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※本パンフレットは新４年～新６年用です。新１年生～新３年生につきましては上記天王寺校本部までお問い合

わせください。 

☆お問い合わせは下記へお気軽にどうぞ☆ 

進学塾 ＨＩＴＳ 天王寺校本部 

〒５４５－００５３ 

大阪市阿倍野区松崎町２－３－１５ 

ＴＥＬ ０６－６６２６－０７７０ 

ＦＡＸ ０６－６６２６－０７７２ 
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HITS 受験クラスの目標 

 

来る「中学入試」を制すること！ 

学力の余裕を持って中学へ進学すること！ 

 昨年度の６年生受験クラスは，平日授業コース生＋日特コース生＋実技個別生

合わせて 16 名で運営してまいりました。結果は,日曜特訓コース生も含めて、附属

天王寺中学に８名の進学が決まりました。また，附属平野中学にも２名の進学を

決めております。 

 昨今の情勢から，国立の附属中学はいずれの学校も高い競争率を勝ち抜かね

ばなりません。したがって，どの一人として楽に合格を勝ち得たわけではありませ

ん。ひとりひとり保護者・生徒の方々と指導方法・学習方法をめぐり夜遅くまで話し，

納得していただいた上で合理的な努力を積み重ねた結果だと考えております。 

 中学受験，とりわけ国立附属中学・難関私立中学へ進路を決めようとお考えの

方は，是非この春期講習で HITS の授業を体験頂き，４月から志望校合格に向け

た学習を HITS でスタートしていただきたいと思います。 
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進学塾 HITS の特長 
 進学塾HITS では，中学受験につきましては国立附属中学校・難関私立中学校合格を目標に指導し

てまいります。 
 HITS には，併設のクラスに附属小生の方々の「附属クラス」もあります。 
 彼らも附属中に進学するため学内テストに合格しなければなりません。 
この試験のレベルは高く，例年 120 名中 50 名程度の方々しか合格できません。 
 「HITS 国私立中受験クラス」では５年生の二学期までは，一部の教科を上記「附属クラス」と競

い合って頂きます。また，５年生の２学期以降は受験クラス単体での運営を開始し，本格的な受験対

策に入ります。「附属クラス」のレベルは高く，上位半分の順位に入って頂くことが，附中合格の条件

と考えます。 
 ５年２学期以降の「HITS 国私立中受験クラス」では，例年座席数の関係で 12 名までの定員となっ

ております。 
 このクラスでは，塾で授業を受講した後，家庭で宿題をするという流れではなく，塾で宿題をして

帰る・宿題を提出できないときは授業のない日に来てする・点数が悪いときは補習に来るなど，個人

塾的な指導方法を取らせて頂きます。 
 その分，お子様は手を抜けませんので，合格に対して確固たる意志を持っていただくことが必要で

す。是非，HITS の指導方法をご理解頂き，志望校合格に向けた貴重な時間を我々とともに過ごして

いただけるようお願い申し上げます。 

 

安全管理対策 

① 進学塾HITS の各教室は，主要な駅のそばにあるため安心して通塾いただけます。 

② 進学塾HITS への入室時・退出時に保護者の方にメールでお知らせいたしますので，進学塾HITS へ

の行き帰りの管理もしていただけます。 

③ 塾保険にも加入しておりますので，塾や塾との往復途上のケガは進学塾HITS で対応させていただき

ます。 

④ ご希望があれば，授業終了後駅まで引率させていただきます。 

 
 
 
 
 
 



