２学期からは
重要単元が目白押し！

２学期授業 ９月２日（土）

から順次開講

夏期講習を受講する人は２学期の内容を見据えて学習しよう。
夏休みで学んだ解法力と思考力は、継続して身につけよう！２学期からは重要単元が目白押し！
普段から習慣的に学習効果の高い問題と原理から考える思考力を身につけることで本当の学力を築けるぞ！

２学期入学説明会

高校受験を目指す 小学５年生～中学３年生 保護者対象
参加無料・事前予約制

8/２７（日）１６：１５～１７：３０
実施校舎：千里中央本部校・阪急豊中校
保護者対象の入学説明会を 8/27(日)に実施します。入学選抜テストと合わせ、ご家族にてご参加ください。

中１・中２ 英数国 入学選抜テスト

高校受験を目指す 中学１年生・２年生 生徒対象
参加無料・事前予約制

8/２７（日）１６：００～１８：５０ 英語・数学・国語（各 5０分）
実施校舎：千里中央本部校・阪急豊中校
このテストを受験いただくことで、現在の学力分析・理解状況を確認していただくことができます。また、2 学
期からの通常授業のクラス認定を取得いただくことも可能です。試験範囲はお問合せください。

小５・小６ 算国学力判定テスト/説明会

高校受験を目指す 小学５年生・６年生
参加無料・事前予約制

児童・保護者対象

8/２７（日）１３：００～１５：３０
実施校舎：千里中央本部校・阪急豊中校
小学校５・６年生を対象に、基本的な内容を問う、算数・国語のテスト(各 40 分)を実施します。テスト実施後に
は、駿台・浜学園講師による解説授業(算国各 25 分)を実施します。また、お子様のテスト中には、保護者様向け
の説明会・個別相談会を実施し、解説授業は保護者の方も参観いただけます。

事前予約制

『駿台・浜学園ではどのような授業が行われているのか？』『通ってい
る生徒たちはどのように授業にのぞんでいるのか？』『駿台・浜学園の
先生はどんな先生なのか？』という疑問に対して、普段通われていない
生徒のみなさまに、授業を体験いただく公開無料体験授業を設けまし
た。この機会に駿台・浜学園の『本質をつかむ授業』を体験してくださ
い。
●定員満了となったクラスの授業も体験できますが、椅子のみでの受講と
なる場合がございますので、ご了承ください。

●受講は、期間中お 1 人様につき各教科 1 回までとさせていただきます。
授業日程・時間は以下をご確認ください。

２学期通常授業 入学受付中！ ＜通常授業時間割＞
＜千里中央本部校＞
月

火

水

木

金

土

小
５

算数

国語

英語

17：00～18：20

17：00～18：20

17：00～17：50

小
６

英語

国語

算数

17：00～17：50

17：00～18：20

17：00～18：20

中
１

数学

理・社※

19：00～20：15

19：00～20：15

英語

国語

20：25～21：40

20：25～21：40

日

数学
16：50～18：05

英語
18：35～19：50

国語
20：00～21：15

国語

中
２

英語

19：00～20：15

数学

19：00～21：30

理・社※

19：00～21：30

文理学科特訓
（英数国）
17：40～21：00

20：25～21：40

社会

中
３

英語

国語

数学

18：50～21：40

18：50～21：40

18：50～21：40

18：50～20：05

文理学科特訓
（英数国）

理科

15：10～21：20

20：15～21：30

中１の英語・数学・国語は複数曜日設置しておりますが、各科目いずれか１つの曜日をご選択いただきます。

※中１・中２理科・社会は隔週で理社を交互に授業いたします。

＜阪急豊中校＞
月

火

水

木

金

土

小
５

国語

算数

英語

17：00～18：20

17：00～18：20

17：00～17：50

小
６

国語

算数

英語

17：00～18：20

17：00～18：20

17：00～17：50

中
１

英語

数学

理・社※

18：50～20：05

18：50～20：05

18：50～20：05

数学

数学

英語

国語

20：15～21：30

20：15～21：30

20：15～21：30

20：15～21：30

日

国語

中
２

数学
18：50～21：20

18：50～20：05

英語

理・社※

18：50～21：20

20：15～21：30

理科

中
３

国語

英語

18：50～20：05

18：50～21：40

18：50～21：40

社会

数学
18：50～21：40

日曜特訓
演習
（５科目）

20：15～21：30

中１の英語・数学・国語は複数曜日設置しておりますが、各科目いずれか１つの曜日をご選択いただきます。

※中１・中２理科・社会は隔週で理社を交互に授業いたします。

通常授業認定方法
① 夏期講習マスターテスト結果による受講認定
夏期講習の各講座最終日にマスターテストを実施します(一部テストのない講座もあります)。
そのテストの結果にて、通常授業の認定取得が可能です。

