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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 
冬 期 講 習 

12/19（月）～1/9（月） 

※学年によって異なります。  

  

 

 【クラブ活動日は補講を実施】（中１～中２） 
 クラブ活動が午後に設定されている方は、お申込の際にご連絡くだ

さい。活動のある日に関しては、夕方１７：３０～２０：４０に補講

を行います。 

 

【外部受験対策特訓】（中３） 
 外部受験をする中３の方は、内部進学以上の必死の勉強が必要で

す。通常授業のほかに補講をご用意します。（詳しくは裏面をご参照

ください。） 

 

 

【高校個別授業】 

（数学・英語） 

附属平野高校に在籍されている方向けのクラスになります。 

高校 3 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

ーを冬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（3 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 Ｈ Ｉ Ｔ Ｓ 平 野 校  周 辺 地 図 】

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

 

 

２２学学期期のの長長ささにに対対ししてて冬冬休休みみはは短短いい！！規規則則正正ししいい勉勉強強をを！！  

  【少人数授業】（中１～中３） 

冬期通常授業（各学年 6 名まで） 
（英・数・理・社） 
 
通常授業では、中１、中２年生は 3 学期内容の先取り学習
を行います。実力テスト対策も含みます。中 3 は入試対策
を行います。 

英語 

中１ 
be 動詞、一般動詞 疑問詞を使った 

疑問文 代名詞、形容詞、副詞 

中２ 
不定詞 助動詞 比較等 
実力テスト過去問等 

中３ 中学英語のまとめ 

数学 

中１ 
方程式と不等式 平面図形と空間図形 
比例、反比例、 

中２ 
１次関数 円、図形の証明 
確率 

中３ 三平方の定理・相似 

※ 授業内容は一部変更することがあります。 

冬期（理科・社会・国語）講座 

 中１・中２は実力テストに備えた復習を行います。 

社会 

中１ 
歴史 縄文～鎌倉 

地理世界の諸地域 

中２ 
歴史 古代～江戸時代 

地理 

中３ 現代史、経済、行政と司法 

理科 

中１ 
密度、濃度 光の性質、 

生物分野 

中２ 
化学反応 

電気、天気 

中３ 中学理科のまとめ 

国語 全 文法・論説文・古文 

 ＨＩＴＳの特徴 

徹底した演習で実践力を養成！ 
 実力テスト・定期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 
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 

 



  

