
 

 

 

 

 

 

 

【 対象学年 】小学２年生～中学２年生（開講学年･クラス編成は各校舎により異なります。） 

【 講習期間 】12 月 18 日(土)～１月 7 日(金)（12 月 29 日(水)～１月４日(火)は休講） 

※１月 8 日（土）に力試しテストをおこないます。 

【教材費・諸費】            小学２年生 … 完全無料 

【教材費・諸費】小学３年生・小学４年生 … 1,650 円（税込） 

【教材費・諸費】小学５年生・小学６年生 … 2,200 円（税込） 

            中学１年生・中学２年生 … 2,750 円（税込） 

【 申込方法 】お電話で仮受付を承ります。（受付時間：午後 1 時～10 時 日曜･祝日は除く） 

※ 講習日程･時間割は、別紙の「冬期講習日程表」をご覧ください。 

※ 入塾テストはありません。ご希望のクラスにお申し込みください。 

※ 小４～小６は、復習のみなどの受講も可能(教材費・諸費は同じ)です。詳細はお問い合わせください。 

◆小学２年生 若松塾の授業は楽しいよ！一度体験してみませんか。 

小学２年 120 分×２日 
国語 漢字の学習、長文の読み取り、慣用句 

算数 かけ算の文章題、分数 

◆小学３年生 塾で学習リズムを作り、できることをたくさん増やそう！ 

小学３年 

復習 
120 分 

×１日 

国語 主語・述語・修飾語、漢字の学習 

算数 かけ算の筆算(1)、小数 

予習 
120 分 

×３日 

国語 物語文の読解、ことばの知識、漢字の学習 

算数 かけ算の筆算(2) 

力試しテスト 30 分×２科目 国語・算数 各科目における学習到達度が分かります 

◆小学４年生 学習の習慣をしっかり身につけて、いよいよ高学年へ！ 

小学４年 

復習 
120 分 

×１日 

国語 長文の読解、指示語・接続語、漢字の学習 

算数 わり算の筆算 

予習 
120 分 

×４日 

国語 物語文の読解、難しい漢字の読み取り、漢字の学習 

算数 面積 

力試しテスト 30 分×２科目 国語・算数 各科目における学習到達度が分かります 

 
 
 

◆小学５年生 この時期からしっかり目標を持った、１ランク意識の高い勉強へ！ 

小学５年 

復習 
120 分 

×１日 

国語 長文読解問題の解き方、和語･漢語･外来語、漢字の学習 

算数 分数のたし算とひき算 

予習 

120 分 

×４日 

国語 物語文の読解、主語・述語・修飾語、漢字の学習、言葉の知識 

英語 英単語の学習 

算数 割合 

120 分 

×２日 

社会 １・２学期のまとめ、環境と公害 

理科 電磁石のはたらき 

力試しテスト 30 分×２科目 国語・算数 各科目における学習到達度が分かります 

◆小学６年生 中学入学準備講座スタート！前期は「小学内容 + 英語 + 数学」  

小学６年 

中
学
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学
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備
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座
・
前
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復
習 

120 分 

×１日 

国語 長文読解問題の解き方、２学期までの重要漢字、知識の確認 

算数 円の面積・角柱と円柱の体積 

予
習 

120 分 

×４日 

英語 中１英語の準備 

数学 正の数・負の数 

120 分 

×２日 

社会 中学校の学習へ向けて歴史のまとめ 

理科 植物（中学生内容） 

力試しテスト 
30分【英語・国語】 

30分【数学・算数】 
各科目における学習到達度が分かります 

 
12 月 １月 ２月 ３月 

    

