
Hamax　2022夏期個別講習会　おすすめ講座
小１　講座名 １講座 ２講座 ３講座 ４講座 ５講座 ６講座

算数
Aコース 復習中心 なかまづくり なかまくらべ ０から１０までのかず(１) ０から１０までのかず(２) ０から１０までのかず(３) なんばんめ

Bコース 予習中心 なんばんめ たしざん(１) たしざん(２) ひきざん(１) ひきざん(２) ２０までのかず

国語
Cコース 復習中心 ひらがな 文を書く(１) 文を書く(２) かたかな 言葉の学習 漢字を書く

Dコース 文章題 物語を読む(１) 説明文を読む(１) 物語を読む(２) 説明文を読む(２) 物語を読む(３) 説明文を読む(３)

小２　講座名 １講座 ２講座 ３講座 ４講座 ５講座 ６講座

算数
Aコース 基礎定着 表とグラフ 時こくと時間(１) 時こくと時間(２) くり上がりのあるたし算 くり下がりのあるひき算 長さ

Bコース 中学受験 たし算、ひき算、かけ算 大きな数 時間 長さ、かさ 見積もり まとめの問題

国語
Cコース 基礎定着 物語(１) 物語(２) 説明文(１) 説明文(２) 言葉のきまり 詩

Dコース 中学受験 物語(１) 物語(２) 説明文(１) 説明文(２) まとめの問題(１) まとめの問題(２)

小３　講座名 １講座 ２講座 ３講座 ４講座 ５講座 ６講座

算数
Aコース 基礎定着 かけ算 時こくと時間 たし算とひき算 たし算とひき算の利用 わり算 わり算の利用

Bコース 中学受験 かけ算とわり算 大きな数 円と球 三角形と角 規則性 まとめの問題

国語
Cコース 基礎定着 物語(１) 物語(２) 詩 説明文(１) 説明文(２) 作文

Dコース 中学受験 物語(１) 物語(２) 説明文(１) 説明文(２) まとめの問題(１) まとめの問題(２)

小４　講座名 １講座 ２講座 ３講座 ４講座 ５講座 ６講座

算数

Ａコース 復習中心 大きな数 １けたでわるわり算 角 折れ線グラフ データの整理 総合問題

Ｂコース 予習中心 折れ線グラフ データの整理 小数のしくみ 小数のたし算・ひき算 ２けたでわるわり算 総合問題

Ｃコース 中学受験 整数・小数の性質 計算のきまり・逆算 和差算・植木算 周期算 角の大きさ 四角形

国語

Ｄコース 文章題 物語(１) 物語(２) 詩 説明文(１) 説明文(２) 説明文(３)

Ｅコース 総合 詩 説明文 情報(１) 情報(２) 総合問題(１) 総合問題(２)

Ｆコース 中学受験 説明文(１) 説明文(２) 物語文(１) 物語文(２) 物語文(３) 詩

理科
社会

Ｇコース 中受理科 光とじしゃく 太陽の動き 月の動き 季節と天気 空気と水 星と星座の動き

Ｈコース 中受社会 日本の地方区分 日本の気候と地形 気候とくらし(１) 気候とくらし(２) 土地とくらし 日本の災害・防災

小５　講座名 １講座 ２講座 ３講座 ４講座 ５講座 ６講座

算数

Ａコース 復習中心 小数のかけ算 小数のわり算 小数の計算の利用 体積 合同な図形 総合問題

Ｂコース 予習中心 体積 合同な図形 図形と角度 数の性質(１) 数の性質(２)

Ｆコース 中学受験 説明文 論説文 物語文(１) 物語文(２) 随筆文

総合問題

Ｃコース 中学受験 きまりを見つける 和と差 平均 割合 平面図形 立体図形

説明文(１) 説明文(２) 説明文(３)

Ｅコース 総合 詩 説明文 情報(１) 情報(２) 総合問題(１) 総合問題(２)

