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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（（66 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

「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。 

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 6 年生用です 

【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 をご覧ください。 

【時間割】 

本パンフレット p.4～6 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６］ 

（授業日程・時間） 

 冬期集団授業 12/20・23・24・25・26・27、1/6・7（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。 

 大みそか特訓 12/29・30・31 9:30～16:20 

 直前特訓講座 このパンフレット p.5 をご覧ください。 

 実技科目特訓 12/21・28、1/4 9:30～12:40 または 13:10～16:20 

このパンフレット p.6 をご覧ください。 

 日曜特訓クラス 日曜日 9:30～16:20   

            ［開講日］12/22、1/5・12 

 入試直前・入試期授業 このパンフレット P.7 をご覧ください。 

 

 

【受講費用】 

学年 授業料 

小６受験 

冬期特訓 

冬期通常授業８回（国語・算数・理科・社会） 30,140 円 

大みそか特訓 ３日間 21,780 円 

直前特訓（算数・作文：4 回）  各 7,920 円 

実技特訓講座（図工・音楽）     塾生のみ 

日曜特訓 12/22, 1/5＝各 7,260 円 

入試直前・入試期授業 P.7 をご覧ください。 

※ 講座ごとに受講が可能です。詳しくはお問い合わせください。 

※ 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６〕 

（冬期指導方針） 

  間近に迫った中学入試本番に向け、過去入試問題演習および入試

頻出事項の総復習を中心に授業を進めます。通常授業では国立の

附属中学の過去の入試問題の演習を中心に実施いたします。一日

一日が勝負との覚悟で、担当講師がお子様方の学習管理をさせて

いただくことを通じて、全員合格を目指します。 

 

（学習内容） 

算数 
(集団) 入試過去問題演習（天王寺・平野・池田など）  

（直前特訓） 速さ・割合・比・規則性・平面図形・立体図形などの総復習 

国語 

(集団) 入試過去問題演習（天王寺・平野・池田など） 

     言語事項（漢字・ことわざ慣用句・敬語・文法など） 

(直前特訓) 作文講座（200 字作文など） 

理科 
(集団) 入試過去問題演習（天王寺・平野・池田など）  

(直前特訓) 暗記事項の総整理 

社会 
(集団) 入試過去問題演習（天王寺・平野・池田など）  

（直前特訓） 暗記事項の総整理 

 ※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。 

 

大晦日特訓……2019 年の最後まで、合格のための努力を！ 

 受験まで残された期間はあとわずか。年末もたゆまず勉強を重ねて、どうにか合格

をつかみ取りたい。そういう受験生のみなさまのために、2019 年最後の勉強会を行い

ます。 

（学習内容） 

附属天王寺入試を模したテストゼミとその添削を通じた、記述・作文力の向上 

図工・音楽の知識事項、家庭科をふくんだ演習 
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【冬期時間割】 小６受験クラス 

日にち 午前 午後 夕方 

12/20(金)   
社会①・理科① 

17:30～21:00 

12/21(土)
音楽特訓① 

9:30～16:20 

図工特訓① 

9:30～16:20 

宿題指導 

16:30～18:00 

12/22(日) 日曜特訓 9:30～16:20 
宿題指導 

16:30～18:00 

12/23(月)   
国語①・算数① 

17:30～21:00 

12/24(火)   
社会②・理科② 

17:30～21:00 

12/25(水)  
国語②・算数② 

13:10～16:20 

作文①・算特① 

16:30～20:00 

12/26(木)
作文②・算特② 

9:30～12:40 

国語③・算数③ 

13:10～16:20 

宿題指導 

16:30～18:00 

12/27(金)
作文③・算特③ 

9:30～12:40 

社会③・理科③ 

13:10～16:20 

宿題指導 

16:30～18:00 

12/28(土)
音楽特訓② 

9:30～16:20 

図工特訓② 

9:30～16:20 

宿題指導 

16:30～18:00 

12/29(日)

12/30(月)

12/31(火)

大晦日特訓 9:30～16:20 
宿題指導 

16:30～18:00 

1/4(土) 
音楽特訓③ 

9:30～16:20 

図工特訓③ 

9:30～16:20 

宿題指導 

16:30～18:00 

1/5(日) 日曜特訓 9:30～16:20 
宿題指導 

16:30～18:00 

1/6(月) 
作文④・算特④ 

9:30～12:40 

国語④・算数④ 

13:10～16:20 

宿題指導 

16:30～18:00 

1/7(火)  
社会④・理科④ 

13:10～16:20 

家庭科①② 

16:30～20:00 

※ 1/1(日)～1/3(火)は休校となります。 
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直前特訓講座 ～合格への最終チェック～ 

 いよいよ目前に迫った中学入試。この時期の学習法として大切なポイントは、各

教科とも全範囲を一とおり確認して、弱点・抜け落ちがあれば、補強することです。 
 HITS では入試の最終チェックを行うために「直前特訓講座」をご用意していま

す。中学受験、わけても国立附属中学校に必要と思われる各単元についての復習を、

HITS が長年蓄積してきたノウハウを活かした教材を使用して行います。 
 
 
◆対象学年◆ ６年生 

◆開講講座◆ 各講座とも 90 分授業×回数 

 

