点を取るかじっくり考えます。（前半とセットでの受講をおススメします）

お休み

2022　自学道場 SUMMER LESSON

☆マークはオンライン受講が可能です。

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

８～１０コマ目

18:00～21:00

１～３コマ目

9:00～12:00

４、５コマ目

13:00～15:00

６、７コマ目

15:15～17:15

夏休み課題・ワーク・新学期準備夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備夏休み課題・ワーク・新学期準備

【コミュニケーションスキル】A～C

みんなで作ろう

心地よい空間

【知識・工夫】A～E

漢字検定対策講座【過去問】

【コミュニケーションスキル】A～C

ことばの力

【大学受験古文】高校生

 読解につながる古文文法＆読解演習①

【知識・工夫】A～E

漢字検定対策講座【分析・対策】

【大学受験古文】 高校生

読解につながる古文文法＆読解演習②

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【コミュニケーションスキル】A～C

みんなで作ろう

心地よい空間

自分が居心地よい時間、空間ってどんな空間かな。にぎやかな空間？静かに集中できる空間？

それって一体どうやって作られていると思う？グループで一つのテーマに沿って話し合いながら考えてみよう！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【大学受験古文】高校生

 読解につながる古文文法＆読解演習①

大学入学共通テストをはじめとする、古文読解の得点力アップには、文法の理解と習得が必須です。この講座では、長文読解

につなげていくための文法理解を中心に演習を行っていきます。（２日間セットでの受講をおススメします）

タイトル 内容および難易度

全日程
１～3、

８～10コマ目

コマ

【計画・実行力】A～E

なりたい自分になる！

夏休み進化計画！！

講座内容　（☆マークはオンライン受講が可能です。）

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【国語】Ｃ、中学受験生

漢字マスターになろう！

7/20(水)

7/21(木)

7/22(金)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

4,5コマ目

（13:00～15:00）

7/19(火)

夏休み課題・ワーク・新学期準備 各自の課題、ワークを取り組み、教科の学力強化を図ります。



7/25 (月)

7/26 (火)

7/27 (水)

7/28 (木)

7/29 (金)

