
 

 

【令和４年 12月】～今月のＴopic～      進学塾 佑学社・大阪教育 

 
 

 

11 月に中３生に公立対策模試の案内文

を配布しました。公立高校の受験校を最

終決定するのはもう少し先になります。で

は、なぜこの時期から公立入試の対策が

必要なのでしょうか。また、私立入試と公立入試ではどのような違いがあるのでしょうか。 

●記述中心の公立入試 

右の解答用紙は、大阪府の公立Ｃ問題の数学

の解答用紙です。ふだんの定期テストや、模試、実

力テストと異なり、解答欄がとても大きいことに

気がつくでしょう。用語・記号だけではなく、文章

で答える問題が多いことをあらわします。つまり

をこれまで以上に丁寧な解答づくりが求められま

す。また国語では、時間内に作文も出題されてい

ます。 

●英語Ｃ選択は、すべて英語のみ！＋リスニング２５分！ 

次に、公立Ｃ問題の英語の一部問題で

す。このように、英語Ｃ問題は、問題文も

すべて英語で書かれています。またリス

ニングも長い文章がかなりのスピードで

読まれますので、Ｃ問題に即した対応が

必要になります。 

●公立対策をはじめよう 

公立対策模試では、①リスニングや作文を

含めた公立の記述型に対応、②内申点を加

味した判定、③志望高校に合わせた問題選択

ができます。 

今回の結果を踏まえて自分の課題をみつ

けて、合格に向けてがんばりましょう。 

 

公立入試対策をはじめよう！ 
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【令和 4年 12月】志は高く目標に向かって    進学塾 佑学社 

                           《 杭全校 》℡6713-4840 

日 曜 １２月 日 曜 １月 

１ 木 Jコース統一テスト実施週 １ （日） ※全塾休講 

２ 金 中２高校進学説明会（授業内） ２ （月） ※全塾休講 

３ 土  ３ 火 ※全塾休講 

４ （日） 
中 1・2チャレンジ文理ゼミ(平野校にて) 

中 3公立対策模試（平野校にて） 
４ 水 冬期講習会 

５ 月  ５ 木  

６ 火  ６ 金  

７ 水  ７ 土   

８ 木  ８ （日）   

９ 金  ９ （月） 
中３プレテスト、中 1・2模擬テスト 

(第 3回志望校判定模試) 

10 土  10 火  

11 （日） 
中３五ツ木模試(特別回) 

中３日曜特訓 2-10 
11 水  

12 月  12 木  

13 火  13 金  

14 水  14 土  

15 木  15 （日） 中３日曜特訓 3-1 

16 金  16 月  

17 土  17 火  

18 （日）  18 水  

19 月  19 木  

20 火  20 金  

21 水 ※全塾休講 21 土 第 3回英語検定 

22 木 ※全塾休講 22 （日） 中３五ツ木模試最終回 

23 金 冬期講習会 23 月  

24 土  24 火  

25 （日）   25 水  

26 月   26 木  

27 火   27 金  

28 水   28 土 第 3回漢字検定 

29 木 中 1～中３『年末ファイナル特訓』 29 （日） 中３日曜特訓 3-2 

30 金 中 1～中３『年末ファイナル特訓』 30 月  

31 土 ※全塾休講 31 火  
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冬期講習はこう頑張ろう 
 

みなさん、こんにちは。佑学社教務部です。 

さて、もう間もなく１２月。中学生の期末テストが終わればクリスマス、冬休み、お正月と

楽しい事が続きますね。今年度は１２月２３日から冬期講習会を開講します。 

 

◎中１、中２生のみなさん 

2 学期までの学習内容をもう一度見直し、次学年へのステップアップ、学力強化に努めましょう。 

 

◎中学進級を控えた小６生のみなさん 

中学校の教科書が改訂され、新指導要領にそった新しい教科書になりました。特に英語は、小学校から学習

しているので、従来よりも高度な内容で学習がスタートします。今年度は、追加受講費用なしで、5 日間の

「冬期講習会～中学準備講座(英語・数学・国語)」を行い、一足早く中学への準備を行います。中学入学前に、

英語、数学の自信をつけてください。(英語は、ジュニア英語、教科書英語コース未受講生の方が対象です) 

 

◎小学Ｊコース小４・５年生のみなさん 

冬休みは、4 日間の「短期特別学習」で１・２学期の学習内容を踏まえた復習学習で学力アップを図ります。

普段の勉強のペースをくずしてしまわなよう、しっかり復習してください。 

 

◎塾生ノートの活用・・・塾生ノート 99 ページには下のようなページを設けています。  

冬期講習が始まる前日(12/23)までに自分の目標を考えて、書き込んでおいてください。 

   

☆冬期講習会の目標宣言 

    
                

 
 

★講習会で取り組む目標や克服したい課題 

                                

                                

                                  

 

