
 

 

【令和２年７月 】          進学塾  大阪教育 
『志は高く 目標に向かって』        《 平 野 校 》℡6701-0302 

                   

 

 

●今年の夏期講習は 7/20から! 

今年は新型コロナウィルス感染拡大の影響で、緊急事態宣言が発令され、小中学校、高

等学校とも、臨時休校期間が長期化しました。そのため、夏休みも短縮されることになりま

したが、佑学社・大阪教育・トピアでは、学校の 7、8月の時間割に合わせ、学校が終了して

からの時間で、授業時間数を延長するなどして、充実した授業時間数を確保します。 
 

●徹底トレーニングで復習と定着を! 

佑学社・大阪教育・トピアは、4月の１か月だけ臨時休校となりましたが、それでも学校よ

り先取り学習ができ、例年のカリキュラムに追いつきつつあります。しかし、前学年の学習

内容や、１学期の学習内容の定着には、まだまだ時間が不足しています。この夏期講習期間

は、徹底したトレーニングで、学習内容の定着を図ります。 
 

●受験学年は入試に向けてのスタート! 

また、学校の夏休み中(8/8～8/24)は、12日間の集中講座として、全学年とも勉強に

汗を流してもらいます。特に受験生のみなさんは、ここからが入試を見すえた真剣勝負です。

自分の苦手科目や弱点分野を克服できるよう、しっかり取り組んでください。 
 

●７月には定期テスト対策も実施します 

これまで中止していた、自習室、補習は 6/29から再開します。特に中学生・高校生は７

月中・下旬の定期テストに向けて、テスト対策指導を行い、定期テストでの高得点を目指し

ます。 

これから勉強を始めようというお友達がいたら、ぜひ「一緒に勉強しよう」と声をかけて

あげてください。集団クラスでは徹底したフォローアップを行いますので安心して指導にの

ぞんでもらうことができます。 

 追いつく夏! 巻き返す夏! 伸びる夏! 



 

 

 

日 曜 ７月 日 曜 ８月 

１ 水  １ 土  

２ 木 J コース統一テスト５Ｊ国語６Ｊ算数 ２ (日) 中 3日曜特訓 3-3 

３ 金  ３ 月  

４ 土 
中１定期テストガイダンス 

受６保護者会 
４ 火 

 

５ (日) 
第 3回五ツ木駸々堂模試 

中 3日曜特訓 2-3 
５ 水 

 

６ 月   ６ 木  

７ 火 
AD３年月例テスト（算数） 

J コース統一テスト５Ｊ算数６Ｊ国語 
７ 金 

※全塾休講日 

８ 水  ８ 土 集中講座 1日目 A日程 

９ 木  ９ (日) 集中講座 2日目 B日程 

10 金 ＡＤ３年月例テスト（国語） 10 (月) 集中講座 3日目 A日程 

11 土 中３高校入試ガイダンス 11 火 集中講座 4日目 B日程 

12 (日)  12 水 集中講座 5日目 A日程 

13 月  13 木 ※夏期休暇 

14 火  14 金 ※夏期休暇 

15 水  15 土 ※夏期休暇 

16 木  16 (日) ※夏期休暇 

17 金  17 月 集中講座 6日目 B日程 

18 土 第１回英語検定 18 火 集中講座 7日目 A日程 

19 (日) 中 3日曜特訓 3-1 19 水 集中講座 8日目 B日程 

20 月 夏期講習会（前期講座 ～8/6) 20 木 集中講座 9日目 A日程 

21 火  21 金 集中講座 10日目 B日程 

22 水   22 土 集中講座 11日目 A日程 

23 木  23 (日) 
※全塾休校日 

第１回英語検定２次試験 

24 金  24 月 集中講座 12日目 B 

25 土  25 火 夏期講習会(後期講座 ～8/31) 

26 (日) 中 3日曜特訓 3-2 26 水  

27 月   27 木  

28 火  28 金  

29 水  29 土  

30 木  30 (日) 第 4回五ツ木駸々堂模試 

31 金  31 月  
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いよいよ、定期テストが始まります。 

