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第１回保護者会にご出席いただき大変ありがとうございました

４月１７日、２４日で実施をいたしました第１回・生徒保護者・合同保護者会に、大変お忙しいなか、多数の保護者

の皆様にご出席をいただきました。大変ありがとうございました。また一緒に参加をしてくれた生徒の皆さんも大変お

つかれさまでした。今回は第１回ということもあり、極力宇津木からの説明を少なくし、担当者の挨拶やクラスの状況

報告、そして初の卒塾生となった高１生の体験談をメインにおこないました。特に好評であったのが卒塾生の体験談

で、かえってこちらをメインにしたほうがいいのではないかと思えるくらいでした（笑）。その卒塾生の体験談でもお分

かりの通り、今後皆さんがやるべきこと、目指すべきものは明確です。

特に、第１回の北辰会場テストを受け終わった後に参加をしていただいた中３の皆さんに宇津木がお届けたした以

下の８つのメッセージのうちの最重要ポイントの４つ（下記の大文字）。

①来春の県立入試システムについて、正確に内容を掴んでほしいこと。

②自分たちの現状を正確につかんでほしいこと。

③内申点を上げるためには、いいかげんなこと、中途半端なことは一切しないこと。

④早めに苦手教科を克服し、５科の目標偏差値に１日も早く到達すること。
⑤合格するためには、最終的にはワンランク上の問題も解けるようにすること。
⑥特に合否のポイントとなるのは数学であると肝に銘じること。
⑦「絶対第一志望校に合格するんだ」という強い気持ちを持つこと。

⑧「確実に第一志望校に合格するためには」、「確実に成績を伸ばすためには」

とにかくこの１学期をどう乗り切るかが勝負であること。

すでに今週から「行動を開始」していただいているかと思いますが、とにかく「動きましょう」。クラス一丸となって、み

んなで励ましあいながら、あのⅠ期生である高校一年生のように、明るく元気いっぱい、頑張っていきましょう。保護

者会後の最初の登塾日である２５日の皆さんの明るさは今まででいちばんでした（笑）。皆さんの頑張り、宇津木は本

当に期待していますし、最後までやり続けてくれると信じています。

生徒の皆さんもいろいろと不安はあろうかとは思いますが、私たち担当者もやれることはこれからもすべてやってい

く覚悟ですので、何かあれば遠慮せず、各先生方に相談をしてください。これからも各種テストが続きます。ひとつひ

とつのことがらを正確に、そして確実にこなしつつ、直近の目標＋長期の目標の両方を見据えて、頑張っていきましょ

う。

★保護者の皆様

①今後も何かございましたら、ご遠慮なくお声をかけてください。よろしくお願いいたします。

②保護者様用のアンケートに書いていただいた質問に関する回答は、順次おこないます。回答方法は、直接電話に

よるご説明または三者面談の場におけるご説明のいずれかとなります。よろしくお願いいたします。

③今後の予定→５月２１日（土）から三者面談を開始いたします。
実施日時等の詳細は、後日ご案内いたします。面談の実施は中２・中１→小６・小５→中３という順番で５月～６月

にかけて実施いたします。

今回、たくさんの皆様から心温まるアンケートを多数いただきました。大変ありがとうございました。皆様方のご了承

を得て、いずれかの機会にぜひ発表させてください。スタッフ一同、生徒の皆さんの気持ちや保護者の皆様のご期待

に応えるべく、また本日より再スタートを切ります。今後ともよろしくお願いいたします。



生徒の皆さんおよび保護者の皆様へのご連絡

□１ ＜重要・５月２日（月）の引き落としのお願い＞

①５月度授業料等の引き落とし明細書はすでに配布済みです。引き落としは５月２日（月）（ゆうちょ銀行以外の金

融機関の方は４月２７日）となります。よろしくお願いいたします。
②今回、中３の皆様の引き落としに、北辰過去問集費用4000円が加算されております。ご了解ください。同様に、

北辰会場テスト第１回の受験費用は、５月末の引き落としに加算されます。併せてご了解ください。

＜駐輪場使用代金の相殺について＞
①例月同様、近隣の駐輪場を使用されている方の該当費用の相殺を以下のスケジュールでおこないます。

★前月３週目までの駐輪場使用代金を翌月末の引き落としで相殺（領収書添付台紙は５日まで提出）
次回は、５／７までに提出があった方の４／１６までの利用代金を５月末の引き落としで相殺いたします。今回

