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●2022年度は高校教科書が変わります 
▼2020 年度に小学校、2021 年度に中学校の教科書改訂が行われ、2022 年度は高

校の教科書改訂の年となり、これで小中高のすべてが新学習指導要領に切り替わるこ

とになります。▼特に英語については、楽しみながら様々な表現を学習してきた小学

校から、中学に進級したとたん、単語暗記や本文暗記など生徒の負荷がいちどに増え

るため、英語を苦手にしてしまう生徒が多くみられるようになりました。▼また、こ

れまで高校で学習していた「仮定法」や「使役動詞」などを中 3 で学習するようにな

るなど学習内容も高度になりました。▼さらに高校入試においては英検 2 級に合格し

ていれば公立高校入試において 90点満点中 80％すなわち 72点が保証されるようにな

り、令和 3 年度選抜では大阪府全体で昨年度の 1.38 倍の 2,290 名、文理学科設置校

では 1,734 名が英語資格を活用するまでになってきています。▼今後ますます英語の

4 技能「読む・聞く・書く・話す」を総合的に伸ばし、真の英語力を身につけることが

重要になってきたといえます。 

●多彩な英語コースで英語力を伸ばします 

▼ジュニア☆イングリッシュコース▼(対象:小 3・小 4) 

従来の指導スタイルを刷新。生徒ひとりひとりがタブレットを使い、チャンツやフ

ォニックス、会話練習などネイティブの発音を使ったリスニングや発音練習を行い、

ワークブックで自己表現練習をしていきながら、英語への興味を引き出します。 

▼英語教科書対応コース▼(対象:小５・小 6) 

教科書準拠テキストを使い、学校進度や生徒の理解度に合わせて個別指導で学習し

ます。英語の発音も QR コードをタブレットで読み取りネイティブの発音で練習します。 

▼英検対策コース▼(対象:小 4～高 3) 

高校・大学入試においても民間試験としての英語検定はますます注目を浴びていま

す。合格に必要な文法や語彙、リスニングをしっかり学び、合格へ導きます。 

▼オンライン英会話 OLECO▼(対象:小 4～高 3 阿倍野・長居校にて開講) 

外国人講師によるマンツーマンレッスン。英語だけで 30 分間みっちり会話練習を行

い、コミュニケーション能力を伸ばしていきます。 

▼速読聴英語コース▼(対象:中 1～高 3 平野・東住吉・阿倍野校にて開講) 

大阪府高校入試 C 問題や大学入試問題にも対応できる速読、速解力を伸ばすトレー

ニングを集中的に行います。 

また、中学部の英語指導では、集団、個別とも毎回リスニング指導を行い、中 1 から

3年かけてリスニング力を鍛えています。<コース詳細は別刷りのコース案内をご覧ください> 

TOPIA の英語指導が充実！ 



                              

                   長吉出戸校 TEL６７００－８６００ 

日 曜 ２ 月 日 曜 ３ 月 

１ 火  １ 火  

２ 水  ２ 水  

３ 木 ２月度お月謝引落日 ３ 木 ３月度お月謝引落日 

４ 金  ４ 金  

５ 土 
□小第３回 Aテスト（小４～小６生） 

□中私立直前講座 
５ 土  

６ (日) □中中 3日曜特訓 3-3 ６ (日) 
□受 R4年度第 1回五ツ木駸々堂模擬テスト 

□中中 3日曜特訓 3-7 

７ 月  ７ 月  

８ 火  ８ 火  

９ 水  ９ 水 <公立高校一般選抜入試> 

10 木 <私立高校入試> 10 木  

11 (金) □中中３公立実戦模試 11 金  

12 土  12 土  

13 (日) 
<大阪府立大学工業高専入試> 

□中中 3日曜特訓 3-4 
13 (日)  

14 月  14 月  

15 火 ２月度お月謝再引落日 15 火 ３月度お月謝再引落日 

16 水  16 水  

17 木 <公立高校特別選抜入試> 17 木 <公立高校一般選抜 合格発表> 

18 金  18 金  

19 土 □全算数・数学検定（平野校） 19 土  

20 (日) □中中 3日曜特訓 3-5 20 (日)  

21 月  21 (月)  