日

7/25(月)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

タイトル 内容および難易度

全日程
１～3、

８～10コマ目
夏休み課題・ワーク・新学期準備 各自の課題、ワークを取り組み、教科の学力強化を図ります。

【空間認識力】A～C

算数ラボ　図形編

私立入試や適性検査でも必須の空間認識力を伸ばすことに特化した問題に挑戦します。この力は短期間で培われるものではな

く、何度も物の位置や方向・大きさや形を考えることで身につきます。様々な種類の問題に挑戦して考えるトレーニングを続

ける事で解ける楽しさがわかり、空間認識力が伸びます。

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【中学受験算数】小５、小６

規則性マスター講座①

論理的思考力が試され、中学受験の算数の中でも「解けそうで解けない」規則性の問題に慣れ、苦手から「解ける」感覚を

養っていく講座です。（３日間セットでの受講をおススメします）

7/26(火)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【空間認識力】A～C

算数ラボ　図形編
夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備

【独創性１－①】A～C

自分だけの家を建ててみよう

（設計・準備）

夏休み課題・ワーク・新学期準備

【中学受験算数】小５、小６

規則性マスター講座①

【中学受験社会】小５、小６

地理演習講座①

【独創性１－②】A～C

自分だけの家を建ててみよう

（建築・発表）

夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備
☆【記憶力・表現力】A～C

どんぐり問題に挑戦だ！
夏休み課題・ワーク・新学期準備

【中学受験算数】小５、小６

規則性マスター講座②

【中学受験社会】小５、小６

地理演習講座②

講座内容　（☆マークはオンライン受講が可能です。）

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

コマ

2022　自学道場 SUMMER LESSON

☆マークはオンライン受講が可能です。

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

１～３コマ目 ４、５コマ目 ８～１０コマ目

9:00～12:00 13:00～15:00 18:00～21:00

６、７コマ目

15:15～17:15

夏休み課題・ワーク・新学期準備

【中学受験算数】小５、小６

規則性マスター講座②

論理的思考力が試され、中学受験の算数の中でも「解けそうで解けない」規則性の問題に慣れ、苦手から「解ける」感覚を

養っていく講座です。（３日間セットでの受講をおススメします）

【独創性１－①】A～C

自分だけの家を建ててみよう

（設計・準備）

まず家を建築する為の設計図を書きます。今回は建物だけでなく様々な資材を使って、内装がしたい子はインテリア。お庭を

作りたい子はエクステリアも制作します！どんな資材を使ってどんな家にしたいかな。自分だけの家を建ててみよう♪♪♪

（２日間セットでの受講をおススメします）

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【中学受験社会】小５、小６

地理演習講座①

自力ではなかなか理解しにくい地理の知識を、深く理解し、覚えていくことで社会全体の得点力アップにつなげていく講座で

す。（２日間セットでの受講をおススメします）

7/29(金)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

☆【読解力・文章力】A～C

上半期の社会の出来事を振り返ろ

う

新聞記事を読んで、自分が気になった2022年上半期におきた社会の出来事をまとめてみよう！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【中学受験算数】小５、小６

規則性マスター講座③

論理的思考力が試され、中学受験の算数の中でも「解けそうで解けない」規則性の問題に慣れ、苦手から「解ける」感覚を

養っていく講座です。（３日間セットでの受講をおススメします）

夏休み課題・ワーク・新学期準備
☆【読解力・文章力】A～C

上半期の社会の出来事を振り返ろう

【中学受験算数】小５、小６

規則性マスター講座③
夏休み課題・ワーク・新学期準備

7/28(木)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

☆【記憶力・表現力】A～C

どんぐり問題に挑戦だ！

『わかる』ってどういうこと？『考える』ってどうすることかわかるかな？『わかる』とは文章を頭の中で視覚イメージ化出

来ているかどうかという事。『考える』とはこの視覚イメージ化した絵を変化させながら、答えが見えてくるように描き工夫

をする！これが考えるという事。では、実際文章を絵にしながら、考える練習をしてみよう♪♪♪

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【中学受験社会】小５、小６

地理演習講座②

自力ではなかなか理解しにくい地理の知識を、深く理解し、覚えていくことで社会全体の得点力アップにつなげていく講座で

す。（２日間セットでの受講をおススメします）

7/27(水)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【独創性１－②】A～C

自分だけの家を建ててみよう

（建築・発表）

設計図と構想を元に実際に建築していきます。限られた時間の中で思い描いた設計図どおりに形に出来るかな？建築後には、

自分のコンセプトをみんなに見てもらおう♪♪♪（２日間セットでの受講をおススメします）

6,7コマ目

（15:15～17:15）



8/1 (月)

8/2 (火)

8/3 (水)

8/4 (木)

8/5 (金)

日

8/1(月)

8/2(火)

8/3(水)

8/4(木)

8/5(金)