講座 日程 時間 

作文特訓 

算数直前特訓 

12/25・26・27、1/6 
［全 4 回］ 

12/25 
作文特訓 16:30～18:00 

算数直前特訓 18:30～20:00 
12/26, 27, 1/6 

作文特訓 9:30～11:00 
算数直前特訓 11:10～12:40 

 
 
［受講をお考えの皆様へ］ 
 HITS では冬期特訓のみの受講や１教科からの受講も可能です。冬期特訓や単科

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、冬期集団授業をすべて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］ 

・ 算数直前・作文講座 

    ：各 7920 円(税込) 

 
 

【お問い合せ】 
  天王寺校（本部） 電話：06-6626-0770 
           Fax：06-6626-0772 
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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。今年度も下記の日程で「実技科目特訓講座」を開講します。 
対象学年：６年生 

 
◆開講講座概要◆ 

科目 日程 時間 内容 

図画工作 

12/21・28、1/4 
 

〔3 日間〕 

13：10～16：20 
〔90 分授業×2〕 

技能指導 
〔デッサン〕 

音楽 

12/21・28、1/4 
 

〔3 日間〕 

9：30～12：40 
〔90 分授業×2〕 

技能指導 
〔作曲〕 

家庭科 1/7 16:30～20:00 
〔90 分授業×2〕 テストゼミ形式 

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・家庭科は筆記用具のみでかまいません。   
 
 

［受講費用について］ 

・図工・音楽 1 講座 16500 円(税込) 

・家庭科 3630 円 
 今年度は、現塾生の方の受講数が多くなっております。このため、現塾生および、

今後ご入塾される方・冬期通常授業と４科特訓を両方受講される方のみに、実技特

訓の受講者を限らせていただきます。 
 

【お問い合せ】 
  天王寺校（本部） 電話：06-6626-0770 
           Fax：06-6626-0772 
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入試直前・入試期授業 ～最後まで附属の合格を目指して～ 

 

 進学塾 HITS では、冬期講習会を受講された方を対象に、入試直前から教育大付

属の入試終了までの３週間の附属対策授業を、塾外生の方にも受けていただけるよ

うに公開しております。 
日にち 天王寺対策 平野対策 授業料（税込） 

1/8(水) 算数・国語 17:00～20:30 3,740 円 

1/9(木) 理科・社会 17:00～20:30 3,740 円 

1/10(金) 算数・国語 17:00～20:30 3,740 円 

1/11(土) 理科・社会 17:30～20:30 3,740 円 

1/12(日)
日曜特訓 9:30～16:20 

算数・国語・理科・社会 
7,260 円 

1/13(月) 算数・国語 17:00～20:30 3,740 円 

1/14(火) 集団授業なし  

1/15(水) 理科・社会 17:00～20:30 3,740 円 

1/16(木) 算数・国語 17:00～20:30 3,740 円 

1/17(金) 作文 17:00～18:30 1,870 円 

1/18（土） 理科・社会 13:10～16:20 3,740 円 

1/19(日)
日曜特訓 9:30～16:20 

図工・家庭・理科・社会 
7,260 円 

1/20(月)
家庭科・音楽*1 

16:30～20:00 

算数・国語*1 

17:00～20:30 
3,740 円 

1/22（水）  
算数・国語 

17:00～20:30 
3,740 円 

1/23（木）  
理科・社会 

17:00～20:30 
3,740 円 

1/24（金）  
算数・国語*2 

17:00～20:30 
3,740 円*2 

1/25（土）  
理科・社会*2 

13:10～16:20 
3,740 円*2 

1/26（日）  
面接練習 

14:00～*3 
無料*2 

 

*1 当日発表される、附属天王寺の１次の合否に応じて、クラスを分けます。 

*2 1/23 までの全ての日程（1/18～20 を除く）にお申込みいただいた方は、24・25

両日の授業は無料で受けていただけます。有料での申し込みとなりました場合、

23 日に発表される附属天王寺中学校２次入試に合格されていても、返金はできま

せんのでご了承ください。 

*3 当日の１次合格者集会の終了時刻にあわせて、集合時刻を変更します。 
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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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2019 年度 受験クラス冬期集団授業 受講申込書 
 

お申し込み日  令和 元年   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 
 
      ６  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 大晦日特訓（        ） 
 ３ 入試直前・入試期授業（        ） 
 ４ 日曜特訓（             ） 

 ◎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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2019 年度 直前特訓講座 受講申込書 
 

お申し込み日  令和 元年   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 
 
  ６ 年 

 
フリガナ  続柄 

保護者氏名   

 
フリガナ  

ご住所 
〒 
 
 

 

直前特訓講座 
受講科目 

○を入れてください。

 １ 算数直前特訓 

 ２ 作文特訓 

 

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 

 



2019 冬期小６塾外生 

11 

2019 年度 実技特訓講座 受講申込書 
 

お申し込み日  令和 元年   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 
 
     ６   年 

 
フリガナ  続柄 

保護者氏名   

 
フリガナ  

ご住所 

〒 
 
 
 

 

実技科目特訓 
受講科目 

○を入れてください。

 １ 図画工作特訓 

 ２ 音楽特訓 

 ３ 家庭科特訓 

 

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 