◆中学１・２年生 冬休み明けの実力テスト対策にも！ 

中学１年 

160 分×５日 

英語 
【予習】動詞の過去形など ※学区・進度により異なる場合あり。 

【復習】２学期までの重要文法 

数学 【予習】空間図形 【復習】正負の数、文字式、方程式、比例・反比例 

国語 古文の読解、文法総合演習 

理科 活きている地球 

演習 160分×1日 理科・社会 ２学期までの学習内容の演習 

力試しテスト 30分×２科目 英語・数学 各科目における学習到達度が分かります 

中学２年 

160 分×５日 

英語 
【予習】現在完了 または 受動態 ※学区・進度により異なる場合あり。 

【復習】２学期までの重要文法 

数学 【予習】場合の数と確率 【復習】連立方程式、一次関数、図形、中１内容 

国語 説明的文章、文学的文章、文節と単語、品詞など 

理科 天気 

演習 160分×1日 理科・社会 ２学期までの学習内容の演習 

力試しテスト 30分×２科目 英語・数学 各科目における学習到達度が分かります 

■□■お問い合わせは 若松塾 岡本校（078-412-0023）まで■□■ 

 冬期講習 
12 月 18 日（土）開講！ 

先着順に受付のため、定員になり次第受付を終了します。 

無料 

【国語】古文の基礎、文法｢用言｣、知識問題 

【数学】正の数･負の数 

【英語】中学教科書 Lesson１～ 

【社会】世界地理 【理科】身のまわりの物質 

※詳細はお問い合わせください 

１/8（土）～２/25（金） 
12/18（土）～１/7（金） 

準備講座前期（受講料無料） 準備講座後期（有料） 

１月から入塾されますと、この 
期間の受講や後期の受講をする 
ことができます。 

詳細はお問い合わせください。 

冬期講習 

準備完了！ 

新年度 
スタート! 

在塾生は 

３月から 

「中学生｣！ 

受
講
料 ※教材費･諸費のみ必要 



講習生用 2021年度 冬期講習日程表 

【小２】  

 授業日 時間帯 授業科目 

12/24（金） 14：00～16：00 予習（国語・算数） 

1/7（金） 14：00～16：00 予習（国語・算数） 

【小３】  

授業日 時間帯 授業科目 

12/22（水） 17：10～19：10 予習（国語・算数） 

12/25（土） 17：10～19：10 予習（国語・算数） 

12/28（火） 12：30～14：30 復習（国語・算数） 

1/5（水） 12：30～14：30 予習（国語・算数） 

1/8（土） 15：00～16：10 力試しテスト（算数・国語） 

 【小４】  

授業日 時間帯 授業科目 

12/21（火） 17：10～19：10 予習（国語） 

12/24（金） 17：10～19：10 予習（算数） 

12/27（月） 12：30～14：30 復習（国語・算数） 

12/28（火） 12：30～14：30 予習（国語） 

1/7（金） 17：10～19：10 予習（算数） 

1/8（土） 15：00～16：10 力試しテスト（算数・国語） 

 【小５】  

授業日 時間帯 授業科目 

12/18（土） 17：10～19：10 復習（算数・国語） 

12/20（月） 17：10～19：10 予習（国語） 

12/22（水） 17：10～19：10  

12/23（木） 17：10～19：10 予習（算数） 

12/27（月） 12：30～14：30 予習（国語） 

1/5（水） 12：30～14：30  

1/6（木） 12：30～14：30 予習（算数） 

1/8（土） 15：00～16：10 力試しテスト（算数・国語） 

【小６ Ａクラス】  

授業日 時間帯 授業科目 

12/20（月） 17：10～19：10 予習（数学） 

12/22（水） 17：10～19：10  

12/23（木） 17：10～19：10 予習（英語） 

12/25（土） 12：30～14：30 復習（国語・算数） 

12/27（月） 12：30～14：30 予習（数学） 

1/5（水） 12：30～14：30  

1/6（木） 12：30～14：30 予習（英語） 

1/8（土） 15：00～16：10 力試しテスト（数学・英語・算数・国語） 

【小６ Ｂクラス】  

授業日 時間帯 授業科目 

12/21（火） 17：10～19：10 予習（数学） 

12/22（水） 17：10～19：10  

12/24（金） 17：10～19：10 予習（英語） 

12/25（土） 12：30～14：30 復習（算数・国語） 

12/28（火） 12：30～14：30 予習（数学） 

1/5（水） 12：30～14：30  

1/7（金） 17：10～19：10 予習（英語） 

1/8（土） 15：00～16：10 力試しテスト（数学・英語・算数・国語） 

 

