
 

   

 

 

 

 

 

『水滴石穿
すいてきせきせん

』  ～今は苦手でも、根気よく続ければ目標達成できる！～ 
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①2019 年度全体保護者会：6/16(日)摂津市コミュニティプラザ 
 

来る6 月16 日（日）午後 1 時より“摂津市コミュニティプラザ”にて「全体保護者会」を開催いたします。 

【予定】 

第1 部 

(13:00～13:50) 

ヨダゼミ正雀教室とMMS正雀校 

の受験結果のご報告 

統括本部長 西、室長 大亀から今春の摂津・吹田地域における受

験結果について、地域事情等含めご報告させていただきます。 

第2 部 

(14:00～15:00) 
次年度入試動向に関する講演 

公立入試では「内申書の絶対評価への移行」、「新入試システム」な

ど、“高校入試は激変”致しました。こうした中で、現在の受験動

向を正確に分析・把握することは極めて重要と言えるでしょう。 

そこで当日は、高校の経験豊富な先生方に、平成 31 年度入試を徹

底分析・総括戴いた上で、次年度以降の受験生、保護者様に最新情

報をご提案できればと考えております。 

 

つきましては、後日改めてご案内をさせて頂きます。入試改革初年度の結果、今後の動向など、中３生だけでなく、その他

の学年の保護者様にも是非お聞き戴きたい内容をご提供させて戴く所存です。この機会に多くの保護者の皆様のご参加を心よ

りお待ち申し上げております。 

 

②塾内模試 第２回 6/1（土）6/2（日） 
 

   ６/１(土)・2(日)に第２回塾内模擬テストを実施致します。特に中3 生にとっては実力テストの前哨戦となります。 

また、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3 生は別紙(後日配布)の志望校コ

ード表より公立から3 校、私立から3 校を考えておいて下さい。中1・2 生は公立から2 校、私立から2 校です。 

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2 回 塾内模擬テスト】  

小学部 6/1(土) 16：20～17：35 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） 
中学部 

6/2(日) 
昼の部 

中３ 
13：20～17：30 5 科（英数国理社） 

6/2(日) 
夜の部 

中１・２ 
17：50～22：00 5 科（英数国理社） 

 

③１学期期末テスト・中３生第１回実力テスト・チャレンジテスト 
 

６月１週目：志望校判定模試     ６月２週目：学校内実力テスト（学校によって異なります） 

６月３週目：チャレンジテスト    ６月４週目：1 学期期末テスト 

６月になると、中学部は実力テスト、チャレンジテスト、期末テストと続きます。全教科、学校の教科書・ノートを基準にした 復習中心の

授業となります。学年・教科によりましては、土曜・日曜の補講も加わります。お子様を通じて補講の予定表をお配りしますので、時間割にご

注意下さい。中学生におかれましては、定期テストは内申評価の重要な要素となります。しっかり準備をして臨むようにしましょう。 

  

中３生は第１回実力テストが実施されます。中学校によって日程が全く異なりますので、しっかり日程を把握し、復習をしておこう。また提出

物の量も学校や課目によって異なりますので、決まられた日程までにしっかり仕上げて期限を守ろう。 

 

6 月19 日(水)に大阪府内の全中３生を対象に“チャレンジテスト”が実施されます。また前後1 週間くらいで校内実力テストが実施される学校も

多いと思われます。個人の成績(＝内申)に大きく影響するテストではないかもしれませんが、理科や社会の１・2 年内容の復習のきっかけになること

は間違いありません。毎年各中学校とも膨大な課題を課しています。ここで復習を始めておかないと、夏休みだけでは十分な成果が得られません。 

  当塾では２学期がはじまると、日曜日に対策補講を実施して参りますが、そのための選択科目(国・理・社)の早期受講を是非ご検討下さい。 

 

中３生はこの時期テストが重なります。しっかり気持ちを持続させるため、心構えと対策を今から講じていこう！ 

 

 

 

 



 
④夏期講習について 7/22（⽉）〜８/10（土）、８/17（土）〜8/28（水） 
 “受験対策 !” “弱点補強 !” “偏差値アップ !”のヨダゼミの“夏”が始まります！ 

