
英単語 漢字
(単語プリントより) (ステップ4級)

SK 7/24 (水) 音の性質

KI＆ME 7/22 (月) 音の性質

SK 7/31 (水) 力のはたらき

KI＆ME 7/29 (月) 力のはたらき

SK 8/7 (水) 圧力

KI＆ME 8/5 (月) 圧力

SK 8/21 (水) 課題テスト対策

KI＆ME 8/19 (月) 課題テスト対策

SK 8/28 (水) 課題テスト対策

KI＆ME 8/26 (月) 課題テスト対策

英単語 漢字
(単語プリントより) (ステップ4級)

SK 7/27 (土)
一般動詞（3人称単数）

新中問
説明的文章の読解、国文法

KI 7/25 (木) 一般動詞（3人称単数）基本 読解と国文法

SK 8/3 (土)
一般動詞（3人称単数）

シリウス　練成
中部地方

KI 8/1 (木)
一般動詞（3人称単数）

標準
読解と国文法

SK 8/10 (土)
一般動詞（3人称単数）

シリウス　発展
説明的文章の読解、国文法

KI 8/8 (木)
一般動詞（3人称単数）

発展
読解と国文法

SK 8/24 (土) 課題テスト対策 課題テスト対策 課題実力テスト対策

KI 8/22 (木) 課題テスト対策 課題テスト対策

SK 8/31 (土) 課題テスト対策 課題テスト対策 課題実力テスト対策

KI 8/29 (木) 課題テスト対策 課題テスト対策

　—夏期講習サポートのご案内—
配布しておりますサポートの日程表を参照ください。
配布しておりますサポートの日程表を参照ください。
欠席した授業内容のサポート、質問受付、プラスα勉強
前日までに受付にお申し込み下さい。＊定員制(20名程度)

⑤
課題テスト対策

201-250 37-39
課題テスト対策

内容:
参加方法:

④ 151-200 35-36

⑤ 201-250 37-39

実施日:
時間帯:

29-30

② 51-100 31-32

③ 101-150 33-34

1-50

文系
19:10～21:50

英語 国語 社会

①

③
直線や平面の位置関係

101-150 33-34
1次方程式の利用③

④
課題テスト対策

151-200 35-36
課題テスト対策

29-30
1次方程式の利用①

②
いろいろな立体

51-100 31-32
1次方程式の利用②

1-50

理系
19:10～21:50

数学 理科

①
おうぎ形と図形

中1 授業カリキュラム



英単語 漢字
(単語プリントより) (ステップ4級)

SK 7/24 (水) 回路と電流・電圧 SK:1201-1250

KI＆ME 7/23 (火) 回路と電流・電圧 KI&ME:811-840

SK 7/31 (水) 電流・電圧と抵抗 SK:1251-1300

KI＆ME 7/30 (火) 電流・電圧と抵抗 KI&ME:841-870

SK 8/7 (水) オームの法則 SK:1301-1350

KI＆ME 8/6 (火) オームの法則 KI&ME:871-900

SK 8/21 (水) 課題テスト対策 SK:1351-1400

KI＆ME 8/20 (火) 課題テスト対策 KI&ME:901-930

SK 8/28 (水) 課題テスト対策 SK:1401-1450

KI＆ME 8/27 (火) 課題テスト対策 KI&ME:931-960

英単語 漢字
(単語プリントより) (ステップ4級)

