
 

 

 

 

 

 

『自彊
じきょう

不息
ふそく

』  ～向上心をもち、努力を怠らずに頑張ろう！～ 

２０１8 ９ SEP/長月 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

       １ 

      2学期授業スタート 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

      入塾説明会 

11：00～ 

９ 10 11 12  13 14 15 

中３生 

日曜特訓① 

      

16  17 敬老の日 18 19 20 21 22 

第４回 

五ツ木模試 

休講日     入塾説明会 

11：00～ 

23 秋分の日 24 振替休日 25 26 27 28 29 

中３生 

日曜特訓② 
授業実施日  

  
10 月授業料引落日 

 

30        

私立高校進学説明会 

14：00～17：00 

      

◆入塾説明会・学力診断テスト 9/８、9/22（土曜日） 午前11:00～ （1 時間30 分程度） 

※9/17(月)敬老の日は休講日となります。 

※9/24(月)振替休日は通常授業日になります。 

２０１８ １０ OCT / 神無月 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

   11月作文申込締切   入塾説明会 

11：00～ 

７ ８ 体育の日 ９ 10 11 12 13 

  
 

授業実施日 
    10月作文提出締切 

14 15 16 17 18 19 20 

第５回 

五ツ木模試 

(自由受験) 

 

 

   入塾説明会 

11：00～ 

21  22 23 24 25 26 27 

中３生 

日曜特訓③ 

     小学部 

第４回塾内模試 

28 29 30 31    

中３生 

日曜特訓③ 

中１・中２ 

第４回塾内模試 

11 月授業料引落日  

    

※10/８(月)体育の日は通常授業日になります。 

           

ヨダゼミ しょうじゃく 検索 

2 学 期 中 間 テ ス ト 対 策 週 間 

2 学 期 中 間 テ ス ト 対 策 週 間 



 
 

 

 

①私立高校進学説明会           9/30(日) ホテル阪急エキスポパーク 
 

今年度も「ヨダゼミ・MMS 私立高校進学説明会」を下記要項にて開催いたします。各高校の入試担当の先生方にお越し頂き、 

個別ブースにて校風・特色・特進クラスの内容・進学体制等についてご自由にお聞き頂けます。進学希望の情報を得る絶好の 

機会となりますので、中３生のお子様をお持ちの保護者の方だけでなく、その他の学年の保護者、生徒の方々も是非ご参加下 

さい。外部の方も参加可能ですので、お誘いあわせの上、ご出席くださいますようお願い申し上げます。        

   ＜ 日  時 ＞ ９月 30 日（日） 14：00～17：00  受付開始時間 13：30           

  ＜ 会 場 ＞ ホテル阪急エキスポパーク 2F 星雲の間     

  ＜ 参加者 ＞ ヨダゼミ・個別指導MMS 在塾生（小3～中3）と保護者、お知り合いの方 

  ＜ 参加費 ＞ 無料 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※来場は、お子様と保護者様同伴が望ましいですが、保護者様だけ、またはお子様だけでも可能です。 

※お子様の成績資料（定期・実力テスト素点表、模擬試験成績結果等）をご持参ください。より具体的な相談をすることができます。 

 

 

②中３五ツ木模擬テスト 第４回…【9/16(日)】   第５回…【10/14（日）】 

      

 中学3 年生のお子様にとっては、いよいよ正念場を迎えることとなりました。中間テスト、体育祭、文化祭、実力テストと行事 

 が続きますが、集中力を切らすことなく、継続的に学習を行っていただきたいと思います。 

さて、来る9 月16 日(日)に平成30 年度第4 回五ツ木模擬テストが実施されます。このテストは、進路指導上のデータとして、 

また私立高校事前相談の際のデータとしても重要になりますので、塾生の皆さんには必須受験とさせて戴いております。 

また第５回五ツ木模擬テストは、中間テストの日程の都合上、任意受験とさせて戴いております。 

 

③中３生日曜特訓講座の実施 

  