H28 受験春期一般訂正 

4 

ＨＩＴＳの中学受験クラスの特長 

1.基礎から確実に指導 

 教育大附属中を始めとする有名私立中入試問題で合格点を取るためには，正答率の高い問題を確実

に正解することが重要な条件となってまいります。現学年内容を確実に習得いただいた上で，次学年

内容を学習していきます。また，授業の中で理解できていないところは授業の中で解決いたします。

このように階段を一歩一歩上がっていくように，6年内容までを 5 年生までの時期に習得していただ

きます。HITS では附属中入試に出題される範囲に的をしぼって指導してまいりますので，無理のな

いカリキュラムで早期に受験問題にも挑戦いただきます。 

2.お子様の能力・性格に合わせた少人数クラスでの指導 

 入試で合格するということは，同じ学校を受験したお子様方の中でより高得点を取るということ

です。そのためには，限られた時間の中で効率の良い学習をしなくてはなりません。授業中に理解

が出来ず，自宅に帰ってから理解していくという方法は合理的な方法とはいえません。HITS では，

少人数クラスでお子様が完全に理解いただけるようお一人お一人の顔を見ながら授業を進めてまい

ります。また，早く理解できた場合は，習得度に合わせてどんどん先の課題をしていただきます。 

3.国立附属中学・難関私立中学合格のためのカリキュラム 

 国立附属中・難関私立中合格を第一目標に指導していきます。HITS では，附属中・有名私立中に

合格していただくカリキュラムを準備しております。附属中では，教科書を見据えた入試問題の出

題となります。したがって，一部の難関私立中受験のための特殊な単元の学習は後に回し，出題頻

度の高い問題を優先して習得いただくカリキュラムとしております。また，小 6では，日曜特訓に

おいて，附属小生の方々が受験されるテストや教材を学習していただきます。その結果，附属特有

の傾向を体得していただき，来るべき入試の際には他の受験生に差をつけて試験に臨んでいただき

ます。 

4.塾内で宿題を完了するシステム 

 お子様の体力がついてくる高学年になると，HITS の中で宿題を完成していただきます。家庭では

学校の宿題等の必要最小限の学習をしていただき，睡眠時間を充分に確保できる学習習慣を確立さ

せていただきます。 

5.充実した自習・補習システム 

 理解できていない単元や，宿題を提出していただかない場合，授業終了後，もしくは他の曜日に

補習を実施いたします。また，授業日以外にも自習室を無料でご利用いただけます。 
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6.大教大附属小・中学校の学内テスト演習による附属中入試の徹底対策  

 附属小生の方々は，附属中学進学時に学校内でテストを受検し，それに合格せねばなりません。

HITSでは開校以来このようなお子様方の指導を中心に行ってまいりました。他の小学校から附属中

を受験する場合，これらのテスト対策を並行して実施することが附属中受験の際に極めて効果があ

ると確信しております。また，これらのテストは決して難問・奇問の類ではなく，教科書に沿って

出題されています。この対策を通じて一歩一歩着実に実力をつけていけるので，私立中入試にも有

効です。 

7.万全の副教科対策 

 附属受験を目指す場合の大きな障害となってくるのが技能試験です。附属中学は，塾でも優秀で，

学校でも優秀な人材を求めておられるため試験科目に今後も入ってくるはずです。(附属平野は現在

ありません。) 小５から季節講習を中心に指導してまいります。 

８.日曜特訓クラスによりいっそうの実力強化 

 進学塾 HITS では，例年他塾との併用や遠方からの通塾を検討されておられる受験生のために，日

曜特訓クラスを設定してまいりました。本コースは，平日は他塾や家庭で受験学習を進めておられる

ことを前提として，実践的な内容の授業を行うことによって，国立附属中学や難関私立中学への合格

をよりいっそう確実にするためのクラスです。本コースのみの受講も可能でございます。ぜひお問い

合わせください。 

 ※お問い合わせいただいた方には，日曜特訓の資料をご案内させていただきます。 
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春期講習案内 

新小６クラス［通常クラス・春期特訓講座・実技特訓講座］ 

 いよいよ受験学年。春期講習では基礎力の強化をはかります。また，お子様方の応用力を磨き，徹

底した問題演習によって，中学受験に必要な基本事項を確実に吸収していただくことを通じて，志望

校へ全員合格を目指し指導いたします。さらに頻出分野の「春期特訓講座」や「日曜特訓クラス」（費

用は別途かかります。）も開講いたします。 

 