全日程
１～3、

８～10コマ目
夏休み課題・ワーク・新学期準備 各自の課題、ワークを取り組み、教科の学力強化を図ります。

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【高校受験対策】中３

超速！公民（政治分野）

徹底理解講座①

中学３年で学習する公民分野を４時間で徹底攻略！理解⇒得点へと一気に押し

上げます！（２日間セットでの受講をおススメします）

A4の用紙を30枚使用して紙のタワーを作っていきます。このワークを通して

PDCAサイクルを体感し「計画」「実行」「評価」「改善」「行動」を繰り返

します。それぞれの性格やスキルを踏まえて効率的にコミュニケーションをと

る事が必要となります。その為、自分の意見だけを押し通すのではなく、お互

いの意見を尊重する姿勢が重要です。さぁ、きみのチームは一回目より二回目

の方が高いタワーが作れるかな♪

【協働力】A～C

ペーパータワーに挑戦だ！

4,5コマ目

（13:00～15:00）

氷に塩を加えたら、どうなるでしょう。温度はどんな風に変化しますか。何度

になったら固まり始めるかな？調べながら、変化も記録していきましょう！

しっかりと記録ができたらひんやり美味しいおやつも食べられます♪

コマ タイトル 内容および難易度

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【計算・科学】A～C

塩でせっけんをつくろう
夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備

【高校受験対策】中３

超速！公民（政治分野）

徹底理解講座②

夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【計算・科学】A～C

アイスを作ろう
夏休み課題・ワーク・新学期準備

講座内容　（☆マークはオンライン受講が可能です。）

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【協働力】A～C

ペーパータワーに挑戦だ！
夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備

【高校受験対策】中３

超速！公民（政治分野）

徹底理解講座①

夏休み課題・ワーク・新学期準備

2022　自学道場 SUMMER LESSON

☆マークはオンライン受講が可能です。

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

１～３コマ目 ４、５コマ目 ６～８コマ目

9:00～12:00 13:00～15:00 15:15～18：15

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【計算・科学】A～C

塩でせっけんをつくろう

せっけん液にみんなも知ってるある物を入れるとせっけんだけが分離して浮い

てきます！なぜ浮いてくるのか、本当に浮くのか自分の目で見てみよう♪

4,5コマ目

（13:00～15:00）

中学３年で学習する公民分野を４時間で徹底攻略！理解⇒得点へと一気に押し

上げます！（２日間セットでの受講をおススメします）

【高校受験対策】中３

超速！公民（政治分野）

徹底理解講座②

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【計算・科学】A～C

アイスを作ろう

【
B
日
程
】



8/8 (月)

8/9 (火)

8/10 (水)

8/11 (木)

8/12 (金)

日

8/8(月)

8/9(火)

8/10(水)

8/11(木)

8/12(金)

お休み

お休み

講座内容　（☆マークはオンライン受講が可能です。）

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

コマ タイトル 内容および難易度

SUMMERスタディツアー（別途、お申込が必要です）

お休み

お休み

1/0(土)

全日程
１～3、

８～10コマ目
夏休み課題・ワーク・新学期準備 各自の課題、ワークを取り組み、教科の学力強化を図ります。

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【中学入試対策】中学受験生

入試対策実践演習

年末年始に行われる中学入試に向け、過去問を中心とした実践問題を演

習し、本番を想定した学習を行います。

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【中学入試対策】中学受験生

入試対策実践演習
夏休み課題・ワーク・新学期準備

SUMMERスタディツアー（別途、お申込が必要です）

お休み

2022　自学道場 SUMMER LESSON

☆マークはオンライン受講が可能です。

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

１～３コマ目 ４、５コマ目 ６～８コマ目

9:00～12:00 13:00～15:00 15:15～18:15

【
B
日
程
】



8/15 (月)

8/16 (火)

8/17 (水)

8/18 (木)

8/19 (金)

日

8/15(月)

8/19(金)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【計画・実行性】A～C

キッズカンパニー計画・準備　④

8/21（日）に行われる倉敷三斎市出店に向けて最後の準備だ！商品はどうやったら買ってもらえるかな？価格は？

レシピの用意は出来た？お客様に喜んでもらえる事ってどんな事かな？最終調整！作戦会議をしよう！！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【中学受験算数】小６

場合の数に強くなる！攻略講座　②

規則性と並んで、論理的思考力が試される「場合の数」の問題演習を通して、場合の数を苦手から得意へと変えていく講座で

す。（２日間セットでの受講をおススメします）

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【計画・実行性】A～C

キッズカンパニー計画・準備　➂

8/21（日）に行われる倉敷三斎市出店に向けて最後の準備だ！商品はどうやったら買ってもらえるかな？価格は？

レシピの用意は出来た？お客様に喜んでもらえる事ってどんな事かな？最終調整！作戦会議をしよう！！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【中学受験算数】小６

場合の数に強くなる！攻略講座　①

規則性と並んで、論理的思考力が試される「場合の数」の問題演習を通して、場合の数を苦手から得意へと変えていく講座で

す。（２日間セットでの受講をおススメします）

8/18(木)

8/17(水)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【計画・実行性】A～C

キッズカンパニー計画・準備　②

8/21（日）に行われる倉敷三斎市出店に向けて最後の準備だ！商品はどうやったら買ってもらえるかな？価格は？

レシピの用意は出来た？お客様に喜んでもらえる事ってどんな事かな？最終調整！作戦会議をしよう！！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【国語・社会】小６、中３

資料読み取り問題の基礎　②

近年、中学受験や高校受験で増えてきている資料読み取り問題の解き方の基本を解説し、演習問題で鍛えていきます。

（２日間セットでの受講をおススメします）

お休み

コマ タイトル 内容および難易度

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【計画・実行性】A～C

キッズカンパニー計画・準備　②
夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【計画・実行性】A～C

キッズカンパニー計画・準備　➂
夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【計画・実行性】A～C