 ようやく学校も始まり、新しいクラス、新しい友達、新し

い先生にも慣れてきた頃かと思います。7 月には、今年度

初めての定期テストになります。３月からの努力の成果を

発揮して下さい。 

中 1の皆さんは7/4の定期テストガイダンスでしっかり

定期テストの重要性を理解して、勉強の仕方を身につけま

しょう。 

大阪教育では、テスト前の土日を活用してテスト勉強を

みんなで一緒にしています。一人なら大変な勉強でも、み

んなと一緒なら頑張れる、それが集団指導の良さです。 

ぜひあなたも友達と、そして私たち大阪教

育の先生と一緒に乗り越えましょう 
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夏期講習のご案内 7/20(月) ～8/31(月) 

佑学社・大阪教育では、夏期講習会を下記の要領にて開講致します。 

小、中学生とも夏休みが短縮されることになり、下記講習会日程のうち、前期、後期期間は学校があります

ので、通常時間割の指導曜日に中学生と受験本科コースは授業時間を延長したり、授業日を増やすなどして

指導を行います。また、小中学校の夏休み期間の８月 8日から８月 24日の期間は、「集中特訓」期間として特

別時間割で指導を行います。 

＜日程＞ 

前期講座 集中講座 後期講座 夏期休暇 

7/20(月)～8/6(木) 8/8(土)～8/24(月) 8/25(火)～8/31(月) 8/13(木)～16(日) 

8/7(金)は全塾休講です。 

＜夏期講習会時間割予定＞教科別の指導時間は、後日配布する時間割をご覧ください。  

 前期・後期 集中講座 A日程 集中講座 B日程 

学年 
7/20(月)～8/6(木)  

8/25(火)～8/31(月) 

8/8(土) 10(月) 12(水) 

18(火) 20(木) 22(土) 

8/9(日) 11(火) 17(月) 

19(水) 21(金) 24(月) 

HK 通常時間割の指導曜日 
16:15～17:15 

17:20～18:20 

16:15～17:15 

17:20～18:20 

Ｊ５ 通常時間割の指導曜日 13:40～16:10国・算  

Ｊ６ 通常時間割の指導曜日 13:40～16:10算・国  

ＡＤ３ 通常時間割の指導曜日 13;00～14:50算・国 14;00～15:50国・算 

ＡＤ４ 通常時間割の指導曜日 14;00～16:50理・国・国 12;00～14:50社・算・算 

受験５ 通常時間割の指導曜日 13:00～15:50理・算・算 13:00～15:50国・国・社 

受験６ 
通常時間割の指導曜日 

（土曜に理社の追加指導） 
10:30～16:50算・算・国・国・理・社 10:30～16:50国・国・算・算・理・社 

ＪＥ 通常時間割の指導曜日 

中１ 通常時間割の指導曜日 18:00～21:50数・英 
18:00～21:50  

S国・理・社 A理・社・国 

中２ 通常時間割の指導曜日 18:00～21:50 英・数 
18:00～21:50 

S国・理・社 A社・国・理 

中３ 通常時間割の指導曜日 
18:00～21:50 

S特理・社・国 Ｓ社・国・理 Ａ国・理・社 
17:15～21:05 英・数 

※夏期講習会は全員参加を義務づけております。受講できない場合はお早めに担任までご相談下さい。 

※中３生は上記以外に、単元別の入試対策基礎講座を開講します。 

※受験本科６年生は日曜講座も開講します。日曜講座および後期は選択制です。 

※各タームの学習カリキュラムも含めた詳しい時間割は、別途生徒を通じて配布いたします。 
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＜講習会費＞ 

