
 
 

７月の教室スケジュール 

 日 月 火 水 木 金 土 

 ６/２６ ２７ ２８ ２９ 30 7/１ ２ 
ヨダゼミ       小学部 

月例テスト ММＳ       

他  摂１・２・４

中期末テスト 

摂１・２・４

中期末テスト 

摂１～４中 

期末テスト 

摂３中 

期末テスト 

摂３中 

期末テスト 

 

 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

ヨダゼミ 入塾説明会① 

11:00∼12:30 

   懇 談 会 週 間   

ММＳ       

他        

 10 11 12 13 14 15 16 

ヨダゼミ 入塾説明会② 

11:00∼12:30 

      

ММＳ       

他       

 17 18 19 20 21 22 23 

ヨダゼミ 入塾説明会③ 

11:00∼12:30 

 夏期準備日 夏期準備日 夏期講習会   

ММＳ  休校日 休校日 スタート   

他        

 24 25 26 27 28 29 30 

ヨダゼミ        

ММＳ        

他        

 31 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ヨダゼミ        

ММＳ        

他        

●7/3(日)・10(日)・17(日)…入塾説明会・学力診断テスト→定期テスト

前、夏期講習になりますので塾をお考えのご兄弟姉妹の方やお知り合いの

方がいらっしゃればご紹介下さい。 

学力診断テスト 小学生：算国 中学生：英数 各科目 40 分 試験料：無料 

【入塾までの流れ】 

説明会参加 → 学力診断テスト → 教育相談 → 入塾手続き → 授業参加 

①全体保護者会                  ヨダゼミ・MMS  
６月19日(日)に摂津市コミュニティプラザで2022年度ヨダゼミ・MMS全体保護者会を開催し、

無事終了いたしました。お忙しい中ご参加して頂きまして誠にありがとうございます。 

また、当日ご参加できなかった保護者様には当日配布予定の資料を、生徒様を通じて配布させて頂

いております。今年度の入試結果や入試制度、中間テストクラス別教科別資料、卒業生の合格作文な

ど、様々な情報を記載させて頂きます。是非目を通して頂けたらと思います。 

【保護者会の様子】 

    
 

②夏期講習会                    ヨダゼミ・MMS  
 7/21(木)～8/11(木)、8/17(水)～8/28(日)の期間に夏期講習会を実施致します。 

ヨダゼミ正雀教室ラインナップ 

【夏期通常講座】 

学年 教科 内部生料金 外部生料金 

小学４年～６年 国語・算数・小５小６英語 授業料無料 授業料無料 

中１・中２ 国語・数学・英語 41,800 円 44,000 円 

中３ ５教科（選択制） 
15,400 円から 

66,000 円まで 

16,500 円から 

71,500 円まで 

高１ 数学 12,100 円 13,200 円 

【夏期特別講座】 

学年 教科 受講料金 

小学４年～小６ 理科実験体験講座 3,300 円 

小学４年～小６ 社会バーチャル世界遺産ツーリング講座 3,300 円 

小５ 算数図形特訓講座 3,300 円 

小６ 算数割合特訓講座 3,300 円 

小６ 算数割合特訓講座 3,300 円 

小学４年～小６ 脳科学講座セレンブレイン 
夏期通常受講者

2,200 円 

セレンブレインのみ

3,300 円 

中１・中２ 理科特訓講座 3,850 円 

中１・中２ 社会特訓講座 3,850 円 

中３（必修） 特別錬成講座（英・数・理） 14,000 円 

中１・中２ 英検３級講座 19,800 円 

中２・中３ 英検２級・準２級講座 19,800 円 

 



③ご紹介割引制度実施中        ヨダゼミ・MMS  
７月の入塾テストは随時受付をしております。ご兄弟、お友達で入塾希望の方がいらっしゃれば当教

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。 

【７月学力診断テスト（入塾テスト）】 

●小学生：算数・国語（各 40 分）    ●中学生：数学・英語（各 40 分） 

 

夏期講習実施キャンペーン    ご好評につき 

ご紹介割引制度 ７月も実施！ 
 

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懇談会実施            ヨダゼミ・MMS  

夏休み前の三者懇談会を実施します。夏休みの学習方法、2 学期以降の学習方法などをお話しでき

ればと思っています。 

中３生懇談会日時 

中１・中２・小学生懇談日時 

⓹第２回(６月)作文添削のお知らせ   ヨダゼミ・MMS  

 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。6月末からご案内を配布しております。 

  

【 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。大学入試までの新課程でも、論理的

思考力や記述力は非常に求められる力です。当塾も、国語力は全ての教科の基本であると考えています。 

 この機会を是非ご活用下さい！！ 

⑥オープンスクールのご案内      ヨダゼミ・MMS  

期末テストが終わればいよいよ夏休みも間近。夏休みは各高校でオープンスクールが実施されます。

実際に学校に行ってみて、さまざまな体験学習をすることで志望校選びに役立ちます。以下、夏休み

までに実施される、いくつかのオープンスクールを紹介します。紙面に無いものはインターネットで

確認してください。 

【大阪府私立高校】 

7/9(土) 梅花(女子) 宣真(女子) 

7/16(土) 藍野(共学) 好文学園(女子) 関大高等部(共学)  

7/23(土) アサンプション国際(共学)  

7/30(土) 追手門学院(共学) 履正社(共学) 

7/31(日) 大阪青凌(共学) 相愛（女子） 

8/6(土)  履正社(共学)  宣真(女子) 

