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夏は

アクティブ

ラーニング

2021 
SUMMER 
COURSE 

小学生案内 7/26～8/31 

夏期講習期間 

「学ぶ」を「学ぶ」 

成績を上げる夏のTTC 

 T…授業 

 T…演習 

 C…コーチング 

2021.5.15大山教室版  

※状況により適切な変更を行うことがあります。 



1 

 

 

小６受 小５受 小４受 小６貫 小５貫 ５６ピラ ３４ピラ 小３受

7月21日 (水)

7月22日 (木)

7月23日 (金)

7月24日 (土)

7月25日 (日)

7月26日 (月) ① ① ① ①

7月27日 (火) ② ② ② ②

7月28日 (水) ③ ③ ③ ③

7月29日 (木) ④ ④ ④ ④

7月30日 (金) ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

7月31日 (土)

8月1日 (日)

8月2日 (月) ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ① 国算① 国算① ①

8月3日 (火) ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ② 国算② 国算② ②

8月4日 (水) ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ③ 国算③ 国算③ ③

8月5日 (木) ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ④ 国算④ 国算④ ④

8月6日 (金) ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑤ 国算⑤ 国算⑤ ⑤

8月7日 (土)

8月8日 (日)

8月9日 (月)

8月10日 (火) 集中特訓 集中特訓

8月11日 (水) 集中特訓 集中特訓

8月12日 (木) 集中特訓 集中特訓

8月13日 (金) 集中特訓 集中特訓

8月14日 (土)

8月15日 (日)

8月16日 (月) ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ⑥ 国算⑥英① ⑥

8月17日 (火) ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ ⑦ 国算⑦英② ⑦

8月18日 (水) ⑬ ⑬ ⑬ ⑬ ⑧ 国算⑧英③ ⑧

8月19日 (木) ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ ⑨ 国算⑨英④ ⑨

8月20日 (金) ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ ⑩ 国算⑩英⑤ ⑩

8月21日 (土)

8月22日 (日)

8月23日 (月) ⑯ ⑯ ⑯

8月24日 (火) ⑰ ⑰

8月25日 (水) ⑱ ⑱

8月26日 (木) ⑲ ⑲

8月27日 (金) ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ テスト ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ

8月28日 (土)

8月29日 (日) テ・説 テ・説 テスト

8月30日 (月) ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ

8月31日 (火) ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ

9月1日 (水)

フォロー

＆テスト

休業日

休業日

休業日

新学期開始

１学期平常授業 最終日

フォロー

＆テスト

フォロー

＆テスト

フォロー

＆テスト

フォロー

＆テスト

フォロー

＆テスト

休業日

休業日

祝日振替日のためお休み

休業日

休業日

夏季休業期間 夏季休業期間

祝日のためお休み

祝日のためお休み

夏期講習準備日　・授業なし・質問対応不可

夏期講習準備日　・授業なし・質問対応不可

休業日

休業日
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小学生夏期講習案内 

小１・２わくわくワークルーム      

学習習慣をつけ，自分で取り組む学習スタイルの夏に！ 

 勉強に自分から取り組めるようになると，効果が非常に大きくなります。ワークに自分で取り組み，知識やル

ールを定着させること。国語や算数の基礎的な力，読み書き計算を深く定着させ思考力を伸ばすための土台を作

ります。また，理科や社会への興味を伸ばす調べ学習に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

小３・４ピラミッド＆TTC 

様々な進路に向けて基礎固めの夏！ 

中学受験をするのか？高校受験にするのか？公立一貫校にチャレンジするのか？いろいろな可能性を考えられる

のがこの学年です。この長い夏休みに基礎を固め目標に応じた力を養いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

小５・６ピラミッド＆TTC       

高校受験に向けて準備する！ 

小学校で習ったこと特に小５・６で学習する単元は，高校受験の学習でも重要な基礎になります。ここで今まで学習し

たことを復習し，定着させることが上位校を目指すために必要になります。小学校のこの時期に学習習慣を身につけ，

学校でも成績上位の位置につけておきましょう。中学進学時に特進クラスに入ることが目標になります。英語の先取り

もそれを保証するものになります。 

 

  

＜日程＞ 

応相談 (60分×5日間) 

＜受講料(税込)＞ 

国算 8,800円  /   英国算 11,000円  テキスト代 各実費 

＜日程＞ 

国語＋算数   ８月２日(月)～６日(金) 各４５分×５日間  

ピラミッドテスト ８月２６日(木)予定 

＜受講料(税込)＞ 

 13,200円  テキスト代 各実費 

 

＜日程＞ 

 国語＋算数   ８月２日(月)～６日(金) １６日(月)～２０日(金) 各４５分×１０日間 

英語   ８月１６日(月)～２０日(金)  ４５分×５日間 

ピラミッドテスト ８月２６日(木)予定 

＜受講料(税込)＞ 

国語＋算数  27,500円 テキスト代 各実費 

英語  6,600円 テキスト代 実費 
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小学生夏期講習案内 

四谷大塚中学受験コース 小３受験    

 

 中学受験の基礎を固める夏！ 
 

 受験勉強を始めて約半年が過ぎました。思考レベルの高い問題に苦労している場合もあるかもしれません。夏休み

の１０日間の集中した学習は，学習習慣を創りじっくり考える勉強をする最大のチャンスです。また，この機会に計算検

定に積極的に取り組み，計算力を高めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四谷大塚中学受験コース 小４受験    