【学年 】 【コース】 前期 集中特訓 後期 講習会費 

Ｊ５～Ｊ６ 
算または国 4,500 7,000 1,500 13,000 

算国 9,000 14,000 3,000 26,000 

AD3 

国語 2,000 9,000 1,000 12,000 

算数 3,000 9,000 1,000 13,000 

算国 5,000 18,000 2,000 25,000 

AD4 
算国 8,400 16,000 2,800 27,200 → 27,000 

全科 11,200 22,600 4,200 38,000 → 35,000 

受験５ 
算国 12,000 18,000 4,500 34,500 

全科 16,000 28,000 6,000 50,000 

中 1 
英数コース 12,000 18,000 4,000 34,000 

全科コース 17,400 31,500 6,700 55,600 

中 2 
英数コース 12,000 18,000 4,000 34,000 

全科コース 17,400 31,500 6,700 55,600 

中３ 

英数コース 15,000 19,000 5,000 39,000 

全科コース 21,000 34,000 8,000 63,000 

選択講座 90分×2日 英数理社国 各 2,500 

科目別料金につきましては、別紙コース調査用紙をご覧ください。費用はすべて税別表示です。 

 

【学年 】 【コース】 前期講座 集中講座 日曜選択 8月講習会費 後期選択講座 総合計 

受験 6 

算国 13,600 32,000 7,000 52,600 5,300 57,900 

全科 25,600 48,000 11,000 
84,600 

上限 66,000 
10,300 

94,900 
→76,300 

後期を選択受講された場合は、9月分に追加請求させていただきます。 
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[テスト関係] 
●第１回英語検定 ７月１８日（土） 

５級 ４級 ３級 準２級 ２級 

14:00～15:25 16:00～17:35 14:00～15:40 16:00～18:05 13:30～15:40 

 

●アドバンス３年 月例テスト 算数 7月 7日（火） 国語 7月 10日（金） 

いずれも授業時間内にて実施 

 

●公立進学 Jコース   第 1回統一テスト 
 7月 2日(木) 7月 7日 (火) 

小 5 国語 算数 

小 6 算数 国語 

 [出題範囲] ※テスト時間は 45 分です。 

小 5 

国語 

(45) 

文章 文章題 2 題 

漢字 10-12 章 

表現 体の慣用句（プリント） 

算数 

(45) 

計算 文章題 小数のかけ算       

面積 計算の工夫  体積  変わり方 

小 6 

国語 

(45) 

文章 文章題 2 題 

漢字 10-12 章 

表現 いろいろな慣用句（プリント） 

算数 

(45) 

分数の計算 対称な図形 小数の割合 分数を用いた割合，速さ 

文字を使った式  分数の文章題  

 
●受験本科 5・6年 7月 5日(日)第 3回五ツ木駸々堂模擬テスト 

 国語（５０分） ● 算数（５０分） ● 理科（３５分） 社会（３５分） 

６
年 

●物語の読解 
●説明文の読解 
●漢字･語句 
●ことばのきまり 

● いろいろな計算、数と計
算 

● 分数のかけ算とわり算、
比 

● 面積、円 
● 角度、面積、立方体 
● 数量関係 
いろいろな文章題 

● ヒトや動物の体 
● 植物のつくりとはたらき 
● もののとけ方 
● 空気と水 
● 風やゴムのはたらき 
● 電池と豆電球 
● 流れる水のはたらき 
● 雲と天気の変化 

● 日本の水産業 
● 工業がさかんな都市 
● 日本国憲法 
● 国のおこり 
● 遣隋使と遣唐使 
●  (上記を中心とした総
合問題で、時事問題を
含む)  

５
年 

●物語の読解 
●説明文の読解 
●漢字･語句 
●ことばのきまり 

●いろいろな計算 
●小数のかけ算とわり算 
●面積、体積 
●角度、立体 
●数量関係 
● ●いろいろな文章題 

● メダカのたん生 
● 生き物のくらし 
● ものの温度と体積 
● 電気のはたらき 
● 水のゆくえ 
● 月や星 
● １日の気温の変化 

● わたしたちの国土とお
もな国 

● 国土の自然と気候 
● さまざまな土地のくらし 
● 米づくり 
● おもな都市の特色 

 

[保護者会・ガイダンス関係] 
●受験本科６年生保護者会 

 ７月４日（土） 13:00～14:20 東３号教室 

●中１定期テストガイダンス 

 ７月４日（土） 午前の部 10:30～11:50 東３・４号教室 

           午後の部 15:00～16:20 東３・４号教室 ※附属平野中学の方は午前の部 
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●中３第１回高校入試ガイダンス 

