
教育大附属専門塾 

進学塾ＨＩＴＳ（ヒッツ） 

2018 平野中クラス 
冬 期 講 習 

12/19（水）～1/7（月）

ＨＩＴＳの特徴 

学校の教材で勉強 
 普段から学校の準拠問題集を用いて授業を進めます。学校の提出課
題と合わせて繰り返し学習することで、勉強の効率を高めます。 

少人数で実施し、苦手な問題を徹底演習＆解説 
人数が少ないから、ひとりひとりの分かりにくいポイントに合わせ

た指導を行えます。勉強の遅れている生徒には居残り・呼び出しによ
る補習もあります。 

部活の時間割にあわせた補講対応 
 基本の授業を午前中に設定しておりますが、クラブ活動が午前中に
行われる場合は、午後 13:10～16:20 で補講を行います。 
（クラブ活動の時間割が確定した時点で、ご連絡をお願いします。直
前になってのご連絡は対応いたしかねます。）

【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。 

高校から出される課題のフォローを冬期講習中に時間をとり、２学期

の内容を復習します。 

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/ 

勉勉強強ののアアククセセルルををかかけけよようう！！  

。。【少人数授業】（中１～中２）
冬期通常授業（6 名まで） 
（英語・数学） 

２学期内容の復習と３学期内容の先取り学習を行いま
す。 

英語 
中１ 

現在進行形・助動詞 
一般動詞の過去形 

中２ 不定詞・比較・受動態 

数学 
中１ 

空間図形 
比例と反比例 

中２ 
三角形の性質 
四角形の性質 

※ 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 

 2 学期の復習から、３学期内容の先取り学習までを行い

ます。 

社会 

中１ 
地理 アフリカ

歴史 鎌倉時代 

中２ 
地理 近畿地方 

歴史 江戸時代 

理科 

中１ 
力と圧力 

地震 

中２ 
電流と磁界 

大気中の水蒸気 

国語 全学年 文法、古文 

【友人紹介制度】 

 塾生の紹介やお友だちと一緒に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。（英数、または、理国社を

全日程お申し込みの方のみ） 

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、英語・数学の授業料を
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。

（冬期講習にも適用されます。お申し込みの際、成
績個表をお見せください。） 

ファミリーマート 



中 1 時間割 

 

 

【冬期授業料】 

冬期少人数授業（英・数）  各４コマ（計 12 時間） 

        各 8,640 円  ２科目 17,280 円 

冬期少人数授業（国・理・社） 各２コマ（計 6 時間） 

        各 3,240 円  ３科目 9,720 円 

英数とセットの場合 各 2,025 円 ３科目 6075 円 

              （すべて税込価格です） 

（お申込み時に欠席の申し出をいただいた日の分は割

り引いて請求したします。） 

 

 

中２時間割 

 

 

【冬期授業料】 

冬期少人数授業（英・数）  各４コマ（計 12 時間） 

        各 8,640 円  ２科目 17,280 円 

冬期少人数授業（国・理・社） 各２コマ（計 6 時間） 

        各 3,240 円  ３科目 9,720 円 

英数とセットの場合 各 2,025 円 ３科目 6075 円 

              （すべて税込価格です） 

（お申込み時に欠席の申し出をいただいた日の分は割

り引いて請求したします。） 

日にち 時間 科目 内容 

12月 19日（水） 
13：10～14：40 数学① 空間図形① 

11：10～12：40 英語① 現在進行形 

12月 21日（金） 

9：30～10：30 理科① 力と圧力 

10：40～11：40 社会① アフリカ 

11：50～12：50 国語① 
副詞・連体詞・接続詞・感動
詞 

12月 24日（月・祝） 
9：30～11：00 数学② 比例 

11：10～12：40 英語② 助動詞 

12月 26日（水） 
9：30～11：00 数学③ 空間図形② 

11：10～12：40 英語③ 過去形① 

1月 4日（金） 

9：30～10：30 理科② 地震 

10：40～11：40 社会② 鎌倉時代 

11：50～12：50 国語② 古文 

1月 7日（月） 
9：30～11：00 数学④ 座標平面の図形 

11：10～12：40 英語④ 過去形② 

日にち 時間 科目 内容 

12月 19日（水） 
13：10～14：40 英語① 不定詞 

11：10～12：40 数学① 三角形の合同 

12月 21日（金） 

9：30～10：30 国語① 助詞・助動詞 

10：40～11：40 理科① 電流と磁界 

11：50～12：50 社会① 近畿地方 

12月 24日（月・祝） 
9：30～11：00 英語② 比較① 

11：10～12：40 数学② 四角形の性質① 

12月 26日（水） 
9：30～11：00 英語③ 比較② 

11：10～12：40 数学③ 直角三角形と二等辺三角形 

1月 4日（金） 

9：30～10：30 国語② 古文 

10：40～11：40 理科② 空気中の水蒸気 

11：50～12：50 社会② 江戸時代 

1月 7日（月） 
9：30～11：00 英語④ 受動態 

11：10～12：40 数学④ 四角形の性質② 



 

２０18 年度 冬期講習 受講申込書 

お申し込み日  平成 30 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 学年 

大阪教育大学附属平野中学校              年 

 

フリガナ  続柄 紹介者 

保護者氏

名 
  

 

 

フリガナ  

ご住所 

〒 

 

 

 

 

中学生  

冬期講習 

 

受講を希望される講座に○を入れてください。 

 

英語 ・ 数学 ・ 国語 ・ 理科 ・ 社会 

 

欠席日 

 

部活による 

振替 

 

 

お申し込みは HITS 事務局までお電話あるいはＦＡＸでお願いします。 

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。 

ＴＥＬ：０６－６６２６－０７７０ FAX：０６－６６２６－０７７２ 

お

電

話

番

号 

ご自宅  

その他 

（携帯電話など） 
 


