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外部生 

平野コース冬期講習会 
 連絡進学合格に向け，パワーアップしよう！ 

進学塾 HITS 平野校・天王寺校 

 ＨＩＴＳでは，附属平野中学校への連絡進学合格を目指す講習生を募集いたします。 
小１～３年生では，まず勉強の習慣をつけることを目標とし，国・算の基礎を丁寧に指導

いたします。４・５年生につきましては，「ふりかえり・ちからだめし」の対策を行うべく，

学校の授業の先取り学習を実施いたします。 
 ６年生につきましては，内部生も受験する１月の外部入学試験対策を実施し，スムーズ

に平野中学校の勉強に入っていけるように，一貫した指導を実施いたします。 
 
【対象学年】平野小１～小６  
【受講費用】平野校：２ページ目，天王寺校６ページ目をご覧下さい。 
【指導内容】小１～小５：２学期の学習の確認および３学期の先取り学習 
      小６：１月入試対策 
 
【特典】 

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， 

 
図書カードを進呈！ 

 

お友達と誘い合ってのご参加，お待ちしております！ 

 
進学塾ＨＩＴＳ 天王寺校 

ＴＥＬ ０６－６６２６－０７７０ 
ＦＡＸ ０６－６６２６－０７７２ 

ＵＲＬ： http://www.e-hits.jp/ 
 
 
 
 

授業に関してのお問い合わせ・懇談も常時受け付けております。 

平野教室受講ご希望の場合も、天王寺校本部にご連絡をお願い致します。 
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【受講費用】平野教室 

学年 授業料 
小１   

   算・国  （6 コマ 6 時間）   6,480 円 
※教材費 1,000 円（税込 1,080 円） 

小２ 

小３ 

小４  算数・国語・理科・社会 （10 コマ 15 時間） 16,200 円 
            ※教材費 2,000 円（税込 2,160 円） 

小５ 
 算数・国語・理科・社会 (16 コマ 24 時間) 25,920 円 
  算数特訓・国語特訓  (4 コマ  6 時間)  6,480 円 
            ※教材費 2,000 円（税込 2,160 円） 

小６  算数・国語・理科・社会 (16 コマ 24 時間) 25,920 円 
            ※教材費 2,000 円（税込 2,160 円） 

※ 上記表の金額は、消費税込の金額です。 
※ 教材費は一律 1,000 円（税込 1,080 円）または 2,000 円（税込 2,160 円）となります。 
※ 小１～３は１コマ６０分授業です。 

 

【受講費用】天王寺校 

学年 授業料 
小１    算・国  （6 コマ 6 時間）   6,480 円 

※教材費 1,000 円（税込 1,080 円） 小２ 

小３   算数／国語／理科／社会  12 コマ(18 時間)     19,440 円 
※教材費 1,000 円（税込 1,080 円） 

小４    算数／国語／理科／社会  20 コマ(30 時間)     32,400 円 
          ※教材費 2,000 円（税込 2,160 円） 

小５ 
  算数・国語・理科・社会 (16 コマ 24 時間) 25,920 円 
   算数特訓・国語特訓  (4 コマ  6 時間)  6,480 円 

            ※教材費 2,000 円（税込 2,160 円） 

小６   算数・国語・理科・社会 (16 コマ 24 時間) 25,920 円 
             ※教材費 2,000 円（税込 2,160 円） 

※ 上記表の金額は、消費税込の金額です。 
※ 教材費は一律 1,000 円（税込 1,080 円）または 2,000 円（税込 2,160 円）となります。 
※ 小１～小３は天王寺・受験クラスと、小４は受験クラスと合同クラスとなります。 
※ 小１・小２は１コマ６０分授業です。 
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【冬期時間割・カリキュラム】 
（各学年，進み具合によっては一部変更する可能性があります。） 
小６ 

算数 過去問対策・単元別演習 

国語 過去問対策・単元別演習 

理科 過去問対策・単元別演習 

社会 過去問対策・単元別演習 

※ 小６は，内部生も 1 月に受ける『新 1 年選考試験』対策を実施します。またスムーズ

に中学英語・数学へ移行できるように，準備講座も設けております。お気軽のお問い合

わせください。 
 

平野教室小６時間割 

日・曜日 時間 科目 日・曜日 時間 科目 

12/19(火) 15：40～18：50 理①・算① 12/26(火) 15：40～18：50 理③・算③ 

12/21(木) 11：10～16：20 社①・国①・理② 1/4(木) 11：10～16：20 社③・国③・理④ 

12/23(土) 13：10～18：00 算②・国②・社② 1/6(土) 13：10～18：00 算④・国④・社④ 

 
 