22 火 ３月度月謝明細配布予定日 22 火  

23 (水) 全塾休講日 23 水  

24 木  24 木  

25 金  25 金  

26 土 今学年最終授業日 26 土  

27 (日) 
□全第３回英語検定 2次試験 

□中中 3日曜特訓 3-6 
27 (日)  

28 月 <公立高校特別選抜 合格発表> 28 月  

   29 火  

   30 水  

   31 木  

 

 

教室情報はこちらからもご覧いただけます。http://www.yugakusha.com/school/yu1113.html 
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TOPIAからのお知らせ 
 

いよいよ入試本番 

１月１5日から実施された中学入試では、志望校合格のうれしい連絡をたくさんいただきました。 

次は、中３生のみなさんの私立高校入試が２月１０日と、目前にせまってきました。受験生にとっ

ては、志望校合格に向けての最初のハードルです。実力伯仲の受験生が集まる入試の中で、ミスは許

されません。入試までに残された一日一日を最後まで全力で取り組み、集中力を高めて必ず合格を勝

ち取りましょう。 

 

●新年度(令和４年度)開講について 

トピアでは、来る２月２８日(月)で本年度を終了し３月 1日(火)から新年度の指導を開始いたしま

す。現在在塾中のみなさまも、この日から新学年に進級していただくことになります。現在在塾の方

は、原則として、指導回数、曜日等についてはそのまま進級していただきますが、指導回数、指導科

目、曜日等の変更希望の場合は、室長までご相談下さい。また、新年度より新コースも開講いたしま

す。つきましては、巻末に「コース・指導料案内」を掲載させていただきますので、そちらをご確認

ください。 

また、ご兄弟、お友達で塾を考えている方がおられましたら、ぜひご紹介下さい。 

(友人紹介カードでご紹介いただきますと、新入塾生と紹介者の方に図書カードを進呈いたします) 

 

２月無料体験のお知らせ 

令和４年度新規入塾生対象の個別入塾説明、および学力診断は随時実施しています。ご兄弟やお知

り合いの方で入塾を希望される方がございましたら、ぜひご紹介下さい。学力診断＋無料体験 3 回

でトピアを体験していただくことが可能です。 

お友達には、教室備え付けの「友達紹介カード」をお渡しいただき、入塾面談か入塾願書と一緒に

提出してもらって下さい。入塾された場合ご紹介特典として、紹介者と紹介された方に QUO カード

(1,000円分)を進呈します。 

 

ご兄弟の入塾のご案内 

現在在籍中の方で、ご兄弟の入塾をお考えの方がおられましたら、できるだけ３月１日の新学期開

講から通塾なさることをお勧めいたします。一般の方の場合は、入塾前に教室長が塾の指導内容等を

直接お話しさせていただいておりますが、ご兄弟が在籍されている場合は、入塾説明は特に必要あり

ません。 

入塾願書を添付していますので、必要事項をご記入になり（学年は新学年をご記入下さい）、ご兄

弟を通じて担当までご提出下されば、学力診断の日程を追ってご連絡いたします。 

なお、現在トピアに在籍中で、そのご兄弟が入塾される場合、入塾金を免除させていただきます。

(卒塾生のご兄弟およびご子弟が入塾される場合も、入塾金免除になります。) 
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○「書き損じハガキ」回収ご協力のお願い 

民間教育機関として「ユネスコ世界寺子屋運動」に協賛し、その運動の一つ「書き損じハガキ」の

回収に協力しています。年賀はがきの書き損じなとがあれば、事務所に回収ＢＯＸを設置しています

ので、気軽に取り組めるボランティア活動として、回収へのご協力をお願いします。 

 
２～３月指導日一覧表   

※３月以降の指導カレンダーは変更になることがございます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新年度生募集のお知らせ 

令和 4年度新規入塾生対象の個別入塾説明、および学力診断は随時実施しています。ご兄弟やお

知り合いの方で入塾を希望される方がございましたら、ぜひご紹介下さい。 

※Ｊコースは小学４年生より、大阪教育のアドバンスコースは小学３年生より募集しております。

お申し込み、お問い合わせは各校事務局まで  平日 1～６時(要 TEL予約) 
 

ハイクラス☆キッズコース 個 別 自 立 学 習 教 室 Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ａ 

