
 

 

 

 

 

 

 

『慎始敬終
しんしけいしゅう

』  ～最後まで気を抜かず、手抜きなしでやり通せ！～ 

 

２０２０ ２ FEB /如月 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

      １ 

       

２ 中3日曜特訓➈ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

入塾説明会       

９ 10 11 建国記念日 12 13 14 15 

入塾説明会 私立高校入試  通常授業実施     

16 17 18 19 20 21 22 

入塾説明会    公立特別入試  新年度ガイダンス 

23 天皇誕生日 24 振替休日 25 26 27 28 29 

入塾説明会 通常授業実施 中１・中２学年末テスト 中１・中２学年末テスト 中１・中２学年末テスト   

 

※入塾説明会 2/2・9・16・23（日）11：00～12：30 毎週日曜実施 

 

２０２０ ３ MAR /弥生 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

入塾説明会 公立特別入試 

合格発表日 

     

８  ９ 10 11 12 13 14 

入塾説明会   大阪府 

公立入試日 

   

15 16 17  18 19 20 21 

入塾説明会     公立入試 

合格発表日 

  

22 23 24 25 26 27 28 

入塾説明会 休講日 春期講習会 

スタート 

    

29  30 31     

       

 

※入塾説明会 2/2・9・16・23（日）11：00～12：30 毎週日曜実施 

 

 

 

ヨダゼミ しょうじゃく 検索 

学年末テスト対策週間 



 
 

 

 

①新中１生対象‟中学準備講座≪２月開講≫      
 
ヨダゼミ正雀教室では、3 月より新年度授業を開講致しますが、それに先立ちまして2 月に新中1 生（現小6 生）を対象に『中学準備講座』

と題しまして英語・数学の先取り授業を行います。皆様ご存じの通り、中学校では学習内容が難化し進度も速くなります。また、部活動に入る

と毎日のように練習があり、小学校の延長のような感覚でいると学習につまずく可能性もございます。特に主要科目である英語・数学は苦手意

識を持ってしまうとそこからの脱却は単元が進むほど難しくなります。そこで当塾ではお子様に余裕を持って好スタートを切ってほしいと考え

ております。 ご兄弟やお知り合いで新中1 生がおられましたら、是非ご紹介下さい。 

【新中 1 生 2 月 時間割】 

科目 曜日 時間 備考 

英語 A 火曜日 17：00～18：35 
※英数共に習熟度別の 2 クラス体制 

※クラス分け発表は 1 月の授業内にて告知 

※小6算国の授業は1月で終了、2月より英数になります 

英語 B 水曜日 17：00～18：35 

数学 AB 金曜日 17：00～18：35 

 

 

②新年度につきまして ヨダゼミ：３月２日(月)からスタート 
新年度ガイダンス２/22(土)予定 

      
 ★ヨダゼミ正雀教室では３月から新年度授業を開講致します。新学年をスタートする際、変更点がございます。 

【時間割の変更】 

学年が変わりますと、曜日や時間帯が変更されます。時間割につきましては配布させて頂いております。お間違えの無いよう宜しくお願い申

し上げます。 

 ★3/2(月)からの新年度授業開講にあたり、全学年の塾生を対象に、新年度授業ガイダンスを実施します。新年度授業の受講上の諸注意、教材

配布等を行います。尚、当日、やむを得ない事情により、ご都合がつかない場合は、代替日をご用意しますのでご相談下さい。 

 詳細は後日配付の別紙をご参照下さい。 

【新年度授業ガイダンス】・・・予定 

日にち 学年 時間 持ち物 

2/22（土） 

新小4～新小6 
15：30～16：30 

筆記用具(教材記名用にマイネームなどの油性ペン) 

かばん(受講科目数に応じた大きいものを用意して下さい) 

現中１・中２生理科社会選択者はガイダンス後通常授業が

ございますので、軽食等の持参を宜しくお願い致します。 

新中1 

新中2・3 16：50～17：30 

 

 

 

③大阪府私立入試２/10(月)・大阪府公立入試３/11(水) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆入試本番１週間前にすること◆ 

