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教育大附属専門塾 

進学塾ＨＩＴＳ（ヒッツ） 

2016 平野中クラス 
春 期 講 習 

３/１８（金）～４/7（木） 
 

【個別授業】（新中１～新中３） 
（学校の進路だけでなく、個々のレベルに完全に合わせます！） 

 平野中学の実力テストは、かなりボリュームのある内容となってい

ます。内容の理解はもちろんですが、多くのパターンの問題に解きな

れていなければ、高得点は望めません。自分の不得意な部分にしぼっ

て、自分のペースで学習していきましょう。 

HITS の個別指導では、お子様のレベルにあわせた内容、 

時間割を作成し、春期講習を実施いたします。 

 

以下の例を参考に、是非お問い合わせください。 

プラン A：実力テスト対策を特に強化したい。 

プラン B：数学の復習が心配だ。 

プラン C：基本の文法から、英語をやり直したい。 

 

【高校個別授業】（新高１） 

（数学・英語） 

これから、附属平野高校に進学される方向けのクラスになります。 

高校１学期の先取り、何より高校から出される大量の課題のフォロー

を春期講習中に時間をとり、丁寧に解説いたします。 

附属平野高校の課題（１学期内容）にあわせた個別授業をしますので、

お気軽にお問い合わせください。 

【進学塾ＨＩＴＳ平野校 周辺地図】 

 
大阪市平野区流町１－１－２ 谷口ビル３F 
 
【お問い合せ】 
平野校      Tel： ０６－６７０６－７７７０ 

天王寺校（本部） Tel： ０６－６６２６－０７７０ 

         Fax： ０６－６６２６－０７７２ 

進学塾 HITS ホームページ http://www.e-hits.jp/ 

 

 

一一年年のの計計はは、、春春期期講講習習ににあありり！！リリズズムムをを掴掴ももうう。。  

  【少人数授業】（新中１～新中３） 

春期通常授業（6 名まで） 
（英語・数学） 
 
通常授業では、新中１、中２年生は１学期内容の先取り学
習を行います。中３は実力テスト対策も含みます。 

英語 

新中１ 
アルファベット、基本単語 
Be 動詞、疑問文、教科書 L1,L.2 

新中２ 
不規則動詞過去形 過去進行形 
There 構文、教科書 L1  

新中３ 
現在完了の先取り学習＋ 
実力テスト対策 

数学 

新中１ 
正の数と負の数・文字と式などの１学期
先取り学習 

新中２ 
式の計算・文字式の利用・図形の性質と
合同などの１学期の先取り学習 

新中３ 平方根の先取り学習＋実力テスト対策 

※ 授業内容は一部変更することがあります。 

春期（国語・理科・社会）講座 

 新中１・新中２は１学期内容の先取り学習を行います。

中３は実力テスト対策を実施いたします。 

社会 

新中１ 
歴史（人類の登場～縄文・弥生） 

地理（世界の姿） 

新中２ 
鎌倉時代～室町時代 

世界地理 

新中３ 
明治時代 日清・日露戦争  

実力テスト対策 

理科 

新中１ 
身の回りの物質、気体の性質 

植物の世界 

新中２ 
化学変化 

ヒトのからだのつくり 

新中３ 
力と圧力、化学変化 

電流と磁界 

 ＨＩＴＳの特徴 

徹底した演習で実践力を養成！ 
 ２月の実力テストの結果はいかがだったでしょうか？ 
中学３年生になると、ほぼ毎月実力テスト・定期テストが
実施されます。今この機会に弱点を補強しましょう。 
少人数で実施し、個々の苦手単元を徹底演習＆解説 

奨学生制度（平野校） 
中学校における各学期の定期テスト及び実力テス
トで、英数国理社 5 科目総合点で学年平均を上回っ
たお子様につきましては、授業料を 25％割引いた
します。（1 コマ 2000 円→1500 円） 
※ 期間 当該テストから次のテストまでの期間。 

次のテストで平均を上回ると継続されます。 

ファミリーマート 

 



新中１クラス 勉強のきっかけをつかむ春！ 

【授業方針】 

通常授業では、１学期の内容を先取りで実施いたします。特に中学生で始まる英語、いきなり難しくなる数学 

に重点を置き、丁寧に指導していきます。最終日にはまとめテストを実施し、習熟度を個々にご連絡いたします。 

  

【天王寺校 授業内容・時間割】（新中１クラスは天王寺校での開講となります。） 

春期通常授業 

日付 授業時間 科目 授業内容 

3 月 18 日（金） 17:00～20:30 英語①・数学① アルファベット 
基本単語 

正・負の数 
加法と減法 

3 月 19 日（土） 9:30～12:40 社①・国①・理① 文節と単語・文明の発生 
花のつくりとはたらき 

3 月 23 日（水） 17:00～20:30 英語②・数学② 教科書 L.1 正負の数の乗除 

3 月 25 日（金） 17:00～20:30 英語③・数学③ be 動詞を使った文 正負の数の 
四則計算 

3 月 26 日（土） 9:30～12:40 社②・国②・理② 文節の関係・ギリシャとローマ 
根・茎のつくりとはたらき 

3 月 30 日（水） 17:00～20:30 英語④・数学④ 教科書 L.2 文字を使った式 

4 月 1 日（金） 17:00～20:30 英語⑤・数学⑤ 人称代名詞 文字式の計算 

4 月 2 日（土） 9:30～12:40 社③・国③・理③ 古文の読み方・日本のはじまり 
葉のつくりとはたらき 

4 月 6 日（水） 17:00～20:30 英語⑥・数学⑥ 春期講習のまとめ 春期講習のまとめ 

※ 英語・数学は１日２コマ（９０分×２）、宿題指導は無料で質問対応しております。 

※ 国語・社会・理科は１日３コマ（６０分×３）、宿題指導は無料で質問対応しております。 

 