 対象：新小学１年生～３年生 

新規入塾生個別説明会 

  平日 1～６時(要 TEL予約) 

  ☆詳しくは各校事務局まで 

  対象：小学１年生～高校３年生 

 随時個別入会説明  平日１～６時(要 TEL予約) 

  生野校    ℡6712-7500  平野校   ℡6701-1010   

    東住吉校  ℡6608-2600  瓜破校     ℡6799-3311   

    杭全校   ℡6713-1600  加美校   ℡6792-8800 

    阿倍野校 ℡6628-8810  長居校  ℡6608-8686 

  ☆詳しくは各校まで 
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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。 

 

かがみの孤城（辻村 深月） 
     

学校での居場所をなくし、閉じこもっていたこころの

目の前で、ある日突然部屋の鏡が光り始めた。輝く鏡

をくぐり抜けた先にあったのは、城のような不思議な

建物。そこにはちょうどこころと似た境遇の 7 人が集

められていた―― なぜこの 7 人が、なぜこの場所に。

すべてが明らかになるとき、驚きとともに大きな感動

に包まれる。 生きづらさを感じているすべての人に贈

る物語。 

 

2018 年度本屋大賞受賞作品です。本に興味があって

何か読もうと思ったときに、お勧めしやすいのが本屋

大賞の受賞作品です。いろんなジャンルの作品が対象

になりますが、どの作品も本当に面白いです。 

 

この作品は大人が読んでも面白いのですが、主要な登場人物は中学生。年代の近い、ある

いはぴったりのみなさんにとって、より深い共感が得られると思います。 

物語は、主人公の中学１年生の女の子が鏡の中に入り込むところから始まります。「異世

界に紛れ込む、よくあるファンタジー小説かな？」と思ってしまうかもしれませんが、その

あとの展開は、全く「よくある」話ではないのです。序盤はゆっくり話が進みますが、個性

豊かな登場人物に全く飽きることがありません。物語が進んでいくと、「この後どうなるん

だろう？」とさらにページをめくる手を止められません。そして真実が分かった時には、大

きな驚きが待っています。その時には「そうだったのか！」と、今までの伏線を確認したく

て、前のページにもどりたくなるはずです。 

読んでいるときのワクワク感、読み終わった直後の感動、さらに読み返したくなる読後の

余韻。この作品には、面白い小説を読んだ時に得られるすべてが詰まっているといえます。

ぜひ、手に取って本の面白さを堪能
たんのう

してください。 
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今後の予定 

 

○チャレンジ文理特別講座 2月６日(日)→３月に延期 大阪教育平野校にて 

いよいよ中学 3年生の受験が迫ってきました。中 3生の受験が終わると、次は中学 2年生のみな

さんの受験です。文理学科の人気は年ごとに高くなり、競争倍率も高くなることが予想されます。入

試制度も大きく変わり、上位校受験生の内申点の差は、小さくなりました。このことから当日の入試

の得点が、今まで以上に合否に大きく影響を及ぼすことになります。 

この「チャレンジ文理特別講座」は 3年生を対象として 4月から開講する「日曜特訓(文理学科志

望者用講座)」の入門編として、中 1、中 2生を対象に開講します。日曜日の指導ですが、ぜひ積極

的に受講して下さい。なお、この「チャレンジ文理特別講座」は通常指導とは異なり、佑学社・大阪

教育グループで学習する生徒の中から、希望者のみを集めて指導しますので、受講資格などは、別途

配布の案内にてご確認ください。ご不明な点は、担任までお問い合わせください。 

2/６(日) 18:30～21:40チャレンジ文理特別講座 (大阪教育平野校にて)  費用：無料 

 

 

2022年の新コースのご案内(トピア平野校・瓜破校にて) 
 

今までの５５コースがパワーアップして、中学 1,2年の方にも受けていただけるようになりまし

た。英数国を通常トピアのコマで受講し、理科社会を固定枠２コマで受講する５５コース、英数を通

常トピアのコマで受講し、理科社会を固定枠２コマで受講するプレ５５コースの２コース設けました。

自分のスケジュールに合わせて、効率よく５科目の勉強を進めていただけます。５５コースは４月開

講となります。 
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テスト関係 全学年対象 

 