冬の頑張りが、３学期のみなさんの成長につながります。全力で取り組んで下さい。冬期講習会 

期間中は、寒い日々が続きますので、風邪などひかないよう体調を万全にして臨みましょう。 

事前にしっかりと目

標を立て、冬期講習

に挑もう！！ 
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冬期講習会のご案内 
 

 佑学社・大阪教育では、冬休みを迎えるにあたり、冬期講習会を下記の要領にて開催致し

ます。受験を控えた中学３年生は、入試に向けての実戦的な指導内容で入試本番に備えま

す。他の学年でも、既習事項を総整理し、進級に備える内容を指導いたします。この講習を通

して日々の学習での集中力とより深い思考力を習得していただきたいと考えています。 

 

[授業日隔日のお知らせ] 

冬期講習は、英語・数学授業日と、理科・社会・国語授業日を隔日で行います。 

これにより、冬休み期間中を通して，授業を受けていただくことになり，継続的に勉強する冬休みにしてい

ただきたいと考えています。また、各科目の授業日の間を 1日あけることで、問題演習などの復習時間が確

保しやすくなり、従来以上の内容定着が図れることと思います。 

また、旅行や帰省などで欠席された場合のフォローやカバーもしやすくなると考えています。 

年末年始のあわただしい時期ですが、毎日塾に来て学習することで、生徒にとって、成果につながる冬期講

習にしたいと考えています。 

 

 

☆冬期講習日程  １２月２３日(金)～１月７日(土) 

＜全塾休講日 １２月３１日(土)～１月３日(火)＞ 

(Ａ) 
１２／２３ 

(金) 

１２／２５ 

(日) 

１２／２7 

(火) 

１／４ 

(水) 

１／6 

(金) 
●12/29・30 

年末ファイナル特訓 

(中1～中３) (Ｂ) 
１２／２４ 

(土) 

１２／２６ 

(月) 

１２／28 

(水) 

１／5 

(木) 

１／7 

(土) 

※各科目の時間割及び指導内容等の詳細につきましては、追って「冬期講習時間割」を配布いたします。 

※小学部 J コースは、曜日時間帯を変更して授業を行います。 

※冬期講習は全員参加が原則です。受講できない場合には、担任まで欠席届用紙をご請求の上、生徒氏名、

学年クラス、生徒番号、受講できない理由をお書きになり保護者署名、捺印の上、１２月１０日(土)までに

担任までご提出下さい。  

※中学３年生は、１月９日(祝月)に入試プレテスト、中学１・２年生は模擬テストを行います。 

※１月１0 日(火)から通常授業を開始します 

※来年中学入学を控えた小学 6 年 J コース生は、通常の時間割を変更して５日間の冬期講習会(国語、数

学、英語の 3 科目)を行います(受講費無料) (英語は、ジュニア英語コース、教科書英語コース未受講の

方が対象です)。 
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＜講習会費＞ ※費用は１月の月謝に併せて請求させていただきます。 

学年 科目 日数・時間 費用(税込) 

中１ 

全科コース 

英数  各 105 分×5 日 

国社理 各 70 分×4 日 

+12/29・30 年末ファイナル 10 時間 

合計 41.5 時間 

36,850 円 

英数コース 
英数  各 105 分×5 日 

+12/29・30 年末ファイナル 10 時間 

合計 27.5 時間 

28,600 円 

1 科目当たり料金 
英数 

理社国 

8,800 円 

2,750 円 

中２ 

全科コース 

英数  各 105 分×5 日 

国社理 各 70 分×5 日 

+12/29・30 年末ファイナル 10 時間 

合計 45 時間 

38,500 円 

英数コース 
英数  各 105 分×5 日 

+12/29・30 年末ファイナル 10 時間 

合計 27.5 時間 

28,600 円 

1 科目当たり料金 
英数   

理社国  

8,800 円 

3,300 円 

中３ 

全科コース 

英数  各 105 分×5 日 

国社理 各 70 分×5 日 

+12/29・30 年末ファイナル 10 時間 

合計 45 時間 

45,540 円 

英数コース 
英数  各 105 分×5 日 

+12/29・30 年末ファイナル 10 時間 

合計 27.5 時間 

32,780 円 

1 科目当たり料金 
英数 

理社国 

10,890 円 

5,280 円 
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○【中１・２】 英数コースのみなさんへ 

 中学２年生の皆さんにとっては、いよいよ中３進級が近づいてきました。中３からは原則的に全員が全科

コースとなりますが、この冬期講習会から、理科、社会の授業では１・２年の総復習授業に入り、来年の中３

に備えます。現在英数コースを受講している皆さんも、この冬期講習から理科、社会、国語を受講すれば、ス

ムーズに中３の学習内容に進むことが出来ます。また、中学１年生の英数コースのみなさんも、ぜひこの機

会に弱点科目の追加受講をご検討下さい。なお、冬期講習会のみ全科コースを受講することも可能です。 

 

○中 1～3年『年末ファイナル特訓』 

中１～3 年生は、通常の冬期講習指導とは別に 12 月 29・30 日に『年末ファイナル特訓』を開講し、佑学社

教務部で作成したオリジナルプリントで、全員５科目の特別指導を行います。 

 中 3 生は入試直前の重要な時期ですので、入試本番に向けた特別指導を行います。 

 また、中１・2 生にとっては、年明けの１月 1１日に実施される『令和４年度中学生チャレンジテスト』の対策

講座を行います。 

この『年末ファイナル特訓』は、原則として中１～中 3 生は全員受講していただきますのでお申し込みは不

要です。(ご都合のつかない場合は直接室長までご連絡ください) 