SK 7/27 (土) 不定詞と動名詞のまとめ 説明的文章読解　古文読解 SK:1201-1250

KI 7/26 (金) 名詞 説明文読解、古文基礎 KI&ME:811-840

SK 8/3 (土) 形容詞 地理Ⅱ復習 SK:1251-1300

KI 8/2 (金) 代名詞 地理Ⅱ復習 KI&ME:841-870

SK 8/10 (土) 副詞 説明的文章、文法復習 SK:1301-1350

KI 8/9 (金) 代名詞 小説読解・文法復習 KI&ME:871-900

SK 8/24 (土) 課題テスト対策 課題テスト対策 課題テスト対策 SK:1351-1400

KI 8/23 (金) 課題テスト対策 課題テスト対策 課題テスト対策 KI&ME:901-930

SK 8/31 (土) 課題テスト対策 課題テスト対策 課題テスト対策 SK:1401-1450

KI 8/30 (金) 課題テスト対策 課題テスト対策 課題テスト対策 KI&ME:931-960

　—夏期講習サポートのご案内—
配布しておりますサポートの日程表を参照ください。
配布しておりますサポートの日程表を参照ください。
欠席した授業内容のサポート、質問受付、プラスα勉強
前日までに受付にお申し込み下さい。＊定員制(20名程度)

③ 1-3

④ 4-6

参加方法:

⑤ 7-9

実施日:
時間帯:
内容:

① 31-32

② 33-35

文系
19:10～21:50

英語 国語 社会

③
因数分解

⑤
課題テスト対策

1-3
KI:三角形の角　ME:1次関数

④
課題テスト対策

4-6
課題テスト対策

7-9
課題テスト対策

31-32
KI:平行線と角　ME:1次関数

②
多項式の計算

33-35
KI:三角形の角　ME:1次関数

理系
19:10～21:50

数学 理科

①
確率

中2 授業カリキュラム



7/16 (火)

7/17 (水)

7/18 (木)

7/19 (金)

7/20 (土)

自立 自立＆小テスト 理科 英語 数学 国語 国社テスト(直し) 社会

7/22 (月) ― ― 日周運動と自転 1 助動詞　練成 循環小数～比(3)
読解演習/HW:p196

漢66-69・112-115の勉強
― 国の政治の仕組み（１）

7/23 (火) ― ― 年周運動と公転 １助動詞　発展 比の応用～比例と反比例(3)
読解演習/HW: p168 p197-199

漢70-73・116-119の勉強
― 国の政治の仕組み（２）

7/25 (木) ― ― 太陽と月 ２比較　練成 比例と反比例の応用～多項式の加減
読解演習/HW:p55-59p226
漢74-77・120-123の勉強

― 地方自治と私たち

7/26 (金) ― ― 惑星と恒星 ２比較　発展 単項式の乗除～多項式の乗法(2)
読解演習/HW:p168-170 p227

漢78-81・124-127の勉強
― 消費生活と経済

7/27 (土)

7/29 (月) ― ― 太陽と月 ４不定詞　 多項式の乗法(3)～因数分解(3)
読解演習/HW:p60-62 p228

漢82-85・128-131の勉強
― 生産と労働

7/30 (火) ― ― 惑星と恒星 ⾧文①U1 因数分解(4)～因数分解(7)
読解演習/HW:p170-171 p229

漢86-96の勉強
― 価格の働きと金融

8/1 (木) ― ― 生活とエネルギー ５不定詞を含む構文 因数分解の応用(1)～式の値(2)
読解演習/HW:p63-67 p230

漢6-9・52-55の勉強
― 政府の役割と国民の福祉

8/2 (金) ― ― 科学技術の発展 ６動名詞 式の値(3)～平方根(1)
読解演習/HW: p172-173 p231

漢10-13・56-59の勉強
― これからの経済と社会

8/3 (土)

8/5 (月) ― ― 生物と環境 ７接続詞　練成 平方根(2)～平方根の計算(2)
読解演習/HW:p68-71p232

漢14-17・60-63の勉強
― 国際社会の仕組み

8/6 (火) ― ― 自然の恵みと災害 ⾧文②U2 平方根と式の値(1)～平方根の分母の有理化
読解演習/HW:p173-174 p233

漢18-21・64-67の勉強
― さまざまな国際問題

8/8 (木) ― ― 光と音 ８文型 平方根の小数部分～1次方程式の応用(1)
読解演習/HW:p72-73 p234

漢22-25・68-71の勉強
―

これからの地球社会と日本、
国際問題のまとめ

8/9 (金) ― ― 力と圧力 ⾧文③ U4　
関係代名詞　主格目的格

1次方程式の応用(2)～1次方程式の応用(5)
読解演習/HW:p235

漢26-29・72-75の勉強
― 公民復習１

自立 自立＆小テスト 理科 英語 数学

― ― 電流回路 １２関係代名詞　接触節所有格 1次方程式の応用(6)～連立方程式の解法(3)