天王寺教室６年時間割 

日・曜日 時間 科目 日・曜日 時間 科目 

12/19(火) 14:50～18:00 算①・国① 12/26(火) 16：30～20:00 算③・国③ 

12/20(水) 14：00～17：10 国②・算② 12/27(水) 9：30～12：40 国④・算④ 

12/22(金) 13：10～16：20 社①・理① 1/5(金) 16：30～20：00 社③･理③ 

12/23(土) 9：30～12：40 理②・社② 1/6(土) 9：30～12：40 理④･社④ 
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小５   

算数 
① 分数のかけ算・わり算 

② 割合 

③ 割合とグラフ 

④ 円と正多角形 

算数特訓 ① 立体図形・整数 ② 平面図形・割合 

国語 
① 「手塚治虫」 

② 「テレビとのつきあい方」 

③ 「大造じいさんとがん」① 

④ 「大造じいさんとがん」② 

国語特訓 ① 物語の読解 ② 説明文の読解 

理科 
① 流れる水のはたらき 

② もののとけ方 

③ もののとけ方２ 

④ 電磁石 

社会 
① 工業とくらし１ 

② 工業とくらし２ 

③ 工業とくらし３ 

④ わたしたちのくらしを支える 

  情報 

※ ３学期ふりかえりを見据えた内容となっております。 
※ 特訓授業は冬期講習(算・国・理・社の４科目)をお申し込みいただいた方のみ受講で

きます。 

 

平野教室小５時間割 

日・曜日 時間 科目 日・曜日 時間 科目 

12/19(火) 14：00～18：50 
国特①・算① 

理① 
12/26(火) 14：00～18：50 

国特②・算③ 

理③ 

12/21(木) 9：30～16：20 
算特①・理② 

社①・国① 
1/4(木) 9：30～16：20 

算特②・理④ 

社③・国③ 

12/23(土) 9：30～14：40 算②・国②・社② 1/6(土) 9：30～14：40 算④・国④・社④ 

※座席残り９席となります。お早めにお申し込みください。 

 

天王寺教室５年時間割 

日・曜日 時間 科目 日・曜日 時間 科目 

12/19(火) 14:50～18:00 社①・理① 12/26(火) 16：30～20:00 国②・理③ 

12/20(水) 14：00～17：10 算特①・国特① 12/27(水) 9：30～12：40 算特②・国特② 

12/22(金) 13：10～16：20 算①・国① 12/29(金) 9：30～12：40 社③･国③ 

12/23(土) 9：30～14：40 社②・理②・算② 1/5(金) 16：30～20：00 算③･国④ 

   1/6(土) 9：30～14：40 社④･理④・算④ 
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平野教室 
小４  

算数 
① 小数 

② 分数 

③ 立体 

 

国語 
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 

 

理科 ① もののあたたまり方 ② 水のすがた 

社会 ① 日本の国土 ② 地形とくらし 

 

平野教室小４時間割 

日・曜日 時間 科目 日・曜日 時間 科目 

12/21(木) 11：10～16：20 国①・理①・社① 1/4(木) 11：10～16：20 算②・理②・社② 

12/23(土) 9：30～12：40 国②・算① 1/6(土) 9：30～12：40 国③・算③ 

※座席残り６席となります。お早めにお申し込みください。 

 
天王寺教室 
小４ 

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 4 は受験クラスとの合同クラスとなります。詳しくはお問い合わせください。 
 

天王寺教室４年時間割 

日・曜日 時間 科目 日・曜日 時間 科目 

12/23(土) 13：10～16：20 社会①・理科① 1/5(金) 13：10～16：20 国語③・算数③ 

12/25(月) 13：10～16：20 国語①・算数① 1/6(土) 13：10～16：20 社会③・理科③ 

12/27(水) 13：10～16：20 国語②・算数② 1/8(月) 13：10～16：20 国語④・算数④ 

12/28(木) 13：10～16：20 社会②・理科②    
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平野教室 
小３   

算数 
① 植木算 

② 集合 
③ 文章題 

国語 
① 物語を読む 

② 説明文を読む 
③ ことば・漢字 

 
小２ 

算数 
① 植木算 

② 集合・ならび方 
③ つるかめ算 

国語 
① 物語を読む 

② 説明文を読む 
③ ことば・漢字の力をのばす 

 
小１ 

算数 
① いろいろな問題１ 

② いろいろな問題２ 
③ いろいろな問題３ 

国語 
① 読む力をつける１ 

② 読む力をつける２ 
③ 書く力をつける 

 