キッズカンパニー計画・準備　④
夏休み課題・ワーク・新学期準備

講座内容　（☆マークはオンライン受講が可能です。）

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

【国語・社会】小６、中３

資料読み取り問題の基礎　①

2022　自学道場 SUMMER LESSON

☆マークはオンライン受講が可能です。

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

１～３コマ目 ４、５コマ目 ８～１０コマ目

9:00～12:00 13:00～15:00 18:00～21:00

６，７コマ目

15:15～17:15

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【計画・実行性】A～C

キッズカンパニー計画・準備　①
夏休み課題・ワーク・新学期準備

全日程
１～3、

８～10コマ目

【国語・社会】小６、中３

資料読み取り問題の基礎　②

【中学受験算数】小６

場合の数に強くなる！攻略講座　①

【中学受験算数】小６

場合の数に強くなる！攻略講座　②

夏休み課題・ワーク・新学期準備 各自の課題、ワークを取り組み、教科の学力強化を図ります。

8/16(火)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【計画・実行性】A～C

キッズカンパニー計画・準備　①

8/21（日）に行われる倉敷三斎市出店に向けて最後の準備だ！商品はどうやったら買ってもらえるかな？価格は？

レシピの用意は出来た？お客様に喜んでもらえる事ってどんな事かな？最終調整！作戦会議をしよう！！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【国語・社会】小６、中３

資料読み取り問題の基礎　①

近年、中学受験や高校受験で増えてきている資料読み取り問題の解き方の基本を解説し、演習問題で鍛えていきます。

（２日間セットでの受講をおススメします）



8/22 (月)

8/23 (火)

8/24 (水)

8/25 (木)

日

講座内容　（☆マークはオンライン受講が可能です。）

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

コマ タイトル 内容および難易度

8/22(月)

8/23(火)

8/24(水)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【検証・分析】A～C

キッズカンパニー振り返り

【中学受験算数】小６

図形攻略講座　①

学期はじめより計画してきた今期のキッズカンパニー！第一回目の三斎市出店で学んだことを忘れる前に、みんなで振り返り

共有し、次回に活かせるようにまとめよう！

中学受験の算数の中でも、合否を分けると言われる図形をどのように考え、どのように解いていけばよいか、基本的な考えを

理解し、実際に演習で使いながら身につけていく講座です。（３日間セットの受講をおススメします）

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【創意工夫】A～C

染めうちわをつくろう
夏休み課題・ワーク・新学期準備

全日程
１～3、

８～10コマ目
夏休み課題・ワーク・新学期準備 各自の課題、ワークを取り組み、教科の学力強化を図ります。

【中学受験算数】小６

図形攻略講座　③

通常授業　Ⅰ限：17:00～19:00　　Ⅱ限：19:30～21：30

2022　自学道場 SUMMER LESSON

☆マークはオンライン受講が可能です。

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

１～３コマ目 ４、５コマ目 ８～１０コマ目

9:00～12:00 13:00～15:00 18:00～21:00

６，７コマ目

15:15～17:15

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【検証・分析】A～C

キッズカンパニー振り返り
夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備

【思考力】A～C

それってほんと？？

自分の常識を疑ってみよう！

【中学受験算数】小６

図形攻略講座　①

【中学受験算数】小６

図形攻略講座　②
夏休み課題・ワーク・新学期準備

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【思考力】A～C

それってほんと？？

自分の常識を疑ってみよう！

〇は〇に見えていても実は〇じゃないかも知れない！見えている事だけが全てじゃない、見えている部分がすべてじゃないか

も…みんなで一つのテーマをいろんな角度から推察してみよう！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【中学受験算数】小６

図形攻略講座　②

中学受験の算数の中でも、合否を分けると言われる図形をどのように考え、どのように解いていけばよいか、基本的な考えを

理解し、実際に演習で使いながら身につけていく講座です。（３日間セットの受講をおススメします）

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【創意工夫】A～C

染めうちわをつくろう

自分だけの染めうちわをデザイン・制作してみよう！

きみの好きな色は何色かな？どんなデザインが好き？和紙を好きな回数折り、角っこから染めます。

染めたら乾かして次はうちわに貼り付けていくよ！さて想像した色や形になるかな？

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【中学受験算数】小６

図形攻略講座　③

中学受験の算数の中でも、合否を分けると言われる図形をどのように考え、どのように解いていけばよいか、基本的な考えを

理解し、実際に演習で使いながら身につけていく講座です。（３日間セットの受講をおススメします）