自立 自立＆小テスト 理科 英語 数学 国語 国社テスト(直し) 社会

8/19 (月) ― ― 電流と磁界 １３間接疑問文 連立方程式の解法(4)～連立方程式の解法(7)
読解演習/HW:p73-75 p236

漢30-33・76-79の勉強
― 公民復習２

8/20 (火) ― ― 電流と発熱 ⾧文④U5 連立方程式の解法(8)～連立方程式の応用(3)
読解演習/HW:p180-181
漢34-37・80-83の勉強

― 公民復習３

8/22 (木) ― ― 運動 １４付加疑問文・否定疑問文 実力テスト対策
読解演習/HW:p174-175 p182-183

漢38-41・84-87の勉強
―

地歴復習
(実力テスト対策)

8/23 (金) ― ― 仕事とエネルギー １５名詞・冠詞 実力テスト対策
読解演習/HW:p76-78 p184

漢42-45・88-91の勉強
―

地歴復習
(実力テスト対策)

自立 自立＆小テスト 理科 英語 数学

― ― 実力テスト対策 実力テスト対策 実力テスト対策

自立 自立＆小テスト 理科 英語 数学 国語 国社テスト(直し) 社会

8/26 (月) ― ― 実力テスト対策 実力テスト対策 実力テスト対策
読解演習/HW:p175-176 p185

漢46-49・92-95の勉強
―

地歴復習
(実力テスト対策)

8/27 (火) ― ― 実力テスト対策 実力テスト対策 実力テスト対策
実力テスト対策/HW:p78-81 p186の10まで

漢50-53・96-99の勉強
―

地歴復習
(実力テスト対策)

8/29 (木) ― ― ― ― ―
実力テスト対策/HW:p187
漢54-57・100-103の勉強

― 実力テスト対策

8/30 (金) ― ― ― ― ―
実力テスト対策/HW:p188
漢58-61・104-107の勉強

― 実力テスト対策

8/31 (土)

　　サポートデー 19:10～

授業日

8/11(日)
　　　～8/13(火)

　　7月度平常授業3週目　（英国19:10～21:35）

授業日

　　なし

　　サポートデー 19:10～

　　サポートデー 19:10～

(土)

授業日

　　五ツ木プレテスト　14:00～18:30　＊全員参加

　　テスト直し、自立学習、サポート等　14:00～18:30　＊全員参加

8/10 (土)

　　テスト直し、自立学習、サポート等　14:00～18:30　＊全員参加

　盆特訓　10:30～17:00（昼食13:00～13:30)　＊全員参加

8/24

中3 SKクラス 授業カリキュラム＆時間割り



7/16 (火)

7/17 (水)

7/18 (木)

7/19 (金)

7/20 (土)

自立 理科 自立＆小テスト 数学 英語 国社テスト(直し) 社会 国語

7/22 (月) ― 日周運動と自転 ― 関数　y=ax2 実練　３助動詞 ― 国の政治の仕組み（１） p46-47,122

7/23 (火) ― 年周運動と公転 ― 関数　y=ax2の値の変化 実練　４文型 ― 国の政治の仕組み（２） p50-51,123

7/25 (木) ― 太陽と月 ― 関数　y=ax2の利用① 実練　５受け身 ― 地方自治と私たち p52-53,124

7/26 (金) ― 惑星と恒星 ― 関数　y=ax2の利用② 実練　６受け身 ― 消費生活と経済 p68-69,国文法の完成のp84-87

7/27 (土)

7/29 (月) ― 太陽と月 ― 放物線と直線① 実練　７現在完了１ ― 生産と労働 p72-73,144-145(前半）

7/30 (火) ― 惑星と恒星 ― 放物線と直線② 実練　８現在完了２ ― 価格の働きと金融 p74-75,144-145(後半)

