
  
 

３月の教室スケジュール 

 日 月 火 水 木 金 土 

 ２６ ２７ ２８ ３/1 ２ ３ ４ 

ヨダゼミ 入塾説明会   新年度授業    

ММＳ 11:00～12:30   スタート    

自習室 17::00～22:30 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        

 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

ヨダゼミ 入塾説明会    大阪府   

ММＳ 11:00～12:30    公立入試   

自習室 13：00～20:00 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        

 12 13 14 15 16 17 18 

 入塾説明会       

ММＳ 11:00～12:30       

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        

 19 20 21 22 23 24 25 

ヨダゼミ 入塾説明会 大阪府公立 

合格発表 
 

春期講習会

準備日 

春期講習会

準備日 

春期講習会 

スタート 

 

ММＳ 11:00～12:30   休校日 休校日   

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

他        

 26 27 28 29 30 31 4/1 

ヨダゼミ        

ММＳ 休校日       

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        

※自習室は小４～中２生の時間帯です。中３生は別紙参照 

 

現中３生はラストスパート！ 

しっかり最後まで頑張っていこう！！ 

①新年度授業スタート            ヨダゼミ・MMS  
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。ガイダンスで配布させて頂きました時間割表をしっかり

確認して、お間違えの無いようにしてください。 

 

②入塾説明会・ご紹介カード            ヨダゼミ・MMS   

毎週日曜日、新年度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。 

会場：ヨダゼミ正雀教室 1 階 

3 月５日(日)11：00～12：30 
毎週日曜日 

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) 

 

3 月 1２日(日)11：00～12：30 

3 月 19 日(日)11：00～12：30 

 

 

 

新年度特別キャンペーン     ご好評につき 

ご紹介割引制度 ３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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３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。 



 

③春期講習会３月２４日(金)～４月７日(金)  ヨダゼミ・MMS  

当塾では、ご承知のように春休み・夏休み・冬休みの長期休暇ごとに講習会を開講しております。講習

会は、体系的な学習を集中的に行う絶好の機会であり、長期の休みに規則正しい、計画的な学習を進める

ことこそ、志望校合格へとつながるのではないでしょうか。 

当塾の春期講習会では、今までの復習とともに通年授業を集中的に行います。これにより、学校カリキ

ュラムとの差を決定的なものとし、常に２～３単元先の授業を行うことで、学校授業を復習として受ける

ことができ、学力の定着を図ることができます。この機会にしっかり予習・復習をしていきましょう。 

【春期開講科目】 

新小４～新小６ 算数・国語・英語 90 分×４回×教科数 

新中１・新中２ 
英語・数学 100 分×５回×２教科 

国語 100 分×２回 

新中３ 英語・数学・国語・理科・社会 100 分×４回×教科数 

新高１ 集団数学/集団古典 組み合わせにより異なります 

 

④第１回塾内模試 ４月８日(土)          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８日(土)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。 

 

【予定表】 

新小学４年 13：30～15：00 国語・算数 

新小学５年・６年 13：30～16：30 国・算・理・社・英 

新中１ 13：30～17：30 国・算・理・社・英 

新中２ 17：50～22：00 国・算・理・社・英 

新中３ 17：50～22：00 国・算・理・社・英 

 

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。普段から算数・国語の勉強だけ

でなく理科・社会の教科書もしっかり確認し、勉強する癖をつけていきましょう。 

 

 

 

➄今年度入試結果報告（私立）          ヨダゼミ・MMS  

合格おめでとう‼ 

 ・追手門学院高等学校  Ⅰ類：１名 Ⅱ類：２名 

 ・大阪高等学校  文理特進：２名 総合進学：３名 探究：１名 

 ・大阪青凌高等学校    特進 S：１名  特進：１名 

・関西大倉高等学校  特進 S：１名  特進：２名  総合：２名 

・関西大学高等学校  普通科：１名 

・関西大学北陽高等学校  文理：３名 

・香ケ丘リベルテ高等学校  フィジカル：１名 

・金光大阪高等学校  進学：１名 

・常翔学園高等学校  特進：１名  文理進学：６名  

・昇陽高等学校  進学Ⅲ：１名 

・星翔高等学校  工業技術系：１名 

・清風高等学校  文理：１名 

・宣真高等学校  保育系進学：１名 

・東海大学付属大阪仰星高等学校  総合進学：１名 

・東大阪大学敬愛高等学校  こども教育：１名 

・履正社  学藝Ⅰ類：１名 

・龍谷大学附属平安高等学校  プログレス：１名 

・早稲田摂陵高等学校  普通科 A：１名 

 

 

 

 

 



⑥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。 
 

⑦入試前日・当日の過ごし方            ヨダゼミ・MMS 

1. 持ち物確認は早めに！ 

 前日は学校から帰宅したら当日必要な持ち物の確認を必ずすること。夜にしてしまうと足りな 

 いものを買おうと思っても店が閉まっていることもあります。 

2. 試験前日の勉強は？ 

 今まで勉強したことがしっかり身についているかどうかの確認をする。暗記系科目の要点や 

 学校の教科書の図などを見ておくことがオススメです。何時間も勉強する必要もありません。 

3. 前日の夜は？ 

 十分な睡眠時間の確保が大切。早く寝て早く起きる。早めの行動が余裕を生みます。寝付け 

 ないときは腹式呼吸をゆっくりすることです。息を吐きだすときに頭の中の考えごとが抜けて  

 いくことをイメージして深い呼吸を繰り返してみて下さい。 

4. 当日の朝は？ 

    早起き→ストレッチまたは散歩→朝ご飯→持ち物確認→時間割確認→試験場へ 

 起床は 6：30 がいいでしょう。朝ごはんは米・フルーツなど糖分を取りましょう。脳のエネ 

 ルギー源となります。そして持ち物確認。できれば家族とすることです。 

5. 試験が始まったら… 

 時間配分を考えること。問題用紙にさっと目を通し、できそうな大問から取りかかること。わ  

 からない問題はいったん飛ばして次に進む！手も足も出なさそうな問題はあえて捨て、できた 

 問題でケアレスミスが無いかを解き直しで確認するほうが確実に得点できることもあります。 

 

 

⑧新高 1 の皆さんへ              ヨダゼミ・MMS 

 私立専願受験者の皆さん、合格おめでとうございました。公立併願受験者の人達はあと少しで

す。持てる力の全てをぶつけて栄冠を勝ち取っていきましょう。 

 さて、この 3 月で全ての受験が終わりますが、合格から高校進級までの期間、「この世の春」

を謳歌し羽を伸ばすのもいいでしょう。一方、この時期に既にライバルとの新しい戦いが始まる

のです。高校はそれ以後の人生の進み方を決める場所です。特に大学受験を考えているのならば

高校 1 年生の間に大学受験に必要な基礎学力を構築しなければなりません。まずは高 1 の 1 学

期を十分な余力を残したまま乗り切れるかどうか、そこが高校 3 年間を左右する大事な時期な

のです。ヨダゼミ・ＭＭＳでは新高 1 生を対象に幸先のいいスタートダッシュをきれるように 

春休みに短期間ではありますが「新高 1 準備講座」を開講します。卒塾生の人達はぜひ参加し

て下さい。また卒塾生でなくとも友人、お知り合いの方も受講可能ですので、ご興味のある方が

いらっしゃればご紹介下さい。 

 