           ７月 11日（土） ①10:30～11:50 東３号教室 

                      ②13:00～14:20 東３号教室 
 

[中学部１～３年] 

●6月 29日～定期テスト対策授業  
1学期はじめての定期テストが 7月の中旬に各中学校で実施されます。これまでの成績を超えられるよう、

入念に準備してのぞんで下さい。各担当講師も、すでに計画を立ててテスト対策の準備をしています。また、

テスト期間中の特別時間割は決定次第配布します。曜日や時間帯も変更になることがありますので、注意し

て下さい。  

なお、7月 11日(土)、12日(日)はテスト対策勉強会を行います。詳細は別途配布のテスト対策時間割を

ご確認ください。 

 

[ハイクラス☆キッズコース] 

○７月６日（月）～10日（金） 個人懇談会 
 本年度第１回の個人懇談会を行います。この中では、塾での日々の学習記録をもとに、現状報告を

行い、今後の学習に関するアドバイスをさせていただきます。 

○夏のステップアップ学習 
夏休みを間近に控え、ご家族で帰省や旅行などの計画を進めていらっしゃる時期かと存じます。大阪

教育では 7 月 2 日(木)から 8 月 31 日(月)までの期間(夏期休暇をのぞく)は下記の特別時間割

で『夏のステップアップ学習』を実施致します。 

 夏休み中は、生活のリズムがくずれ、学習の方もついだらだらしたものになりがちです。しかし、時間

のあるこのチャンスだからこそ、日ごろの学習をさらに進め、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。 

                    

夏のステップアップ学習参加要項 
 

◎特別学習期間：７月 2日(木)～８月３1日(月) 

◎集中特訓機関：8月 8日(土)～８月 24日(月) 

◎夏 期 休 暇 ：８月１3日(木)～８月１6日(日) 

◎時間割 

通常期間 夏期講習集中特訓期間 

 １時限目  16:15～17:15  １時限目  16:15～17:15 

 ２時限目  17:20～18:20  ２時限目  17:20～18:20 

◎費用(税別)  ４回分受講料 3,500円 追加１回分 875円 

◎費用は９月分月謝に加算して請求させていただきます。 

    ◎申し込み期限：  ７月１7日（金）    

※席数に限りがあります。お早めにお申し込み下さい。 
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入試情報 

2021 年度大阪私立中学校・高等学校入試日について 

中学校  2021年1月16日（土）入試解禁日 高等学校 2020年2月10日（水）初日 

2021 年度大阪府公立高等学校入学者選抜の日程 

公
立
高
校 

選抜の種類 学力検査等 出願期間 合格者発表 

特

別

入

学

者

選

抜 

･工業に関する学科（建築デザイン
科・インテリアデザイン科・プロダクトデ

ザイン科・映像デザイン科・ビジュアルデ

ザイン科・デザインシステム科） 

･美術科 

･体育に関する学科 

･芸能文化科 

･演劇科 

･音楽科 

･総合造形科 

･総合学科（エンパワメントスク-ル） 

2/18（木） 

学力検査 

2/19（金） 

実技検査、面接 

2月 15日(月)～ 

2月 16日(火) 

 

音楽科については 

2月 2日(火)～ 

2月 3日(水) 

3月 1日(月) 

一

般

入

学

者

選

抜 

･普通科（総合選択制及び単位制

高等学校を含む） 

･商業に関する学科･グローバルビ

ジネス科･農業に関する学科･工業

に関する学科（特別選抜実施学科

を除く）･情報科学科･英語科 

･国際教養科･国際文化科･国語科 

･理数科･総合科学科･サイエンス

創造科･文理学科･福祉ボランティ

ア科･食物文化科 

･総合学科（クリエイティブスクール含
み、エンパワメントスクールを除く） 

3/10（水） 

学力検査  

3月 3日(水)～  

3月 5日(金) 

3月 18日(木) 

 

大阪府立高入試制度について 
 

1 学力検査・調査書の配点について 

(1) 一般入学者選抜の場合(特別選抜を行う学科以外) 