8/1 (木) ― 生活とエネルギー ― 放物線と図形① 実練　９現在完了３ ― 政府の役割と国民の福祉 p78-79,128-129

8/2 (金) ― 科学技術の発展 ― 放物線と図形② 実練　１０不定詞１/五木 自由英作 ― これからの経済と社会 p80-81,国文法の完成のp88-91

8/3 (土)

8/5 (月) ― 生物と環境 ― 相似な図形① 実練　１１不定詞２ ― 国際社会の仕組み p132-134,146-147(前半)

8/6 (火) ― 自然の恵みと災害 ― 相似な図形② 実練　１２不定詞３ ― さまざまな国際問題 p135-137,146-147(後半）

8/8 (木) ― 生物の観察 ― 平行線と比 実練　１３動名詞 ―
これからの地球社会と日本、

国際問題のまとめ
p138-140,130

8/9 (金) ― 根・茎・葉のつくり ― 平行線と比 新中問　１４分詞 ― 公民復習１ p58-60

自立 理科 自立＆小テスト 数学 英語

― 細胞・消化と吸収 ― 中点連結定理 実練　１４分詞

自立 理科 自立＆小テスト 数学 英語 国社テスト(直し) 社会 国語

8/19 (月) ― 排出・刺激と反応 ― 図形の相似と計量
新中問　関係代名詞(主格）p124,126
実練p117-119(p116基本例文覚える）

― 公民復習２ p61-63

8/20 (火) ― 物質の性質 ― 図形の相似と計量 新中問  関係代名詞(目的格) p125,127-131　 ― 公民復習３ p85-87

8/22 (木) ― 水溶液の性質 ― 実力テスト対策 新中問　関係代名詞（所有格） ―
地歴復習

(実力テスト対策)
p94-95,131

8/23 (金) ― 物質の分解・化合 ― 実力テスト対策 実練　１６関係代名詞２ ―
地歴復習

(実力テスト対策)
p148-150,118-119(前半）

自立 理科 自立＆小テスト 数学 英語

― 実力テスト対策 ― 実力テスト対策 実力テスト対策

自立 理科 自立＆小テスト 数学 英語 国社テスト(直し) 社会 国語

8/26 (月) ― 実力テスト対策 ― 実力テスト対策 実力テスト対策 ―
地歴復習

(実力テスト対策)
p151-153,118-119(後半）

8/27 (火) ― 実力テスト対策 ― 実力テスト対策 実力テスト対策 ―
地歴復習

(実力テスト対策)
実力テスト対策

8/29 (木) ― ― ― ― ― ― 実力テスト対策 実力テスト対策

8/30 (金) ― ― ― ― ― ― 実力テスト対策 実力テスト対策

8/31 (土)

授業日

　　サポートデー 19:10～

　　サポートデー 19:10～

　　サポートデー 19:10～

　　なし

　　7月度平常授業3週目　（数学19:10～21:35）

　　テスト直し、自立学習、サポート等　14:00～18:30　＊全員参加

　　テスト直し、自立学習、サポート等　14:00～18:30　＊全員参加

8/10 (土)

8/11(日)
　　　～8/13(火)

　盆特訓　10:30～17:00（昼食13:00～13:30)　＊全員参加

授業日

8/24 (土)

授業日

　　五ツ木プレテスト　14:00～18:30　＊全員参加

中3 KIクラス 授業カリキュラム＆時間割り



7/16 (火)

7/17 (水)

7/18 (木)

7/19 (金)

7/20 (土)

自立 自立＆小テスト 英語 理科 数学 社会 国語 国社テスト(直し)

7/22 (月) ― ― 実練　３助動詞 日周運動と自転 平方根の復習 国の政治の仕組み（１） p46-47,122 ―

7/23 (火) ― ― 実練　４文型 年周運動と公転 平方根の復習 国の政治の仕組み（２） p50-51,123 ―

7/25 (木) ― ― 実練　５受け身 太陽と月 ２次方程式の解き方(平方根①) 地方自治と私たち p52-53,124 ―

7/26 (金) ― ― 実練　６受け身 惑星と恒星 ２次方程式の解き方(平方根②) 消費生活と経済 p68-69,国文法の完成のp84-87 ―

7/27 (土)

