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【お問い合せ】 
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/ 

 

 

 

 

 

 

教育大附属専門塾 

進学塾ＨＩＴＳ（ヒッツ） 

2021 平野中クラス 
冬 期 講 習 

12/20（月）～1/5（水） 

1/24（月）～1/26（水） 

【クラブ活動日は補講を実施】（中１～中２） 
 基本の授業を午後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 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。 

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・国・理・社） 
 
通常授業では、中１、中２年生は２学期内容の復習を行い、
実力テストに備えます。中 3 は入試対策を行います。 

英語 
中１ 一般動詞 代名詞 疑問詞 
中２ 不定詞 動名詞 文型 
中３ 関係代名詞 仮定法 間接疑問文 

数学 

中１ 方程式と不等式 比例・反比例 

中２ １次関数、場合の数、その他復習 
中３ ２次関数 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）講座 

中１・中２は２学期の内容の復習を進めていきます。 

社会 

中１ 
世界の気候 アフリカ 南アメリカ 
オセアニア 古代～室町 

中２ 鎌倉 室町 江戸 ヨーロッパの歴史 

中３ 国会 内閣 裁判所 

理科 

中１ 力と圧力、地震 

中２ 電気、天気の変化 

中３ 天体、仕事とエネルギー 

国語 全 文法 

 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、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。 



  

 【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２０日 
（月） 

１３：１０～１４：４０ 数学① 正負の数の計算 英語① 助動詞① 数学① ２次関数① 

１４：５０～１６：２０ 英語① 一般動詞① 数学① １次関数① 英語① 関係代名詞 

１２月２２日 
（水） 

１６：３０～１８：００ 数学② 方程式① 英語② 助動詞② 数学② ２次関数② 

１８：１０～１９：４０ 英語② 一般動詞② 数学② １次関数② 英語② 仮定法 

１２月２４日 

（金） 

１６：３０～１７：３０ 社会① 世界の気候と暮らし 理科① 前線と天気の変化 国語① 紛らわしい単語 

１７：４０～１８：４０ 国語① 文節・単語 社会① 鎌倉時代 室町時代 理科① 天体*2 

１８：５０～１９：５０ 理科① 力のつり合い 国語① 助動詞 社会① 国会・内閣 

１２月２７日 

（月） 

１６：３０～１８：００ 数学③ 方程式② 英語③ 不定詞① 数学③ 相似① 

１８：１０～１９：４０ 英語③ 一般動詞③ 数学③ 場合の数と確率 英語③ 間接疑問文 

１月５日 

（水） 

１６：３０～１８：００ 数学④ 平面図形① 英語④ 不定詞② 数学④ 相似② 

１８：１０～１９：４０ 英語④ 疑問詞① 数学④ 角度 英語④ 文法まとめ① 

１月７日 
（金）*1 

１３：１０～１４：１０ 社会② 
アフリカ・南アフリカ 

オセアニア 
理科② 季節と天気 国語② 実践模擬テスト 

１４：２０～１５：２０ 国語② 文節の働き 社会② 
中世ヨーロッパ 江

戸① 
理科② 天体 

 １５：３０～１６：３０ 理科② 圧力 国語② 助詞 社会② 内閣・裁判所 

*1 学校の終業時間に応じて開始時間を変更します。 

１/10（月）～１/２１（金）は通常授業期間です。 

日付 時間 中１ 内容 中２ 内容 中３ 内容 

１月２４日 
（月） 

１３：１０～１４：４０ 数学⑤ 平面図形② 英語⑤ 不定詞③ 数学⑤ 式の計算 

１４：５０～１６：２０ 英語⑤ 疑問詞② 数学⑤ 式の計算 英語⑤ テスト対策 

１６：３０～１８：００ 数学⑥ 空間図形① 英語⑥ 動名詞 数学⑥ ２次方程式 

１８：１０～１９：４０ 英語⑥ 複数形 数学⑥ 連立方程式 英語⑥ テスト対策 

１月２５日 

（火） 

１３：１０～１４：４０ 数学⑦ 空間図形② 英語⑦ 文構造 数学⑦ テスト対策 

１４：５０～１６：２０ 英語⑦ 
代名詞      

（所有格・目的格） 
数学⑦ 平面図形 英語⑦ テスト対策 

１６：３０～１７：３０ 社会③ 
日本の成り立ち～古墳

時代 
理科③ オームの法則 国語③ テスト対策 

１７：４０～１８：４０ 国語③ 単語の分類・品詞 社会③ 江戸時代② 理科③ 仕事とエネルギー 

１８：５０～１９：５０ 理科③ 地震 国語③ 連文節・文の成分 社会③ テスト対策 

１月２６日 

（水） 

１３：１０～１４：４０ 数学⑧ まとめテスト 英語⑧ 不定詞④ 数学⑧ テスト対策 

１４：５０～１６：２０ 英語⑧ 所有代名詞 whose 数学⑧ 空間図形 英語⑧ テスト対策 

１６：３０～１７：３０ 社会④ 奈良・平安 室町 理科④ 直列・並列回路 国語④ テスト対策 

１７：４０～１８：４０ 国語④ 連文節・文の成分 社会④ 
市民革命と産業革

命 
理科④ 仕事とエネルギー 

１８：５０～１９：５０ 理科④ 大地の変化 国語④ 紛らわしい単語 社会④ テスト対策 

 

【冬期授業料】 

英語・数学……各 12,430 円（税込） 

理科・社会・国語……各 6,050 円（税込） 

 

 



 ２０２１年度 冬期講習 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・学年 電話番号 

附属平野中学校    年 （    ） 

住所 

郵便番号（   －    ） 

 

 

 

 

受講日に○をご記入下さい。    全日程受講（  ） 

日付 教科 受講 日付 教科 受講 

１２月２０日 
（月） 

数学①  １２月２７日 
（月） 

数学④  

英語①  英語④  

１２月２２日 
（水） 

数学②  １月５日 
（水） 

数学④  

英語②  英語④  

１２月２４日 
（金） 

国語①  

１月７日 
（金） 

国語②  

理科①  理科②  

社会①  社会②  

 

日付 教科 受講 日付 教科 受講 

１月２４日 
（月） 

数学⑤  １月２５日 
（火） 

理科③  

英語⑤  社会③  

数学⑥  １月２６日 
（水） 

数学⑧  

英語⑥  英語⑧  

１月２５日 
（火） 

数学⑦  

 

国語④  

英語⑦  理科④  

国語③  社会④  

 

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 