授業予定    ※授業内容は生徒の達成度により若干変更する場合がございます。 

算数 
①速さ ②速さの応用 ③比例と反比例 ④仕事に関する問題 

⑤規則性の問題 ⑥通過算・流水算 ⑦和と差に関する問題 

国語 
①説明的文章１ ②説明的文章２ ③説明的文章３ ④文学的文章１ 

⑤文学的文章２ ⑥文学的文章３ ⑦漢字・語句・言語事項 

理科 
①月と星 ②物のあたたまり方 ③空気と水の温度による変化 

④こん虫 ⑤季節と生物 

社会 

①地理の復習 1［日本の国土］ ②地理の復習 2［気候・地形とくらし］ 

③地理の復習 3［日本の農水産業］ ④地理の復習 4［日本の工業］ 

⑤地理の復習 5［公害・環境問題］ 

 

小６時間割（春期通常クラス） 

春期通常クラス時間割  授業料：39,960円（税込） 

日・曜日 時間 教科 日・曜日 時間 教科 
3/21（月） 17:00～20:30 国語・算数① 3/30(水) 17:00～20:30 国語・算数④ 
3/23（水） 17:30～21:00 社会・理科① 4/1(金) 17:00～20:30 社会・理科④ 
3/2４(木) 17:00～20:30 国語・算数② 4/4(月) 17:00～20:30 国語・算数⑤ 
3/25(金) 17:00～20:30 社会・理科② 4/5(火) 17:00～20:30 社会・理科⑤ 
3/28(月) 17:00～20:30 国語・算数③ 4/6(水) 17:00～20:30 国語・算数⑥ 
3/29(火) 17:00～20:30 社会・理科③ 4/7(木) 17:00～20:30 国語・算数⑦ 
 

宿題指導時間について 

 各授業日とも、授業前に宿題を完成させるための時間として、宿題指導時間を設けております。こ

の時間は専任講師がお子さんの勉強を監督し、宿題についての質問にお答えいたします。 

 また、授業後も、最大で９時まで残っていただき、テストで分からなかった問題のやり直しをして

いただくことが可能です。 

 

 宿題指導の時間は、土曜日の 16:30～20:00、日曜日の 16:30～20:00となっております。 

 また、自習室は HITSの営業時間（平日 9:00～21:00、土・日 9:00～20:00）にご利用いただけます。 

 

塾外生の方へ 

   全ての講座をご受講頂くのが理想ですが、他塾との兼ね合いで全ての講座を受講できない場合、弱点教科・弱点分

野を選んで受講してください。一講義あたり受講料は 1500円（税別）となります。 
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春期特訓講座［新６年］ ～強化したい分野・単元だけ受講できる～ 
春期特訓講座のご案内 
 2016 年度の入試を見ますと，例えば附属天王寺中学は出題単元の比重が私立中学と大きく異なっていま

した。また，国語における長文記述（作文）の出題など，国立中学校らしい出題傾向が多いことも確かで

す。やはり，国立中学の入試は私立中学のそれとは違う国立中専門の対策が必要であると，私達は考えま

す。そこで，今年度も受験コースおよび外部生のみなさま対象に，春期特訓講座を開催いたします。 
 

算数特訓講座 

 (1) 速さ特訓 
 ６年生の重要単元を集中的に学習します。 
 カリキュラム……①速さの３用法 ②旅人算 
         ③通過算    ④流水算 
 

 (2) 割合特訓 
 ５年生の重要単元である割合の文章題を徹底的に反復練習します。 
 カリキュラム……①売買損益 ②濃度 ③相当算 ④仕事算 

 
 (3) 図形特訓 

 図形の問題を、応用まで網羅して練習します。 
 カリキュラム……①角度 ②三角形・四角形の面積 ③円とその応用 ④体積と容積 

 
（各講座とも全４回［90分×4 コマ］の授業予定） 

受講費用 図形特訓・速さ特訓・割合特訓 1 講座各 6480 円（税込） 
 

国語特訓講座 

 (1) 作文特訓 
附属入試に毎年出題されている「作文」を強化します。「原稿用紙の使い方」などの基礎的な部分の

学習から始めます。短文作り、表現の工夫などを学習し、実際にテーマを決めて作文を書いていただ

きます。 
 

受講費用 作文特訓 6480 円（税込） 
 
算数特訓講座・国語特訓講座４講座すべて受講される場合は、20736 円に割引いたします。 
 
 

