
  
 

４月の教室スケジュール 

 日 月 火 水 木 金 土 

 27 28 29 30 31 4/1 2 

ヨダゼミ  春期講習会      

ММＳ        

自習室  17::00～22:30 17::00～22:30 17::00～22:30 17::00～22:30 17::00～22:30 13::00～20:00 

他        

 3 4 5 6 7 8 9 

ヨダゼミ    春期講習会 

最終日 

第１回 
塾内模試 

１学期授業 
スタート 

入塾説明会 

ММＳ    14:00～15:30 

自習室  15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 

他        

 10 11 12 13 14 15 16 

        

ММＳ        

自習室  15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 

他        

 17 18 19 20 21 22 23 

ヨダゼミ       入塾説明会 

ММＳ       14:00～15:30 

自習室  15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 

他        

 24 25 26 27 28 29 30 

ヨダゼミ      
授業実施日 

 

ММＳ       

自習室  15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 15::00～22:30 

他        

 5/1 2 3 4 5 6 7 

ヨダゼミ        

ММＳ 休校日 休校日 休校日 休校日 休校日   

自習室      15::00～22:30 15::00～22:30 

他        

 

 

①４月８日(金)１学期授業スタート      ヨダゼミ・MMS  
ヨダゼミ正雀教室、MMS 正雀校が４月８日（金）から１学期授業がスタ

ートします。小学生の皆様は学年が高学年になり、内容も少しずつ難しくな

っていきます。中学１年生の皆様ご入学おめでとうございます。中学生にな

ると、小学生以上に復習が必要となり、実施される内容もどんどんと新たな

内容が増えていきます。今まで以上に時間をかけて復習をしましょう。 

中学２年生の皆様は内容が入試に直結するような単元が出題されます。ま

た塾内模試などでは中１内容が出題されますので、塾模試前には必ず範囲表を確認し理科・社会などは特

にしっかり確認して、勉強しておいて下さい。 

中学３年生の皆様は受験生となり、来年の今頃は高校生になります。あっという間の１年。この一年間

は全力で取り組んで、いろいろな難問にどんどんチャレンジして、脳内に解法の引き出しをいっぱいつく

り受験勉強に取り組んでいいきましょう。 

【時間割の変更】 

４月８日以降になると新学年表記では無くなるため、時間割等の見間違えが無いようによろしくお願い

致します。また新中１生の時間帯が 18：50～21：40（授業前補講＋通常授業）となります。お時間

お間違えの無いように宜しくお願い申し上げます。 

 

②高校入試合格発表             ヨダゼミ・MMS  
今年もよく頑張ってくれました。結果は次の通りです。 

【私立高校】（五十音順） 

高校名 コースと合格者人数 高校名 コースと合格者人数 

藍野高等学校 衛生看護１名 上宮太子高等学校 総合進学１名 

追手門学院高等学校 Ⅰ類２名・Ⅱ類３名 大阪高等学校 文理特進１名・総合進学３名・探究１名 

大阪学院大学高等学校 特進２名・普通５名 大阪薫英女学院高等学校 英語進学１名・総合進学１名 

大阪成蹊女子高等学校 特進１名・幼児教育２名・総合キャリア１名 大阪青凌高等学校 特進１名・進学３名 

開智高等学校 Ⅰ類１名 関西大倉高等学校 特進２名 

関西大学北陽高等学校 文理１名 京都産業大学附属高等学校 進学１名 

常翔学園高等学校 スーパー１名・特進２名・薬学医療１名・文理進学１名 星翔高等学校 工業技術２名 

太成学院大学高等学校 スポーツ進学１名 梅花女子高等学校 特進 S１名 

東山高等学校 クレセント１名 明星高等学校 文理１名 

早稲田摂陵高等学校 B１名・A２名   

【公立高校】（五十音順） 

高校名 コースと合格者人数 高校名 コースと合格者人数 

芦間高等学校 総合学科１名 池田高等学校 普通１名 

茨木西高等学校 普通１名 大阪府立高等専門学校 総合工学システム１名 

春日丘高等学校 普通１名 北千里高等学校 普通１名 

吹田高等学校 普通１名 吹田東高等学校 普通４名 

摂津高等学校 普通４名 千里高等学校 国際文化１名 

山田高等学校 普通２名   

来年も今年以上の成績を出せるように頑張ります。これからもよろしくお願いします。 

 



