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志志望望校校にに直直結結：：HHIITTSS のの冬冬期期講講座座（（11～～55 年年版版））  
 

ＨＩＴＳでは、大阪教育大学附属天王寺中学や奈良女子大学附属中等教育

学校をはじめとする国立附属中学合格を目指す冬期講習生を募集します。 

 中学受験までいよいよあと 1 か月。受験生のみなさんは志望校合格に向けて

追い込みをかけていることでしょう。「あともうひとふんばり。でも、最後に自分の

受験する国立の附属中学校に向けて、総整理をしたい。」「国立の入試問題に

もっともっと慣れておきたい。」「やはり、音楽の作曲や図工のデッサンなど実技

科目が不安」といった受験生も多いのではないかと思います。 

受験を目前に控えた６年生は、入試問題演習をはじめとする国立対策を「通

常集団授業」で行い、さらに各教科の総整理や弱点分野の最終点検のための

「総まとめ特訓講座」、そして音楽や図工といった「実技科目特訓」を設け、国立

附属中学合格のための総仕上げを行います。 

3・４・５年生は、来るべき中学受験の準備が万全となるよう、責任をもって指

導してまいります。授業は、中学受験において広汎に使用されている『中学受

験新演習シリーズ』をベースに進めますので、国立の附属中学校だけではなく、

難関私立中学にも対応が可能となります。また国立中学を目指す方に、早期に

実技対策の機会を持っていただくために、「実技特訓講座」を５年生の方も受講

可能としております。 

奮ってのご参加お待ち申し上げております。 

 

随時、個別懇談を実施しております。お気軽にお問い合わせ下さい。 

【対象学年】 

小１～小６ ※この資料は 1～5 年用です 

【受講費用】 

本パンフレット p.2 をご覧ください。 

【指導内容】 

本パンフレット p.3・p.5・p.6 をご覧ください。 

【時間割】 

本パンフレット p.2・p.4 をご覧下さい。 

 進学塾ＨＩＴＳ 天王寺校 

ＴＥＬ 06-6626-0770 

ＦＡＸ 06-6626-0772 

ＵＲＬ： http://www.e-hits.jp/ 

 

http://www.e-hits.jp/
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【授業曜日・時間帯】 

 

［小５］ 

（授業日程・時間） 

 冬期集団授業 12/22・25・27・28・29、1/4・5・8（全 8 日間） 

           授業時間 このパンフレット p.4 をご覧ください。 

 分野別特訓授業 このパンフレット p.6 をご覧ください。 

 （夏期講習で実施しました実技特訓は、６年生の申し込みが多いので、今回

は５年生の募集を中止します。） 

 

［小４］ 

（授業日程・時間） 

 冬期集団授業 12/23・25・27・28、1/4・6・8（全８日間） 

           授業時間 13:10～16:20 

 

［小３］ 

（授業日程・時間） 

 冬期集団授業 12/23・26・28、1/4・6（全５日間） 

           授業時間 このパンフレット p.4 をご覧ください。 

［小１・２］ 

（授業日程・時間） 

 冬期集団授業 12/26・29、1/5（全３日間） 

           授業時間 10:10～12:10 

 

【受講費用】 

学年 授業料 

小５受験 
冬期特訓授業８回（算・国・理・社） 27000 円 

算数特訓講座  読解・作文特訓講座 各４回 7776 円 

小４受験 冬期特訓授業７回（算・国・理・社） 23760 円 

小３受験 冬期特訓授業５回（算・国・理・社） 20520 円 

小１・小２受験 冬期特訓授業３回（算・国） 8856 円 

※ 授業料はすべて税込表示です。 
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【冬期指導方針・学習内容】 

〔小５〕 

（冬期指導方針） 

   「あと 1 年」に迫った中学入試に向け、小５学年内容の重要単元の復習や小６内容の先取

り学習を行います。また、「宿題をきっちりしてきたかどうか」を毎回チェックします。これにより

丁寧に勉強する習慣を身につけていただけるように指導してまいります。 

 

（学習内容） ※授業の定着度合いによって内容の変更がある場合があります。 

算数 
 （通常）速さや図形の単元 

 （特訓講座） 割合・整数・分数 

国語 
 （通常）随筆・文学的文章 入試過去問に挑戦 

 （特訓講座） 作文・読解 

理科  もののとけ方、ふりこ、電磁石など 

社会  歴史分野（武士の時代） 

 

〔小３・小４〕 

（冬期指導方針） 

   中学入試に向け、各学年の重要単元の復習や次学年の内容の先取り学習を行います。

また、「宿題をきっちりしてきたかどうか」を毎回チェックします。これにより丁寧に勉強する習

慣を身につけていただけるように指導してまいります。 

小４ 学習内容 ※授業の定着度合いによって内容の変更がある場合があります。 

算数  面積、分数、小数のかけ算・わり算、立体 

国語 
 接続語・指示語、段落のつながりと要旨、 

 場面の展開・出来事と気持ち、人物像と主題 

理科  もののあたたまり方、水のすがたなど 

社会  日本の気候、都道府県、地形 

小３ 学習内容 ※授業の定着度合いによって内容の変更がある場合があります。 

算数  かけ算・分数・小数 

国語  説明文・物語文 

理科  電気と磁石、昆虫と植物、太陽と光 

社会  いのちとくらしをささえる水、ごみのしょりと利用、都道府県 

〔小１・小２〕 

 お子様の学習進度がさまざまですので、グループ学習の中でそれぞれの進度に合

わせた教材を学習していきます。 
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【冬期時間割】 

 