実技科目特訓講座 ～実技科目の対策は大丈夫ですか？～ 

 
 進学塾HITSでは夏休みや冬休みを中心に，作曲やデッサンといった技能指導を定期的に行っています。

今年度は，春休みを利用した「実技科目特訓講座」を開講します。 
 

対象学年：６年生（５年生の方もご希望により対応いたします。） 
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◆開講講座概要◆ 

科目 日程 時間 内容 

図工特訓 
3/26，4/2（土） 

〔2 日間〕 
 9:30～12:40 

〔90 分授業×4〕 
技能指導 

〔デッサン〕 

音楽特訓 
3/26・4/2（土） 

〔2 日間〕 
13:10～16:20 

〔90 分授業×4〕 

技能指導 
〔作曲〕 

家庭科・ 

知識事項 

特訓 

3/19（土） 
〔1 日間〕 

9:30～12:40 
13:10～16:20 

〔90 分授業×4〕 

筆記対策 
［講義・演習］ 

図工の持ち物：2B の鉛筆・練り消しゴム・A4 スケッチブック 
音楽は筆記用具のみでかまいません。 
 
 
［受講をお考えの皆様へ］ 
 HITS では春期特訓のみの受講や１教科からの受講も可能です。春期特訓や単科での講座受講の場合は

入会金もいただきませんので，外部の方でも気軽に受講いただけます。さらに，春期集団授業を受講いた

だく方には割引特典もございます。お気軽にお問い合わせください。 
 

［受講費用について］（税込） 

・図工講座・音楽講座各 10,800 円 
・家庭科講座 6,480 円 
※３講座とも受講の場合 21,060 円となります。 
 
日・曜日 時間 科目 日・曜日 時間 科目 

3/19（土） 9:30～12:40 家庭科特訓① 4/1(金) 13:10～14:40 速さ特訓③ 
13:10～16:20 家庭科特訓② 14:50～16:20 作文特訓③ 

3/25（金） 
13:10～14:40 速さ特訓① 

4/2(土) 
9:30～12:40 図工特訓② 

14:50～16:20 作文特訓① 13:10～16:20 音楽特訓② 

3/26(土) 
9:30～12:40 図工特訓① 

4/4(月) 
13:10～14:40 割合特訓③ 

13:10～16:20 音楽特訓① 14:50～16:20 図形特訓③ 

3/28(月) 
13:10～14:40 割合特訓① 

4/5(火) 
13:10～14:40 速さ特訓④ 

14:50～16:20 図形特訓① 14:50～16:20 作文特訓④ 

3/2９(火) 13:10～14:40 速さ特訓② 4/6(水) 13:10～14:40 割合特訓④ 
14:50～16:20 作文特訓② 14:50～16:20 図形特訓④ 

3/30(水) 
13:10～14:40 割合特訓② 

 
  

14:50～16:20 図形特訓②   
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新小５クラス［通常クラス・（実技特訓クラス）］ 

「学習姿勢育成をめざす」 
【算数】 ４年生の復習から５年生の学習内容まで発展させます。算数の大きな壁となる「円と正多

角形」「立方体と直方体」は特に基礎から丁寧に説明します。また後半（第5 回、第 6 回）

では小数の計算を徹底して演習します。 
【国語】 文学的文章、説明的文章をとりあげ、その読解の基礎である場面・背景・登場人物の心情

の変化から主題、指示語・接続語・段落・要点から要旨の読みとりを学習します。 
【理科】 小 4の重要単元である「季節と生物」「空気や水の温度による変化」・小５に学習する「気

