
                                        

 

教育大附属専門塾 

進学塾ＨＩＴＳ（ヒッツ） 
2016天王寺中 
冬 期 講 習 

12/22（木）～1/9（月） 

附附属属専専門門ののＨＨＩＩＴＴＳＳでで３３学学期期にに備備ええままししょょうう！！  
中学部 冬期授業予定 

中１  

英語  

中１の英語の学習内容を終えます。冬休み中
に力を蓄えましょう。 
① 一般動詞の過去形   
② be 動詞の過去形 
③ 3 学期期末過去問に挑戦 

数学 

3 学期期末範囲の比例反比例を予習し、中 1
の数学内容を終えます。 
① グラフと図形、面積 
② グラフと図形の応用問題 
③ 過去問、入試レベルに挑戦 

社会 

レベルの高い附中の授業内容に沿って、３学
期の予習を行います。 
① 歴史「武士の台頭と鎌倉時代｣ 
② 地理｢日本の姿｣ 
③ 3 学期期末過去問に挑戦  

理科 

理科は 3 学期予習を行います。中 1 の地学は
覚えることが多いので早めに覚えましょう。 
① 火山と岩石 
② 地震とプレート 
③ 地質時代と化石、入試問題に挑戦 

中２ 

英語  

中２の英語は重要な単元が続きます。しっか
りとマスターしましょう。 
① 比較 
② 受動態 
③ 3 学期期末過去問に挑戦  

数学 

3 学期期末範囲の確立を予習し、中 2 の数学
内容を終えます。 
① 確率の計算とまとめ 
② 期待値の計算 
③ 過去問、センター試験問題に挑戦 

社会 

3 学期の予習を行います。テスト前にあわて
ないように早いめに覚えておきましょう。 
① 歴史「欧米の発展とアジアの植民地化」 
② 地理「関東・東北地方」 
③ 3 学期期末過去問に挑戦 

理科 

中 2 理科で 3 学期期末の範囲でもあり、生徒
が最も苦手とする電磁気について学びます。 
① オームの法則と計算 
② 電気の正体、電流と磁界 
③ モータの原理、入試問題に挑戦 

中３ 

高校への 

英語 

高校の授業に備えて中学で覚えておくべき
｢語彙｣、およびやや高度な高校入試問題を集
中的に学習します。 
① 語彙、特に熟語を覚えよう 
② 私立高校入試問題にチャレンジ 

高校への 

数学 

高校数学に備えて、因数分解、二次関数につ
いて、深く学びます。 
① 因数分解、平方完成マスター 
② 二次関数のグラフ 

※ 授業内容は一部変更することがあります。 
 
 
「友人紹介制度」 

お友達と一緒に申し込まれた場合、 

塾生の紹介で申し込まれた場合 

図書カード（1000 円）進呈 

【進学塾 HITS の強み】 
 附属天王寺中学校のカリキュラムに合わせ指導します。定期テス

トはもちろん、宿題等の提出物を含め指導していきます。 
 

 定期テスト直前は、主要５教科のテスト対策を行います。また、
定期テスト期間中は授業時間を昼に変更し、翌日のテスト対策を
行います。 
 

 毎週土曜日は補習を行います。授業を欠席した場合の振り替え授
業や、宿題など質問フォローを行います。 
 

 個別コースもあります。生徒一人一人の学力に合わせて、苦手科
目の克服と基礎学力の向上に全力でサポートいたします。時間科
目等は御相談下さい。 
 

 自習室を利用することができます。定期テスト前の学習や、学校・
塾の課題に集中して取り組むことができます。 
 

 附属天王寺中から徒歩３分で通えるた
め、学期中は通塾時間がかかりません。 
 

 附属天王寺中学校行事等にあわせ授業
日程を組んでいるので、学校行事で欠
席するケースがありません。 
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【お問い合せ】 

 寺田町教室 

  Tel ：０６－６７７５－０３００ 
  Fax ：０６－６７７５－１１３１ 

 天王寺校（本部） 
  Tel ：０６－６６２６－０７７０ 
 

 進学塾HITS http://www.e-hits.jp/ 

 