第 3回漢字検定：1月 29日(土)  大阪教育長吉出戸校にて  

10～8級 7～3級 

1：00～1：40 1：00～2：00 

 

数学算数検定：2月 19日(土) 13:00～13:50 大阪教育平野校にて  

※開始時刻 10分前には集合して下さい 

 

令和 3年度第 3回学力コンクール 1月 31日(月)～2月 10日(木) 

『トピア☆キッズコース』では、学習の定着度をみるための第３回学力コンクールを下記の要領で実

施致します。成績結果は３月上旬に報告させていただきます。 

 日程：1月 31日(月)～  費用：なし 

第３回トピア☆キッズ 学力コンクール範囲表 

 小  １ 小  ２ 小  ３ 

 国 
 語 

句読点の正しい打ち方 
助詞の正しい使い方 
文章の正しい読み取り 
漢字の書き取り 

様子を表す言葉の理解 
反対の言葉の理解 
文章の正しい読み取り 
書き取りと送りがな 

 文章の正しい読み取り 
 主語･述語･修飾語 
 接続詞の正しい使い方 
 誤った漢字の直し 

 算 
 数 

たし算･ひき算 
たし算･ひき算の文章題 
１００までの数 
１００までの数の計算 
かさくらべ 

たし算・ひき算 
三角形と四角形 
１００００までの数 
九九 
いろいろな文章題 

 計算問題 
 長さ・重さ 
いろいろな文章題 

 三角形 
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令和 4年度第１回五ツ木駸々堂テスト 3月 6日(日)  

        対象：中学受験希望新小学 6年生 

五ツ木書房による模擬テストは、中学入試の受験生や小学校での学力の完成度をみる上で、大変役

立つ模擬テストとして、京阪神でも多数が受験しています。 

佑学社では、本年度も中学受験の指導の資料として活用していきますので、中学受験をお考えの新

中学受験本科６年生の方は是非受験して下さい。 

 

なお現段階でテスト範囲・受験会場が決定されていませんので、下記調査用紙の受験会場を選択の

上、ご提出下さい。尚、ご不明な点は担当までお問い合わせ下さい。 

    

実施日：令和 4年 3月 6日（日） 

受験料：4,840円（4,400円＋消費税 440円） 

    ※受験料は３月の月謝にて加算請求させていただきます。 

締切日：2月５日(土) 

出題内容                     

 国 語 算 数 理 科 社 会 

６年 

物語文の読解 

説明文の読解 

漢字･語句 

ことばのきまり 

５年までの全範囲 ５年までの全範囲 ５年までの全範囲 

 

 

 

                   提出締切 2月５日(土) 

中学受験希望 6年  生徒氏名              

 保護者氏名                印  電話番号  （      ）   －     

※実施会場は予定です。都合により変更する場合もあります。 

◎第１回五ツ木駸々堂模擬テスト受験調査    ○をつけて下さい 

   

６年生   第１回   Ａ．受験する   会場：(    )清風学園   午前 

              (    )開明     午前 

                     (    )大阪女学院  午前 

                      Ｂ．受験しない 

切 り 取 り 線 
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□小 2月５日(土)基礎力到達度Ａテスト 対象：小学 4・5・6年生 

佑学社、大阪教育、トピアでは基本的学力の定着度を見るための「Achievement
ア チ ー ブ メ ン ト

テスト」 

(※Achievement
ア チ ー ブ メ ン ト

＝達成)を、塾生および現在通塾していない小学生を対象に各校で実施していま

す。このＡテストは小学校での学習内容の理解度、定着度をみるものですので、塾に通っていない

方でも受験することが可能です。テスト後は、成績表を送付するとともに、今後の学習方法のアド

バイスも個別に実施いたします。新学期に向けて学習課題の発見にもつながりますので、ご兄弟や

お友達で興味のおありの方がおられましたら、ぜひご紹介下さい。 

 ＜Aテストの特徴＞ 

・公開テストですので、小学４～６年生のどなたでも受験可能です。 

・応用問題ではなく、「この問題は身につけていてほしい！」という基本問題中心に出題します。 

・答案用紙に記入するのではなく、問題に書き込む形式ですので、思考の過程や間違ったポイント

が明確になります。（個別成績表付き） 

・受験後にテスト結果をもとに、希望制の無料相談会も実施します。 
＜実施要項＞  塾生は原則全員受験していただきます 

[対  象] 小学４～６年生    

 [日  時] 2月５日(土)13：00～14：00   [場  所] 長吉出戸校にて 

[科  目] 算数・国語 ※各教科 30分    [持  物] 筆記用具    [費  用] 無料 

 [出題範囲]  

