
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育大附属専門塾 

進学塾ＨＩＴＳ（ヒッツ） 

2021 平野中クラス 
夏 期 講 習 

7/12（月）～8/20（土） 

※学年によって異なります。  

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・自習室対応 
 基本の授業を夕方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、午後に自習室を利用していただけるように準備しま
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る場合がございます。） 
 

 

【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。 

高校から出される大量の課題のフォローを夏期講習中に時間をとり、

１学期の内容を復習します。 

附属平野高校の課題（2 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天王寺校 周辺地図】 

 
大阪市阿倍野区松崎町 2-3 メゾンイズミ２F 
 
【お問い合せ】 
Tel： ０６－６６２６－０７７０ 

Fax： ０６－６６２６－０７７２ 

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

 

 

一一年年間間のの勉勉強強にに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３） 
夏期通常授業（6 名まで） 
（英語・数学） 
 

中１生は１学期内容の復習と２学期内容の先取り学習を
行います。中２・中３は実力テスト対策も行います。 

英語 

中１ 
be 動詞と一般動詞、３人称単数、 
複数形、疑問文 

中２ 過去時制、未来の文、接続詞、助動詞 

中３ 
現在完了、不定詞・動名詞・分詞 
２年内容の復習 

数学 

中１ 
正負の数・文字式・一次方程式・比例と
反比例 

中２ 
連立方程式・一次関数・図形の性質と合
同・三角形と四角形 

中３ 
展開と因数分解・平方根・二次方程式・
１次関数・三角形と四角形 

※ 授業内容は一部変更することがあります。 

夏期（理科・社会・国語）講座 

 中１は定期テスト１の内容の復習から、2 学期内容の先

取り学習までを行います。中２・中３は実力テスト対策を

実施いたします。 

社会 

中１ 地理 東アジア 歴史 古墳時代 

中２ 
地理 世界地理 

歴史 鎌倉時代～江戸時代 

中３ 
地理・歴史分野 

実力テスト対策 

理科 

中１ 
植物 

身近な物質 

中２ 
化学変化 

天気 

中３ 実力テスト対策 

国語 全学年 文法、古文 

  

 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。 
（夏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 

【授業方針】 

数学では、2 学期の内容まで先取りで実施いたします。英語は急スピードで進んだ１学期内容までの復習を丁

寧に指導していきます。できるだけ生徒の習熟度に合わせた授業を実施する為、平野中学部では全ての授業を少人

数（6 名まで）で実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【夏期授業料】 

英語・数学……１教科 14,850 円 

理科・社会・国語……各 7,325 円 

事務費・教材費等……2,200 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。） 

【友人紹介制度】 

 塾生の紹介で塾外生の方が夏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

2,000 円分を差し上げます。（２回目以降の特典はあ

りません。） 

 

 

 大阪市の塾代助成カードをご利用いただけます。詳細はお問い合わせください。 

日にち 時間 科目 内容 

7 月 12 日（月） 
13：10～14：40 英語① Be 動詞の文 

14:50～16:20 数学① 正負の数の計算① 

7 月 14 日（水） 
16：30～18：00 英語② 一般動詞の文 

18:10～19:40 数学② 正負の数の計算② 

7 月 16 日（金） 

16：30～17：30 社会① 世界の国々 

17：40～18：40 国語① 説明文の読解 

18:50～19:50 理科① 生物の観察・植物① 

7 月 21 日（水） 
16：30～18：00 英語③ What/Who の疑問文 

18:10～19:40 数学③ 文字式の計算 

7 月 23 日（金） 

16：30～17：30 社会② 気候とくらし 

17：40～18：40 国語② 小説の読解 

18:50～19:50 理科② 植物② 

7 月 26 日（月） 
16：30～18：00 英語④ 代名詞・所有代名詞 

18:10～19:40 数学④ 文字式の利用 

7 月 28 日（水） 
16：30～18：00 英語⑤ 命令文 

18:10～19:40 数学⑤ 資料の整理 

7 月 30 日（金） 

16：30～17：30 社会③ 東アジア 

17：40～18：40 国語③ 文節と単語 

18:50～19:50 理科③ 動物のなかま 

8 月 2 日（月） 
16：30～18：00 英語⑥ can を用いた文 

18:10～19:40 数学⑥ 方程式の計算① 

8 月 4 日（水） 
16：30～18：00 英語⑦ 時刻・日付・曜日 

18:10～19:40 数学⑦ 方程式の計算② 

8 月 6 日（金） 

13：00～14：00 社会④ 文明の始まり 

14：10～15：10 国語④ 動詞 

16:20～16:20 理科④ 身の回りの物質 

8 月 9 日（月） 
16：30～18：00 英語⑧ 疑問詞を用いた文(1) 

18:10～19:40 数学⑧ 方程式の文章題① 

8 月 11 日（水） 
16：30～18：00 英語⑨ 疑問詞を用いた文(2) 

18:10～19:40 数学⑨ 方程式の文章題② 

8 月 18 日（水） 
16：30～18：00 英語⑩ 夏期講習のまとめ 

18:10～19:40 数学⑩ 夏期講習のまとめ 

8 月 20 日（金） 

16：30～17：30 理科⑤ 気体の性質 

17：40～18：40 社会⑤ 中国の古代文明 

18:50～19:50 国語⑤ 夏期講習のまとめ 



 

 中 2 時間割 
 

 各教科とも、１学期の内容が急ぎ足で進みました。今のうちに復習・予習を積み重ねておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語・数学……１教科 14,850 円 

理科・社会・国語……各 7,325 円 

事務費・教材費等……2,200 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。） 

【友人紹介制度】 

 塾生の紹介で塾外生の方が夏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

2,000 円分を差し上げます。（２回目以降の特典はあ

りません。） 

 

