
 

 

 

 

 

 中学生、高校生はいよいよ新学年最初の定期考査が始まります。ゴールデンウィークを利用して最高のスタートダッシュを切ることができるよう 

しっかり学習して下さいね。 
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※４/30（火）～5/５（日）の期間は閉館です。自習室も利用できません。ご注意ください。 
 

 

 
 
 

◆Monthly Topic 1◆ 全体保護者会開催のお知らせ！ 

 全体保護者会を今年度も実施します。今年は雲雀丘学園中学校・高等学校学校長の中井啓之先生をお招きして、受験・高校の学習

内容や大学入試制度改革などについて有益な情報をお伝えしたいと考えております。併せて公立入試制度改革の影響、塾生の成績動

向推移、夏期講習会についてなどヨダゼミ豊中緑ヶ丘教室関連の情報もお伝えしてまいります。中３生の保護者の方のみならず、他

学年の保護者の皆様にもご参加いただき、最新の情報を得る機会になればと思います。 

ご友人の方々もお誘いあわせの上、是非ご来場くださいますようお願い申し上げます。 

詳細は別紙にてご案内させていただきます。 

 

 

 

 

 

各中学校のテスト日程は4/17時点で判明しているものを記載しています。 

 
日時：6 月 9 日（日）13 時～15 時 （受付開始は１２時４０分） 

場所：豊中市立芸術文化センター 多目的室 阪急宝塚線曽根駅下車 東へ約300ｍ 徒歩5 分 

       （定員は今回は十分あります。大勢の方のご来場をお待ちしています。） 



◆Monthly Topic 2◆ 中間テスト対策について 

 4/29（月）より中学部では中間テスト対策授業が始まります。通常の通塾曜日・通常時間割とは大きく変わります。 

後日配布される「テスト対策時間割」で必ず確認して下さい。 

●テスト対策5 点セット（テスト対策期間中の持ち物●） 

   ①筆記用具      ②学校のノート     ③学校でもらった授業プリント  

④テスト対策時間割表       ⑤You ノート 

※科目によっては、学校の副教材を持参してもらう場合があります。（漢字問題集、学校準拠問題集、資料集、国語便覧他など。） 

 ※当塾では安全上、入室後の外出は禁止しております。対策授業が長引くときは、お弁当持参されるか塾に来る前に食事を購入してから来て 

下さい。 

 

◆Monthly Topic 3◆ 第２回 塾内模擬テストについて  

 塾内模試を6/2（日）に実施いたします。後日配布するテスト範囲表を見て、自主学習に役立てて下さい。 

案内は後日配布させて頂きます。（定期テスト直前の中学校は別日受験になります。） 

 

 

 

 

 

 

◆Monthly Topic4◆ 自動車での送迎について 

 車でお迎えに来られる場合は、お子様が退室メールを送信してからお迎えに来て下さい。また、サンマルクの敷地内では、安全面・

道路事情をご配慮頂き駐停車はしないでください。ご協力頂きますよう重ねてお願い申し上げます。 
 

◆Monthly Topic5◆ 中学部の帰宅時間について 

 中学部は授業終了後、徒歩または自転車通学をする生徒の皆さんには寄り道等をせずにまっすぐ帰宅するようお伝えしております

が、友人と長話でつい時間を過ごしてしまったり、コンビニエンスストアに立ち寄ったりなどで帰宅が遅くなることも考えられます。

安全上の確保のため授業終了後、退室メールを送信してから20 分以内にお子様がご帰宅されない場合は教室まですぐにお電話下さ

い。 
 

◆Monthly Topic6◆ 小学英検対策講座開講について  

 4 月より小学生を対象に英検対策講座を開講しています。英検対策講座のみの受講も可能です。3 級から5 級まで開講していま

す。ご兄弟の方やご友人の方で関心のある方及び受講を希望される方は教室までご連絡ください。 

 

   
 
 
 
 
 