① 学力検査 

 
② 調査書  ９教科の評定 各 50点(評定×10)とする。⇒合計 450点  

【総合点の算出方法】 

 
※ どのタイプを選択されるかは、各高校が決定しますので、決定され次第お知らせいたします。これまで

の傾向からは、多くの学校がタイプⅠ，Ⅱを選択されることが予想されます。 

タイプ 
学力検査の成績に

かける倍率(A) 

調査書の評定にか

ける倍率() 

総合点 

＜Step1

＞ 

A：B 

Ⅰ 1.4倍(630点) 0.6倍(270点) 

900点 

 

7：3 

Ⅱ 1.2倍(540点) 0.8倍(360点) 6：4 

Ⅲ 1.0倍(450点) 1.0倍(450点) 5：5 

Ⅳ 0.8倍(360点) 1.2倍(540点) 4：6 

 

教科 国語 社会 数学 理科 英語 合計 

配点 90点 90点 90点 90点 90点 450点 
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③ 合否の決め方 

 
(2) 特別入学者選抜の場合 

① 学力検査 

 
② 調査書  ９教科の評定 各 25点(評定×5)とする。⇒合計 225点  

【総合点の算出方法】 

 
※上の表で，【A】+【B】+【実技検査】の合計点で合否を判定されます。また、ボーダーゾーンの決定方法に

ついては、一般入学者選抜と同様に決定されます。 

 

2 入試問題について 

(1) 国数英は難易度別に問題を作成：特別選抜は２種類，一般選抜は３種類 

理科社会は各選抜毎に１種類作成されます。 

※特に文理学科設置校では発展的問題が予想され，文理学科志望普通科志望問わず特別な対策が必要と

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 実施時間と配点について 

各高校が、3種類のうちどのレベルを使用するかを選択します。 

【国語】 

種 類 特別選抜 一般選抜 

A(基礎的問題) 40分 45点 50分 90点 

B(標準的問題) 40分 45点 50分 90点 

C(発展的問題)  50分 90点 

 

タイプ 
学力検査の成績に

かける倍率(A) 

調査書の評定にか

ける倍率(B) 
A+B 実技検査 

Ⅰ 1.4倍(315点) 0.6倍(135点) 

450点 

体育：225点 

芸能文化：100点 

上記以外：150点 

Ⅱ 1.2倍(270点) 0.8倍(180点) 

Ⅲ 1.0倍(225点) 1.0倍(225点) 

Ⅳ 0.8倍(180点) 1.2倍(270点) 

Ⅴ 0.6倍(135点) 1.4倍(315点) 

 

教科 国語 社会 数学 理科 英語 合計 

配点 45点 45点 45点 45点 45点 225点 

 

3教科(国語・数学・英語)は難易度別に問題作成，理科社会は各選抜 1種類 

 特別選抜(2種類作成) 

基礎的 標準的 

一般選抜(３種類作成) 

基礎的 標準的 発展的 
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【数学】 

種 類 特別選抜 一般選抜 

A(基礎的問題) 40分 45点 50分 90点 

B(標準的問題) 40分 45点 50分 90点 

C(発展的問題)  60分 90点 

特に難易度が高い発展問題では時間が 10分多くなっています。 

【英語】 

種 類 特別選抜 一般選抜 

A(基礎的問題) 40分 45点 40分 90点 

B(標準的問題) 40分 45点 40分 90点 

C(発展的問題)  30分 90点 

※特別選抜・一般選抜ともに別途リスニングが 15分、C問題ではリスニングが 25分実施されます。 

【社会・理科】 

種 類 特別選抜 一般選抜 

社会 40分 45点 40分 90点 

理科 40分 45点 40分 90点 

※難易度別ではないこともあり、理科社会では高得点をとることが合否を分けるポイントとなります。 

 

 

◆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。 

 推薦図書を毎月紹介していきますので、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。 

 

 

