
3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

※新小１生の方は小１先取り授業となります。

※【新中１生・新高１生 入塾特典】　４月の通常授業は、４コマ受講するごとに、無料で２コマ受講できます。

20:30

Hamax　2023春期個別講習会　案内

開始時間 20:40

◆春期個別講習期間　時間割

コマ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

◆スケジュール

３月第④週 ４月第①週

※開講日時や拡大時間は各校舎によって異なります。詳細は各校舎から配布するスケジュール表をご確認ください。

10:00 11:20 12:40 14:00 15:20 16:40

１対１【１コマあたり】 ¥6,380 ¥6,380 ¥6,380

日時

曜日

講数 ３月第②週 ３月第③週

⑨

21:50終了時間 11:10

◆春期個別講習 特別受講料

18:00 19:20

12:30 13:50 15:10 16:30 17:50 19:10

新小１・新小２・新小３　受講料一覧
１コマあたりの受講料

新小１ 新小２ 新小３

２対１【１コマあたり】 ¥4,070 ¥4,070 ¥4,070

新小４・新小５・新小６　受講料一覧
１コマあたりの受講料

新小４ 新小５ 新小６ （中学受験用）

２対１【１コマあたり】 ¥4,070 ¥4,070 ¥4,070 ¥4,620

１対１【１コマあたり】 ¥6,380 ¥6,380 ¥6,380 ¥7,480

新中１・新中２・新中３　受講料一覧
１コマあたりの受講料

新中１ 新中２ 新中３

２対１【１コマあたり】 ¥4,070 ¥4,290 ¥4,290

１対１【１コマあたり】 ¥6,380 ¥6,380 ¥6,380

新高１・新高２・新高３　受講料一覧
１コマあたりの受講料

新高１ 新高２ 新高３

２対１【１コマあたり】 ¥4,620 ¥4,620 ¥4,620

１対１【１コマあたり】 ¥7,480 ¥7,480 ¥7,480

※１コマからお申込み可能です。各教室担当が、コマの受講数・内容についてご相談いたします。
※入塾を前提に受講される場合は塾生料金で受講することが出来ます。　※手続きは初講日までにして頂く必要があります。
※その他諸費用　 入塾金　　　 13,200円【入塾される場合】
　　　　　　　　　　　　登録費　　　　3,300円【初回の申込時のみ必要となります。】
　　　　　　　　　　　　指導関連費　2,200円
　　　　　　　　　　　　教材費　　　　購入希望の方は、実費（販売価格）。

・春期個別講習後の授業料

受講料
１コマ 新小１～新小４ 新小５～新小６

新中１～新中２ 新中３～新高２ 新高３
基礎学力 中学受験

２対１ ¥3,630 ¥3,630 ¥4,180 ¥3,850 ¥4,180 ¥4,400

１対１ ¥5,500 ¥5,500 ¥6,600 ¥5,500 ¥6,600 ¥8,800



説明文②

光の進み方②

日本の都市

小学校準備　国語

まとめの問題(１) まとめの問題(２)

説明文(２)

基礎定着 数とたし算・ひき算 かけ算 時こくと時間

ジュニア新演習　国語　春期

新小３　講座名 １講座 ２講座 ３講座

説明文(１)