・暗記物のラストスパート ・得意分野の復習（自信をつけるため） ・就寝時間を一定にする ・うがいの習慣化 ・鼻がでたら即風邪薬を飲

む ・受験校の下見を済ませ、交通手段・乗車時刻を確認、メモしておく。 ・お腹が弱い人は胃腸薬の用意 

◆入試本番２日前にすること◆ 

・必ず2 日前に試験当日の持ち物を実際に用意すること。万一足りないものがあったとき試験前日では揃えるのに間に合わないこともあります。 

◆入試本番前日にすること◆ 

・まず持ち物確認。声にだして確認すればなおよし ・ガチガチに勉強しないこと。使い込んだテキスト、ノートや参考書を心の友に、それをパ

ラパラとめくり確認する程度で十分 ・塾があるならば必ず来ること。とても大事なことです。（先生たちの激励が待っています） ・出発時刻

の確認 ・目覚まし時計やアラームのセット ・お風呂に入って早めに寝ること。眠れないときは塾に入学してから今までのことを一つずつ思い

出してみましょう。 

◆入試当日、家を出るまでにすること◆ 

・入試開始２～3 時間前に起きること。脳が活性化するには起床後それくらいの時間が必要です。 ・起床したら元気よく「おはよう」から一日

を始めましょう。 ・腹八分目に食べる。お魚なども食べるとよいでしょう。 ・家を出るまでの間に保護者に「ありがとうございました。頑張

ってきます。」と一言伝える。感謝の気持ちを持つこととけじめをつけることは多くの運を呼び込みます。 ・トイレも忘れずに ・手袋と合格

カイロは受験生必須アイテムです ・再度持ち物の確認 ・入試開始30 分前、または入室20 分前に試験場に着くように家を出ること  

◆入試当日、試験場に着いたら◆ 

・持ち物確認。万一何か忘れ物があれば近くにいる係に人に申し出ること ・集合場所の確認 ・自分の受験する教室の確認 ・試験開始時間の



 
 

 
④春期講習会 ヨダゼミ：３/24(火)〜４/7(火) 
 

ヨダゼミ正雀教室では 3 月 24 日（火）より春期講習会を開講致します。小学部は前学年の復習と苦手単元を中心にしっかり練習をしてい

きます。中学部は予習講座がメインになっていきます。この春期講習会で今後の中学生活の勉強面で少しでも負担を軽減できればと存じます。 

 

対象学年 教科 時間 

※在塾生は全員参加 

※別紙案内を２月下旬に配付 

※バス利用の方は通常時とバスの時間

が変わりますのでご注意ください。 

新小 4～新小 6 算数・国語 各４回 15：55～17：30（90 分） 

新中１ 英語・数学 各４回／国語２回 17：50～19：40（100 分） 

新中２ 英語・数学 各４回／国語２回 20：00～21：50（100 分） 

新中３ 英語・数学 各４回／国語２回 20：00～21：50（100 分） 

新高１・新高２ 数学 各３回 20：20～21：50（100 分） 

 

⑤新高１生対象「新高１数学準備講座」      
 
 もう間もなく公立高校の入試も終わり、中学生活をご卒業される時期になりました。４月には新たに高校生活がスタート致します。高校生活

の３年間は勉強面もさることながら、将来を見据えて物事をよく考え、行動に移していくそういった期間ではないでしょうか。 

そこでヨダゼミ正雀教室では高校受験は終わりではありません。共に新たなスタートサポートさせてもらいます。高校生活のスタートの第一

歩を少しでもサポートできるようにと「小集団体験授業・数学」を開講させてい頂きました。また他の教科も完全個別指導 MMS での受講も

お待ちしております。是非お申込みをご検討下さい。 

≪数学科からのコメント≫ 

中学レベルと比較にならないくらい高校数学は難しいです。高校生の授業姿勢の基本は「予習」です。短期間ではありますが気持ち的に余裕

が出てきますので、是非お申し込みをご検討下さい。 

【新高１生 時間割】 

科目 日付 時間 内容 料金 

 

数学 

 

２月 22 日(金) 18：50～20：20 整式計算 

乗法公式 

因数分解 

３日間セットで 3,240 円 

申込書は別紙にて配布 
３月１日（金） 20：30～22：00 

３月８日（金） 20：30～22：00 

 

⑥現中３生対象・卒業旅行     
ヨダゼミでは高校入試という人生の第一関門を突破してくれた生徒たちと共にその喜びを分かち合い、また共に学んだ仲間たちとの思い出に

卒業記念旅行を実施致します。『合格』の朗報が届く日までは、保護者の皆様におかれましても何かとご不安かとは存じますが、ご理解のほど宜

しくお願い致します。 

【日時】 令和２年3月15日（月）～16日（火）（雨天決行） 

【場所】長島スパーランド・なばなの里・明治村・リトルワールド 

宿泊ホテル：ガーデンホテル オリーブ TEL（0594）45-1111 

【旅行費用】  23,000円（予定） 

（長島スパーランドのパスポート・なばなの里、明治村・リトルワールド入園券・旅行保険含みます。） 

最少催行人数   50名(人数に満たない場合は、中止する場合もございます。) 

※欠席等による旅行費用の返金は出来ません。予めご了承ください。 

 

⑦第１回(３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。 

  

【３ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込書提出 

締め切り日2 月1 日 

課題・原稿用紙生徒配布 

２月下旬頃 

作文提出締切日 

３月7 日まで 

作文返却 

４月上旬頃 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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、２/2・9・16・23(日)・３/1・8・15・22、毎週日曜日午前 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。 


