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進学塾ＨＩＴＳ春期講座目標 

①自分に必要なことを発見する春！ 

②新学年に向けて必要な力を一緒につけよう！ 

  

ご存知の通り，近年の連絡進学は合格が難しくなっております。また，

中学入学後も，内部からの進学者が成績上位をとることも珍しくなくな

ってきているようです。 

 

 言えますことは早期から連絡進学に向けて準備を進めて

いるお子様は，ある程度余裕を持って合格されているだ

けでなく，学習姿勢や中学への準備も怠りなく進めてい

るということです。この春，進学塾 HITS で連絡進学合格，さらには，

進学後に勉強や部活で活躍できる中学生を目指す学習をスタートさせま

しょう。 

HITS の集団授業では，附属平野小学校準拠の教材を用いて，学校の先

取り学習を行っています。さらに，来るべき「力だめし」にむけ，過去

問演習や専用の教材で対策を徹底的に行います。また，教科ノートの指

導や，学力の定着がよくない単元の補習サポートなども行っております。 

  
 

ご不明な点などございましたら，お気軽にお問い合わせください。 

進学塾 HITS 天王寺校 TEL：06-6626-0770 ， 

            FAX：06-6626-0772 
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春期講習内容 

新小２クラス 勉強が好きになるための春！ 

２教科  

【算数】  １．ひょうとグラフ      ２．時こくと時間 

３．たし算           

    【国語】 １．漢字と言葉の学習         ２．文のきまり 

         ３．文章を読み取り 

【算数】 1 年生の学習内容を復習や，整理の基礎となる「ひょうとグラフ」など 2年生で学習する算数の基本として

大切な単元を先取り学習します。 

【国語】 1年生で学習したことを土台に， 漢字や言葉の知識を学習します。また，親しみやすい物語文を中心に文

章を丁寧に読み取り，文章問題での答え方のきまりについても学習します。 

【春期講習費】      3日間 （6 コマ）7,560円(税込) ※教材費含む 

平野校 

日・曜日 時間 科目 

3/20(水) 16：00～18：10 算①・国① 

3/27(水) 13：30～15：40 算②・国② 

4/3(水) 13：30～15：40 算③・国③ 

※初回のみ時間帯が違います。ご注意ください。 

 

 

新小 3 クラス 勉強が好きになるための春！ 
【算数】  １．かけ算      ２．わり算 

３．円と球       

    【国語】 １．詩の読み取り       ２．物語文の読み取り 

         ３．説明文の読み取り 

【算数】 ２年生で学んできたことを土台に，わり算や円と球などを先取りして学習します。 

【国語】 ２年生で学んできたことを基本に小３レベルの文章を学習します。また，文章読解だけでなく漢字や言葉の

知識の習得も目指します。 

【春期講習費】      3日間 （6 コマ）7,560円(税込) ※教材費含む 

平野校 

日・曜日 時間 科目 

3/20(水) 16：00～18：10 算①・国① 

3/27(水) 13：30～15：40 算②・国② 

4/3(水) 13：30～15：40 算③・国③ 

※初回のみ時間帯が違います。ご注意ください。 
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新小４クラス 勉強のきっかけをつかむ春！ 
 

授業方針 

 4 年生より徐々に勉強が難しくなっていきます。特に計算力・読解力をこの時期からつけ

ていくことが，余裕をもった連絡進学合格に結びつきます。授業では学校の教科書内容の先

取り学習も行っていきます。 

 

春期講習費    3 日間 10,800 円(税込) ※教材費含む 

 

カリキュラム 

 

日程・時間割 

平野校 

日・曜日 時間 科目 

3/23(土) 9:30～12:40 国①・算① 

3/30(土) 9:30～12:40 国②・算② 

4/6(土) 9:30～12:40 国③・算③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算数 

１. 角とその大きさ（１） 

２. 角とその大きさ（２） 

３. １けたでわるわり算の筆算 

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① 
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新小５クラス 学習姿勢育成をめざす春！ 
授業方針 

 5 年生１学期の「ふりかえり」において，頻出する 5 年生範囲の先取り授業を行います。

新 5 年生の今から計算力・記述力を養うことが，連絡進学合格において重要となります。 

附属平野小学校の授業内容に沿った教材を使用いたします。 

 