学年 算数 国語 

小４ 
計算（前学年もふくむ） 

角度、四角形の名前・面積、文章題など 

・説明文、物語文 

・文の組み立て（主語・述語・修飾語） 

・4年生の漢字 

小５ 

計算（前学年もふくむ） 

角度、面積、体積、平均、数の性質、 

単位量など 

・説明文、物語文 

・敬語 

・5年生の漢字 

小６ 

計算（前学年もふくむ） 

対称図形、拡大縮小、円、速さ、比、 

割合など 

・説明文、物語文 

・同じ読みの漢字 

・6年生の漢字 

※ ご兄弟、お友達でご希望の方がおられましたら、下記申込書でお申し込み下さい。 

・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

小４～小６ 第 1回 A テスト申込書（ お友達用 ） 

※事前に開催教室へお持ち下さい。 

●     小学校   年 名前 (           ) 

                        保護者名（               ㊞） 

●住所 大阪市      区                   

●電話番号 (           ) 

※個人情報について＝当社が皆様からお預かりした個人情報は、当社の正当な事業の範囲内で利用致します。 

当社の個人情報の利用目的は、各種情報の提供、各種案内送付等とさせていただいております。 
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中３受験生関係 
 
●公立高校直前講座(追加 4コマ+公立実戦模試) 

 私立高校入試が終了後は、公立入試まで気持ちをゆるめることなく第一志望の公立入試に備えます。

指導は上記同様、従来の指導曜日以外に公立直前指導 4 回を実施します。また、最終の志望校合格

判定のための「公立実戦模試(5科目)」も行い、進路指導に活用していきます。 

原則として中 3生の公立高校受験者の方は全員公立直前講習を受講していただきますが、2月調査

用紙にて「公立直前講習受講調査」をご提出下さい。 

 

公立直前講座 費用 6,600 円（4コマ+公立実戦模試） 

※3月分月謝に加算して請求させていただきます 

 

２月 26日(土) 
①16:00～17:20 

②17:30～18:50 
３月 5日(土) 

①16:00～17:20 

②17:30～18:50 

 

●公立高校入試実戦模試 2月 11日(金・祝)  13:00～17:50 

中学 3年生にとっては私立入試が終了したところですが、ほっとするのも、つかの間。公立入試

まで残り１か月となります。そこで、2月 11日(金・祝)は『公立高校入試実戦模試』を行います。

昨年の公立入試問題を活用し、公立入試対策のスタートにしたいと思います。 

 尚、時間割について、実施時間帯も実際の公立高校入試に合わせて設定していましたが、今回は

新型コロナウィルス感染拡大防止として、教室で昼食をとらずに実施できるよう、午後からの時間割

を設定しました。いよいよ公立高校入試本番に向けての準備のつもりで、全員参加してください。 

  

※当日は定規・コンパス・昼食を持参して下さい。 

 

1時間目 2時間目 3時間目 4時間目 5時間目 

13:10~14:00 
14:10~15:00 

14:10~15:10 

15:10~16:10 

15:20~16:15 
16:20~17:00 17:10~17:50 

国語 AB(50) 

国語 C(50) 

数学 AB(50) 

数学 C(60) 

英語 AB・リスニング(55) 

英語Ｃ・リスニング(55) 
理科(40) 社会(40) 

 

日時：平成 25 年 10 月 24 日 
場所：生野本部校 
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入試終了後の指導について 

 

・私立専願合格者は、私立入試終了後は、2 月の残りの通常指導を「高校準備講座」に切り替えて指

導しますので、2 月末まで必ず通塾してください。以降もトピア平野校にて継続して受講出来ます。 

 

・公立受験生のみなさんは、公立入試終了後は、3 月の合格発表後に、「高校準備講座：英・数」

（無料体験４回・無料：トピア平野校にて）が実施可能です。以降もトピア平野校にて継続して受

講出来ます。 

 