 【授業内容・時間割】 

日付 時間 中１ 内容 中２ 内容 中３ 内容 

１２月１９日 
（月） 

１３：１０～1４：４０ 数学① 方程式の文章題 英語① 不定詞 数学① 相似① 

１４：５０～１６：２０ 英語① Be 動詞の文 数学① 連立方程式 英語① 不定詞・動名詞 

１２月２１日 
（水） 

１３：１0～１４：４０ 数学② 不等式の計算 英語② 動名詞 数学② 相似② 

１４：５０～１６：２０ 英語② 一般動詞の文 数学② 一次関数 英語② 受動態・分詞 

１２月２３日 

（祝） 

１３：１０～１４：１０ 社会① 地理 世界の地域 理科① 天気の変化 国語① 助動詞 

１４：２０～１５：２０ 理科① 物質の溶け方 国語① 古文・漢文 社会① 現代の社会 

１５：３０～１６：３０ 国語① 文節と単語 社会① 江戸時代 理科① 化学変化のまとめ 

１２月２６日 

（月） 

１３：１０～１４：４０ 数学③ 比例と反比例 英語③ 比較 数学③ 三平方の定理① 

１４：５０～１６：２０ 英語③ 疑問文 数学③ 三角形と四角形 英語③ 関係代名詞 

１２月２８日 

（水） 

１３：１０～１４：１０ 社会② 歴史 古代 理科② 電流 国語② 助詞 

１４：２０～１５：２０ 理科② 凸レンズと光 国語② 助動詞① 社会② 経済 

１５：３０～１６：３０ 国語② 用言 社会② 世界地理① 理科② 電流のまとめ 

１月４日 

（水） 

１３：１０～１４：４０ 数学④ 比例と反比例の応用 英語④ 助動詞 数学④ 三平方の定理② 

１４：５０～１６：２０ 英語④ 命令文 数学④ 円周角 英語④ 関節疑問文 

１月６日 
（金） 

１３：１０～１４：１０ 社会③ 歴史 鎌倉・室町 理科③ 動物のなかま・人体 国語③ 文法のまとめ 

１４：２０～１５：２０ 理科③ 植物・気体の性質 国語③ 助動詞② 社会③ 行政･司法 

１５：３０～１６：３０ 国語③ 体言・その他の自立語 社会③ 世界地理② 理科③ 天体のまとめ 

１月９日 
（祝） 

１３：１０～１４：４０ 数学⑤ 平面図形 英語⑤ 接続詞・前置詞 数学⑤ 三平方の定理③ 

１４：５０～１６：２０ 英語⑤ 現在進行形 数学⑤ 場合の数と確率 英語⑤ 長文読解 

 

【冬期授業料】 

冬期少人数授業（英語・数学）   １コマ（１．５時間）２,０００円×受講回数 

＊ 定期テスト３の５教科成績が平均点を上回る方は、１コマ１,５００円に割引いたします。 

 

冬期少人数授業（国語・理科・社会）   １コマ（１．５時間）１,4００円×受講回数 

＊ 英語・数学をすべて受講される方は、１コマ１,0００円に割引いたします。 

 

【クラブ補講】 

お申込の時点・あるいはクラブ活動のスケジュールが判明した時点で、予定をご連絡ください。クラブ活動のために午後の

授業に出席できない方は、１７：３０～２０：４０に振り替えて補講を行います。（追加の授業料は発生しません。） 

 

【中３外部受験対策特訓】 

日時：冬期通常授業実施日の１７：３０～２０：４０ 

教科：通常授業で数学・英語の日は理科・社会、国語・社会・理科の日は英語・数学 

費用：１コマ（１．５時間）２,０００円×受講回数 

   （冬期通常授業をすべて受講される方は、１,２００円×受講回数） 

【友人紹介制度】 

 塾生の紹介で塾外生が冬期講習を受講される場合は、紹介者・被紹介者のそれぞれに、図書カード 1,000 円分を差し上げ

ます。（２回目以降の特典はありません。） 

 



 ２０１６年度 冬期講習 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・学年 電話番号 

附属平野中学校  中 1  年 （    ） 

住所 

郵便番号（   －    ） 

 

 

 

 

中１ 受講日に○をご記入下さい。    全日程受講（  ） 

日付 時間 中１ 内容 受講 

１２月１９日 
（月） 

１３：１０～1４：４０ 数学① 方程式の文章題  

１４：５０～１６：２０ 英語① Be 動詞の文  

１２月２１日 
（水） 

１３：１0～１４：４０ 数学② 不等式の計算  

１４：５０～１６：２０ 英語② 一般動詞の文  

１２月２３日 

（祝） 

１３：１０～１４：１０ 社会① 地理 世界の地域  

１４：２０～１５：２０ 理科① 物質の溶け方  

１５：３０～１６：３０ 国語① 文節と単語  

１２月２６日 

（月） 

１３：１０～１４：４０ 数学③ 比例と反比例  

１４：５０～１６：２０ 英語③ 疑問文  

１２月２８日 

（水） 

１３：１０～１４：１０ 社会② 歴史 古代  

１４：２０～１５：２０ 理科② 凸レンズと光  

１５：３０～１６：３０ 国語② 用言  

１月４日 

（水） 

１３：１０～１４：４０ 数学④ 比例と反比例の応用  

１４：５０～１６：２０ 英語④ 命令文  

１月６日 
（金） 

１３：１０～１４：１０ 社会③ 歴史 鎌倉・室町  

１４：２０～１５：２０ 理科③ 植物・気体の性質  

１５：３０～１６：３０ 国語③ 体言・その他の自立語  

１月９日 
（祝） 

１３：１０～１４：４０ 数学⑤ 平面図形  

１４：５０～１６：２０ 英語⑤ 現在進行形  

 

