
2016/12～2017/1 冬期講習会カリキュラム
名門小学校受験

ウエルストリーム

新年長 ベーシックコース
前期 後期

12月24日 12月25日 12月26日 1月5日 1月6日 1月7日

土 日 月 木 金 土

１時間目 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ 算数１ 総合２

15:00～15:30 てんびん１ 社会常識１ 重さ比べ２ 仲間はずれ２ つりあい１ 科学的常識５

２時間目 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ 総合１ 算数２

午 15:35～16:05 絵の合成(1) 図形分割(1) 線つなぎ(1) 図形の構成 点つなぎ(1) 展開図(1)

後 ３時間目 国語 記憶 国語 記憶 国語 記憶

16:10～16:40 言葉の表現 位置の基本２ しりとり３ 位置の回転１ 音数 位置の表し方１

４時間目 造形 行動観察 読解指導 行動観察 造形 読解指導

16:45～17:15 絵画講座５ 私の家族 入試講演＆父母講座 ドリブル 工作(節分) 入試講演＆父母講座

新年長 １．５倍ハイパーコース
前期 後期

12月24日 12月25日 12月26日 1月5日 1月6日 1月7日

土 日 月 木 金 土

１時間目 総合２ 算数１ 総合２

9:30～10:00 仲間はずれ２ つりあい１ 科学的常識５

２時間目 算数２ 総合１ 算数２

午 10:05～10:35 図形の構成 点つなぎ(1) 展開図(1)

前 ３時間目 記憶 国語 記憶

10:40～11:10 位置の回転１ 音数 位置の表し方１

４時間目 行動観察 造形 行動観察

11:１5～11:45 ケンパー 工作(お正月) はさみ切り大会

１時間目 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ 算数１ 総合２

15:00～15:30 てんびん１ 社会常識１ 重さ比べ２ 仲間はずれ２ つりあい１ 科学的常識５

２時間目 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ 総合１ 算数２

午 15:35～16:05 絵の合成(1) 図形分割(1) 線つなぎ(1) 図形の構成 点つなぎ(1) 展開図(1)

後 ３時間目 国語 記憶 国語 記憶 国語 記憶

16:10～16:40 言葉の表現 位置の基本２ しりとり３ 位置の回転１ 音数 位置の表し方１

４時間目 造形 行動観察 読解指導 行動観察 造形 読解指導

16:45～17:15 絵画講座５ 私の家族 入試講演＆父母講座 ドリブル 工作(節分) 入試講演＆父母講座

新年長 前期集中コース 絶対合格の信念

前期
12月24日 12月25日 12月26日 　　＊　進捗度別グループ編成をした上で上記カリキュラムを実施

土 日 月 　致します。

１時間目 総合２ 算数１ 総合２ 　　＊　冬期講習会前期午前と冬期講習会後期午後とはほとんんど

9:30～10:00 仲間はずれ２ つりあい１ 科学的常識５ 　　　　　同一カリキュラムです。

２時間目 算数２ 総合１ 算数２ 　　＊　１．５倍ハイパーコースを選択した方は前期のみ１日コース

午 10:05～10:35 図形の構成 点つなぎ(1) 展開図(1) 　　　　　(午前＋午後)となります。その場合、前期午前と後期午後のカリ

前 ３時間目 記憶 国語 記憶 　　　　　キュラムは重複しますが、プリント（教材)を先に進めます

10:40～11:10 位置の回転１ 音数 位置の表し方１ 　　　　　のでさらに学習効果が上がります。

４時間目 行動観察 造形 行動観察 　　＊　カリキュラムは開智小、さとえ小、星野小、西武文理小及び

11:１5～11:45 ケンパー 工作(お正月) はさみ切り大会 　　　　　都区内私立小の入試傾向に対応しています。

　　＊　入試まで10ヶ月余りとなった新年長さんには１．５倍ハイパー

１時間目 算数１ 総合２ 算数１ 　　　　　コースをお勧めいたします。

15:00～15:30 てんびん１ 社会常識１ 重さ比べ２ 　　＊　新年中クラスは新年長クラスと同一カリキュラムですが、

２時間目 総合１ 算数２ 総合１ 　　　　　授業内容・使用教材はもちろん異なり、新年中専用教材です。

午 15:35～16:05 絵の合成(1) 図形分割(1) 線つなぎ(1)

後 ３時間目 国語 記憶 国語

16:10～16:40 言葉の表現 位置の基本２ しりとり３

４時間目 造形 行動観察 読解指導

16:45～17:15 絵画講座５ 私の家族 入試講演＆父母講座

新年中ベーシックコース
前期 後期

12月24日 12月25日 12月26日 1月5日 1月6日 1月7日

土 日 月 木 金 土

１時間目 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ 算数１ 総合２

9:30～10:00 てんびん１ 社会常識１ 重さ比べ２ 仲間はずれ２ つりあい１ 科学的常識５

２時間目 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ 総合１ 算数２

午 10:05～10:35 絵の合成(1) 図形分割(1) 線つなぎ(1) 図形の構成 点つなぎ(1) 展開図(1)

前 ３時間目 国語 記憶 国語 記憶 国語 記憶

10:40～11:10 言葉の表現 位置の基本２ しりとり３ 位置の回転１ 音数 位置の表し方１

４時間目 造形 行動観察 読解指導 行動観察 造形 読解指導

11:１5～11:45 絵画講座５ 私の家族 入試講演＆父母講座 ドリブル 工作(節分) 入試講演＆父母講座