 



【冬期講習時間割】 

日程 時間 中 1 中２ 中３ 

12/22(木) ※15:30～17:00 冬期数① 冬期英①   

（終業式） ※17:10～18:40 冬期英① 冬期数①   

12/23(金) 

13:00～14:30 冬期社①     

14:40～16:10 冬期理①     

17:30～19:00   冬期社① 
平常授業・数学 

（木・金合同） 

19:10～20:40   冬期理① 
平常授業・英語 

（木・金合同） 

12/24(土) 9：30～18：00 欠席者補講、呼び出し補講、自習等 

12/26（月) 

13:00～14:30 冬期数② 冬期英②   

14:40～16:10 冬期英② 冬期数②   

17:30～19:00 冬期数② 冬期英②   

19:10～20:40 冬期英② 冬期数②   

12/27（火) 

13:00～14:30 冬期社②     

14:40～16:10 冬期理②     

17:30～19:00   冬期社② 冬期数① 

19:10～20:40   冬期理② 冬期英① 

12/28～1/4 
 

正月休み 

1/5(木) 

13:00～14:30 冬期数③ 冬期英③   

14:40～16:10 冬期英③ 冬期数③   

17:30～19:00 冬期数③ 冬期英③   

19:10～20:40 冬期英③ 冬期数③   

1/6(金) 

13:00～14:30 冬期社③     

14:40～16:10 冬期理③     

17:30～19:00   冬期社③ 冬期数② 

19:10～20:40   冬期理③ 冬期英② 

1/7(土) 9：30～18：00 欠席者補講、呼び出し補講、自習等 

1/9(月) 9：30～18：00 欠席者補講、呼び出し補講、自習等 

1/10(火) 

始業式 

平常授業開始 

※15:30～17:00 平常授業・数学   平常授業・英語 

※17:10～18:40 平常授業・英語   平常授業・数学 

受 講 料 
英＋数：\9,720 英＋数：\9,720 英＋数：\6,480 

理＋社：\9,720 理＋社：\9,720   

 

 ※１ 終業式と始業式の日は、目安の時間ですので学校が終わり次第、塾によっていただくようお願いします。 

※2  冬期講習の受講に入塾金はかかりません。 

※3 中1・中２生の英語・数学は，昼からの時間（13時～）と夕方の時間（17時30分～）のうち，どちらかを 

選択して受講して下さい。 

 



進学塾ＨＩＴＳ 寺田町教室 

平成２8年度 冬期講習 受講申込書 
 

                              お申し込み日  平成   年   月   日 

フリガナ  性別 フリガナ  続柄 

生徒 

氏名 
 

男 

女 

保護者 

氏名 
  

学校名 学年 

大阪教育大学附属天王寺中学校  中学    年 

連絡先 

ご自宅  

その他 

（携帯電話な

ど） 

 

メールアドレス  

フリガナ  

ご住所 

塾生の方は、住所

のご記入は不要。 

〒 

 

 

 

 

 

 

 

 

通勤先 

〒 

 

 

冬期講習 

集団授業 

学年 

レギュラー授業 

（必須） 

冬期オプション授業 

（選択） 

受講科目を○でお囲みください。 

中1 数学     英語  理科     社会 

中２ 数学     英語  理科     社会 

中３ 数学     英語  

欠席日、要望ありまし

たらご記入下さい。 
 

友人紹介 

制度利用 

塾生 

氏名 
 

どちらかお 

選び下さい。 

授業料無料(    )4週分無料 

図書カード(    )1０００円 

アンケート 

（  ）に○を 

ご記入下さい。 

現在塾に通っている  いいえ（  ）  はい（  ） 塾名 

入塾希望（   ）  講習後考える（   ）  今回は講習のみ（   ） 

 

お申し込みはお電話またはＦＡＸでお願いいたします。 

ＴＥＬ：０６－６７７５－０３００  ＦＡＸ：０６－６７７５－１１３１ 