 

【春期授業料・中１】 

春期授業（英・数）      計１2 コマ（１8 時間）    19,440 円 

              ３月の平日コース塾生は 6,480 円 

春期授業（国・理・社）、   １コマ（１時間）×受講回数  1,080 円×受講回数       

※ すべて税込価格です） 

 



平野校 新中２ 新中 3 時間割 
新中２ （授業開始時刻は塾生の方の部活時間に応じて、16:30～18:00 の間で調整します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新中３（授業開始時刻は塾生の方の部活時間に応じて、16:30～18:00 の間で調整します。） 

日にち 時間 科目 内容 

3 月 18 日（金） 
１７：３０～１８：３０ 理科① 光と音 

1８：４0～1９：４0 国語① 文法のまとめ 

19：５0～2０：５0 社会① アジア・ヨーロッパの地理 

3 月 21 日（月） 
1７：３0～1９：０0 数学① （３年内容）式の計算の応用 

19：１0～2０：４0 英語① （３年内容）現在完了（１） 

3 月 23 日（水） 
1７：３0～1９：０0 英語② （実テ対策）助動詞・接続詞 

19：１0～2０：４0 数学② （実テ対策）方程式・不等式の文章題 

3 月 25 日（金） 
１７：３０～１８：３０ 理科② 力と圧力 

1８：４0～1９：４0 国語② 小説の読解 

19：５0～2０：５0 社会② アフリカ・アメリカの地理 

3 月 28 日（月） 
1７：３0～1９：０0 数学③ （３年内容）平方根 

19：１0～2０：４0 英語③ （３年内容）現在完了（２） 

3 月 30 日（水） 
1７：３0～1９：０0 英語④ （実テ対策）不定詞・動名詞 

19：１0～2０：４0 数学④ （実テ対策）１次関数 

4 月 1 日（金） 
１７：３０～１８：３０ 理科③ 地震と大地の変化 

1８：４0～1９：４0 国語③ 説明文の読解 

19：５0～2０：５0 社会③ 古代～奈良時代の地理 

4 月 4 日（月） 
1７：３0～1９：０0 数学⑤ （３年内容）平方根の応用 

19：１0～2０：４0 英語⑤ （３年内容）現在完了（３） 

4 月 6 日（水） 
1７：３0～1９：０0 数学⑥ （実テ対策）三角形と四角形 

19：１0～2０：４0 英語⑥ （実テ対策）受動態 

【春期授業料】春期少人数授業（英・数）      計１2 コマ（１8 時間） 25,920 円 

          春期少人数授業（国・理・社） １コマ（１時間）×受講回数  1,512 円×受講回数       

 （英・数と併せて全教科受講の場合は、国・理・社は１コマ 1,０8０円×授業回数とします。）すべて税込価格です） 

日にち 時間 科目 内容 

3 月 18 日（金） 
１７：３０～１８：３０ 国語① 説明的文章の読解 

1８：４0～1９：４0 社会① 九州地方 

19：５0～2０：５0 理科① 化学変化（１） 

3 月 21 日（月） 
1７：３0～1９：０0 英語① 不規則動詞・be 動詞の過去形 

19：１0～2０：４0 数学① 式の計算 

3 月 23 日（水） 
1７：３0～1９：０0 数学② 文字式の利用 

19：１0～2０：４0 英語② 教科書 Lesson.1(1) 

3 月 25 日（金） 
１７：３０～１８：３０ 国語② 小説の読解 

1８：４0～1９：４0 社会② 開国と江戸幕府の終わり 

19：５0～2０：５0 理科② 化学変化（１） 

3 月 28 日（月） 
1７：３0～1９：０0 英語③ 過去進行形 

19：１0～2０：４0 数学③ 連立方程式 

3 月 30 日（水） 
1７：３0～1９：０0 数学④ 多角形の角 

19：１0～2０：４0 英語④ 教科書 Lesson.1(2) 

4 月 1 日（金） 
１７：３０～１８：３０ 国語③ 古文の読解 

1８：４0～1９：４0 社会③ 明治維新 

19：５0～2０：５0 理科③ 化学変化（２） 

4 月 4 日（月） 
1７：３0～1９：０0 英語⑤ There 構文 

19：１0～2０：４0 数学⑤ 図形の合同（１） 

4 月 6 日（水） 
1７：３0～1９：０0 数学⑥ 図形の合同（２） 

19：１0～2０：４0 英語⑥ 教科書 Lesson.1 まとめ 



２０１６年度 春期講習 受講申込書 

お申し込み日  平成 ２８年   月   日 

フリガナ  性別 生年月日 

生徒氏名  男・女 平成   年   月     日 

学校名 新学年 

附属平野中学校 新 中    年 

 

フリガナ  続柄 

保護者氏

名 
  

 

フリガナ  

ご住所 

〒 

 

 

 

 

中学生  

春期講習 

 

受講を希望

される講座

に○を入れ

てくださ

い。 

英・数講座  英語 ・ 数学   

国・理・社 

講座 
 国語 ・ 社会 ・ 理科 

欠席日 

 

 

お申し込みは HITS 事務局までお電話・FAX いただくか、HITS 平野校まで申込書をお

持ちください。お電話の場合は、初回授業時に申込書の提出をお願いします。 

HITS 事務局 TEL:０６－６６２６－７７７０ FAX:06-6626-0772 

お

電

話

番

号 

ご自宅  

その他 

（携帯電話など） 
 