春期講習費    全 7 日間 24,840 円(税込) ※教材費含む 

 

カリキュラム 

算数 
 

１. 整数と小数 
２. 小数のかけ算 
３. 小数の割り算 
４. 体積 
５. 合同な図形  
６．三角形・四角形の角 

国語 

１. 説明文① 
２. 説明文② 
３. 物語文① 
4．物語文② 
5．漢字（言語事項） 

理科 
 

１. 植物の発芽と成長 
２. メダカのかい方 
３. 水中の生物 

社会 
 

1. 日本の国土・気候 
2.  気候とくらし 
3.  地形とくらし 

 

授業日カレンダー 

 

時間割 

平野校（3/23～4/6） 

日・曜日 時間 科目 

3/23(土) 9:30～12:40 国語①・算数① 

3/26(火) 9:30～12:40 理科①・社会① 

3/27(水) 9:30～12:40 国語②・算数② 

3/30(土) 9:30～12:40 国語③・算数③ 

4/2（火) 9:30～12:40 理科②・社会② 

4/3(水) 9:30～12:40 国語④・算数④ 

4/6(土) 9:30～12:40 国語⑤・算数⑤ 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

  3 月 19 日 20 21 22 23 

 

 
     算①・国① 

24 25 26 27 28 29 30 

 

 
 理①・社① 算②・国②   算③・国③ 

31 4 月 1 日 2 3 4 5 6 

  理②・社② 算④・国④   算⑤・国⑤ 
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新小６クラス さあ，力だめしに向けて！ 
授業方針 

・4 月後半に迫っている，「第 1 回力だめし」の対策を行います。 

・計算力・記述力を養います。 

 授業では，重要事項を丁寧に説明いたします。また，疑問点を解消するため，質問時間も

設けております（宿題指導）。 

 

春期講習費     全 7 日間 34,290 円(税込) ※教材費含む 

 

 カリキュラム 

算数 

１. 図形と対称 
２. 文字と式  
３. 平面と立体 
４. 単位量あたり 
５. 割合とグラフ 
６.  円と正多角形 
7．変わり方 

国語 

１. 説明文・論説文① 
２. 説明文・論説文② 
３. 物語文① 
４.  物語文① 
5. 言葉のきまり① 
6.  言葉のきまり② 

理科 

１. ものが燃えるとき 
２. 電磁石 
３. もののとけ方 

社会 

1. 公害・環境 
3. 縄文時代・弥生時代 

※ 算数・国語特訓・記述特訓につきましては「特訓講座について」をご覧下さい。 

授業日カレンダー 

時間割 

平野校（3/23～4/6） 

日・曜日 時間 科目 

3/23(土) 9:30～14:40 国語①・算数①・理科① 

3/26(火) 9：30～12:40 社会①・算数② 

3/27(水) 9:30～12:40 国語②・算数③ 

3/30(土) 9:30～14:40 国語③・算数④・理科② 

4/2（火) 9:30～12:40 社会②・算数⑤ 

4/3(水) 9:30～12:40 国語④・算数⑥ 

4/6(土) 9:30～14:40 国語⑤・算数⑦・理科③ 

      ※ 土曜日(3 コマ)9：30～14：40 

          他の曜日(2 コマ)9：30～12：40 

 

日 月 火 水 木 金 土 

   3 月 20 日 21 22 23 

 

 
     

算①・国① 

理① 

24 25 26 27 28 29 30 

 

 
 算②・社① 算③・国② 理特①・社特① 算特①・国特① 

国③・算④ 

理② 

31 4 月 1 日 2 3 4 5 6 

  算⑤・社② 算⑥・国④ 理特②・社特② 算特②・国特② 
算⑦・国⑤ 

理③ 
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特訓講座について(選択制) 
☆ 記述特訓（理科・社会） ☆ 