8/20(土) 金光大阪(共学) 履正社(共学) 

8/27(土) 常翔学園(共学) 桜塚(共学)  アサンプション国際(共学) 大商大(共学) 阪南(共学) 

  明星(男子)  履正社(共学) 大阪信愛学院(共学) 上宮太子(共学) 関大北陽(共学) 

8/28(日) 梅花(女子) 大阪薫英女学院(女子) 

【大阪府公立高校】 

7/29(金) 千里 

7/30(土) 槻の木 茨木工科 

8/20(土) 咲くやこの花 

8/22(月) 寝屋川 

8/23(火) 桜和 寝屋川 

8/24(水) 春日丘 桜宮 福井 

8/27(土) 柴島 吹田 摂津 東淀川 北摂つばさ 

 

2022私立高校進学説明会について 
 9 月下旬には当校主催の「2022 私立高校進学説明会」があります。府下以外の私立高校も参加

し、1 日で多くの私立高校の話をその学校の入試担当の先生から聞くことができます。また各学校の

気になる部分も直接たずねることもできます。毎年ご好評をいただいておりますので奮ってご参加下

さい。詳細は決まり次第お知らせ致します。 

 

 

7/8(金） ９日(土） 10 日(日） 11 日(月) 12 日(火) 13 日(水) 14 日(木) 

  14:00～22:00     

15 日(金) 16 日(土) 17 日(日) 18 日(月) 19 日(火) 20 日(水) 21 日(木) 

 11:00～14:00 14:00～22:00 
13:00～16:00 

19:00～22:00 
休校日 休校日 夏期講習開始 

7/8(金） ９日(土） 10 日(日） 11 日(月) 12 日(火) 13 日(水) 14 日(木) 

14:00～17:30 14:00～17:30  14:00～16:30 14:00～16:30 14:00～16:30 14:00～16:30 

15 日(金) 16 日(土) 17 日(日) 18 日(月) 19 日(火) 20 日(水) 21 日(木) 

14:00～16:30 14:00～17:30   休校日 休校日 夏期講習開始 

【７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！ 

●紹介を受けた方、９月は授業料無料！！ 

※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。 

申込書提出締切日 

7/9㈯ 

 

課題・原稿用紙 

生徒配布 7 月下旬

頃 

作文提出締切日 

8/6㈯ 厳守‼ 

作文返却 

7 月上旬頃 

実施時間帯、申込方法、申込期日、持ち

物は各学校に問い合わせるか各学校の

ホームページで確認しましょう！ 



⑦オープンキャンパスのご案内      ヨダゼミ・MMS  

 高校生も進路を決めるための大事な要素の 1 つとしてオープンキャンパスがあります。高 3 生は

もちろんのこと高 1 生、高 2 生も今後の学習の方向性を決めていく上で大学を知る、学部を知るこ

とは重要です。文系、理系どちらに進むべきか、オープンキャンパスが指標となることもあります。

夏休み中に友人とともに参加してみるのもいいでしょう。 

（注意）複数日設けられている場合、実施会場、実施学部などが異なります。詳細は各大学ホームペ

ージでご確認下さい。なおコロナ対策の都合上、オンラインでの開催になったり、日時が変更になっ

たりする場合があります。こちらも各大学ホームページでご確認下さい。また表に記載の無い大学も

たくさんありますので、そちらも各大学ホームページでご確認下さい。 

 

7/23(土) 大阪学院大学 関西外国語大学 京都光華女子大学 兵庫教育大学 

7/24(日) 京都産業大学 同志社女子 近畿大学 大阪芸術大学 航空保安大学 桃山学院

大学 関西福祉大学 関西医科大学 

7/30(土) 同志社大学 関西大学 近畿大学 

7/31(日) 同志社大学 大阪教育大学 大阪歯科大学 近畿大学 摂南大学 

8/1(月) 同志社大学 

8/4(木) 大阪公立大学 

8/5(金) 大阪大学 大阪公立大学 京都外国語大学 神戸市看護大学 

8/6(土) 神戸大学 大阪公立大学 同志社大学 立命館大学 京都精華大学 立命館大学 

龍谷大学 関西学院大学 甲南大学 兵庫医科大学 大和大学 関西大学 同志

社女子 大阪工業大学 神戸薬科大学 兵庫医科大学 兵庫県立大学 

8/7(日) 神戸大学 大阪公立大学 京都工芸繊維大学 同志社大学 関西学院大学 関西

大学 立命館大学 京都薬科大学 近畿大学 摂南大学 桃山学院大学 同志社

女子 大阪工業大学 神戸薬科大学 関西医科大学 兵庫医科大学 

8/8(月) 神戸大学 京都工芸繊維大学 同志社大学 

8/9(火) 京都大学 大阪大学 神戸大学 同志社大学 

8/10(水) 京都大学 大阪大学 神戸大学 京都府立医科大学 神戸学院大学 兵庫医科大

学 兵庫県立大学 

8/11(木) 関西学院大学 摂南大学 兵庫県立大学 

8/17(水) 大阪大学 京都教育大学 

8/18(木) 大阪大学 神戸大学 

8/19(金) 神戸大学 

8/20(土) 近畿大学 兵庫医科大学 

8/21(日) 近畿大学 桃山学院大学 関西医科大学 兵庫医科大学 

8/23(火) 大阪大学 

8/27(土) 関西大学 

 

  

  

  

  