 

○中 1・2『模擬テスト』１月 9日(月祝)（全員参加) 

佑学社では、広い範囲で総合的な実力をはかるために「模擬テスト」を年３回、実施しています。１月実施の

「模擬テスト」は、グループ関係にある第一ゼミナールの「志望校判定テスト」を取り入れております。これに

よって、大阪府内における多人数また多様な学力の受験者集団における実力を知り、さらに府内の志望校

判定も、従来以上にきめ細かくできるようになります。 

 

年間指導日のお知らせ（重要） 

佑学社・大阪教育では、祝日による授業回数のばらつきを修正するために、祝日指導日、全塾休講日を設けてい

ます。202２年度の 1２月の日程は下記のとおりですので、ご確認ください。 

全塾休講日 1２月２１日(水)   1２月 2２日(木) 
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◆本はともだち◆ 

すべての科目の学力の基本となる国語。国語の学力アップの基礎は読解力で

す。しかし、なかなか身につかないのもこの読解力。読解力アップの秘訣は、やは

り読書です。読書は、自分ではできないような、さまざまな体験や経験ができ、さ

らに、読解力の土台をなす言葉や語彙を増やすことができます。 

 推薦図書を紹介しますので、本好きの人もそうでない人も、ぜひ読書の世界に

ひたってみてください。塾の推薦図書コーナーにもおいていますので、どんどん

借りて読んでみてください。 

 

日本に武士がいるならば、フランスには銃士あり! 

17 世紀のフランス、ルイ 13 世の時代、ガスコーニュの町か

らパリを目指して旅立った若者、その名はダルタニャン。彼は

父の夢を受け継いで近衛銃士隊（国王の親衛隊）への入隊を

目指していた。しかし、当時のフランスは大臣のリシュリュー枢

機卿が、国王から政治を奪い、近衛銃士隊も形だけの部隊に

成り下がっていた。 

それでも入隊しようとするダルタニャン。ところが、大切な

紹介状を盗まれた挙句、3 人の男と決闘騒ぎを起こしてしま

う。その男たちこそ、近衛銃士隊のリーダーである三銃士（アト

ス、アラミス、ポルトス）であった。 

そして、今まさに決闘が始まろうとしたその時、どさくさに

紛れて邪魔な三銃士を倒そうとリシュリューの護衛隊が襲い

掛かってきた。どうする、ダルタニャン。 

どうですか、冒頭のあらすじを読んだだけでワクワクするで

しょう。この作品は、今から約 200 年前にフランスのアレクサンドル・デュマが書いた大ベストセラ

ー小説です。世界中で翻訳され、過去何度も映画化やアニメ化もされています。原本は大人向きの

作品ですので、この本は児童文学作家としても有名な藤本ひとみ氏が翻訳して、よりわかりやすく、

より面白くアレンジした作品に仕上がっています。冒険と友情と恋、どうか皆さんも、熱い若者ダル

タニャン、知略のアトス、美男子のアラミス、力持ちのポルトス達とともに激動のフランスを駆け巡っ

て下さい。読み始めたら止まらない、胸が熱くなる冒険活劇です。 

合言葉は「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために!」 

 

著者 アレクサンドル・デュマ 訳 藤本ひとみ 
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[テスト関係] 
●公立進学 J コース   第２回統一テスト 【無料】 １２月５日～※受講科目のみ 

小学部 J コースでは日頃の学習内容の定着度合いを見るための統一テストを年 2 回実施します。このテス

トは中学生の定期考査のように、それまで学習した内容をきちんと復習し準備して受験する姿勢を生徒に身

につけさせることを目的としています。テストは授業時間を利用して行います。 

[時間割]  いずれも 4:５０～６:４０の授業時間内にて実施 

 １２月５日(月) １２月７日(水) １２月８日(木) １２月９日(金) 

小 4 国語  算数  

小 5  算数  国語 

小 6 算数  国語  

[出題範囲]  ※テスト時間は 各 45 分です。 

小 4 

国語 
文章題：コアｐ58-63 から 1 題、実力問題 1 題 

漢字・語句：ステップ 3-5 

算数 
4 年生の２学期範囲中心で出題 

（計算、数の種類、わり算、図形） 

小 5 
国語 

文章題：ウィンパスｐ136-141 から 1 題、実力問題 1 題 

漢字・語句：ステップ 3-5 

算数 
5 年生の２学期範囲中心で出題 

（計算、倍数約数、面積、平均単位量速さ） 

小 6 
国語 

文章題：ウィンパスｐ108,109,114-117 から 1 題、実力問題 1 題 

漢字・語句：ステップ 3-5 

算数 
6 年生の２学期範囲中心で出題 

（計算、円、体積 比例・反比例、拡大と縮小） 
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１月９日(月祝) 202２年度 中３入試プレテスト 
佑学社グループでは、毎年、冬休み中の入試対策学習の総仕上げとして『入試練習会（プレテスト）』を開催