③入塾説明会・ご紹介カード            ヨダゼミ・MMS   

新学期入塾につきましての入塾説明会を実施致します。説明会では、ヨダゼミＭＭＳの新年度の指導方

針・要項・時間割・教室の現状等のご説明をさせていただきます。ご兄弟、お友達で入塾をお考えの方

がおられましたら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時から午

後７時の間で受け付けております。 

会場：ヨダゼミ正雀教室 1 階 

４月９日(土) 

1４:00～15:30 
新小４・小５・小６ 

国語・算数(各 40 分) 

新中１・中２・中３ 

英語・数学(各 40 分) 
４月 23 日(土) 

1４:00～1５:30 

 

 

 

春の特別入会キャンペーン     ご好評につき 

ご紹介割引制度 ４月実施！ 
 

お友達を紹介いただいた在塾生、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・単科受講の方は対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④第１回塾内模試 ４月７日(木)          ヨダゼミ・MMS  
 春期講習会ラストを締めくくる第一回塾内模試が４月７日(木)に実施致します。新学年初となる塾内模

試のため、全学年の復習がメインとなるテストとなります。春休み中にしっかり練習をしよう。 

新小学５年生・６年生は理科・社会・英語のテストも実施致します。理科・社会の教科書もしっかり確

認し、生物や化学、地理や歴史なども少しずつ興味を持って、中学校での得意教科にしよう。 

 

 

【予定表】 

新小学４年 13：30～15：00 国語・算数 

新小学５年・６年 13：30～17：00 国・算・理・社・英 

新中１ 13：30～17：30 国・数・理・社・英 

新中２ 17：50～22：00 国・数・理・社・英 

新中３ 17：50～22：00 国・数・理・社・英 

 

 【塾内模試代替日】 

新小４ ４月８日(金) 17：00～18：30 送迎バスあり 

新小５・新小６ ４月８日(金) 17：00～20：10 送迎バスなし 

新中１・新中２ ４月９日(土) 18：00～22：00 送迎バスあり 

新中３ ４月８日(金) 18：00～22：00 送迎バスなし 

学校行事等の予定で代替え日が授業日と重なっています。塾内模試を優先して受験下さい。塾内模

試のための補講等はございませんので、必ず４月７日(木)に受験して下さい。 

 

➄自習室利用について                           ヨダゼミ・MMS  

今後、自習室の利用について原則下記の通りになります。 

(1) 月曜日～金曜日 利用時間帯：17：00～22：30 

(2) 土曜日  利用時間帯：14：00～22：30 

※日曜日については定期テスト 2 週間前から予定時間帯を告知 

 致します。 
 

⑥新学年で注意すべきこと           ヨダゼミ・MMS  

 新学年になると学校生活や生活習慣の面で様々な変化があります。4 月はスタートの時期です

から保護者の方々も 1年で 1 番注意すべき時期です。以下、学年別に注意点を挙げておきます。

適正な判断の一助になれば幸いです。 

小学生全学年 

 学年が上がると同時に当然、クラスや担任が変わります。にぎやかなクラスもあれば落ち着い

たクラスもあり千差万別です。熱心な担任もいれば几帳面な担任や絶対に怒らない担任もいます。 

勉強しやすい環境や雰囲気を作り出し、宿題もよく練られたものを考えているクラスに当たれば

ラッキーです。そうでない場合はやはり保護者の方々が補填しなければなりません。学習という

観点で考えれば、学校から出される宿題の量と質をまず重視すべきです。その点で不安があれば

適当な問題集を用意して計画を立てて保護者の方々がリードしながら家庭学習を確立していき

ましょう。 

中学 1年生 

 生活の大半が変わります。夜型へ移行していくのもその現れです。またスマートフォンを持ち

始めるお子様も増えてきます。中学生活を始めるにあたり、まずその部分からご家庭でのルール

【４月入塾のお友達を紹介された場合】 

●紹介を頂いた方（在塾生）は次月授業料 2000 円引き！ 

●紹介を受けた方（新規入塾生）は入会金無料！ 

※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。 

 