中３生対象に、志望校別の特別特訓講座を実施致します。 

●S：公立C 問題、難関私立（偏差値60～）           ●A：公立B 問題、中堅私立（偏差値55～60） 

●B：公立B 問題、中堅私立（偏差値50 前後） 

 

Class S A B 

時間帯 9:00～10:30 10:40～12:10 12:40～14:10 9:00～10:30 10:40～12:10 12:40～14:10 9:00～10:30 10:40～12:10 12:40～14:10 

９/10 理科 国語 英語 英語 理科 国語 国語 英語 理科 

９/23 数学 国語 英語 英語 数学 国語 国語 英語 数学 

10/21 理科 国語 英語 英語 理科 国語 国語 英語 理科 

10/28 数学 国語 英語 英語 数学 国語 国語 英語 数学 

11/4 数学 国語 英語 英語 数学 国語 国語 英語 数学 

11/18 数学 国語 英語 英語 数学 国語 国語 英語 数学 

12/2 数学 国語 英語 英語 数学 国語 国語 英語 数学 

12/16 数学 国語 英語 英語 数学 国語 国語 英語 数学 

※学校行事、定期テスト、実力テストの日程等により、時間割を変更させていただく場合がございます。 

 

 

参加予定校 （五十音順） 

◇男子校  興国高校 清風高校 明星高校   

◇女子校  大阪薫英女学院高校 大阪成蹊女子高校 京都女子高校 金蘭会高校 四天王寺高校  

宣真高校  梅花高校 

◇共学校   追手門学院高校 大阪高校 大阪学院大学高校 大阪青凌高校 関西大学高等部  

関西大学北陽高校 近畿大学附属高校 金光大阪高校 常翔学園高校 常翔啓光学園  

雲雀丘学園高校 箕面自由学園高校 桃山学院高校 履正社高校 立命館高校 早稲田摂陵高校 



 
④第３回（10 月）・第４回(11 月）の作文添削     

 当塾では通信講座の「作文添削指導」を導入しております。国語受講生(小・中)は必須受講です。今年度公立入試では300 字程度の記述問題(＝

作文)が出題されました。その対策として、国語非受講の皆様も是非お申込みをご検討下さい。国語10 月作文の実施の流れは次の通りです。 

  

【10 月】 

 

 

 

 

※「学力」＝「国語力」を高める指導として作文添削指導はとても有効です。回数を重ねるごとに表現力が見違えるほどに変わっていきます。 

 

 

⑤第５回塾内模試  小学部 10/27(土)  中１・中 2 10/28(日) 
 10/27(土)・28(日)に第4 回塾内模擬テストを実施致します。 後日配布の試験範囲表を参考にしてしっかり準備をしてテストを受けましょう。

なお、中学生は別紙(後日配布)の志望校コード表より公立から２校、私立から２校を考えておいて下さい。 

時間に注意して登塾し、5 分前には着席しておいて下さい。テスト会場（教室）は当日、ヨダゼミ1 階受付にて確認して下さい。 

 

【第4 回 塾内模擬テスト】  

小学部 10/2７(土) 15：50～17：30 2 科（算国） 【持参物】 

筆記用具・定規・コンパス 

志望校コード表（中学生） 中１・中２ 10/2８(日) 17：50～22：00 5 科（英数国理社） 

 

 

 

新規入塾生募集!! 
ご兄弟やお知り合いの方で、入塾をお考えの方がおられましたら、是非ともご紹介賜りますようお願い申し上げます。 

説明・学力診断テスト・授業体験は随時受け付けております。 

また、9/8(土)・9/22（土）・10/6（土）・10/20（土）より午前 11:00 より 
入塾説明会を実施 致します。 

学力診断テスト(無料)も同時に行います。是非ご参加下さい。 
 

申込書提出 

9/８（土）まで 

課題・原稿用紙生徒配布 

9 月下旬頃 

作文提出締切日 

10/15（土）まで 

作文返却 

10 月下旬頃 

申込書提出 

10/9（火）まで 

課題・原稿用紙生徒配布 

10 月下旬頃 

作文提出締切日 

11/12（土）まで 

作文返却 

11 月下旬頃 
【11 月】 

 