しています。 

このテストは、佑学社グループの全塾生が、入試直前練習を行うものです。入試を意識して実戦問題に取

り組み、力を発揮する練習の場とすることを狙いとしております。また、テストを受ける際の注意点や心構え

なども同時に指導したいと考えております。 

 

実施日：202３年 1月９日(月祝) 成人の日  

8:50～13:20予定 5科受験 

  ※8:50までに集合    ※必ず制服着用のこと 

実施会場：杭全校 

時間割 ：  

8:50～9:00 9:00～9:50 10:00～10:40 10:50～11:40 11:50～12:30 12:40～13:20 

諸注意 国 語 数 学 英 語 理 科 社 会 

 

 

●中 1・2 模擬テスト (第３回志望校判定模擬テスト)１月１０日(月祝)   

佑学社・大阪教育・トピアでは、来年中学２年３年に進級するみなさんの現在の実力をはかり、次学年での

飛躍につなげるために、「模擬テスト」を行います。 

  

 ☆成績資料には、第一ゼミナールの文字が印刷されます。 

  ☆中学生は通知表データー、テスト結果をもとに志望校判定を行います。別途配布する資料を参考に、志望

校を検討しておいて下さい。 

<時間割> 開始時間に注意して下さい。※全員全科目受験してください。  
14:00～14:40 14:50～15:30 15:40～16:30 16:40～17:20 17:30～18:10 

国 語 数 学 英 語 理 科 社 会 
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[今後の予定] 

○ハイクラスキッズ 冬のステップアップ学習 １２月１日～１月７日 

『冬のステップアップ学習』は、通常の登録日以外に追加受講していただくことができますの

で、日ごろの学習をさらに進めると同時に、学習のペースをくずさず、学力向上をめざしてほし

いと思います。別紙申し込み用紙に所定の項目をご記入の上、受講希望時間帯に◎印をつけて

お申し込みください。 

 

 

○中学部 

●中２生 高校進学説明会（授業内にて）12/9（金） 

中学２年生にとっては、２学期の期末考査が終了すると、いよいよ入試まであと１年。これからの冬期講習、３

学期は、入試を意識した学習に切り替える時期です。そこで、全中学校の期末テストが終了した最初の授業の

日に、スライドや資料をもとにして、中学２年生に、入試のシステムの説明と、これから入試までの受験戦略につ

いて説明会を行います。 

 

 

[おしらせ]  

●中１・２生  12月４日(日)「中 1･2チャレンジ文理特別講座(無料)」 

中学１･２年生を対象に、公立文理学科およびトップ校を目指す「チャレンジ文理特別講座」を実施します。今回

の「チャレンジ文理 特別講座」では、府立入試の発展問題を強く意識した「特別テスト」の演習とその解説を中

心とした「特別ゼミ」の 2 本立てで、佑学社・大阪教育全教室から希望者を募り特別に指導します。志望校合格

のための第一歩として、ぜひ参加をご検討下さい。受講希望の方は、別紙申込用紙にて担任までご提出くださ

い。 

「中 1・2チャレンジ文理 特別ゼミ」 

●日時 12月４日(日) 18:30～21:40  ●場所 大阪教育 平野校 6701-0302 

●科目 英語・数学  

●内容 「C問題対応テスト」演習とその解説および今後の学習方法について 

●受講目安 11月志望校判定模試偏差値 60(英数平均偏差値)以上 

 

 

 

天王寺高校 
高津高校 生野高校 

大手前高校 
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●中 3生 ３学期 入試対策直前講習のご案内 

すでにご承知のことと思いますが、私立高校入試は２月１０日に実施されます。これにともない佑学社中学部

の指導体制も大幅に変更いたします。つきましては、中学３年生の３学期の指導については次のとおりに変

更し、志望校合格へ向けて万全の体制でのぞみますので、よろしくお願い致します。 

 

１月から２月の私立高校入試までの期間は、従来の授業時間以外に土曜、日曜日等も活

用した私立高校直前講習を行い、私立高校合格を万全のものにしていきます。（なお、

私立高校専願の人はこの直前講習で通常授業は終了となります。合格発表後は、高 1

進級に備え、3月に「高校準備講座」を受講していただきます。また、引き続き個別指導で高校生の指導を受けるこ

とができます。）  

 

私立高校入試終了後、公立入試直前日まで、気持ちをゆるめる事なく第１志望の公立

入試に備えます。指導は、上記講習同様、従来の授業時間以外に、直前特別授業を加え

た公立対策を行います。 

＜中３生の月謝案内＞   

２月分月謝  

私立専願者 
月謝 指導関連費 直前講習費 高校準備講座 合計 

8,800（3分の１） 1,650 7,150(10h) 7，700 25,300 

 ※私立専願合格の場合、３月に受講していただく「高校準備講座」の費用を加えて上記金額となります。 

 ※上記は全科コース生の金額です。科目選択受講生は、月謝・直前講習費が異なりますので、個別明

細にてご確認下さい。 

併願受験者 
月謝 指導関連費 直前講習費 合計 

26,400 1,650 12,870(20h) 40,920 

３月分月謝  

公立特別選抜 

受験者 

月謝 指導関連費 高校準備講座 合計 

0 1,650 7,700 9,350 

 