思考力を伸ばす夏！ 
 本格的な受験勉強を始めて約半年がすぎました。学習も難しさを増し，苦手も出てくる時期です。時間のある夏は今

までの学習を振り返り，理解が不十分な単元を学習し直すことができます。また，レベルの高い問題にチャレンジし，上

位校合格に不可欠な思考力をつけるチャンスでもあります。16 日間の講習会でそれぞれの目標を立てて取り組みまし

ょう。 

 

 

  

＜日程＞ 

国語＋算数  ８月２日(月)～６日(金) １６日(月)～２０日(金) 各７０分×１０日間  

夏期確認テスト ８月２６日(木)予定 

＜受講料(税込)＞ 

 24,200円 テキスト代 各実費 

 

＜日程＞ 

必修４科  各４５分×４コマ×１６日間 

７月２６日(月)～３０日(金)、８月２日(月)～６日(金)  

８月１６日(月)～２０日(金)、８月２３日(月)  

夏期確認テスト ８月２６日(木)予定 

＜受講料(税込)＞ 

 46,200円 テキスト代 5,280円 
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小学生夏期講習案内 

四谷大塚中学受験コース 小５受験    

夏はレベルを上げる最大のチャンス！ 
 小５で受験勉強に必要な内容がほとんど出てくる予習シリーズは，その理解度が受験のレベルを左右します。ここで

必要な内容を復習し整理することで自分を 1つ上の段階へ上げることができます。19日間の効果的な演習と集中学習

でレベルアップを狙いましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四谷大塚中学受験コース 小６受験    

全ての単元をやり直し，入試レベルに引き上げる！ 
 いよいよ最も重要な夏がやってきます。時間が確保できるこの夏に全ての単元をやり直し，理解が不十分なところを

補うことが必要です。さらに，①受験を勝ち抜く長時間学習に慣れる ②朝型の学習習慣や優先順位などの受験を支え

る「習慣」づくりを行うこと ③不得意克服 ④記述力を鍛え文章できちんと答えられるレベルを作ること などが夏期講

習の目標になります。９月以降は「志望校別特訓」や「過去問演習」が始まり入試問題そのものを解き，いかに得点する

かが課題になってきます。夏休み中にＫ・Ｙ（こだわってやり直し）などの学習法を身につけましょう！ 
 
 

 

  

＜日程＞ 

必修４科    各４５分×５コマ×１９日間 １３：００～１７：０５ 

７月２６日(月)～３０日(金)、８月２日(月)～６日(金)  

８月１６日(月)～２０日(金)、８月２３日(月)～２６日(木) 

 選択 学習指導ルーム  ４科と同日程、１７：１０～１８：４５ 

夏期確認テスト  ８月２７日(金)予定 

＜受講料(税込)＞ 

 必修４科  60,500円 テキスト代 5,280円 

選択学習指導ルーム  11,000円 

＜日程＞ 

必修４科    各４５分×９コマ×１９日間 ９：００～１７：０５ 

７月２６日(月)～３０日(金)、８月２日(月)～６日(金)  

８月１６日(月)～２０日(金)、８月２３日(月)～２６日(木) 

必修インテンシブ ８月２７日(金)・３０日(月)・３１日(火) 

 選択 学習指導ルーム  ４科と同日程、１７：１０～１８：４５ 

夏期確認テスト  ８月２９日(日)予定 

＜受講料(税込)＞ 

 必修４科＋ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ 104,500円 テキスト代 6,160円 

選択学習指導ルーム  11,000円 

 

＜レベルアップの行事＞ 

小６夏期集中特訓 ８月１０日(火)～１３日(金) 

参加費用 35,200円(税込) 
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小学生夏期講習案内 

小５公立一貫校受検コース      

レベルに合わせた演習と不得意克服！ 
 夏までに学習した内容の中で不得意を残さず，レベルを上げる演習で力をつけます。適性検査を解くために必要な知

識の習得と，適性検査型の問題を演習し解き方を学びます。また，記述力をつけるためにもこの夏休みは有効です。

作文課題は添削して，どのように書けばいいのかに気づかせます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小６公立一貫校受検コース      
 

記述力のアップが最重要課題！ 
 基礎学力と応用力，作文力等これまでの訓練に加えて，さらに記述力のアップと入試問題へのアプローチをねらいま

す。記述においては，単に書けるだけでなく，表現力を上げていく指導が必要です。添削も含めて長い夏休みを利用し

て大きく成長させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日程＞ 

必修文理  各４５分×４コマ×１０日間 １３：００～１６：１５ 

８月２日(月)～６日(金)、８月１６日(月)～２０日(金) 

進研テスト ８月２６日(木)予定 

公中検模試 ８月２９日(日)予定 別途お申し込みが必要です 

＜受講料(税込)＞ 

 34,650円 テキスト代 各実費 ※通年テキストも使用予定 

＜日程＞ 

必修 適性検査対策 各４５分×５コマ×１５日間 １３：００～１７：０５ 

７月２６日(月)～３０日(金)、８月２日(月)～６日(金)  

８月１６日(月)～２０日(金) 

必修 インテンシブ ８月２７日(金)・３０日(月)・３１日(火) 

選択 学習指導ルーム  適性検査対策と同日程、１７：１０～１８：４５ 

進研テスト  ８月２６日(木)予定 

公中検模試  ８月２９日(日)予定 別途お申し込みが必要です 

＜受講料(税込)＞ 

 必修文理＋ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ 49,500円 テキスト代 各実費 ※通年テキストも使用予定 

選択学習指導ルーム  11,000円 

 

＜レベルアップの行事＞ 

小６夏期集中特訓 ８月１０日(火)～１３日(金) 

参加費用 35,200円(税込) 

 