いろいろな形

まとめの問題① まとめの問題②中学受験 物語① 物語② 説明文①

中学受験 ならべ方・選び方 植木算と周期算 数と計算 平面図形 計算問題 総合問題

標準 新演習　算数　春期

文章題 説明文(２) 説明文(３) 情報

総合

基本中心 角と面積 直方体と立方体 表とグラフ

総合問題

総合問題

記述・作図 総合問題Ｊコース 歴史 古代国家と武家政治 武家政治の変動 封建社会・近代国家 二つの世界大戦

２年の総合

社会
Ｉコース 地理・歴史 世界地理 日本地理 古代国家 武家政治の始まり 武家政治の変動

理科
Ｇコース １年の総合 物理問題 化学問題 生物問題 地学問題 １年の総合

Ｈコース ２年の総合 物理問題 化学問題 生物問題 地学問題

国語
Ｅコース 文章題 説明的文章（１） 説明的文章（２） 小説文 随筆文

Ｆコース 語句問題 漢字の構成 熟語の構成 自立語 付属語

総合問題

情報 古典

同音異義語・同訓異字 熟語・故事成語

比較 文構造・接続詞

総合問題② 総合問題③

連立方程式 １次関数とグラフ

思考力・表現力

総合問題①
英語

Ｃコース 復習 未来 助動詞 不定詞 動名詞

Ｄコース 予習中心 文構造・接続詞 受動態 現在完了

熟語の構成 自立語・付属語

１講座 ２講座 ３講座 ４講座 ５講座 ６講座

Ａコース

新中３　講座名

数学
Ｂコース

図形の性質 確率 データの比較

予習中心 確率・データの比較 多項式の計算① 多項式の計算② 総合問題① 総合問題②

復習 式の計算

数学

総合問題② 総合問題③

国語
Ｅコース 文章題 説明的文章（１） 説明的文章（２） 小説文 随筆文 情報

Ｄコース 予習中心 過去形・過去進行形 未来 助動詞 総合問題①

詩歌・古典

Ｆコース 語句問題 類義語・対義語 ことわざ・慣用句 文の組み立て 漢字の部首・画数・音訓

英語
Ｃコース 復習 be動詞・一般動詞 名詞・形容詞・副詞 現在進行形 いろいろな疑問文 過去形 過去進行形

１講座 ２講座 ３講座 ４講座 ５講座 ６講座新中２　講座名

Ｂコース 正負の数・文字と式 1次方程式 式の計算① 式の計算②

平面図形 空間図形 比例と反比例

予習中心 総合問題①

Ａコース 復習 正負の数 文字と式 1次方程式

総合問題②

古典

Ｆコース 語句問題 主語・述語・修飾語 ことわざ・慣用句 熟語の構成 同音異義語・同訓異字 敬語 漢字の意味
国語

Ｅコース 文章題 説明的文章（１） 説明的文章（２） 小説文 随筆文 情報

Ｄコース 発展用 What would you like? How much is it? What time～? wanat to

思考力・表現力

１講座 ２講座 ３講座 ４講座 ５講座 ６講座

英語
Ｃコース 入門用 ～は・・・です when what can who where

数学

It's～ 過去形

Ｂコース 私立中用 正負の数① 正負の数② 文字と式①

正負の数③

中学受験 水溶液の性質②

アジア・太平洋に広がる戦争 平和で豊かな日本をめざして 歴史のまとめ 日本国憲法と基本的人権中学受験 日本と世界の歴史

音・光 生物と自然環境 地球と宇宙 水溶液の性質①

文字と式① 文字と式②

新中１　講座名

計算・作図

文法① 文法②場面・情景・登場人物 心情・人物像・主題 短歌・俳句

説明文(３) 情報

総合 物語 総合問題(１) 総合問題(２)説明文(１) 説明文(２) 情報

文章題 物語(１) 物語(２)

中学受験 速さ 割合と比 三角形の面積の比

説明文(１) 説明文(２)

中学受験 話題・要点・要旨

図形

応用中心 総合問題(１) 総合問題(２)速さと割合 図形 線対称な図形 点対称な図形

対称な図形 相似 計算問題

基本中心 小数の計算 分数の計算 数の性質 速さ 割合

応用中心 小数と小数のかけ算 総合問題(１) 総合問題(２)角、面積、直方体と立方体 表とグラフ 小数をかけるかけ算

大きな数 整数の計算 小数と分数

４講座 ５講座 ６講座

中学受験 くらしと水 地図の見方 日本の地方区分 都道府県

２講座 ３講座

地図記号

情報

指示語と接続語 文ごとの役割 文と文のつながり 場面中学受験 人物の気持ち 主語と述語

正方形と長方形

説明文(２)

周期算 計算問題

標準 新演習　国語　春期

中学受験 新演習　算数　春期 中学受験 いろいろな計算 和差算 平行線と角

ジュニア新演習　算数　春期 中学受験 かけ算 わり算 時こくと時間

物語(１) 物語(２) 説明文(１)文章題

三角形と角 時間・長さ・重さ

中学受験 こん虫 春の生物 じしゃく①

基礎定着 物語(１) 物語(２) 物語(３)