公立一般選抜 

受験者のみ 

月謝 指導関連費 高校準備講座 合計 

13,200(2分の 1) 1,650 7,700 22,550 

 ※公立入試終了後に、私立専願者・公立特別選抜受験者・併願受験者ともに集団クラスで「高校準備

講座」英数各 2回の指導を行います。 

 ※直前講習のくわしい時間割は追ってご連絡致します。 

 ※高校入学後も継続して個別指導部ＴＯＰＩＡで指導を受けることができます。 

 （入塾金無料、５月まで特別料金） 

 なお、受講に関するご相談がある場合は、直接担任までお申し出下さい。 

 

 

 私立高校直前講習 

 ２月９日まで 

公立高校直前講習  

２月１0日～ 

３月 9日 
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202３年度私立高校入試変更点 

学科・コース等の新設 

東大阪大学柏原高等学校   普通科に「キャリアスポーツ」コースを新設。  

アサンプション国際高等学校  普通科に「スーペリア」コースを新設。   

近畿大学附属高等学校  普通科の「英語特化」コースに２年進級次、「国際バカロレアクラス」を

新設。  

東大阪大学柏原高等学校   普通科の「スポーツ」コースを「アスリート」コースに名称変更。   

学科・コース等の変更 

樟蔭高等学校  普通科の「総合進学」コースを「総合」コースに名称変更。  

上宮高等学校  普通科の「一貫プレップ」コースを「６カ年プレップ」コースに名称変

更。  

関西大学北陽高等学校  普通科の「スポーツ」コースを「進学アスリート」コースに名称変更。  

賢明学院高等学校   普通科の「特進文理」コースを「特進エグゼ」コースに、「進学」コースを

「特進」 コースに名称変更。   

昇陽高等学校  普通科の「ビジネス/IT フロンティア」コースを「 IT フロンティア」コ

ースに、「公務員チャレンジ」コースを「ビジネス/公務員チャレンジ」コ

ースに名称変更。  

星翔高等学校  普通科の「アドバンス」コースを「特進アドバンス」コースに、「キャリ

ア」コースを「総合キャリア」コースに名称変更。  

初芝富田林高等学校  普通科の「Ｓ特進探究」コースを「Ｓ特進β」コースに、「特進探究(英

数)」コースを「特進α」コースに、「特進探究(グローバル)」コースを

「特進β」コースに名称変更。   

箕面自由学園高等学校  普通科の「Ⅱ類チャレンジ」コースの「文理進学」の募集を「文理探究」

に名称変更。  

向陽台高等学校  普通科の「自宅学習型」コースを「オンライン学習」コースに、「進路サ

ポート」  コースを「進学」コースに名称変更。   

募集を廃止し、停止した学科・コース  

樟蔭高等学校  普通科の「看護系進学」コース、「児童教育」コース、「フードスタディ」

コースを廃止。  

大阪国際高等学校  普通科の「II 類:看護・医療進学」コースを廃止。  
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充実した高校生活を過ごすために（1） 

 

 中３生にとっては、いよいよ受験目前。全員が、勉強に真剣に取り組む姿は、本当にすばらしいと思います。

でも、少し視点を先におけば、4月には君たちは高校生。新しい生活がスタートします。自分の目標に向かっ

て、最後の努力を積み重ねている受験生の君たちに、高校 1年のスタートにあたってぜひ考えてほしいこと

を今月から 3回にわたってお伝えしたいと思います。 

 

こんなに変わる高校での勉強 

 【科目数の増加】 

高校で学習する科目は、英語・数学・

国語・理科・社会と中学とほとんど同じ

ですが、科目はさらに細かく細分化さ

れ、より専門的な授業になります。当然、

学習内容も中学よりも高いレベルにな

ります。（右表参照） 

 もちろん、高校やコースによってカリ

キュラムの組み方に違いはあるものの、表にあげた科目の大部分を高校の 3年間で学習しなければならな

いと思って間違いありません。 

 

 【単位制とは・・・】 

 また、中学との違いに、単位制があります。単位制とは、１週間に 1時間の授業を１単位と数え、この単位を

取得していくことによって、進級や卒業が決められるということです。 

例えばある科目が週 4時間あるとすれば、この科目は４単位ということになり、テストに合格することで４単

位がもらえることになります。もちろん、不合格なら単位をもらうことはできません。高校では、１年間にとら

なければならない単位数が決められていて、単位が取れなければ、進級できない（留年）ということになって

しまいます。 

 

 

 

 

 

 

中学 高校 

英語 英語Ⅰ・Ⅱ、リーディング、ライティング 

オーラルコミュニケーションⅠ・Ⅱ 

数学 数学基礎、数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、数学Ａ・Ｂ・Ｃ 

国語 国語表現Ⅰ・Ⅱ、国語総合、現代文、古典、漢文 

理科 理科基礎、理科総合Ａ・Ｂ、物理Ⅰ・Ⅱ、 

化学Ⅰ・Ⅱ、生物Ⅰ・Ⅱ、地学Ⅰ・Ⅱ 

社会 世界史Ａ・Ｂ、日本史Ａ・Ｂ、地理Ａ・Ｂ 

政治経済、倫理、現代社会 
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検定試験にチャレンジしよう！ 
 