お申し込みは HITS 事務局までお電話またはＦＡＸをお願いします。 

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（天王寺校） 

ＴＥＬ ０６－６６２６－０７７０ 

ＦＡＸ ０６－６６２６－０７７２ 



２０１６年度 冬期講習 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・学年 電話番号 

附属平野中学校  中２  年 （    ） 

住所 

郵便番号（   －    ） 

 

 

 

 

中 2 受講日に○をご記入下さい。    全日程受講（  ） 

日付 時間 中２ 内容 受講 

１２月１９日 
（月） 

１３：１０～1４：４０ 英語① 不定詞  

１４：５０～１６：２０ 数学① 連立方程式  

１２月２１日 
（水） 

１３：１0～１４：４０ 英語② 動名詞  

１４：５０～１６：２０ 数学② 一次関数  

１２月２３日 

（祝） 

１３：１０～１４：１０ 理科① 天気の変化  

１４：２０～１５：２０ 国語① 古文・漢文  

１５：３０～１６：３０ 社会① 江戸時代  

１２月２６日 

（月） 

１３：１０～１４：４０ 英語③ 比較  

１４：５０～１６：２０ 数学③ 三角形と四角形  

１２月２８日 

（水） 

１３：１０～１４：１０ 理科② 電流  

１４：２０～１５：２０ 国語② 助動詞①  

１５：３０～１６：３０ 社会② 世界地理①  

１月４日 

（水） 

１３：１０～１４：４０ 英語④ 助動詞  

１４：５０～１６：２０ 数学④ 円周角  

１月６日 
（金） 

１３：１０～１４：１０ 理科③ 動物のなかま・人体  

１４：２０～１５：２０ 国語③ 助動詞②  

１５：３０～１６：３０ 社会③ 世界地理②  

１月９日 
（祝） 

１３：１０～１４：４０ 英語⑤ 接続詞・前置詞  

１４：５０～１６：２０ 数学⑤ 場合の数と確率  

 

お申し込みは HITS 事務局までお電話またはＦＡＸをお願いします。 

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（天王寺校） 

ＴＥＬ ０６－６６２６－０７７０ 

ＦＡＸ ０６－６６２６－０７７２ 



２０１６年度 冬期講習 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・学年 電話番号 

附属平野中学校  中３  年 （    ） 

住所 

郵便番号（   －    ） 

 

 

 

 

中 3 受講日に○をご記入下さい。    全日程受講（  ） 

日付 時間 中３ 内容 受講 外部
対策 受講 

１２月１９日 
（月） 

１３：１０～1４：４０ 数学① 相似①  理科  

１４：５０～１６：２０ 英語① 不定詞・動名詞  社会  

１２月２１日 
（水） 

１３：１0～１４：４０ 数学② 相似②  理科  

１４：５０～１６：２０ 英語② 受動態・分詞  社会  

１２月２３日 

（祝） 

１３：１０～１４：１０ 国語① 助動詞  英語  

１４：２０～１５：２０ 社会① 現代の社会  数学  

１５：３０～１６：３０ 理科① 化学変化のまとめ    

１２月２６日 

（月） 

１３：１０～１４：４０ 数学③ 三平方の定理①  理科  

１４：５０～１６：２０ 英語③ 関係代名詞  社会  

１２月２８日 

（水） 

１３：１０～１４：１０ 国語② 助詞  英語  

１４：２０～１５：２０ 社会② 経済  数学  

１５：３０～１６：３０ 理科② 電流のまとめ    

１月４日 

（水） 

１３：１０～１４：４０ 数学④ 三平方の定理②  理科  

１４：５０～１６：２０ 英語④ 関節疑問文  社会  

１月６日 
（金） 

１３：１０～１４：１０ 国語③ 文法のまとめ  英語  

１４：２０～１５：２０ 社会③ 行政･司法  数学  

１５：３０～１６：３０ 理科③ 天体のまとめ    

１月９日 
（祝） 

１３：１０～１４：４０ 数学⑤ 三平方の定理③  理科  

１４：５０～１６：２０ 英語⑤ 長文読解  社会  

お申し込みは HITS 事務局までお電話またはＦＡＸをお願いします。 

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（天王寺校） 

ＴＥＬ ０６－６６２６－０７７０ 

ＦＡＸ ０６－６６２６－０７７２ 