象の観測」「天気の変化」をおさえていきます。単なる記憶の確認だけでなく、身近な現象

を説明しながらわかりやすい授業を進めていきます。 
【社会】 日本の国土や気候・人々のくらしについて学習します。 

算数 

１ 円と正多角形 

２ 円とおうぎ形 

３ 立方体と直方体 

４ 表の読み取りと推理 

５ 和と差に関する文章題 

６ 周期性に関する文章題 

国語 

１ 説明文の読み取り１ 

２ 説明文の読み取り２ 

３ 物語文の読み取り１ 

４ 物語文の読み取り２ 

５ ずい筆文の読み取り１ 

６ 言語事項・ことばのきまり 

理科 

１ 季節と生物 

２ 空気や水の温度による変化 

３ 気象の観測 

４ 天気の変化 

５ まとめ 

社会 

１ 日本とまわりの国  々

２ 都道府県と特色① 

３ 都道府県と特色② 

４ 気候とくらし 

５ 地形とくらし 

 
小５時間割（春期通常クラス） 

春期通常クラス時間割  授業料：39,960円（税込） 

日・曜日 時間 教科 日・曜日 時間 教科 
3/21（月） 17:00～20:30 算数・国語① 3/30(水) 17:00～20:30 算数・国語④ 
3/23(水) 17:30～21:00 理科・社会① 4/1(金) 17:00～20:30 算数・国語⑤ 
3/25(金) 17:00～20:30 算数・国語② 4/2(土) 13:10～16:20 理科・社会④ 
3/26(土) 13:10～16:20 理科・社会② 4/4(月) 17:00～20:30 算数・国語⑥ 
3/28(月) 17:00～20:30 算数・国語③ 4/5(火) 17:00～20:30 理科・社会⑤ 
3/29(火) 17:00～20:30 理科・社会③ 4/6(水) 17:00～20:30 算数・国語⑦ 
 

宿題指導時間について 

 各授業日とも、授業後に宿題を完成させるための時間として、宿題指導時間を設けております。こ

の時間は専任講師がお子さんの勉強を監督し、宿題についての質問にお答えいたします。 

  平日：16:30～17:00 20:30～21:00 

  土曜：13:10～16:20（最大で 20:00まで自習可能） 
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春期特訓講座［新５年］ ～強化したい分野・単元だけ受講できる～ 
 

算数特訓講座 

  5年生でもっとも難しい単元である割合を集中して特訓していきます。実は、3年生から習って

いる割り算の意味が割合であること、割合の三公式の中の第三用法である相当算、帯グラフ・円グラ

フをかけるところまで指導してまいります。 

 カリキュラム……① 割合   ② 割合の問題   ③ 帯グラフ・円グラフ 

 

国語読解特訓講座 

 附属天王寺の入試問題は、一 文章読解、二・三 言語事項（ことば・漢字）、四 作文という出

題範囲です。作文が一般の私立入試と異なるので注目されやすいのですが、点数の差がつきやすいの

は記述問題です。いくら文章を理解していても、答えを記述できなければ得点は伸びません。そこで、

本講座では、文章内容を理解する方法を学習した上で、設問の意味を理解し本文から記述問題の答え

を作成する技術を指導していきます。 

 

春期特訓講座時間割  

日・曜日 時間 科目 

3/21（月） 13:10～14:40 算数特訓① 
14:50～16:20 国語読解① 

3/30(水) 
13:10～14:40 算数特訓② 
14:50～16:20 国語読解② 

4/6(水) 
13:10～14:40 算数特訓③ 
14:50～16:20 国語読解③ 

 
受講費用 1講座各 4,860 円（税込） 

 

  塾外生の方へ 

   全ての講座をご受講頂くのが理想ですが、他塾との兼ね合いで全ての講座を受講できない 

場合、弱点教科・弱点分野を選んで受講してください。一講義あたり受講料は 1500円（税別） 

となります。 
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新小４クラス［通常クラス］ 

「勉強のきっかけをつかむ」 

【算数】 春期講習期間は重要単元である｢角度｣｢小数｣などを先取りして学習します。 

【国語】 小３までに学んできたことを土台に小４レベルの文章を総合的に学習します。物語では，場面，登場人物の心 

     情などに注目します。説明文では，文のつながり，段落ごとの要点などをとらえながら読み進めます。 

【理科】 春期講習期間は 4 年生で習う範囲を先取り学習します。4 年生の範囲は連絡進学のテストでもよく出題される 

     範囲です。時間に余裕のある春休みを使って，しっかりと理解しましょう。 

【社会】 「地図の見方」・「都道府県」などこれからの社会学習に必要な基本事項の学習をすすめます。 

 

算数 

（7 回） 

１.  和と差の問題 

２.  角の大きさと性質 

３.  小数のしくみ 

４  □を求める計算 

５.  かけ算とわり算 

６.  正方形と長方形 

７  植木算 

 