説明文(３)

じしゃく② 光の進み方①

まとめの問題(１) まとめの問題(２)

新小４　講座名 １講座 ２講座 ３講座 ４講座 ５講座 ６講座

中学受験 物語(１) 物語(２) 説明文(１) 説明文(２)ジュニア新演習　国語　春期

基礎定着 ものがたり ものがたり ものがたり せつめい文

ジュニア新演習　算数　春期 中学受験 たし算 ひき算

春期　国語（標準編） せつめい文 作文

せいりのしかた いろいろなきまり まとめの問題① まとめの問題②

大きさくらべ いろいろな形 時計と時こく

新小２　講座名 １講座 ２講座 ３講座 ４講座 ５講座 ６講座

基礎定着 たし算とひき算① たし算とひき算② たし算とひき算③春期　算数（標準編）

文章題 物語① 説明文① 物語② 説明文②

文章題

書き中心 ひらがな カタカナ 漢字① 漢字② 文を書く① 文を書く②

物語③ 詩

ひき算 ３つの数の計算 くり上がり くり下がり発展学習 たし算

基礎定着 なかまづくり なかまくらべ ５までのかず①

新小１　講座名 １講座 ２講座 ３講座 ４講座 ５講座 ６講座

５までのかず② 10までのかず① 10までのかず②
小学校準備　算数

中学受験 新演習　国語　春期

標準 新演習　算数　春期

総合問題(２)

文法②

もののとけ方 空気や水の温度変化 気象の観測 天気の変化 季節と植物

中学受験 文章の流れ 筆者の考え・要旨 場面と情景 気持ち・人物像・主題

説明文 情報 言葉と漢字 総合問題(１)

文法①

表とグラフ基本中心 かけ算とわり算 分数・小数 円と球

χ軸との位置関係

Bコース 図形と計量中心

物語(１) 物語(２) 説明文(１)

物語

中学受験 新演習　理科　春期

中学受験 新演習　社会　春期

新小６　講座名 １講座 ２講座 ３講座 ４講座 ５講座 ６講座

日本の農業② 日本の水産業 日本の資源と林業

新小５　講座名 １講座

It～that・・・の構文

文字と式② 総合問題

Ａコース 国公立中用 正負の数① 正負の数②

新高１　講座名 １講座 ２講座 ３講座 ４講座 ５講座 ６講座

数学
Aコース ２次関数中心 整式の計算 １次不等式・２次不等式 関数とグラフ ２次関数のグラフ ２次関数の最大・最小

宇治拾遺物語

整式の計算 １次不等式・２次不等式 鋭角の三角比 鈍角の三角比 三角比の相互関係 正弦定理と余弦定理

文字と式③

英語
Ｃコース 文型中心 未来の受動態 現在完了進行形 SVO SVOO SVC SVOC

Ｄコース 文法中心 未来の受動態 現在完了進行形 過去完了 関係副詞 原因を表す不定詞

日本国憲法のまとめ

季節と動物

中学受験 日本の農業① 工業の種類 工業の発達と工業地帯

中学受験

Hamax　2023春期個別講習会　おすすめ講座

古典
Ｅコース 文法中心 現代文とのちがい 重要古語 主語をとらえる 文語文法入門① 文語文法入門② 敬語法の基礎

Ｆコース 読解中心 現代文とのちがい 重要古語 竹取物語 徒然草 平家物語

中学受験 新演習　理科　春期

中学受験 新演習　社会　春期

標準 新演習　国語　春期

中学受験 新演習　国語　春期

中学受験 新演習　理科　春期

中学受験 新演習　社会　春期

標準 新演習　算数　春期

標準 新演習　国語　春期

中学受験 新演習　国語　春期

中学受験 新演習　算数　春期

中学受験 新演習　算数　春期

春期　算数（標準編）

春期　国語（標準編）

４講座 ５講座 ６講座

詩

かさと長さ いろいろな図形 いろいろな問題