 

高校１年生コース進級のご案内 

 

・高校の学習内容は、中学での内容と比べ一気に難しくなり、最初につまずいてしまう高校生も多い

ようです。高校１年生のスタートをうまく切っていただくためにも、高校進級後もＴＯＰｉＡでの指

導を継続されることをおすすめいたします。 

  

＜高校１年継続キャンペーン＞ 

・初めての高校生としての学習で不安な部分や、最初の定期テスト対策をしっかりやりたいという生

徒も多いので、高校入試終了後継続して受講される高校 1年生を対象に、5月までの特別キャンペー

ンとして、中３の指導料金で高校生指導を受講していただくことが可能ですので、ご希望の方は、室

長までご連絡下さい。 

 

［高校生指導料金］通常 1:4  (4～5月) 

受講コース 通常受講料 特別受講料 指導関連費 消費税 合計金額 

週１コマ(月 4 ｺﾏ) 10,500 8,500 1,500 1,000 11,000 

週２コマ(月 8 ｺﾏ) 21,000 17,000 1,500 1,850 20,350 

 

 

私立専願者対象 「３月高校準備講座」 

私立高校入試が終わった高校入学前の３月は、個別指導トピアで「高校準

備講座」を開講します。合格後も安心してしまわず、次の高校生活に向け

て、一足早く準備することで、ゆとりをもって高校生活をスタートさせて

ください。 

個別指導 80分×４回 特別料金 10,000円・指導関連費不要(税込)  

※塾代助成を利用している方は、実質無料で受講可能です。 
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充実した高校生活を過ごすために（3） 

 

 中３生のみなさん、いよいよ私立高校受験が目前にせまってきました。その前に学年末テストが

行われる中学がほとんどだと思いますが、一日たりとも気を緩めることなく、最後まで頑張ってく

ださい。さて、今月も「充実した高校生活を過ごすために」というテーマでお話ししたいと思います。 

 

高校の定期テストについて  

【最初の定期テストが肝心】 

高校の定期テストの時期や回数はほとんど中学校と同じ場合が多いのですが、土曜日に学校が休みに

なってから、「前・後期制」を導入する高校も増えました。それらの高校ではテスト時期がかなり違

う場合もあります。 

中学校と一番違うところは、出題範囲がグンと広くなることです。中学に比べて、授業のスピードが

かなり速くなりますから、範囲も広くなって当たり前ですね。さらに、答え方についても、高校では

「○○について述べなさい」といった記述式、論述式の問題が増えてきます。中学のときのように、

答えだけを求めるのではなく、答えを導き出す過程や考え方が重視されるわけです。仮に正しい答え

であっても、途中の考え方がなければ大きく減点されたり、ときには０点の場合もあります。ですか

ら、定期テストに関しては、中学の時とは頭を切り替えて、常日頃の予習・復習をしっかりと行い、

なぜそのような答えになるのか、自分ひとりでその公式を導き出せるくらいのしっかりした理解が必

要になってきます。 

 

また、テストの成績についても気になるところですが、通知表の評価方法は、5段階、10段階、10

0点満点など学校によってさまざまです。成績には、出席、授業態度、レポート等の提出物、小テス

トといった平常点も加味されますが、何といっても定期テストの成績が大きなウエイトをしめるのは

間違いありません。 

みなさんの中には「赤点」という言葉を聞いたことがある人もいるかもしれません。テストがで

きずに一定ライン以下の得点になると、赤い字で通知表に成績が記入されます。これをいわゆる

「赤点」と呼んでいるのです。次のテストで頑張って挽回すれば問題はありませんが、このまま赤

点を何回か取ってしまうと、単位がもらえない落第点ということになってしまいます。そのような

科目が多いと、「留年」ということもありえるのです。 

そういう意味では、高校での定期テストはかなりシビアなものです。ですから、高校 1年生の最初

の定期テストで、失敗をしないよう、しっかりとがんばってください。 

「最初が肝心」ですよ。 

☆ お知らせ ☆  

佑学社・大阪教育グループでは、全校に個別指導部トピアを開講し、現役高校生の学習サポートをし

ています。個別指導+映像授業の「大学入試合格戦略コース」や「英検対策コース」、オンライン英

会話 OLECOコース(長居校・阿倍野校)なども開講しています。 

 
映像授業ウイングネットとは？ 佑学社・第一ゼミナールグループと教務提携している「市進予備校（首都圏大手現役

高校生対象の予備校）」の講師陣による映像配信授業です 



11 

 