 ６年「力だめし」では配点の約 7 割が記述問題になります。また，記号問題も「正

しいものを全て選べ」の形式が多く，選んだ答えが全てあっていないと○になりませ

ん。本当に分かっていないと解けないので非常に難解です。したがって理科・社会で

高得点を取るには記述問題で確実に点数を取ることが必須となります。ＨＩＴＳでは

豊富な過去のデータから予想される記述問題に対して徹底的に鍛え上げていきます。 

理科内容  1．「ものが燃えるとき」記述問題 

       2．「電磁石」記述問題 

社会内容 1．公害・環境問題記述 

       2．歴史記述対策 

 

☆ 算数特訓・国語特訓 ☆ 

 算数は，最重要単元を徹底的に特訓します。特に，苦手としてしまうことの多

い単元すので，より多くの問題に当たることにより，得意単元にして頂きたいと

思います。 

  国語の「力だめし」では，点数の半分を実力問題が占めています。これらは教科

書にない文章からの出題となります。そのため，高得点を取るためには，真の読

解力が必要となります。そういった読解力を身につけるためには，ポイントをお

さえて文章を読み，設問に対し本文からていねいに考えることが必要です。国語

特訓では，小学生が苦手とする説明的な文章を中心に，ポイントをおさえた読み

方を指導します。設問に対して，本文からどのように考えて答えを導くか，とい

う考え方を理解することで記述力を養います。 

算数内容 1．円と中心角がまざった問題 

      2．割合・百分率・歩合がまざった問題 

国語内容 1．説明的文章の読解① 

      2．説明的文章の読解② 

 

特訓講座時間割 

平野校（3/23～4/6） 

日・曜日 時間 科目 

3/28(木) 9:30～14：40 理科記述①・社会記述① 

3/29(金) 9：30～12：40 算数特訓①・国語特訓① 

4/4(木) 9:30～12：40 理科記述②・社会記述② 

4/5(金) 9:30～12：40 算数特訓②・国語特訓② 

 

受講費用 

 算数・国語特訓 （合計 4 コマ） 7,560円 

 記述特訓 （合計 4 コマ）    7,560円 
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【受講費用】 

 

学年 コース・授業料 

新小２ 
 算数・国語  3 日間（6 時間）               7,560 円 

新小３ 

新小４ 

 

 算数・国語  3 日間（6 コマ 9 時間）                10,800 円 

 

新小５ 

 

国語・算数・理科・社会  7 日間（14 コマ 21 時間）     24,840 円 

 

新小６  

 

 国語・算数・理科・社会  7 日間（17 コマ 25.5 時間）   34,290 円 

 算数・国語特訓  2 日間（4 コマ 6 時間）          7,560 円 

 記述特訓（理科・社会）  2 日間（4 コマ 6 時間）      7,560 円 

 

※ 消費税込の金額です。 

※ 新 6 年の特訓授業は，通常授業(算数・国語・理科・社会)をお申し込みいただいた方の

み受講できます。 

※ あらかじめ欠席されることを申し込まれた授業につきましては，お申し込み時に記載して頂

きましたら，その分を差し引いて計算いたします。ただし，その授業につきましては，教材

のお渡しや補講はできかねますのでご了承ください。 

  

お申し込み後の受講内容の変更・追加は，事務処理の都合上できかねますのでご了承くださ

い。 
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2019 年度春期講習 受講申込書 

お申し込み日 H 31 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 新学年 

附属平野小学校 小学     新       年 

フリガナ  続柄  

保護者氏名    

フリガナ  

ご住所 
〒 

お電話番号 
ご自宅

/携帯 
 E メール  

 

■ご希望の講座に○をおつけください。全コース受講の場合は全受講の欄に○をおつけ下さい。 

 ※希望される講習に○をつけてください。 

お申し込み

を 

希望される 

講習 

 

 

1. 春期講習（ 新小２  新小３  新小４  新小５  新小６ ） 

 

 

※ 以下は 1. の春期講習をお申し込みいただいた方のみ，受講できます。 

 

2. 新小 6(  算数・国語特訓   記述特訓  ) 

 

通信欄 

もし，ご出席できない日・科目がある場合は，この欄にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

直接ご持参いただくか，FAX にてお申し込みください。 

（お申し込み後の変更・追加は出来ません） 

■お申し込み先 

 進学塾 HITS 天王寺校  TEL 06-6626-0770   FAX 06-6626-0772 