 大阪市の塾代助成カードをご利用いただけます。詳細は

お問い合わせください。 

 

日にち 時間 科目 内容 

7 月 12 日（月） 
13：10～14：40 数学① 式の計算 

14:50～16:20 英語① 未来の文 

7 月 14 日（水） 
16：30～18：00 数学② 多角形の角度 

18:10～19:40 英語② 助動詞① 

7 月 16 日（金） 

16：30～17：30 理科① 消化と吸収 

17：40～18：40 社会① 室町時代① 

18:50～19:50 国語① 説明文の読解 

7 月 23 日（金） 

16：30～17：30 理科② 化合と分解 

17：40～18：40 社会② 室町時代② 

18:50～19:50 国語② 小説の読解 

7 月 24 日（土） 
13：10～14：40 数学③ 連立方程式の計算① 

14:50～16:20 英語③ 助動詞② 

7 月 26 日（月） 
16：30～18：00 数学④ 三角形の合同 

18:10～19:40 英語④ 名詞・冠詞・代名詞 

7 月 28 日（水） 
16：30～18：00 数学⑤ 連立方程式の計算② 

18:10～19:40 英語⑤ 疑問文 

7 月 30 日（金） 

16：30～17：30 理科③ 呼吸・血液の循環 

17：40～18：40 社会③ 宗教改革と大航海時代 

18:50～19:50 国語③ 随筆の読解 

8 月 2 日（月） 
16：30～18：00 数学⑥ 直角三角形・正三角形 

18:10～19:40 英語⑥ 不定詞① 

8 月 4 日（水） 
16：30～18：00 数学⑦ 連立方程式の文章題① 

18:10～19:40 英語⑦ 不定詞② 

8 月 6 日（金） 

13：00～14：00 理科④ 化学式・化学反応式 

14：10～15：10 社会④ 安土・桃山時代 

16:20～16:20 国語④ 古文 

8 月 9 日（月） 
16：30～18：00 数学⑧ 平行四辺形 

18:10～19:40 英語⑧ 動名詞 

8 月 11 日（水） 
16：30～18：00 数学⑨ 連立方程式の文章題② 

18:10～19:40 英語⑨ 文型 

8 月 18 日（水） 
16：30～18：00 英語⑩ 夏期講習のまとめ 

18:10～19:40 数学⑩ さまざまな四角形 

8 月 20 日（金） 

16：30～17：30 理科⑤ 化学変化と数量比 

17：40～18：40 社会⑤ 江戸幕府の始まり 

18:50～19:50 国語⑤ 用言のまとめ 



 

中 3 時間割 
通常授業では、第２回実力テストに備えて、各教科の重要単元の復習を徹底します。英語・数学は、単元ごとの

学習だけではなく、これまでの積み重ねがものを言う教科ですので、学習不足のお子さんには補講などを徹底して

行います。 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語・数学……14,850 円 

理科・社会・国語……各 5,940 円 

事務費・教材費等……2,200 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。） 

【友人紹介制度】 

 塾生の紹介で塾外生の方が夏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 2,000 円分を差し

上げます。（２回目以降の特典はありません。） 

 

 

 大阪市の塾代助成カードをご利用いただけます。詳細はお問い合わせください。 

 

日にち 時間 科目 内容 

7 月 19 日（月） 
16：30～18：00 数学① 式の展開 

18:10～19:40 英語① 現在完了① 

7 月 21 日（水） 
16：30～18：00 数学② 平面図形の作図 

18:10～19:40 英語② 現在完了② 

7 月 23 日（金） 

16：30～17：30 国語① 論説文の読解 

17：40～18：40 理科① 酸・アルカリ・中和 

18:50～19:50 社会① 世界地理 

7 月 24 日（土） 
13：10～14：40 数学③ 因数分解 

14:50～16:20 英語③ 現在完了③ 

7 月 26 日（月） 
16：30～18：00 数学④ 図形の求積 

18:10～19:40 英語④ 不定詞① 

7 月 28 日（水） 
16：30～18：00 数学⑤ 平方根の計算① 

18:10～19:40 英語⑤ 不定詞② 

7 月 30 日（金） 

16：30～17：30 国語② 小説の読解 

17：40～18：40 理科② 遺伝 

18:50～19:50 社会② 日本地理 

8 月 2 日（月） 
16：30～18：00 数学⑥ 連立方程式 

18:10～19:40 英語⑥ 分詞 

8 月 4 日（水） 
16：30～18：00 数学⑦ 平方根の計算② 

18:10～19:40 英語⑦ 関係代名詞① 

8 月 6 日（金） 

13：00～14：00 国語③ 古文 

14：10～15：10 理科③ 電流と磁界 

16:20～16:20 社会③ 古代～中世 

8 月 9 日（月） 
16：30～18：00 数学⑧ １次関数 

18:10～19:40 英語⑧ 関係代名詞② 

8 月 11 日（水） 
16：30～18：00 数学⑨ ２次方程式の計算 

18:10～19:40 英語⑨ 関係代名詞③ 

8 月 18 日（水） 
16：30～18：00 数学⑩ 場合の数・確率 

18:10～19:40 英語⑩ 夏期講習のまとめ 

8 月 20 日（金） 

16：30～17：30 国語④ 文法 

17：40～18：40 理科④ 化学変化と数量 

18:50～19:50 社会④ 江戸時代～近代 



 

２０２1 年度 夏期講習 受講申込書 

お申し込み日  2021 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  

夏期講習 

 

 

 

受講を希望される講座に○を入れてください。 

 

英語 ・ 数学 ・ 理科 ・ 社会 ・ 国語 

 

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） 
 


