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日 月 火 水 木 金 土 
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 講習会アンケート  第 1回塾内模試 第 1回塾内模試 ヨダゼミ 作文添削 

 継続確認用紙  新中 1以外 新中 1 通常授業再開 提出期限 

【清明】 提出期限   MMS
ミマス

  継続確認用紙 

 小学生・中学生   通常授業再開  提出期限（高校生） 

11 12 13 14 15 16 17 

日曜特別授業       

（予定）       

       

       

18 19 20 21 22 23 24 

       

       

 【穀雨】      

       

25 26 27 28 29 30 5/1 

日曜特別授業   授業料引落日 昭和の日  休講日 

（予定）    通常授業日  ～5/5（水）まで 

       

       

【清明】草木が芽吹きだして、草木の種類が明らかになってくる日。 

【穀雨】五穀を潤す春の雨が降る頃。 

 

 

 

 

「志」という言葉は松下幸之助がよく使っていた言葉です。「志」を辞書で調べてみると「心に決めて目指す、

目標、信念、好意、愛情」とあります。志は、「士」と「心」でできています。「士」はもともと之（あしあと）の形で「行く」という

意味があります。心がある方向を目指していくこと、心に思いたつことを志というそうです。また、心（心で思っていること）

と足の向き（行動）が一致していることを志と解釈する場合もあるそうです。また、松下幸之助は次のようにも言っていま

す。人間、本気になれば素晴らしい知恵が生まれるのです。何としても二階に上がりたい。どうしても二階に上がろう。こ

の熱意がハシゴを思いつかす。階段をつくりあげる。上がっても上がらなくても…そう考えている人の頭からは、ハシゴは

出てこない。熱意があれば知恵が生まれ、次々と道はひらける。よって熱意があれば必ず成功する。と強く訴えています。

当塾はそのような「志」を高く掲げながら、子供たちの成長に寄り添っていきたいと思います。至らぬ点もあるかもしれま

せんが、これからも何卒、宜しくお願い申し上げます。 

 

ヨダゼミ豊中 toyonaka6312 

INFORMATION ヨダゼミ・MMS
ミマス

からのお知らせ 

「こころざし」 
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 ヨダゼミ・MMS
ミマス

では4/7（水）、4/8（木）に第1回塾内模試を実施します。事前に案内・テスト範囲、自習用過去問を配付していま

すので、しっかり勉強して良い結果を出せるように取り組んで下さい。中学生はクラス分け・進路指導の材料にもなります。 

◆塾内模試過去問配付 

3/24（水）から 

◆案内・範囲表配付 

3/29（月）から 

【当日の持参物】 

❶筆記用具（全員） 

❷定規・コンパス（新中２・３） 

❸志望校コード表（新中１～３） 

学年 日付 時間 科目 

新小 4 

4/7 

（水） 

１４：００～１５：４０ 2 科 目 （ 算 国 ） 

新小 5 
１４：００～１７：１０ 4 科目（算国理社） 

新小 6 

新中 2 
１８：００～２２：００ 5科目（英数国理社） 

新中 3 

＊新中 1だけ日にちが異なります！ 

新中 1 4/8（木） １３：３０～１７：３０ 5科目（英数国理社） 

＊在塾生は全員参加です。セレンブレインや英検講座単科生、講習会生は希望申込制です。希望される方は受験費用を納入封筒

に入れて 4/5（月）までに提出して下さい。 

＊学校行事等で当日受験がどうしても無理な場合は 4/6（火）までに教室までお知らせ下さい。 

代替日： 【小学生】 4/8（木）または 4/10（土） 両日 13：30～（新小 4終了時刻 15:40 / 新小 5・6終了時刻 16：40） 

 【中学生】 4/8（木） 18：00～22：00 または 4/10（土） 13：30～17：30 

 

 

 今年の 1 月に 30 年間続いたセンター試験代わり、大学入学共通テストが実施されました。そして中学校でも今年から

新学習指導要領が始まります。そのため今後入試事情は難化の一途を辿ることが予想されます。今まで以上に単なる

知識だけに頼らない「思考力・判断力・表現力」に重きを置いた入試問題が出題されことになります。 

 そのような流れを受け、ヨダゼミでは通例 2学期から行っていた中 3生対象の日曜特別授業（日曜特訓）を 1学期から

始めることに致しました。題して「Suｎday Special Lesson」（日曜特別授業）！発展コースと基礎コースの 2コースを設置

して様々な学力層に応じたコース設定となっております。希望制となりますが、1学期に関しましては費用無料とさせて頂

きますので、是非この機会にお申込・受講をご検討下さい。詳しい案内は後日配付致します。 

●Practical
プ ラ ク テ ィ カ ル

 Version
バ ー ジ ョ ン

  [発展コース] … 塾内模試 5 科偏差値 60 以上の北野・豊中以上を目指す生徒対象  

●Foundation
フ ァ ウ ン デ ー シ ョ ン

 Version
バ ー ジ ョ ン

 [基礎コース] … 塾内模試 5 科偏差値 50 以下で基礎の基礎から学習したい生徒対象  

 

【科目】英語・数学 各 8回授業 ※どちらか 1科目でも可 

【日時】4/11（日）・25（日）・5/9（日）・16（日）・6/6（日）・13（日）・7/4（日）・7/11（日）予定 

●発展コース [英語] 18：00～19：50  [数学] 20：00～21：50 

●基礎コース [英語] 20：00～21：50  [数学] 18：00～19：50 

*参加費用は無料ですが、無断遅刻・欠席しない、宿題は全てこなして必ず成績を上げるといった

高い志を持った生徒に限ります。また、各コース定員 15 名を予定しております。 

 