『きみの友だち』 重松清（しげまつきよし） 
小学校４年生の時，交通事故が原因で松葉杖（まつばづえ）がなければ

歩けなくなった恵美ちゃんは，病気がちの由香（ゆか）ちゃん以外の友だ

ちとはだれとも付き合わなくなりました。 
そんな恵美ちゃんに，心に重荷を背負った人たちが近づいてきます。ク

ラスのヒーロー，ブンちゃんは，何でもできる転校生のモトくんの存在が

気に入らない。クラスのみんなから嫌われないように必死に立ち回る堀

田ちゃん。勉強も部活も中途半端な三好くん。できないくせに威張りたが

る佐藤くん……。 

恵美ちゃんと恵美ちゃんにかかわりのあった子ども達のそれぞれの物

語が語られます。そして，語っているのは……。切なくも素敵なフィナーレ

が待っています。
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佑学社・大阪教育の先輩！ トピア講師に質問 大学ってどんなところ？？？ 

 

 

 

 

 

大阪教育大学 教育学部 幼児教育学科 

桃山学院高校出身、    トピア東住吉校勤務  
・大学では何を勉強していますか、または、これから勉強する内容について教えてください 

・幼児理解 ・算数 ・心理学 ・体育 ・ダイバーシティと人権 ・ピアノ（音楽） ・英語 

・どうしてその勉強をしようと思ったのですか 

幼稚園教諭になりたいと思っているから。 
・大学の勉強は難しいですか 

簡単な物と、複雑なものがある。ある程度知っていることを、深く掘り下げて学ぶことが多い。 

・高校の授業との違いは何ですか 

ノートを取ったりとかはしなくて良い。また、授業中に寝ていても、携帯を触っていても怒られないが、テストなどで単位を落

とすと、どんだけ頑張っていても留年になる。 

・大学のテストは高校と比べてどうですか（回数や難易度など） 

回数は、授業にもよるが、比較的少ない。高校のテストと比べて記述で書くテストが多い。難易度は、授業によって様々。 

・どんなサークル（クラブ）に入っていますか、またどこが楽しいか教えてください 

凜憧（よさこいソーランサークル）様々な学科の子と関われるので、友達がたくさん出来る。大人数のお客さんの前で、踊り歓

声や拍手が上がると、とても嬉しく、踊っていて気持ち良い。 

・大学生活で、自由な時間は高校と比べてどうですか 

どんな部活、サークルに入るかで、自由時間は大きく変わってくると思う。授業時間は、１コマ９０分で比較的長いが、曜日に

よっては、１コマだけの日もあるので、そういった意味で言うと、拘束される時間は少なくなるかもしれない。 

・食堂や図書館など施設の特徴を教えてください 

食堂は、２種類あり、バイキング形式と、注文する形式がある。図書館は、小中高に比べるととても大きい。コンビニのような

ショップもある。エレベーターなども自由に乗っても良い。 

・将来の目標は何ですか 

幼稚園 or保育所の先生。 

・最後に、佑学社・大阪教育・トピアの後輩にアドバイスをお願いします 

今は、部活に塾にと、勉強に負われて苦しいかもしれないが、大学に入学してしまうと、楽しいことがたくさん待っているか

ら、今は頑張る時期だと思って、頑張ってね！たまには息抜きも必要だから、遊ぶ時は、思いきり遊んでね！ 

 

トピアには小中学生だけでなく、多くの高校生が通い、大学受験に向けた学習に取り組んでいます。高校生

にとって大学選びはとても大きな課題。どの大学に進学したいのか、そこでどんなことを学びたいのか、高

2生ならそろそろ真剣に考え始めなければなりません。このコーナーでは、トピア各校の講師に、後輩のみ

なさんの質問に答えてもらい、大学選びの指針にしてもらいたいと思います。 

福田 美月さん 
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大阪府立大学 生命環科学域応用生命科学類 