 

【中１ Ａ・Ｂクラス】 19:20～22:00 

授業日 Ａクラス 授業科目 Ｂクラス 授業科目 

12/21（火） 予習（英語・数学・国語） 予習（国語・英語・数学） 

12/24（金） 予習（理科・英語・数学） 予習（英語・数学・理科） 

12/27（月）  

12/28（火） 予習（英語・数学・国語） 予習（国語・英語・数学） 

1/5（水） 復習（数学・英語） 復習（英語・数学） 

1/7（金） 予習（理科・英語・数学） 予習（英語・数学・理科） 

1/8（土） 15：00～16：10 力試しテスト（数学・英語） 

【中２ Ａ・Ｂクラス】 19:20～22:00 

授業日 Ａクラス 授業科目 Ｂクラス 授業科目 

12/20（月） 予習（英語・数学・国語） 予習（国語・英語・数学） 

12/23（木） 予習（理科・英語・数学） 予習（英語・数学・理科） 

12/25（土） 復習（英語・数学） 復習（数学・英語） 

12/27（月） 予習（英語・数学・国語） 予習（国語・英語・数学） 

12/28（火）  

1/6（木） 予習（理科・英語・数学） 予習（英語・数学・理科） 

1/8（土） 15：00～16：10 力試しテスト（数学・英語） 

【中３ Ａ・Ｂクラス】 14:40～19:10 

 ※中３の３ヶ月追い込み講座の日程については、お問い合わせください。 

【持ち物】 

 筆記用具（鉛筆 または シャープペンシル・赤ペン・消しゴム・定規） 

【欠席・遅刻時の連絡について】 

 授業を欠席・遅刻される場合は、授業前に必ず保護者の方からご連絡ください。 

【補習について】 

  小 2～小６ 

 ◎予習講座を欠席された場合、同じ科目の次回予習授業５０分前から補習を行い 

  ます。詳細は、欠席連絡時にご確認ください。 

 ◎復習講座を欠席された場合、教材と解答をお渡しします。分からないところが 

  あれば、お気軽にご質問ください。 

小 3～小６ 

 ◎1/8(土)13：30～14：50 にフォロー講座を行います。分からないところや 

  ご質問がある場合、ご参加ください。 

 中１・中２ 

 ◎予習講座を欠席された場合、授業日以外の日程で補習を行います。（要予約） 

  欠席連絡時にご相談ください。 

 ◎復習講座を欠席された場合、教材と解答をお渡しします。分からないところが 

    あれば、お気軽にご質問ください。 

 中３ 

 ◎欠席された場合、教材と解答をお渡しします。分からないところがあれば、 

    お気軽にご質問ください。 

【その他】 

 ◎中１～中３は、学力別２クラス編成となっております。講習お申し込み時にクラス 

   をお選びください。 

 ◎科目の順番は前後する可能性があります。ご了承ください。 

 ◎「力試しテスト」の日程がご都合の悪い場合、他の日時に受験していただくこと 

   も可能ですので、ご相談ください。 

 ◎小学５年生の国語には、授業日により英語が含まれます。 

 ◎12/29(水)～1/４(火)は冬期休講期間のため、校舎はお休みとなります。 

冬期講習他 ご質問等ございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。 

若松塾 岡本校 078－412－0023（日曜日・祝日を除く 午後１時～１０時） 

授業日 Ａクラス 授業科目 Ｂクラス 授業科目 

12/25（土） 社会・国語・数学・英語・理科 国語・数学・社会・理科・英語 

12/27（月） 社会・国語・理科・英語・数学 理科・社会・国語・数学・英語 

12/28（火） 社会・国語・理科・英語・数学 理科・社会・国語・数学・英語 

1/5（水） 社会・数学・理科・英語・国語 数学・社会・国語・理科・英語 

1/6（木） 社会・数学・理科・英語・国語 数学・社会・国語・理科・英語 

【若松塾 岡本校】 