学年 講座 指導教科 １日の指導時間 日数 

小４・小５・小６ 
レギュラー授業〈無料!!〉 

前期（復習授業）+後期（先行授業） 
算・国 ４５分×２コマ 10 日 

小５ 図形特訓講座 算 45 分×２コマ 3 日 

小６ 
図形特訓講座 算 45 分×２コマ 3 日 

割合特訓講座 算 45 分×２コマ 3 日 

小学部 脳科学教育“セレンブレイン” 60 分 ５日 

中１ 
前期（復習授業）+後期（先行授業） 英・数・国 50 分×２～４コマ 11 日 

特訓講座（選択） 理科／社会 50 分×２コマ（４コマ） 3 日 

中２ 
前期（復習授業）+後期（先行授業） 英・数・国 50 分×２～４コマ 11 日 

特訓講座（選択） 理科／社会 50 分×２～４コマ 3 日 

中３ 

前期（復習授業）+後期（先行授業） ５教科 50 分×２～６コマ 20 日 

特別錬成講座 
３教科 

(予定：理・国・社) 
全30 時間 3 日 

高１・高２ 前期（復習授業）+後期（先行授業） 数学 50 分×２コマ ６日 

※ヨダゼミ正雀教室(集団指導)の小学部夏期講習はレギュラー授業講習料金無料で実施致します(教材費のみ)。地域の多くの小学生(小4～小6)にご参加 

  戴き、地域の更なる学力レベル向上に貢献できればと思う次第です。 

  また、レギュラー講座に加え、小５算数図形特訓、小６算数図形特訓・小６算数割合特訓の有料講座も開講！ 中学内容と最も関連深いこれらの単元に 

  について、3 日間(90 分×3 日)集中で行う講座ですので、奮ってご参加下さい。 

   ※小学部では更に、“脳科学教育“セレンブレイン”を開講。集中力・思考力強化を目指す講座です。この夏から是非受講をご検討下さい。 

  ※中１・２生は、２学期以降は英・数・国とも難易度を増すばかりでなく、今後の勉強に大きな影響を与える単元が多くなります。夏休みの時期に、十分

な復習と 、時間をかけた先行学習が必要となります。また、特訓講座には理科・社会を選択自由科目としております。いずれも 来る1月チャレンジ

テスト(府内統一テスト)を見越した準備講座として開講致します。多くのお子様にも体験してもらいたいと考えておりますので、この機会に是非受講を

ご検討下さい。 

   ※中３生におかれましては、基本事項の確認ができる最後のチャンスです。非常に厳しい講習であると覚悟していただきたいと思います。 

     また中３対象『特別錬成講座＜8/8(木)～10(土)、1 日10 時間特訓＞』につきましてもお申込みは6 月20 日から受け付け致します。 

   受験生としての意識向上と、今後必要な忍耐力を養う絶好の機会ですので、是非受講をご検討下さい。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤個人懇談会  ヨダゼミ夏期の懇談会を次の日程で開催致します。多くの保護者様のご参加をお待ちしております。 

  
【ヨダゼミ懇談会予定日】 

７月７日(日) 14:00～17:00 ７月１２日(金) 14:00～16:00 

７月８日(月) 11:00～16:00 ７月1３日(土) 11:00～17:30 

7 月10 日(水) 14:00～22:00 ７月1４日(日) 14:00～17:00 

7 月11 日(木) 14:00～22:00 ７月1５日(月) 11:00～16:00 

 

近日中に、詳しくはお子様に配布させて戴きます。 

 

 

 

夏期講習会生(外部受講生)説明会・学力テスト実施 
ご兄弟・お知り合いで夏期講習をご検討戴いている方がおられましたら、是非説明会にご参加下さい。 

 

６月 30 日(日)・7 月７日(日)・14 日(日)の３日間 

午前 11:00 より(約 1 時間半程度) 

 



⑥第１回（8 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。 

  

【8 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、６/８(土)・2２（土）午後 13:00、6/30(日)、７/７(日)・14(日)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 

締め切り日7 月6 日 

課題・原稿用紙生徒配布 

7 月下旬頃 

作文提出締切日 

8 月9 日まで 

作文返却 

９月上旬頃 