○漢字検定のご案内  
佑学社・大阪教育では、漢字検定準会場指定を受け、毎年佑学社グループ全体で漢字検

定受験に取り組んでいます。 

漢字を学習するということは、単に知識を増やすだけではなく、コミュニケーションを支えるための「道具」をし

っかり身につけるということですから日本語全体を学ぶという姿勢を養うことにつながります。このような目的

をふまえ、佑学社では小学部Ｊコース４年～６年において、漢字検定合格を目標にしたカリキュラムを組みました。

３月から年間を通して漢字学習にとりくんでいます。また、 

その成果として漢字検定を位置づけていますので、小学部Ｊコース４年～６年の方には、原則として全員受験して

いただきたいと思います。別紙申込用紙にご記入の上、教室までお申し込み下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

＞＞ 実 施 要 項 ＜＜ 

日 時 ： 令和５年１月２８日（土）13:30～14:30(※１０・９・８級は１４:１０まで) 

場 所 ： 佑学社杭全校 

申し込み： 別紙申込書(黄色)に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。 

      受験申し込み後の取り消しはできませんのであらかじめご了承ください。 

受験級 ： 小学校Ｊコース（本科）４年～６年に在籍の方は当該学年の級 

   ハイクラス☆キッズ生と中学生は希望制です。 

検定料(税込)：10・9・8級1,500 円、7・6・5級2,000 円、4・3・準2級2,500 円、2 級は 3,500 円 

   （検定料は２月分月謝に合わせて請求させていただきます） 

締め切り： １２月１7 日（土） 

 

○受験の目安 （詳しくは別紙漢字検定リーフレットをご覧ください。） 

級 10 級 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 準２級 ２級 

程度 
小 1 修
了程度 

小 2 修
了程度 

小 3 修
了程度 

小 4 修
了程度 

小 5 修
了程度 

小 6 修
了程度 

中学校 
在学程度 

中学校 
卒業程度 

高校 
在学程度 

高校 
卒業程度 

対象 

漢字数 
80 字 ２４０字 440 字 640字 825字 １００６字 １３２２字 １６０８字 １９４５字 １９４５字 

問題集 

漢字学習

ステップ 

(税込) 

１１００円 

ワイド版 

１１００円 

ワイド版 

１１００円 

ワイド版 
９９０円 ９９０円 ９９０円 １１００円 １１００円 １１００円 １３２０円 

問題集『漢字学習ステップ』は検定日の約１ヵ月前にお渡しします。早めにご希望の方は教室まで

ご相談下さい。 

（注意）冊数に限りがありますので、なくなり次第締め切らせていただきます。 

中学生は漢字の総復習の

チャンスだよ! 

漢検用問題集ステップを使

って自己学習しよう。 

Jコース生は全員受験だよ！ 

４年生→７級 

５年生→６級 

６年生→５級 

ハイクラスキッズ生もチャレンジ! 

１年生→10 級 ２年生→10 級又は９級 

３年生→９級又は８級 

４年生→８級又は７級 
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○算数・数学検定のご案内  
 
佑学社・大阪教育の小学部 J コースでは、算数指導の一環として、算数検定を受験します。算数検定は、数学・

算数の実用的な技能（計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明）を測る記述式の検定で、実用数学技能検定（後

援＝文部科学省）として、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システム

です。 

解答形式はすべて記述式で、基礎力や応用力がきちんと身についているかどうか、解法を理解しているかど

うかをしっかりと確認することができます。 

３学期の授業内でも算数検定の対策授業を行い、全員合格を目指します。詳細については、別紙リーフレット

をご覧ください。また、J コース以外の小学生、中学生、高校生も受験可能です。 

 

日時 ２０２３年２月１８日(土) 13:３0～1４:２0 

場所 佑学社、大阪教育各校にて 

費用 8 級～6 級 2,500 円 (２月分月謝に加算請求させていただきます)、他級は別紙参照 

締切：１月１２日（木） 

 

算数検定の内容  

 ８級(小学 4 年程度) ７級(小学 5 年程度) ６級(小学６年程度) 

●検定時間 ５０分 ５０分 ５０分 

●出題数  ３０問 ３０問 ３０問 
●合格基準 全問題の 70％程度 全問題の 70％程度 全問題の 70％程度 
●内容 小４程度 45％ 小３程度 45％  

特有問題 10％ 

小５程度 45％ 小４程度 45％  

特有問題 10％ 

小６程度 45％ 小５程度 45％  

特有問題 10％ 

 

 

小学３年程度 

整数の表し方、整数の加減、２けたの数をかけるか

け算、１けたの数でわるわり算、小数・分数の意味
と表し方、小数・分数の加減、長さ・重さ・時間の単
位と計算、時刻の理解、円と球の理解、二等辺三角

形・正三角形の理解、数量の関係を表す式、表や棒
グラフの理解 など 

色紙などを、計算して同じ数に分けることが

できる。 
調べたことを表や棒グラフにまとめることが
できる。 

体重を単位を使って比較できる。 
 

 