 



の取り決めをしてみて下さい。勉強とクラブの両立についても同様です。要は最初に約束事を話

し合って決めておくことが大切なのです。 
中学 2年生 

 中 1 と中 2 にはさまれた「間」の学年。「魔」の学年とも言われたりします。他の学年と比べ

ても学習する内容が多く、かつクラブ活動では中核的な存在となり、学習面、体力面でバランス

が取れずに大幅な成績下降をたどることもしばしば。急に習い事や塾を辞めたいと言い出すのも

この学年時が最も多いです。怪しい雰囲気を事前にキャッチできればすぐに親子で話合ってみま

しょう。 

中学 3年生 

 いよいよ受験学年です。学校では提出物を決められた通りにすることから始めて下さい。また

志望校を考える時期ですのでインターネットで気になる学校を調べたり、春休み中に実際に訪れ

てみてイメージをふくらましましょう。それから模擬試験が増えます。模試結果を元に学習計画

を立てて次回の模試にむけて目標設定をしてみましょう。 

 

高校 1年生 

 大学進学を希望している場合は、1 年生から勝負です。人が遊んでいるときに着実に積み重ね

て受験の基盤を固めるのです。クラブ活動をするかどうかも今一度熟考しましょう。周囲に左右

されずブレない軸を持って高校生活を始めて下さい。 

高校 2年生 

 文系・理系に分かれます。進路も大学進学なのか、専門学校に行くのか、あるいは就職するの

かの決断を下す学年です。やれるだけのことはやって夏休み明けぐらいに自分の進路を決めれば

いいと思います。保護者だけでなくさまざまな人の話に耳を傾け判断材料していきましょう。 

高校 3年生 

 いよいよ最終受験学年となりました。家庭学習だけでも 1 日最低 4 時間は必要です。大学受

験模試を受けながら判定を受け止め学習内容の調整を週単位で行うのもいいでしょう。やること

が多すぎて 1 日 24 時間では足りないくらいなのです。無駄な時間をなくすことを常に意識し

て下さい。 

 

➆高 1の皆さんへ                    ヨダゼミ・MMS  

 大学受験志望の生徒ならば継続して塾で学習することを強くお勧めします。手遅れになる前に

先手を打つのが勝利への原則です。手遅れだな、まずいなと思ったときは巻き返すのが困難です。

遊びたい気持ちもわかりますが、そこを我慢して後々に大きな収穫を得ることを理解してほしい

と思います。 

 

⑧高校生対象・映像授業のご案内    ヨダゼミ・MMS  

 映像授業「ベリタス・アカデミー」 

  受講科目：英語全般・数Ⅰ～数Ⅲ、化学・物理・生物・地学・現代社会・日本史・世界史など。 

        学校の予習・復習レベルから難関大学受験レベルまでの様々な講座を視聴可能。 

  受講費用：6,600 円/1 科目・1 カ月 

   対象学年：新高 1～新高 3 

 当塾では高校生対象のオンデマンド映像授業「ベリタス・アカデミー」を展開しております。 

現在の社会状況をふまえ、密にならない安心できるご家庭で授業をうけることができます。自分

のタイミングで何度も繰り返し視聴もできるので、クラブ活動や通学で時間がタイトな人ほど有

効活用することができます。なおかつ受講生は自習教室も使用可能ですのでテスト前などは質問

受付も可能です。受講に際しては 6,600円/1科目・1 カ月となっており、他塾と比較されても

自習室利用も含め、この価格では類をみないリーズナブルな設定になっております。⑦の春期講

習が無理な場合でも映像授業ならば「むだ・むり」のない学習ができます。受講希望者は映像授

業の受け方、操作方法などを体験会でお伝え致します。体験会は随時受付しておりますので教室

までお問い合わせ下さい。 