平野教室小 1・2・3 時間割 

日・曜日 時間 科目 

12/20(水) 14：00～16：10 算①・国② 

12/27(水) 10：00～12：10 算②・国② 

1/8(月) 10：00～12：10 算③・国③ 
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天王寺教室 
小 3  

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３は天王寺・受験クラスとの合同クラスとなります。詳しくはお問い合わせくださ 
 い。 
 

天王寺教室３年時間割 

日・曜日 時間 科目 日・曜日 時間 科目 

12/23(土) 13：10～18：00 
国語①・理社①・

算数① 
1/4(木) 9：30～12：40 算数④・国語④ 

12/26(火) 9：30～12：40 算数②・国語② 1/6(土) 13：10～18：00 
国語⑤・理社②・

算数⑤ 

12/28(木) 9：30～12：40 算数③・国語③    

 

小 2   

算数 
① 植木算 

② 集合・ならび方 
③ つるかめ算 

国語 
① 物語を読む 

② 説明文を読む 
③ ことば・漢字の力をのばす 

 

小 1   

算数 
① 文章題１ 

② 文章題２ 
③ 文章題３ 

国語 
① 読む力をつける１ 

② 読む力をつける２ 
③ 書く力をつける 

 

天王寺教室１・２年時間割 

日・曜日 時間 科目 日・曜日 時間 科目 

12/26(火) 10：00～12：10 算数①・国語① 1/5(金) 10：00～12：10 算数③・国語③ 

12/29(金) 10：00～12：10 算数②・国語②    
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2017 年度冬期講習 受講申込書 平野教室 

お申し込み日 H   年  月  日 

フリガナ  性別 生年月日 

生徒氏名  男・女 H   年     月     日 

学校名 学年 

附属平野小学校 小学              年 

フリガナ  続柄 生年月日 

保護者氏名   S・H     年     月     日 

フリガナ  

ご住所 
〒 

お電話番号 ご自宅  携帯  

メールアドレス                          ＠ 
■ご希望の講座に○をおつけください。 

学年 
平野校講座 平野校 

科目 受講 

１年～3 年 算・国  

４年      算・国・理・社  

５年 算・国・理・社  

６年 算・国・理・社  

       

小５ 特訓授業  受講を希望される日の下の空欄に○をご記入ください 

日付 12/19(火) 12/26(火) 全日程 

国語

特訓 
  

 日付 12/21(木) 1/4(木) 

算数

特訓 
  

※小５の冬期講習(算・国・理・社の４科目)をお申し込みいただいた方のみ受講できます。 

 

■特典を適用する方のみご記入ください。 

一緒に冬期講習を受講するお友達，または紹介を受けた塾生の名前・学年 
名前 学年 

直接ご持参いただくか、お電話・FAX にてお申し込みください。 

お電話での受付の場合は、初回に受講申込書の提出をお願いいたします。 

■ お申し込み先 HITS 天王寺校 TEL 06-6626-0770  FAX 06-6626-0772 
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2017 年度冬期講習 受講申込書 天王寺校 

お申し込み日 H   年  月  日 

フリガナ  性別 生年月日 

生徒氏名  男・女 H   年     月     日 

学校名 学年 

附属平野小学校 小学              年 

フリガナ  続柄 生年月日 

保護者氏名   S・H     年     月     日 

フリガナ  

ご住所 
〒 

お電話番号 ご自宅  携帯  

メールアドレス                          ＠ 
■ご希望の講座に○をおつけください。 

学年 
天王寺校講座 天王寺校 

科目 受講 

1 年～2 年 算・国  

3 年 算・国・理・社  

4 年 算・国・理・社  

5 年 算・国・理・社  

6 年 算・国・理・社  

      

小５ 特訓授業  受講を希望される日の下の空欄に○をご記入ください 

日付 12/20(水) 12/27(水) 全日程 

算数

特訓 
  

 日付 12/20(水) 12/27(水) 

国語

特訓 
  

※小５の冬期講習(算・国・理・社の４科目)をお申し込みいただいた方のみ受講できます。 

 

■特典を適用する方のみご記入ください。 

一緒に冬期講習を受講するお友達，または紹介を受けた塾生の名前・学年 
名前 学年 

直接ご持参いただくか、お電話・FAX にてお申し込みください。 

お電話での受付の場合は、初回に受講申込書の提出をお願いいたします。 

■ お申し込み先 HITS 天王寺校 TEL 06-6626-0770  FAX 06-6626-0772 