２月分 月謝明細書 

２月分月謝明細は下記の通りです。２月３日引落予定ですので、２月２日までに郵便局へ

御入金を、お願いします。 
 

ご注意 

●全員に「授業料明細書」を配布しています。詳しくはそちらをご確認下さい。 

●郵便振込用紙を受け取られた方は、口座振替の手続きが未完了またはセンターからの通知が未着の

ため、口座振替ができません。今月は郵便振込にてご入金いただきますようお願いします。 

 

個別明細の説明 

●「表現力養成添削講座」…表現力養成添削講座を申し込まれた方 

●「中３五ツ木模擬テスト代」…1月 23日の最終回を申し込みされた方 

●「講習会費(TOPIA)」…冬期講習会の追加申し込みをされた方 

●「教材費(TOPIA)」…冬期講習会用に教材を配布された方 

●「英語検定料」･･･1月 22日実施の検定を申し込みされた方 

●「日曜特訓講座」･･･中３で日曜特訓講座を申し込みされた方 

●「模擬テスト代」･･･１月の志望校判定模試を受験された方 

●「私立直前講習費」･･･私立直前講習の申し込みをされた方 

 

※「塾代助成カード」利用希望の方は各校までご連絡下さい。 
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トピアでは、来る２月２８日（土）で本年度を終了し３月１日（火）から新年度の授業を開講いた

します。現在在塾中の皆様も、この日から新学年に進級して頂くことになります。原則として、指導

回数、曜日等についてはそのまま進級していただきますが、指導回数、指導科目、曜日等の変更希望

の場合は、室長までご相談下さい。 

 また、ご兄弟、お友達で塾を考えている方がおられましたら、ぜひご紹介下さい。 

(友人紹介カードでご紹介いただきますと、新入塾生と紹介者の方に QUO カードを進呈いたします) 

 新学期からの各学年・各コースの内容及び学費は次の通りです。なお、現在在塾の方は原則と 

《指導料》 

形式 対象学年 
コース 

(講師：生徒) 入塾金 
月４回 

(週 1 回) 

月８回 

(週 2 回) 

月 12 回 

(週 3 回) 

月 16 回 

(週 4 回) 指導関連費 

一般生 

キッズ 

小 1～小 4 
60 分 1:5 

10,000 

(税込

11,000) 

3,500 

(税込 3,850) 

7,000 

(税込 7,700) 

10,000 

(税込 11,000) 

13,000 

(税込 14,500) 

1,500 

(税込 1,650) 

ジュニア 60 分 1：4 
 6,300 

(税込 6,930) 

12,600 

(税込 13,860) 

18,900 

(税込 20,790) 

25,200 

(税込 27,720) 

小・中学生 

通常 1：4 
 8,500 

(税込 9,350) 

17,000 

(税込 18,700) 

25,000 

(税込 27,500) 

33,000 

(税込 36,300) 

特別 1：2 
12,500 

(税込 13,750) 

25,000 

(税込 27,500) 

37,000 

(税込 40,700) 

49,000 

(税込 53,900) 

中学入試 

高校生 

通常 1：3 
10,500 

(税込 11,550) 

21,000 

(税込 23,100) 

30,000 

(税込 33,000) 

38,000 

(税込 41,800) 

特別 1：2 
13,500 

(税込 14,850) 

27,000 

(税込 29,700) 

40,000 

(税込 44,000) 

53,000 

(税込 58,300) 

中・高校生 

英検対策 通常 1：4 
 8,000 

(税込 8,800) 

16,000 

(税込 17,600) 
  

ジュニアイングリッシュ 

(小 3・4) 

 

(小 3～6) 

50 分 

 
1：4 

4,500 

(税込 4,950) 

9,000 

(税込 9,900) 
  

英語教科書対応(小 5・6) 

60 分 
 6,300 

(税込 6,930) 

12,600 

(税込 13,860) 