大阪教育平野校出身     トピア加美校勤務 

・大学では何を勉強していますか、または、これから勉強する内容について教えてください 

生化学、無機化学、有機化学、物理化学など、様々な化学を勉強しています。 

・どうしてその勉強をしようと思ったのですか 

幼い頃から生き物が大好きで、生き物を外から見るだけでなく、内側で起きていることを知りたいと思ったからです。 

・大学の勉強は難しいですか 

難しいと思います。中学、高校と違い塾などでは教えてもらえないですし、参考書やネットにも書かれてないことも学びます。

自分自身で乗り越える必要があります。 

・高校の授業との違いは何ですか 

高校では、ある程度は先生から寄り添ってくれ、授業についていけていなそうなら補修を行ったりもしてくれます。しかし、大

学の授業は上の内容と少し被りますが、内容が難しいのに、ペースを合わしたりはしてくれません。つまり、高校は受動的、大

学は能動的になっていると思います。 

・大学のテストは高校と比べてどうですか（回数や難易度など） 

大学の授業は１つの授業が１５回のコマ数から成っています。多くの場合、最後の授業でテストがあり、７回あたりに中間テス

トがある授業もあります。扱っている内容が難しいので、問題難易度は高めですが、大事なところは毎年変わらず同じなの

で、カコ問で対策することで、点は取りやすいと思います。 

・どんなサークル（クラブ）に入っていますか、またどこが楽しいか教えてください 

バドミントンサークルに所属していました。大学は長期休暇が高校よりも長いです。サークルに入ることで、サークルの旅行や

合宿、キャンプなど、大学生活が充実します。 

・大学生活で、自由な時間は高校と比べてどうですか 

高校での拘束時間のみを考えると大学生活の方が自由な時間があると思いますが、バイトや部活、またはサークルなどを考

えると、どちらもあまり違いはないと思います。しかし、大学では自分の好きなように授業を組めるので、計画次第で、自由

な時間は多くできると思います。 

・食堂や図書館など施設の特徴を教えてください 

食堂では大学が提供しているミルカードというプランがあり、これを利用することで、安く食べることができます。また、図書

館は広く、静かなため勉強に向いています。 

・将来の目標は何ですか 

将来は、大学で学んだことを活かして、新たなものづくりをしたいです。 

・最後に、佑学社・大阪教育・トピアの後輩にアドバイスをお願いします 

中学や高校では、いっぱいチャレンジしてほしいです。失敗することは恥ずかしいことではありません。意欲を持ち、多くのこ

とに目を向けてほしいいです。 

 

森定 海翔さん 



10 

 

警報等による休講について 

 

今年も台風がやってくる季節となりました。毎年大雨警報等が発令された場合、 

指導はどうなるのかというご質問のお電話をいただきます。 

そこで、佑学社グループでは、警報等が発令された場合の指導については、原則として下記の通りとさ

せていただきます。 

なお、判断に迷われる場合には各校まで直接お問い合わせください。 

 

年間指導日のお知らせ 
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。7～8月は下記のとおり変更になりましたので、ご確認ください。 

祝日指導日 ７月２３日(木)  ７月２４日(金)  ８月１０日(月) 

８月全塾休講日  ８月７日(金)   

 

社会貢献活動 
 

「ペットボトルキャップ」ご協力のお願い 

佑学社・大阪教育・トピアでは第一ゼミグループととも

に～「世界の子ども」と｢地球の未来｣を創る～をテーマと

する「ペットボトルキャップ回収取り組み」に協力していま

す。 

今月の実績は右のとおりです。ご協力ありがとうござ

いました 

１．指導開始前に、特別警報・台風による暴風警報（大雨・洪水警報はのぞく）が発令された場合、その

他震災等による警報が発令された場合は原則として休講とさせていただきます。（休講にともなう

振替指導は行いません） 

２．指導開始後警報が発令された場合は、授業を中止し、順次帰宅させます。 

３．警報が解除された場合は、交通機関の復旧までの時間等を考慮し、解除後 6時間以降の指導は行

います。 

  (例)午前 10時までに解除になった場合は、午後 4時以降の指導は行います。 

    午後１時までに解除になった場合は、午後７時以降の指導は行います。 

◎なお、当日の天候等の状況や交通機関の復旧状況によっては、上記の原則通りに指導できない場

合があります。その場合は、教室から直接ご家庭にご連絡を差し上げますので、そちらの指示に従っ

てください。 



 

 

教材明細表 7月 
大阪教育 平野校 

学年 出版社 教  材  名 教科 定価(税込) 