◆Monthly Topic7■ 学力診断テスト・入塾説明会について 

学力診断テスト（入塾テストを兼ねる） 

5 月11 日(土)・25 日(土)  15：00～16：30 

 ●学力診断テスト要項 試験科目：《小学生》算数・国語《中学生》英語・数学 各教科とも試験時間は40 分 試験料：無料 

  後日教育相談をさせていただきます。 

 

◆Monthly Topic8■ ５月分授業料の引落について 

 ●5 月分授業料の引落はＧＷ休暇が10 連休の第1 回引落日は5 月7 日(火)、再引落日は5 月13 日(月)になります。 

ご注意ください。 

 学年 時間 持参物 

小学生 
小4 生 14:00～15:40 

時計・参考書 
小5 生・小6 生 14:00～17:10 

中学生 
中1 生 13:00～17:10 

時計・志望校コード表・コンパス・参考書 
中2 生・中3 生 18:00～22:10 

持ち物には全てに氏名 

を書いておくこと！ 

 

日付：毎週月曜日（祝日は休講） 

時間：3 級⇒17 時50 分～18 時50 分 4 級⇒16 時40 分～17 時40 分 5 級⇒17 時50 分～18 時50 分 

費用：授業料は毎月3,240 円 教材費は3,780 円（初回のみ） 



                                                                     
 
 
 

（今回は世界遺産めぐりです。この機会にお子様と共に有意義な時間を過ごしてみるのは如何ですか。） 
 

①姫路城 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
新しく改装された姫路城にぜひ足を 

運んでみて下さい。 
 

所在地 姫路市本町68番地 

問合せ TEL 079-285-1146(姫路城管理事務所) 

営業時間 9時～17時（入城は16時まで）※夏季(4月27日～8月31日)は9

時～18時（入城は17時まで） 

定休日 12月29日・30日 

予約 予約は不要ですが、GW期間中は大変混雑します。 

交通 【電車】JR姫路駅・山陽姫路駅北口から神姫バス乗車 「大手門前」下

車 徒歩5分またはＪＲ姫路駅、山陽姫路駅から徒歩20分 

【車】中国自動車道 福崎I.C.～播但連絡自動車道で砥堀ランプより約

15分 山陽自動車道 姫路東I.C.～播但連絡自動車道で花田I.C.より約

15分姫路西I.C.より約25分（所要時間は約1時間40分ほど） 

駐車場 あり（城周辺に6か所） 

備考 見学時間は約1時間30分は見ておきましょう。 

費用 入園料大人1,000円 小人（小学生・中学生・高校生）300円 

好古園との共通券は 大人1,040円 小人360円 

②鹿苑寺金閣 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
庭園も含めて本当に風情のある寺です。一度は見ておきましょう。 
近くには仁和寺もあります。国語の『徒然草』でも出てきますので、理解を深めるため

に一度そこにも立ち寄ってみるのは如何でしょうか。 

 
 

所在地 京都市北区金閣寺町1 

問合せ TEL075-461-0013 

拝観時間 9:00～17:00 

定休日 年中無休 

予約 予約は不要ですが、GW期間中は混雑すると思います。 

交通 【電車】JR京都駅から京都市バス金閣寺道行きに乗って約35分、金閣

寺道を下車してから徒歩3分で着きます。他にもアクセスがありますが、

電車の乗り換えが少ないのでこのルートが一番楽です。 

駐車場 周辺の駐車場をご利用ください。料金 １時間300円 以後30分ご

とに150円、営業時間は 8:40～17:40です。 

備考 拝観の所要時間は約45分（60分あれば十分時間があります） 

費用 拝観料 大人（高校生以上）400円、小・中学生 300円 

③ 法隆寺 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
世界最古の木造建築や百済観音は必須です。本当は4 月上旬が桜もあわせ
て見学に最適ですが、一度見ておくのは如何でしょうか。 
 