日にち 小５冬期授業 小５特訓授業 小４冬期授業 小３冬期授業 

12/21(木)     

12/22(金) 
理科①・社会① 

17:30～21:00*1 
  

 

12/23(土)   
社会①・理科①

13:10～16:20*2

国算①・理社① 

13:10～18:00 

12/24(日) 授業なし（６年生は日曜特訓） 

12/25(月) 
算数①・国語① 

13:10～16:20 

算特・作文特訓① 

17:00～20:10*1 

国語①・算数①

13:10～16:20*2 

 

12/26(火)    
算数・国語② 

9:30～12:40 

12/27(水) 
社会②・理科② 

13:10～16:20*2 
 

国語②・算数②

13:10～16:20*2 

 

12/28(木) 
算数②・国語② 

13:10～16:20*2 

算特・作文特訓② 

9:30～12:40 

社会②・理科②

13:10～16:20*2 

算数・国語③ 

9:30～12:40 

12/29(金) 
理科③・社会③ 

13:10～16:20*2 
  

 

12/30(金)～1/3(火)は休講となります。（12/30～31 は６年生のみ開講） 

1/4(木) 
算数③・国語③ 

13:10～16:20*2 
 

国語③・算数③

13:10～16:20*2 

算数・国語④ 

9:30～12:40 

1/5（金） 
理科④・社会④ 

13:10～16:20*2 

算特・作文特訓③ 

9:30～12:40 
 

 

1/6（土）   
社会・理科③ 

13:10～16:20*2 

国算⑤・理社② 

13:10～18:00 

1/7(日) 授業なし（６年生は日曜特訓） 

1/8(月) 
算数④・国語④ 

13:10～16:20*2 

算特・作文特訓④ 

9:30～12:40 

国語④・算数④

13:10～16:20*2 
 

*1 午後～夕方の授業日は最大 21:30 まで残って勉強することができます。 
*2 16:20 の終了後は 16:30～18:00 まで宿題指導時間になっております。この

時間は教員がついて宿題を解くお子様の勉強を監督し、質問対応を行います。

とくにご用がある場合を除き、できる限りご参加ください。 
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算数特訓講座 （４回） 

５年生の単元の中で、通常の受験勉強では軽視されますが、附属の入試ではよく

出題される「約数・倍数・分数」と、多くの受験生が弱点としている「割合」に焦

点を当て講座を実施します。授業では単に問題を解いて説明するのでなく、「割合」

の意味から丁寧に説明し、基本問題から応用問題まで確実に解ける力を習得できる

ようにします。 
① 実施日時＝12/25(月)・28(木)・1/5(金)・8(祝) 

 時間: 12/25 は 17:00～18:30 ほか３回は 9:30～11:00 
② 受講費用＝7,776 円 (税込) 
 

読解・作文講座 （４回） 

附属の入試問題で欠かせないのが作文の練習です。また、読解の問題も、附属天

王寺では、このレベルの学校にしては珍しい短さの文章が出題されます。そこで、

冬期講習の期間に以下の日時で読解・作文特訓を開講します。読解では、説明文を

中心にポイントをおさえた読解の方法、作文では文を書くことに慣れ、抵抗をなく

すことを第一の目的として指導してまいります。 
① 実施日時＝12/25(月)・28(木)・1/5(金)・8(祝) 

 時間: 12/25 は 18:40～20:10 ほか３回は 11:10～12:40 
② 受講費用＝7,776 円  (税込) 
 
＊ 算数特訓講座・読解・作文講座とも、冬期通常授業をすべて受講される方は１

講座 6,480 円に割引いたします。 
 
 
お申込み手順および授業料の納入について 

 

１ 次ページ以降の申込書をご記入ください。全日程の受講ではなく、部分受講に

なる場合は、その旨ご記入ください。 

２ お電話・FAX・郵送などで申し込みをお願いします。 

３ お申込み後、HITS 事務局より授業料の請求書と振込用紙を送らせていただきま

すので、届き次第、授業料の振込をお願いします。 

 

連絡用 E メールアドレスの記入について 

・ ご記入いただいたアドレスには、以下の成績送信用アドレスから、日々の授業

の成績・宿題提出状況・出された宿題を記載したメールをお送りします。 

・ 携帯電話のメールアドレスを記入された場合には、成績送信用アドレスからの

メールが届くように、受信制限の解除をお願いします。 

 

成績送信用アドレス：hits_seiseki@yahoo.co.jp 
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平成 29 年度 受験クラス冬期集団授業 受講申込書 
 

お申し込み日  平成 ２９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 
 
            年 

 
フリガナ  続柄 

保護者氏名   

 
フリガナ  

ご住所 

〒 
 
 
 

 

ご連絡先 

ご自宅  

その他 
(携帯電話)  

E メール  

 

受講科目 
○を入れてください。

 １ 冬期通常授業 

 ２ 算数特訓（小５） 

 ３ 読解・作文特訓（小５） 

 ◎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 


