
実施回 予習シリーズ 新演習 実施回 予習シリーズ 新演習 実施回 予習シリーズ 新演習

4年上1回 かけ算とわり算 かけ算・わり算 5年上1回 倍数と約数 植木算と周期算 6年上1回 文章題（１） 三角形の面積の比

4年上2回 角の大きさと性質 小数の性質とたし算・ひき算 5年上2回 平均 約数と倍数 計算のきまり 6年上2回 数と規則性（１） 食塩水と比の利用

4年上3回 計算のきまりと順序 和差算 5年上3回 多角形の性質 いろいろな面積 6年上3回 平面図形（１） 仕事算 ニュートン算

4年上4回 和差算 角の性質、平行線と角 5年上4回 割合（２） 等差数列 6年上4回 条件生理・場合の数 速さと比

4年上5回 総合 総合 5年上5回 総合 総合 6年上5回 総合

4年上6回 植木算 正方形と⾧方形の性質 5年上6回 円（２） 円と多角形 6年上6回 立体図形（１） 面積比と相似の利用

4年上7回 小数（１） 計算のきまり、逆算、虫食い算 5年上7回 食塩水 割合と線分図 6年上7回 数と規則性（２） 回転移動、転がり移動

4年上8回 分数（１） 植木算 5年上8回 売買損益 割合の利用 百分率と歩合 6年上8回 速さ（１） 流水算

4年上9回 正方形と⾧方形 三角形の性質 5年上9回 差集め算 消去算、代入算 6年上9回 総合 条件整理と推理の利用

4年上10回 総合 総合 5年上10回 総合 総合 6年上10回 文章題（２） 総合

4年上11回 大きな数とおよその数 おおきな数とおよその数 5年上11回 柱体とすい体 円とおうぎ形 6年上11回 数と規則性（３） 水量変化と比の利用

4年上12回 三角形の性質 周期算 5年上12回 場合の数（３） つるかめ算 6年上12回 平面図形（２） 速さと比の利用

4年上13回 周期算 分数の性質、分母が等しい分数のたし算・ひき算 5年上13回 場合の数（４） 平均の面積図 6年上13回 変化とグラフ 規則に関する問題

4年上14回 立方体と直方体（１） 立方体と直方体のせいしつ 5年上14回 数に関する問題 角柱と円柱 6年上14回 立体図形（２） 平行移動とおうぎ形の転がり

4年上15回 総合 総合 5年上15回 総合 総合 6年上15回 総合

4年上16回 等差数列 小数と整数の計算 およその数 5年上16回 速さ（２） 食塩水の問題 6年上16回 平面図形（３） いろいろな場合の数

4年上17回 つるかめ算 正方形と⾧方形の面積 5年上17回 容器と水量（１） 水量の変化とグラフ 6年上17回 速さ（２） いろいろなつるかめ算

4年上18回 四角形の面積 日数・曜日の計算 5年上18回 旅人算とグラフ（１） 表とグラフ 6年上18回 合不合判定テスト 立体と投影図

4年上19回 三角形の面積 表とベン図 条件生理と推理 5年上19回 旅人算とグラフ（２） 場合の数 ならべ方 6年上19回 総合 立体の切断

4年上20回 総合 総合 5年上20回 総合 総合 6年上20回 なし 総合

4年下1回 約数と公約数 小数の計算 5年下1回 比（１） 数の性質 素因数分解とN進法

4年下2回 倍数と公倍数 四角形の性質と面積 5年下2回 比（２） 速さの性質

4年下3回 条件生理と推理 分配算 5年下3回 平面図形と比（１） 差集め算

4年下4回 円（１） 約数と公約数 5年下4回 平面図形と比（２） 角すい、円すい

4年下5回 総合 総合 5年下5回 総合 総合

4年下6回 分配算 倍数と公倍数 5年下6回 速さと比（１） 場合の数 えらび方

4年下7回 少数（２） 三角形の面積 5年下7回 速さと比（２） 旅人算

4年下8回 分数（２） 分母が異なる分数の足し算引き算 5年下8回 平面図形と比（３） 比の性質

4年下9回 方陣算 方陣算 5年下9回 規則性に関する問題 合同と相似

4年下10回 総合 総合 5年下10回 総合 総合

4年下11回 分数（３） 分数と整数のかけ算わり算、分数と小数 5年下11回 速さと比（３） 比の利用

4年下12回 消去算 分数と整数のかけ算わり算 5年下12回 流水算・通過算 方陣算 いろいろな数列

4年下13回 割合（１） 平均とグラフ 5年下13回 仕事算 正比例と反比例

4年下14回 場合の数（１） 展開図と見取り図 5年下14回 容量と水量（２） 図形上の点の移動

4年下15回 総合 総合 5年下15回 総合 総合

4年下16回 立方体と直方体（２） ならべ方 5年下16回 和と差に関する問題 通過算、時計算

4年下17回 速さ（１） えらび方 5年下17回 図形の移動（１） 対称な図形、影の問題

4年下18回 場合の数（２） 総合 5年下18回 図形の移動（２） 総合

4年下19回 総合 なし 5年下19回 総合 なし ©ハイブリッド型中学受験のすゝめ