未提出の方は、次回提出をお願いいたします。

②登塾する際に近隣の有料の駐輪場を使用する方は、その利用代金を後日相殺いたします。すでに７月２４日ま

での領収書添付台紙を昨年に引き続き利用している方のみに配布をいたしました。新たに利用される方は、登

録が必要となりますので、宇津木まで声をかけてください。

□２ 休講のお知らせ→ゴールデンウィーク中の下記の日程はお休みとなります。

①４／２９（金）、５／１（日）、３（月）、４（火）、５（水）は休講です。

②４／３０（土）、５／２（月）は職員研修日のため休講です。

つまり今回のゴールデンウィークでは、４／２９～５／５の７日間が休講となります。下記に連休前後の授業日程を
まとめます。

★５SUG…連休前：４／２７（水）国語→連休後：５／６（金）５月月例テスト

★６SUG…連休前：４／２７（水）算数→連休後：５／６（金）５月月例テスト

★中１SUG…連休前：４／２７（水）数学→連休後：５／６（金）５月月例テスト

★中２SUG…連休前：４／２７（水）国語→連休後：５／６（金）５月月例テスト

★中３SUG…連休前：４／２８（木）国語→連休後：５／６（金）・５／７（土）５月月例テスト

長期の休みとなりますし、連休明けすぐ５月月例テストが実施されることから、中３生には2021年度の過去問一

式をすでに配布いたしましたし、その他の学年は授業やトレーニングジムでかなり演習を積んでいます。やりっぱ

なしでは意味はありませんので、ぜひ見直しや解き直しをしてください。また３月～４月にかけて行われたエレメン

トテストや４月月例テストの見直し、解き直しも有効です。再度問題が欲しい方は、連休に入る前に宇津木または

各担当の先生に声をかけてください。とにかく中学生の皆さんは、５月に行われる中間テストの勉強を最優先して

ください。なお具体的な勉強方法は別項にて確認してください。

□３ ＜重要・５月度月例テスト＞
ゴールデンウィーク明けすぐに５月月例テストが実施されます。４月月例で失敗してしまった方は、何としても取

り返しましょう。今回の実施日時および試験範囲は下記となります。

①５／６（金）



小５ＳＵＧ、小６ＳＵＧ…１７：２０～１８：５０程度（含む休憩） 国語・算数 各４０分

中１ＳＵＧ、中２ＳＵＧ…１９：３０～２１：４０程度（含む休憩） 国語・数学・英語 各４０分

中３ＳＵＧ…１９：３０～２１：１０程度（含む休憩） 理科・社会 各４０分
②５／７（土）

中３ＳＵＧ…１９：００～２１：５０程度（含む休憩） 国語・数学・英語 各５０分

国語 算数

小５ 説明的文章の読解／漢字の読み書 整数と小数

き／同じ音訓読みをする漢字／くぎり 復習【計算／かわり方／角の大きさ／

符号の使い方／文の組み立て 四角形／面積／直方体と立方体 な

ど】

小６ 物語の読解／詩の鑑賞／漢字の読 復習【計算／平均／単位量あたりの大

み書き／文末表現／強調することば きさ／速さ／割合／円／角・面積・体

積 など】

国語 数学 英語

中１ 漢字の読み書き／漢字の成り立ち・ ・小学校の復習(比・図形) 小学校の総まとめ【アルファベット

部首・画数・筆順／説明的文章の読 ・選択Ⅰ…正負の数の意味 ／場面の表現(自己紹介・人物紹

解／随筆の読解 ・選択Ⅱ…整数の性質(素数・素因数 介・思い出・将来の夢・職業な

分解) ど)】

中２ 漢字の読み書き／漢字の成り立ち・ 1年生の総まとめ【正負の数／文字式 これまでの学習内容

部首／説明的文章の読解／随筆の ／1次方程式／比例と反比例／図形な 過去進行形

読解 ど】

中３ 漢字の読み書き／漢字の成り立ち・ ・式の展開 ２年生までの総まとめ

部首・熟語の知識／説明的文章の読 ・復習【式の計算／方程式／１次関数

解／随筆の読解 ／図形など】

理科 社会

２年生までの総まとめ【光・音による ・近代日本の成立と発展

現象／物質の状態とその変化／動物 ・２年生までの総まとめ

のからだのつくりとはたらき（呼吸／ 【地球の姿／世界の国々／世界の人

消化／吸収／排出／循環）／空気中 々の生活と環境／近世～明治維新】

の水蒸気／これまでの学習内容

（各分野）】

□４ ＜重要＞１学期中間テスト対策に関して
１学期の中間テスト向けの高速トレーニング大会を以下のように実施をいたします。すでに変更済の参加申込書

を配布いたしましたので、皆さん自身の勉強具合や中間テストの日程を考えて、参加を希望する日に○をつけ、参

加申込書を提出してください。

（電話による参加申込は不可、必ず本用紙を提出してください）

提出期限→参加日の前日まで

なお中学部の５月度のトレーニングジムでは原則この中間テスト向けの高速トレーニング大会に振り替えますの

で、実施はしません。それでは今年度初回のテストです。最高の結果を残せるよう頑張ってください。

★１学期中間テスト対策・５月度高速トレーニング大会実施予定