所在地 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺1-8-25 

問合せ 法隆寺iセンター TEL：0745-74-6800【車の場合はこの電話番号

をナビに入れてください。】 

拝観時間 8:00～17:00 

定休日 年中無休 

予約 予約は不要ですが、GW期間中は混雑すると思います。 

交通 【電車・バス】ＪＲ・近鉄奈良駅から法隆寺前行バス(約60分・約61

分)「法隆寺前」下車、徒歩 約7分／運賃760円または 

ＪＲ法隆寺駅から法隆寺門前行バス(約8分)「法隆寺門前」下車、徒歩

すぐ／運賃 190円 

【車】 吹田JCT→（近畿自動車道）→松原IC→（西名阪道）→香芝IC

→法隆寺IC→県道5号線→国道25号線→法隆寺前（所要時間は約1時

間10分ほど） 

駐車場 周辺に斑鳩町営駐車場あり、普通車20台、参道西は普通車40台（そ

れぞれ600円。）法隆寺近くの飲食店では飲食をすることを条件に無料

の所もございます。 

費用 拝観料 大人1500円、小学生750円 

④白川郷 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 日本の昔の建築技術の素晴らしさを体験してみるのは如何でしょうか。 

 
 

所在地 岐阜県大野郡白川村 

問合せ TEL：05769-6-1311 （白川村役場 観光振興課） 

営業時間 和田家・長瀬家・神田家などは9:00～17:00 散策は自由 

定休日 和田家・長瀬家・神田家などは不定休 

予約 必要はありません。 

交通 豊中IC→（名神高速道路）米原JCT→（名神高速道路）→一宮GCT 

→（東海北陸自動車道）→荘川ICで下車→国道158号線→牧戸交差点

→国道156号線→平瀬温泉→国道156号線→白川郷（公共駐車場の絵

村営せせらぎ公園駐車場）をご利用ください。（所要時間は約4時間） 

駐車場 あり（有料 １回500円） 

費用 散策は無料、国の重要文化財の和田家・長瀬家（大人300円、小人150

円）などの見学の際は費用がかかります。 

散策時間 食事を含めると2～3時間ぐらいは必要かもしれません。展望台からの

眺め（圧巻ですよ）を見る場合はもう少し時間がかかるかもしれません。 

 

国宝姫路城は平成5年12月、奈良の法隆寺

とともに、日本で初の世界文化遺産となりま

した。シラサギが羽を広げたような優美な姿

から「白鷺城」の愛称で親しまれる姫路城。

白漆喰総塗籠造りの鮮やかな白の城壁や5

層7階の大天守と東、西、乾の小天守が渡櫓

で連結された連立式天守が特徴です。今、私

たちが見ている姫路城の大天守は、慶長14

（1609）年に建築されたもの。400年以

上が経過した現在でも、その美しい姿を残し

ています。 

金閣は宝形造りの三層殿閣で、1950年（昭和

25）放火で焼け、1955年（昭和30）再建

されました。池泉回遊式庭園（特別名勝・特別

史跡）です。萩の違い棚と南天の床柱で有名な

茶室夕佳亭（せっかてい）があります。1994

年（平成6）12月「古都京都の文化財」とし

て、「世界遺産条約」に基づく世界文化遺産に登

録されました。 

推古 15 年（607）、用明天皇のご遺願を継いで、

推古天皇と聖徳太子が建立したと伝えられていま

す。世界最古の木造建築と数多くの寺宝が残り、法

隆寺地域の仏教建造物として、平成5年（1993）

世界文化遺産に登録されました。通常拝観できない

秘宝の一部が、展示替えを行いつつ、毎年春と秋に

期間限定で大宝蔵殿にて特別展示されます。また、

夢殿の本尊・救世観音像（国宝）は、聖徳太子の御

等身の像と伝えられ、春秋の特別な期間だけ公開さ

れます。 

  

 

白川郷は1995年に「人類の歴史の重要な

時代を例証する形式の建造物、建築物群技

術の集積、又は景観の顕著な例」として世

界文化遺産に登録されました。その中心と

なる合掌造り集落群は荻町地区にあり、周

囲の体験施設や歴史資料館等では、自然と

共に生きる昔ながらの生活後を垣間見るこ

とができます。 

 