② ８/２７(日)実施 中１・中２入学選抜テストによる受講認定
8/27(日)実施の入学選抜テストを受験し、その得点状況により、通常授業の受講認定が与えら
れます。問題・解答解説も配布します。理科・社会は数学・国語の結果による認定となります。
本選抜テストは当日実施のみとなります。

③ スタートアップテスト(入学テスト)受験による受講認定
各教科５０分の入学テストです。入学選抜テストと異なり、受講希望の１科目から受験可能
です。ただし、スタートアップテストでは問題回収とし、解答解説の配布も行いません。

④ 今年度中受験の模試による受講認定
駿台模試や五ツ木模試など、今年度中実施の模試結果による受講認定も可能です。ただし、模
試認定に関しては、電話等による認定基準のお知らせは行いません。模試結果を持参いただい
ての判定となります。

⑤ 小学生は学習状況面談による認定
小学生の入学テストは実施いたしません。別途、入学希望の方は、ご来校いただいての学習状
況面談(お子様と保護者様)を実施させていただきます(30 分程度)。
フレンドシップキャンペーン開始！
お友達の紹介やお友達と一緒に入学すると、２人に図書カードをプレゼント！

いよいよ９月開講!！

小学５年生授業のご案内
小５クラスカリキュラム（９月～３月）
算 数

国 語

英 語（小５・小６合同）

分数と整数・小数

読解編①（物語文-場面の読み取り）

アルファベット 大文字

分数のかけ算とわり算

読解編②（物語文-心情の読み取り）

身の回りの単語

分数のまとめ

知識編①（類義語）

this／that

体積

読解編③（物語文-主題の読み取り）

this／that の否定文と疑問文

容積

読解編④（説明文-指示語）

What is～？

体積と容積のまとめ

知識編②（対義語）

I am／You are

合同

読解編⑤（説明文-接続語）

He is／She is

三角形と四角形の角

読解編⑥（説明文-文章の要点）

They are／We are

いろいろな角の大きさ

知識編③（主語・述語・修飾語）

my/your/his/her 所有格

三角形と四角形の面積

読解編①（随筆-事実と意見）

形容詞

いろいろな図形の面積

読解編②（随筆-細部の読み取り）

疑問文のまとめ

三角形や四角形の面積のまとめ

知識編④（文節・文の組み立て）

数字

正多角形と円

読解編③（随筆-主題の読み取り）

名詞の複数形

いろいろな立体

読解編④（論説文-段落の構成）

一般動詞

いろいろな立体のまとめ

知識編⑤（ことわざ・慣用句）

一般動詞の否定文・疑問文

割合

読解編⑤（論説文-文章の構成）

一般動詞（三人称単数）

割合のまとめ

読解編⑥（論説文-主張の読み取り）

一般動詞の否定文・疑問文

帯グラフと円グラフ

知識編⑥（体言・用言・体言用言以外の自立語）

一般動詞のまとめ

変わり方

読解編⑦（詩-心情の読み取り）

ｂｅ動詞総合演習

小５のまとめ１

読解編⑧（詩-主題の読み取り）

一般動詞総合演習

小５のまとめ２

知識編⑦（助詞・助動詞）

総合演習回

※カリキュラムは若干の修正を行う場合もあります。
※基本、月３回授業で実施します。英語授業は英語初学者向けに実施しますので、小５・小６合同クラスとなります。
※小６生～中３生のカリキュラムは入学案内に掲載しておりますのでご確認ください。

千里中央本部校

<受付…月曜除く 14：00～21：30＞

ＴＥＬ:06-6835-7800

阪急豊中校

<受付…日曜除く 14：00～21：30＞

ＴＥＬ:06-6848-7100
駿台・浜学園

検 索

http://www.sundai-hama.co.jp

ＦＡＸ:06-6835-7810
ＦＡＸ:06-6848-7102