詩

理科
社会

Ｇコース 中受理科 気体の性質 天気の変化 月の満ち欠け 植物 てんびん・ばね 豆電球の回路

Ｈコース 中受社会 農業・水産業 日本の資源 工業地帯 地形図 西日本 東日本

国語

Ｄコース 文章題 物語(１) 物語(２) 詩

小６　講座名 １講座 ２講座 ３講座 ４講座 ５講座 ６講座

算数

Ａコース 復習中心 対称な形 文字を用いた式 分数×整数 分数のかけ算 分数のわり算 総合問題

Ｂコース 予習中心 分数のかけ算 分数のわり算 分数の計算 分数と割合 分数の利用

Ｆコース 中学受験 説明文 論説文 物語文(１) 物語文(２) 随筆文

総合問題

Ｃコース 中学受験 場合の数 規則性 和と差 割合と比 速さ 図形

説明文(１) 説明文(２) 説明文(３)

Ｅコース 総合 詩 説明文 情報(１) 情報(２) 総合問題(１) 総合問題(２)

詩

理科
Ｇコース 基礎定着 燃焼のしくみ(１) 燃焼のしくみ(２) 人のからだ(１) 人のからだ(２) 養分と水の通り道 生物どうしの関わり

Ｈコース 中学受験 天体 物質の性質 植物 動物・人体 光・音・電気 力

国語

Ｄコース 文章題 物語(１) 物語(２) 詩

社会
Iコース 基礎定着 日本国憲法 政治のしくみ 身近なくらしと政治 日本の成り立ち 平城京と平安京 武士のおこりと鎌倉幕府

Jコース 中学受験 日本の工業 原始・古代 中世・近世 近代・現代 基本的人権 日本の政治

中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 復習 正負の数（１） 正負の数（２） 正負の数（３） 文字と式（１） 文字と式（２） 文字と式（３）

Ｂコース 予習中心 文字と式（１） 文字と式（２） 文字と式（３） １次方程式（１） １次方程式（２） 総合問題

英語
Ｃコース 復習 I am / You are This is / Is this What is / or He is / Who is I play / Do you play I don't / What do you

Ｄコース 予習中心 He is / Who is I play / Do you play I don't / What do you some / any We are / 形容詞・副詞 総合問題

国語
Ｅコース 文章題 説明的文章（１） 説明的文章（２） 説明的文章（３） 小説文（１） 小説文（２） 随筆文

Ｆコース 総合 説明的文章 小説文 随筆文 文法 語句問題 総合問題

中２　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 復習 式の計算（１） 式の計算（２） 式の計算（３） 連立方程式（１） 連立方程式（２） 1次関数

Ｂコース 予習中心 連立方程式（１） 連立方程式（２） 1次関数（１） １次関数（２） １次関数（３） 総合問題

英語
Ｃコース 復習 一般動詞の過去形（１） 一般動詞の過去形（２） be動詞の過去形・過去進行形 未来 名詞・冠詞・代名詞 疑問詞

Ｄコース 予習中心 助動詞 不定詞 There is 接続詞 総合問題 会話文

国語
Ｅコース 文章題 説明的文章（１） 説明的文章（２） 説明的文章（３） 小説文（１） 小説文（２） 随筆文

Ｆコース 総合 説明的文章 随筆文 古典 文法 語句問題 総合問題

中３　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 中１・２復習 式の計算・方程式 1次関数 平面図形・空間図形 三角形と四角形 資料の活用・確率 総合問題

Ｂコース 中３中心 平方根 2次方程式（１） 2次方程式（２） 関数（１） 関数（２） 総合問題

英語
Ｃコース 中１・２復習 動詞 未来・助動詞 命令文・疑問詞 名詞・冠詞・代名詞 比較 不定詞・動名詞

Ｄコース 中３中心 受動態 現在完了（１） 現在完了（２） 不定詞・動名詞 総合問題 会話文

国語
Ｅコース 文章題 説明的文章（１） 説明的文章（２） 説明的文章（３） 説明的文章（４） 小説文（１） 小説文（２）

Ｆコース 総合 随筆文 古典（１） 古典（２） 詩歌 文法 資料問題・表現

理科
Ｇコース 中１・２復習 物理 化学 生物 地学 記述対策 作図対策

Ｈコース 中３中心 水溶液とイオン 電気分解 中和 細胞分裂 遺伝 仕事

社会
Ｉコース 地理 世界の姿 世界の諸地域 日本の姿 日本の諸地域 身近な地域 総合問題

Ｊコース 歴史・公民 近代日本 第一次世界大戦 第二次世界大戦 日本国憲法 基本的人権 総合問題