7/29 (月) ― ― 実練　７現在完了１ 太陽と月  2次方程式の解き方(解の公式/因数分解①) 生産と労働 p72-73,144-145(前半） ―

7/30 (火) ― ― 実練　８現在完了２ 惑星と恒星  2次方程式の解き方(解の公式/因数分解②) 価格の働きと金融 p74-75,144-145(後半) ―

8/1 (木) ― ― 実練　９現在完了３ 生活とエネルギー ２次方程式の利用① 政府の役割と国民の福祉 p78-79,128-129 ―

8/2 (金) ― ―
実練　１０不定詞１

五木 自由英作
科学技術の発展 ２次方程式の利用② これからの経済と社会 p80-81,国文法の完成のp88-91 ―

8/3 (土)

8/5 (月) ― ― 実練　１１不定詞２ 生物と環境 関数　y=ax2 国際社会の仕組み p132-134,146-147(前半) ―

8/6 (火) ― ― 実練　１２不定詞３ 自然の恵みと災害 関数　y=ax2の値の変化① さまざまな国際問題 p135-137,146-147(後半） ―

8/8 (木) ― ― 実練　１３動名詞 生物の観察 関数　y=ax2の値の変化②
これからの地球社会と日本、

国際問題のまとめ
p138-140,130 ―

8/9 (金) ― ― 新中問　１４分詞 根・茎・葉のつくり 関数　y=ax2の利用① 公民復習１ p58-60 ―

自立 自立＆小テスト 英語 理科 数学

― ― 実練　１４分詞 細胞・消化と吸収 関数　y=ax2の利用②

自立 自立＆小テスト 英語 理科 数学 社会 国語 国社テスト(直し)

8/19 (月) ― ―
新中問　関係代名詞(主格）p124,126
実練p117-119(p116基本例文覚える）

排出・刺激と反応 実力テスト対策 公民復習２ p61-63 ―

8/20 (火) ― ― 新中問  関係代名詞(目的格) p125,127-131　 物質の性質 実力テスト対策 公民復習３ p85-87 ―

8/22 (木) ― ― 新中問　関係代名詞（所有格） 水溶液の性質 実力テスト対策
地歴復習

(実力テスト対策)
p94-95,131 ―

8/23 (金) ― ― 実練　１６関係代名詞２ 物質の分解・化合 実力テスト対策
地歴復習

(実力テスト対策)
p148-150,118-119(前半） ―

自立 自立＆小テスト 英語 理科 数学

― ― 実力テスト対策 実力テスト対策 実力テスト対策

自立 自立＆小テスト 英語 理科 数学 社会 国語 国社テスト(直し)

8/26 (月) ― ― 実力テスト対策 実力テスト対策 実力テスト対策
地歴復習

(実力テスト対策)
p151-153,118-119(後半） ―

8/27 (火) ― ― 実力テスト対策 実力テスト対策 実力テスト対策
地歴復習

(実力テスト対策)
実力テスト対策 ―

8/29 (木) ― ― ― ― ― 実力テスト対策 実力テスト対策 ―

8/30 (金) ― ― ― ― ― 実力テスト対策 実力テスト対策 ―

8/31 (土)

授業日

　　サポートデー 19:10～

　　サポートデー 19:10～

　　サポートデー 19:10～

　　なし

　　7月度平常授業3週目　（数学19:10～21:35）

　　テスト直し、自立学習、サポート等　14:00～18:30　＊全員参加

　　テスト直し、自立学習、サポート等　14:00～18:30　＊全員参加

8/10 (土)

8/11(日)
　　　～8/13(火)

　盆特訓　10:30～17:00（昼食13:00～13:30)　＊全員参加

授業日

8/24 (土)

授業日

　　五ツ木プレテスト　14:00～18:30　＊全員参加

中3 MEクラス 授業カリキュラム＆時間割り