Ｊ５ 
オリジナル 
テキスト   漢字の研究 ６級２巻   国語 770 

Ｊ６ オリジナル 
テキスト 

  漢字の研究 ５級２巻   国語 770 

受験本科 
小６ 

文理   小学実力練成エフォート Ａ   社会 1,705 

JE 

文理   小学実力練成エフォート Ｂ   社会 1,705 

オリジナル 
テキスト 

  中学受験の公民   社会 770 

中１ 教育開発   Ｋｅｙワーク 三省堂版 Ｆ 英語 1,078 

 育伸社   ⅰワーク歴史Ⅰ 育鵬社版 Ｆ 社会 825 

中２ 教育開発   Ｋｅｙワーク 三省堂版 Ｆ 英語 1,078 

中３ 教育開発   Ｋｅｙワーク 三省堂版 Ｆ 英語 1,078 

 



 

 

 

学年 出版社 教  材  名 教科 定価(税込) 

中１ 教育開発   Ｋｅｙワーク 東京書籍版 英語 1,078 

  育伸社   ⅰワーク 東京書籍版 数学 1,375 

  育伸社 ◇ ⅰワーク 啓林館版 理科 1,375 

  
  

育伸社   ⅰワーク地理Ⅰ 帝国書院版 社会 825 

育伸社   ⅰワーク歴史Ⅰ 育鵬社版 社会 825 

  育伸社   ⅰワーク 三省堂版 国語 1,375 

      合計     6,853 

中２ 教育開発   Ｋｅｙワーク 東京書籍版 英語 1,078 

  育伸社   ⅰワーク 東京書籍版 数学 1,375 

  育伸社 ◇ ⅰワーク 啓林館版 理科 1,375 

  育伸社   ⅰワーク地理Ⅱ 帝国書院版 社会 825 

  育伸社   ⅰワーク歴史Ⅱ 育鵬社版 社会 825 

  
  

育伸社   ⅰワーク 三省堂版 国語 1,375 

    合計     6,853 

中３ 教育開発   Ｋｅｙワーク 東京書籍版 英語 1,078 

  育伸社   ⅰワーク 東京書籍版 数学 1,375 

  育伸社 ◇ ⅰワーク 啓林館版 理科 1,375 

  育伸社   ⅰワーク歴史Ⅲ 育鵬社版 社会 495 

  育伸社   ⅰワーク公民 育鵬社版 社会 1,375 

  育伸社   ⅰワーク 三省堂版 国語 1,375 

      合計     7,073 

【 ◇ 】印は、選択受講生は配付済教材です。     



 

 

7 月分月謝明細は下記の通りです。 

7 月 2 日までに郵便局へ御入金をお願いします。    

大阪教育 平野校 

  

内訳（税込） 
合計(税込) 

月謝 指導関連費 教材費 模擬テスト代 講習会費 

小３ 算国 7,700 1,320       9,020 

小４ 
算国 13,200 1,320       14,520 

全科 18,700 1,320       20,020 

小５ 

算国 19,800 1,320       21,120 

全科 25,300 1,320       26,620 

Ｊ 13,200 1,320 770     15,290 

小６ 

平日算国 22,000 1,320       23,320 

平日全科 30,800 1,320 4,180     36,300 

算国 33,000 1,320       34,320 

全科 44,000 1,320 4,180     49,500 

Ｊ 13,200 1,320 770     15,290 

ｼﾞｭﾆｱ☆ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 併用 4,950         4,950 

ｼﾞｭﾆｱ☆ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 4,950 1,320       6,270 

中１ 
英数 16,500 1,320 6,853     24,673 

全科 25,300 1,320 5,478     32,098 

中２ 
英数 16,500 1,320 6,853     24,673 

全科 25,300 1,320 5,478     32,098 

中３コア

トレ含む 

英数 20,900 1,320 7,073     29,293 

全科 27,500 1,320 5,698     34,518 

ハイクラス☆キッズコース（7月分） 

週１回 3,850 1,320      5,170 

週２回 7,700 1,320      9,020 

※ 塾代助成をご利用される方は、カードとパスワードをご持参ください。 
※ 郵便振込用紙をお渡しした方は、口座振替の手続きが未完了及びセンターから通知が未着のため、郵便

振込をご利用いただきますのでご了承ください。 
 