 

 ヨダゼミ・MMS
ミマス

豊中では 3月からブログを開設しました！各職員のたちの 

つぶやきや当塾からのお知らせなど定期的に配信しておりますので是非 

ご覧下さい。まだ始めたばかりで不慣れな所がありますので、誤字脱字等、 

お見苦しい場合もあろうかと思いますが、今後しっかり構築していきますので 

温かい目で見守って頂ければ嬉しい限りです。まだご覧でない方は、一度 

見てみて下さい。 ↑ブログ専用 QRコード 



 

 3月 18日（木）に大阪府公立高校入試の結果発表がありましたよね。今年も例年通りの人気ぶりで高校によっては定員を減ら

す学校もあり、入試倍率の高い入試となりましたが、多くのヨダゼミ・MMS
ミマス

生が合格を勝ち取ってくれました。よく頑張ってくれま

した。本当におめでとうございます。 

【2021年 公立高校合格結果】 

●北野高校  4名  ●茨木高校  2名 

●豊中高校  1名  ●春日丘高校 1名 

●千里高校  6名  ●池田高校  8名 

●箕面高校  7名  ●北千里高校 2名 

●桜塚高校  5名  ●刀根山高校 3名 

その他の学校にも合格しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当塾では高校生を対象に映像授業ベリタスアカデミーを開講しております。教材や映像授業などのデジタルコンテンツは今や

当たり前になってきました。ベリタスアカデミーはその映像授業の先駆けとも言える老舗中の老舗です。 

 電子黒板を使った有名予備校講師たちの熱い授業が全科目で展開されます。豊富な科目や講座を揃えておりますので、きっ

と満足の頂けるものになると思います。ネット環境とスマホやタブレット等があればいつでもどこでも学習可能です。MMS
ミマス

では、

すき間時間を使って勉強して頂けるように忙しい高校生たちを応援していきます。 

 

①最強の大手予備校講師陣 

 ベリタスでは、大学受験を研究し尽くした大手予備校講師陣が、基礎から応用まで幅広いレベルに対応できる丁寧でわかりやすい

授業を配信しています。教え方がうまいのはもちろん、最先端のＩＴ技術を駆使して、わかりやすい授業をスピーディに展開します。 

②電子黒板で３倍濃縮授業 

 黒板を書き写すだけで勉強した気分になっていませんか？電子黒板を使えば、無駄な板書が不要なため、同じ時間で３倍の量を楽にこな

すことが可能です。また余った時間をたっぷり使うことができるため、「わかる」だけでなく、「できる」ところまで君を連れて行きます。 

③塾でも家でも受講可能 

 ベリタスでは電子黒板を使った濃縮授業を毎日いつでもパソコンとネット環境さえあれば塾でも家でも受講することができます。

普通の黒板と比べて３倍濃い授業を毎日のように受講できる効果を想像してみて下さい。学習の高速道路に乗ってライバルた

ちに一気に差をつけましょう。 
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【4 月入塾のお友達を紹介された場合】 

 ●紹介頂いた方（在塾生）は、5 月授業料 2,000 円割引！ 

 ●紹介を受けた方（新規入塾生）は、入塾金無料！ 

＊在塾生にご紹介カードをお渡しします。必要な方はお声かけ下さい。 

  

 

当塾では、小学部・中学部の国語受講生の皆さんに作文添削指導(隔月)を受講頂いております。新年度第 1 回を次

の流れで実施致しますのでご確認下さい。また、第 1 回はすでに申し込みを締め切りましたが、第 2 回以降も引き続き、

国語を受講されていないヨダゼミ生・MMS
ミマス

生の方も大歓迎ですので是非お申込下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月の入塾テスト（4月又は 5月からのご入塾）は随時受付しております。ご兄弟・お友達で入塾ご希望の方がいらっし

ゃれば当教室までご連絡下さい。入塾についての詳細は(月)～(土)の午後 2時～午後 7時の間で受け付けております。 

4月学力診断テスト（入塾テスト） 

【小学生】 算数・国語  

【中学生】 英語・数学  

小中ともに試験時間 80分（40分×2教科） 

試験料：無料 

 

 

 

 

 

       お友達を紹介頂いた在塾生、紹介を受けた新規入塾生 ともにお得な特典があります！ 

         ＊兄弟間の紹介・セレンブレイン・英検等の特別講座は対象外になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 感染症拡大防止の取り組み

●教職員全員 ＰＣＲ検査済…常勤・非常勤、事務員問わずＰＣＲ検査を実施しております 
●教職員・生徒 マスク徹底 ご協力ありがとうございます   

＊マスクは教室に予備を常備していますので忘れたり、紐が切れたときは声をかけて下さい 

 

暑くなってきています、水筒の持参をお願いします 

①お茶か水を水筒に入れてきましょう （ジュース類は禁止です） 

②お友達との回し飲みは禁止します  

③水筒の忘れ物が今現在もあります、必ず記名お願いします 

申込期限 

3/13（土） 

国語受講者必須 

未受講者希望制 

課題配付 

3/24（水）

から 

課題提出 

期限 

4/10（土） 

結果返却 

4月下旬以降 

目指せ！超レア S評価！ 

優秀作は教室に掲示されたり、「作文教室だより」に掲載されるよ！ 

のキャンペーン ご紹介割引制度
ご好評につき

  4月も実施！
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