国語 

（5 回） 

１. 物語文の読み取り① 

２. 物語文の読み取り② 

３. 説明文の読み取り① 

４. 説明文の読み取り② 

５. 語句・ことばのきまり 

 

理科 

（3 回）+op 

１. 物の体積と力 

２. 物の体積と温度 

３. 水のすがたとゆくえ 

op. 記述対策「ものの体積と温度」 

社会 

（3 回）+op 

１．地図の見方 

２．都道府県 

３．日本とまわりの国々 

ｏｐ．記述対策「日本の地形・気候」 

 

春期通常クラス時間割  授業料：28,620円（税込） 

 *3/24のみ、13:10～14:40、14:50～16:20 

 
 

 

◆理科・社会オプション講座 （各 1 回） 

 一般入試で出題頻度の高い，理科・社会の記述問題の対策を行います。 

《実施日時》 理科記述特訓 4/7    時間 11:10～12:40 

         社会記述特訓 4/7    時間 9:30～11:00 

《受講費用》 理科・社会あわせて 3,240 円（税込） 

※小４受験クラスは，天王寺連絡進学クラスとの合同クラスとなります。 

新小４ 時間割 

日・曜日 科目 

3/19 (土) 国①・算①・理社① 

3/24 (木) 算②・国② 

3/26 (土) 社②・理②・算③ 

3/29 (火) 算④・国③ 

3/31 (木) 算⑤・国④ 

4/2 (土) 社③・理③・算⑥ 

4/5 (火) 算⑥・国⑤ 

4/7 (木) 社 op・理 op 

曜 日 時 間 

火 
１限 9：3０～11：00 

2 限 11：10～12：40 

木* 
１限 9：3０～11：00 

2 限 11：10～12：40 

土 

１限 13：1０～14：40 

2 限 14：50～16：20 

3 限 16：30～18：00 
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平成 28 年 春期講習[通常クラス] 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 

学校名 学年 
 
 

  新       年 

 
フリガナ  続柄 

保護者氏名   

 
フリガナ  

ご住所 

〒 
 
 
 

 

通常クラス 
受講をご希望の学年に 
○を入れてください。 

 １ 新小４受験・通常クラス 

 ２ 新小５受験・通常クラス 

 ３ 新小６受験・通常クラス 

 

ご連絡先 
ご自宅  

その他 
（携帯電話）  

 ◎ お申し込みはお電話またはＦＡＸでお願いいたします。 
   ＴＥＬ ０６－６６２６－０７７０ 
   ＦＡＸ ０６－６６２６－０７７２ 
 
備考欄（予め受講できない日程が確定している場合は、以下にご記載願います。） 
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平成 28 年 春期特訓講座 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 

学校名 学年 
 
 

  新５年・新６年 

 
フリガナ  続柄 

保護者氏名   

 
フリガナ  

ご住所 

〒 
 
 
 

 

春期特訓講座 
受講科目 

○を入れてください。 

 １ 小６算数 「図形」特訓講座 
 ２ 小６算数 「割合」特訓講座 
 ３ 小６算数 「速さ」特訓講座 
 ４ 小６国語 「作文」特訓講座 
 ５ 小５国語 「読解」特訓講座 
 ６ 小５算数 「算数特訓」講座 
 ７ 小４理科・社会 記述対策講座 

 

ご連絡先 
ご自宅  

その他 
（携帯電話）  

 ◎ お申し込みはお電話またはＦＡＸでお願いいたします。 
   ＴＥＬ ０６－６６２６－０７７０ 
   ＦＡＸ ０６－６６２６－０７７２ 
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平成 28 年 実技特訓講座 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 

学校名 学年 
 
 

  新５年  ・  新６年 

 
フリガナ  続柄 

保護者氏名   

 
フリガナ  

ご住所 

〒 
 
 
 

 

実技特訓講座 
受講科目 

○を入れてください。 

 １ 図工特訓講座 

 ２ 音楽特訓講座 

 ３ 家庭科特訓講座 

 

ご連絡先 
ご自宅  

その他 
（携帯電話）  

 ◎ お申し込みはお電話またはＦＡＸでお願いいたします。 
   ＴＥＬ ０６－６６２６－０７７０ 
   ＦＡＸ ０６－６６２６－０７７２ 
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