
 

 

教育大附属専門塾 

進学塾ＨＩＴＳ（ヒッツ） 
冬期講習・入試休暇特訓 
12/24（金）～1/6（木） 
1/17（月）～1/20（木） 

附附属属専専門門ののＨＨＩＩＴＴＳＳでで学学内内成成績績もも実実力力もも uupp！！  

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 未来表現 

数学 

中 2 数学に備えて、難しくなる計算問題を中心

に、中 2 の計算で躓かないようにじっくり丁寧

に予習（復習）をしていきます。 

① 式の計算 

② 式の計算の利用 

③ 連立方程式の計算 

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「奈良・平安時代」 

② 歴史「鎌倉時代」 

③ 地理「南北アメリカ」  

理科 

理科は 3 学期予習を行います。中 1 地学は覚え

ることが多いので、今のうちから覚えましょう。 

① 地震 

② 火山と火成岩 

③ 大地の変化 

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① 

②比較② 

③現在完了 

数学 

中 3 数学に備えて、基礎計算を中心にいろいろ

な問題を解き、中 3 の計算で躓かないように今

から予習（復習）をしていきます。 

①� 式の展開 

②� 因数分解 

③ 式の計算の応用 

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「江戸時代」 

② 地理「中部地方」 

③ 地理「関東地方」 

理科 

3 学期予習である電流について行います。覚え

る法則も計算も多く、躓く生徒が多いです。今

から予習し高得点を取りましょう。 

① オームの法則 

② 直列回路と並列回路 

③ ジュール熱 

中３ 外部募集は行いません。 

※ 授業内容は一部変更することがあります。 

中学部 入試休暇特訓 
 

中１ 

英語 

３学期テストを目指して、1，2 学期の重要文

法事項の復習及び、３学期テスト範囲の教科

書本文、単語を覚えます。 

①３単現・疑問詞の復習 ②代名詞の復習 

③Lesson6 本文・単語暗記 トリプルクラウン 

④Lesson7 本文・単語暗記 トリプルクラウン 

数学 

基本の計算力は学年が変わっても重要です。 

規則通り途中式も正確に書く練習をします。 

①正負の数 ②文字式 ③方程式(1) 

④方程式(2) 

中２ 

英語 

3 学期テストを目指して弱点の補強とテスト

範囲の学習を行います。 

①不定詞の復習 ②there 構文・文型復習 

③L5、比較 ④L6、現在完了 

数学 

計算力・論証力は数学の基本になります。 

正確に書けるかを確かめていきます。 

①連立方程式 ②１次関数 ③三角形 

④四角形 

※内容は学校進度や宿題によって変更される場合があります。 

 

【進学塾ＨＩＴＳ 周辺地図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合せ】 

 天王寺校（本部） 
  Tel ：０６－６６２６－０７７０ 
  FAX：０６－６６２６－０７７2 

 進学塾 HITS http://www.e-hits.jp/ 

 

「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、

入塾されると、3 学期 2 週間分無料、 

もしくは図書カード（1000 円）進呈 



【2021 年度 冬期講習】                            

    

【2021年度 入試休暇特訓時間割】        

 ※12/24～1/6の冬期期間中、中1、中2は平常授業がありません。講習授業のみとなります。 

※1/10～1/15の週は平常授業が行われます。 

※塾生の英数は平常授業に含まれておりません。別途料金がかかります。 

塾外生徒は冬期講習・入試休暇特訓の受講に入塾金はかかりません。また、1科目からでも受講可能です。 

※冬期講習、入試休暇特訓のどちらか片方のみの受講も可能です。 

※平常授業と、曜日・科目順が異なりますのでお気を付け下さい。 

 

 

 

 

 

日程 時間 中 1 中２ 

12/24(金) 
17:30～19:00 冬期英語① 冬期数学① 

19:10～20:40 冬期数学① 冬期英語① 

12/25（土) 

9:30～11:00 冬期理科①  

11:10～12:40 冬期社会①  

13:10～14:40  冬期社会① 

14:50～16:20  冬期理科① 

12/26（日） 休み 

12/27（月） 
17:30～19:00 冬期理科② 冬期社会② 

19:10～20:40 冬期社会② 冬期理科② 

12/28(火)） 
17:30～19:00 冬期英語② 冬期数学② 

19:10～20:40 冬期数学② 冬期英語② 

12/29～1/4 休み 

1/5(水) 
17:30～19:00 冬期英語③ 冬期数学③ 

19:10～20:40 冬期数学③ 冬期英語③ 

1/6(木) 
17:30～19:00 冬期理科③ 冬期社会③ 

19:10～20:40 冬期社会③ 冬期理科③ 

1/7(金) 15:30～ 補講 

受 講 料  
英数：\9,900 英数：\9,900  

理社：\9,900 理社：\9,900 

日程 時間 中 1 中２ 

1/17(月) 
13:10～14:40 特訓英語① 特訓数学① 

14:50～16:20 特訓数学① 特訓英語① 

1/18（火) 
13:10～14:40 特訓英語② 特訓数学② 

14:50～16:20 特訓数学② 特訓英語② 

1/19（水） 

13:10～14:40 特訓英語③ 特訓数学③ 

14:50～16:20 特訓数学③ 特訓英語③ 

17:00～18:30 通常数学（塾生のみ） 通常英語（塾生のみ） 

18:40～20:10 通常英語（塾生のみ） 通常数学（塾生のみ） 

1/20(木) 
13:10～14:40 特訓英語④ 特訓数学④ 

 
14:50～16:20 特訓数学④ 特訓英語④ 

受 講 料  
英語：\6,600 英語：\6,600 

数学：\6,600 数学：\6,600 



進学塾ＨＩＴＳ  

20２1年度 冬期講習 受講申込書 
 

                              お申し込み日       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

 

 

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 

〒 

 

 

 科目 

冬期講習 数学     英語     理科     社会 

入試休暇特訓 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   (    )2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 ：０６－６６２６－０７７０    FAX：０６－６６２６－０７７2 

Mail：hits.teradacho@gmail.com 