小学４年程度 

整数の四則混合計算、小数・同分母の分数の加減、
概数の理解、長方形・正方形の面積、基本的な立体
図形の理解、角の大きさ、平行・垂直の理解、平行

四辺形・ひし形・台形の理解、表と折れ線グラフ、
伴って変わる２つの数量の関係の理解、そろばん
の使い方 など 

都道府県人口の比較ができる。 
部屋、家の広さを算出することができる。 
単位あたりの料金から代金が計算できる。 

 

小学５年程度 

整数や小数の四則混合計算、約数・倍数、分数の加
減、三角形・四角形の面積、三角形・四角形の内角
の和、立方体・直方体の体積、平均、単位量あたり

の大きさ、多角形、図形の合同、円周の長さ、角
柱・円柱、簡単な比例、基本的なグラフの表現、割
合や百分率の理解 など 

コインの数や紙幣の枚数を数えることがで
き、金銭の計算や授受を確実に行うことがで
きる。 

複数の物の数や量の比較を円グラフや帯グラ
フなどで表示することができる。 

消費税などを算出できる。 

 

小学６年程度 

分数を含む四則混合計算、円の面積、円柱・角柱の
体積、速さの理解、縮図・拡大図、対称性などの理

解、基本的単位の理解、比の理解、比例や反比例
の理解、資料の整理、簡単な文字と式、簡単な測定
や計量の理解 など 

容器に入っている液体などの計量ができる地
図上で実際の大きさや広さを算出することが

できる。2つのものの関係を比やグラフで表
示することができる。簡単な資料の整理をし
たり表にまとめることができる。 
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○英語検定のご案内(再掲)  

２０２２年度第３回「英語検定」が１月２１日（土）に実施されます。英語検定では「読む・書く・聞く・話す」という英語

の総合的な実力を測ることができ、受験者数は毎年増え続けています。また、「英検資格」を単位として認定する高校

も５００校以上あり、中学生で英検資格を持っている生徒も少なくありません。佑学社・大阪教育では小学生にもジュ

ニア☆イングリッシュコース・英語教科書対応コースを設け、中学生も積極的に英検資格を取得するよう指導して

います。第２回の受験生の中には、当該学年の内容がまだ済んでいなかったために受験を敬遠した人もいましたが、

現段階で、ほぼ文法事項の学習は終了していますので、前回受験しなかった人は、できるだけ受験していただきたい

と考えています。１年間の英語学習のまとめとして、また英語資格の第一歩として、この機会に是非、「英語検定」受

験をご検討ください。なお、現在小学生で受験を検討している方、及び中３生は私立高校受験の直前になるため、担

当とご相談ください。 

また、英検対策問題集の購入の申し込みも受け付けます。あわせて希望の方は、申し込み用紙（11 月行事予定表

にて配布済み）にてご提出ください。 

なお、申込は塾生の方、または塾生のご兄弟、卒塾生のみのお申し込みを承ります。 

 

＞＞ 実 施 要 項 ＜＜ 

●対 象：中学１・２・３年、ジュニア☆イングリッシュ生 

５級：中１程度 ４級：中２程度 ３級：中３程度 準２級：高１程度 ２級：高卒程度 

●一次試験日：２０２3 年１月２1 日(土) 開始時間は受験級により異なります。 

5 級 4 級 3 級 準 2 級 ２級 

2:00～3:05 3:50～5:10 2:00～3:30 3:50～5:45 1:30～3:35 

 

●場 所：佑学社杭全校（申し込みが１０名に満たない場合は、他校にて受験となる場合があります）  

●検定料(税込)：5 級 2,500 円 4 級 2,900 円 3 級 4,700 円 準２級 5,700 円 ２級 6,400 円（検

定料は１月分月謝に合わせて請求させていただきます） 

●申込方法：１１月予定表に添付しておりました『英語検定受験申込書』(ピンク色)にてお申し込み下さい。 

＊申し込み後の取り消し、変更はできませんのでご注意下さい。  

●申込締切：１２月１０日（土） 
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～やってはいけない５つの失敗～ 

共通テスト８割突破に向けて 

 

 

やってはいけない失敗１ 演習と復習がなおざりで、知識の抜け漏れを補強できない 

演習をしても解説をじっくり読み込まない、過去問を数多く解くだけで正解へのプロセスを確認しないなど、上滑

りの勉強を繰り返す人は失敗しがちです。知識の抜け漏れの補強ができないまま入試本番を迎えると、一度見たこ

とがある問題が解けなかったり、解いたことがある問題でミスをしたりします。安定して高得点を取る人は、「演習→

穴を発見→補強」というサイクルを確立しています。模試や問題集で間違った問題と解説をコピーして貼り付けたオ

リジナルの「弱点ノート」を作っていた生徒は、強気で本番に臨むことができたと言います。過去問や予想問題集で基

礎の抜け漏れを見つけ、教科書や参考書で即座にその穴を埋める学習は、効率のいい勉強になります。 

 