  

小学生英検対策(小 4～6)   

 

●中学生の特別コース 

 

コアトレーニングは開講していない教室があります。 

◎卒塾生の兄弟、ご子弟は入塾金不要です。 

新学期コース・学費案内 

５・５コース 
５教科 

(４００分/週) 

英語・数学・国語各 80 分、理社

160 分 

27,000  

(税込 29,700) 

指導関連費 1,500 

(税込 1,650) 

プレ５・５コース ４教科 

(３２０分/週) 
英語・数学各 80 分、理社 160 分 

23,000  

(税込 25,300) 

指導関連費 1,500 

(税込 1,6500) 

コアトレーニング トピアで３コマ以上受講の場合は 1,000 円(税込 1,100 円) 

その他は 4,000 円(税込 4,400 円) ※コアトレーニングのみの場合、指導関連費必要 



13 

 

◎指導関連費：通信費､資料費､施設維持費､冷暖房費､コピープリント教材に充当します。 

◎講習会費(税別)：春期は 4 月、夏期は 8 または 9 月、冬期は 1 月または 2 月に、追加回数分を納入し

ていただきます。(小・中学生の通常コース 1 回 2,100 円(税込 2,310)、中学入試・高校生

の通常コース 1 回 2,600 円(税込 2,860)になります)  
 

講習標準回数 春期講習会 夏期講習会 冬期講習会 入試対策直前指導 

中１・中２ 

10 回～15 回 

21,000～31,500 

(税込 23,100～34,650) 

15 回～20 回 

31,500～42,000 

(税込 34,650～46,200) 

10 回～15 回 

21,000～31,500 

(税込 23,100～34,650) 

 

中３ 

15 回～20 回 

31,500～42,000 

(税込 34,650～46,200) 

20 回～25 回 

42,000～52,500 

(税込 46,200～57,750) 

15 回～20 回 

31,500～42,000 

(税込 34,650～46,200) 

私立直前 6,000 

公立直前 6,000 

(税込 6,600) 

 ◎教 材 費(税別)：学習教材は最初に、追加教材についてはその都度納入していただきます。 

                1 科目 4,000～5,000 円程度 

◎テ ス ト 代：模擬テスト、五ツ木駸々堂テスト等の費用は、実施月または翌月に月謝と同時に納 

入していただきます。 

◎塾代助成カード：トピアは大阪市塾代助成事業参画事業者となっておりますので、塾代助成カードの利用を

ご希望の方は、その旨お申し出下さい。 

 

☆個別指導と集団授業の相乗効果！ TOPIA ハイブリッドシステム 

 週２回個別指導を受講 

英語・数学 

理科・社会・国語は集団授業を受講 

選択１教科 選択２教科 ３教科 

中１ 

17,000 

(税込 18,700) 

3,500 
(税込 3,850) 

7,000 
(税込 7,700) 

8,000 
(税込 8,800) 

中２ 
3,500 

(税込 3,850) 
7,000 

(税込 7,700) 
8,000 

(税込 8,800) 

中３ 
4,000 

(税込 4,400) 
8,000 

(税込 8,800) 
9,000 

(税込 9,900) 

※ハイブリッドシステム…英語・数学は個別指導、理科・社会・国語は集団クラス授業を受講する場合。 

(英語・数学を個別指導と集団授業に分けて受講する場合もハイブリッド料金が適用されます。) 

 

 ☆ジュニアイングリッシュコースは他コースと併用して受講できます。 

速読・速解力 

トレーニング 
小１～高３ 

１回 40 分月 4 回 3,500(税込 3,850) /フリー5,000(税込 5,500)  

一般生=月 4 回 5,000(税込 5,500) /フリー8,000(税込 8,800) 

英語長文速読 中３～高３ 一般生=月 4 回 8,000(税込 8,800) /併用 5,000(税込 5,500) 

オレコ(OLECO) 小４～高３ 
小学生 50 分・月 3 回 7,200(税込 7,920) 

中高生 30 分・月 3 回 6,000(税込 6,600) 

いしど式 

そろばん 
年長～成人 

週 1 回 4,500(税込 4,950)  週 2 回 6,800(税込 7,480) 

フリー=8,000(税込 8,800) 

 