やってはいけない失敗 2 試験中の時間感覚が甘く、戦略的な解き方ができない 

本番で焦ってパニックになり、実力を十分に発揮できない人は時間配分の練習が不足しているようです。落ち着

いて本番を迎えている人は総じて、練習時から時間を正確に計って演習に取り組んでいます。身体に覚え込ませた

時間感覚が、入試本番でのメンタルの安定につながります。複数資料の読み取りを含め、高速の情報処理能力が求

められる共通テストでは、なおさらです。「英語リスニングの練習は 17 時から」「共通テスト当日の休み時間 40 分

間を意識して」等、本番を意識して集中力のオン・オフの切り替え練習を積んでおきましょう。 

 

やってはいけない失敗 3 学習の教科バランスが悪く、読解感覚や勘が鈍ってしまう 

「英・国は仕上がった。 あとは理・社の詰め込み」と、直前期に英語や国語を全くやらない生徒が、本番の英語や国

語で期待通りの点数を取れないケースがよくあります。語学教科は、一定の時間をかけて長文を読み「読解の感覚を

維持する」ことが必要ですが、ブランクが長くなるとその感覚が鈍ってしまいます。得意教科は過去問や予想問題の

解答解説(良質なまとめの宝庫)を熟読する、苦手教科は教科書・参考書で知識の底上げをする、というバランスを保

ちつつ、「全教科を定期的に、苦手教科を集中的に」というバランスを取って、優先順位をうまくつけながら学習を進

めましょう。 

 

やってはいけない失敗 4 十分な学力分析ができず、過去問を活かせない 

せっかくセンター試験の過去問を解いても、十分な分析をしないまま･･･という、もったいないことをしている人

がいます。落とした問題の原因は何か、知識レベルなのか、どういう作りの選択肢のどこで迷ったのか等、時間をか

けて分析し、「こういう風に訊かれるから、こういう観点で頭を整理しておけばいい」と「問われ方」を意識することが

共通テスト対策です。現代文は選択肢消去の感覚勝負だと思っている人、 数学は誘導に頼って解き、 自分であまり

考えない人、世界史の時代背景を詳しく理解しないまま一問一答形式に走る人、 物理の原理の根本的理解がおろそ

かなまま演習する人など、表面的な勉強しかできていない人は、今一度学習方法を見直してみましょう。 

 

やってはいけない失敗 5 生活リズムの乱れから精神的余裕をなくしてしまう 

夜型の生活になって周りとコミュニケーションを取らなくなる、学校を休んで家にこもりがちになる等、視野が狭

くなっている人は危険！生活リズムの乱れが原因で、本番で体調を崩してしまうケースもよくあります。リハーサル

の際に真剣さが足りない人も本番で失敗することが多いようです。気持ちの持ち方と点数は、思わぬところで連動

しているものです。 
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冬からチャレンジする方に         
 

佑学社杭全校では、この冬休みに佑学社の授業を体験チャレンジできる講座を設けています。ご兄弟お知り合いで

ご希望の方がおられましたら、ぜひご紹介ください。 

 
➀新中１(現小６) 冬期講習会 (教科選択制) 

～中学準備英語・数学・国語 ５日７５０分 無料～ 
いよいよ中学進級を間近にひかえた小 6 生を対象に、『冬期講習会』を開講します。中 1 内容の先取りとし

て、中学準備英語、数学を学習し、中学でのスタートダッシュにつなげます。これまで塾に通っていなかった人

でも安心して受講可能です。(教科を選択して受講することもできます) 

 

 

②低学年の個別指導 ハイクラス☆キッズ 冬のステップアップ学習 
「まだまだ本人の気持ちが勉強に向かわない」、あるいは「勉強はさせたいのだが、どんな塾が本人に合うのか分

からない」といった小 1～小 4 生に、『ハイクラス☆キッズコース』の指導をぜひ体験していただきたいと思います。

算数･国語どちらか１科目に絞り込んだ５回(お試しコース)の受講も可能です。 

●日時   12月 1日(木)から 1月 7日(土) ●費用(税込) 10回 11,000円 または ５回 5,500円 

 

 

③Ｊコース特別体験講座（小４・小５）４日４００分 無料 
  他のどこにもないオリジナルテキストやカリキュラムによるＪコースの授業を体験する講座です。「大切な塾選び

を慎重に考えたい」という方に是非体験していただきたい講座です。 

  ●日時  小４ 12/26.28.1/5.7（13：30～15：20）   小５ 12/26.28.1/5.7（1２：30～1４：20） 

  ●内容 算数 小４：３学期の先取り「図形講座 長方形と正方形の面積 いろいろな形の面積」 

小５：３学期の先取り「図形講座 正多角形・円周の長さ・角柱と円柱」 

      国語 文章問題・表現・漢字(漢検過去問演習) 

算・面積図で解く文章題)＋計算(異分母の分数計算) 

※尚、詳しい内容は個別に説明させていただきます。杭全校[671３-４８４０]までお電話下さい。  
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