参加希望者は、必ず事前に参加申込書を提出してください。

①５月７日（土） １４：３０～１８：４５（対象：全学年・中３は１８：１５まで）



②５月８日（日） ６：３０～１０：４５（対象：全学年） ※兼早朝特訓

③５月１４日（土） １４：３０～１８：４５（対象：全学年）

希望者は自分が参加をしたい日時のところに○をつけて提出してください（試験日程や自分の学習状況から

判断してください）。ワークや教科書、それに必要な問題集等すべて持参してください。原則理社国の高速トレー
ニングという中間・期末テスト向けの自学自習用のプリントを使って、勉強を進めていただきますが、例年中１生

は各中学校で授業がさほど進まないことから、塾のワークを使って学習していただく可能性もあります。

中３で高速トレーニング大会に参加する方は、引き続き１９：３０以降の授業がありますので、休憩時間に軽

食をとってもらってけっこうです。その場合、軽食は各自用意するか、許可を得て外出してもかまいせん。

また中間テストがない方や終了した方は、自習室として参加していただいてかまいません。

（超重要） 中間テスト向けの皆さんの勉強に関して
昨年度も何回もお話しした中間・期末テスト向けの勉強方法についてその概略をご説明します。

①まず教科書を読んで、学習内容をきちんと復習してください。
勉強の基本はやはり学校の教科書です。テスト範囲および現在学習している範囲のページをじっくり読んで、確

認をしていってください。当然大事なところはマーカーを引いたり、まだ覚えていない用語があれば、必ずチェック

するようにしてください。暗記系の教科は、何回も教科書を読みましょう。

②次に大事なところ、テストに出題されそうなところをしっかり覚えてください。
どこが出題されるかはテスト範囲表にきちんと書かれています。また学校で使用している問題集やプリントから

出題される場合もあります。それを確実に覚えましょう。覚え方は皆さんのやりやすい方法でよいと思います。ノー

トにまとめた方が覚えやすい方は時間がかかってもノートにまとめましょう。

③その後に塾のワークを解いていってください。
当然できなかったところ、間違った問題は、必ず解答・解説を見て、チェックをしてください。やりっぱなしではまっ

たく意味がありません。理想をいえばワークは３回程度繰り返すべきですから、ワーク本体に直接書き込んではい

けません。専用ノートを用意するか、教室に常備されているコピーの裏紙などを利用してください。塾のワークは、

普段用の教材ですので、テスト直前には使用しないようにしてください。

④そしてテスト直前は学校のワークとテストに出題されるプリントのみを何回もやって覚えてください。
大事なことは「覚える」ことです。問題を解くことではありません。前述しましたように、理想をいえば、学校のワ

ークも３回程度繰り返すべきです。ですからテストの２日前くらいからはもう問題を解いてはいけません。とにかく、

テスト範囲の内容を覚えることに徹してください。

（再確認１） 必ず勉強の結果をメモに残す。塾に来たら自分のファイルに入っている一覧に記入をしてください。
昨年同様、試験範囲表が出る前は専用フォーマットにおこなった勉強の内容を記入、試験範囲が出たあとは試

験範囲表にマーカーで色分けして塗っていってください。ちなみに、使用するファイルはすでに新しいファイルを中

学生の皆さんに再度配布しております。また中１の皆さんにも、このファイルシステムのやり方は説明済です。

（再確認２） 空き教室および３階自習スペースにての自習

平日および土曜午後２時以降またはオープンしている日曜・祝日（オープン日は教室通信参照）に空き教室や３
階の自習スペースを自習室として利用できます。必要な教材を持参して各自勉強を進めてください。使用可能教

室は宇津木まで確認してください。



（重要） 今回の中間テスト直前の欠席に関して→欠席する場合は必ず電話連絡をしてください。
試験範囲のない実力テストと異なり、試験範囲がある中間期末テストは勉強をした分だけよい点数が取れま

す。県立御三家合格専門教室・北浦和校の皆さんの最終目標は、『高校入試で浦高一女大宮に全員合格してい

ただく』ことですが、直近の中間、期末テストの点数でもぜひとも高得点を取って欲しいですし、学年順位は学年１

位や最低でもベスト１０を狙っていただきたいところです。県立御三家合格専門教室・北浦和校では、中間、期末テ

スト直前の塾のお休みに関しては、以下のようなルールで進めていきます。

①原則中間、期末テストにかかわらず、塾のカリキュラムは進行していきます。

→ただし中間期末テスト実施月は、２週間程度復習のカリキュラムとなります。
テストの前日であろうと普段からしっかりと学習を進め、きちんと塾で学習していただくことが基本です。

②ただし中間期末テスト向けの勉強が不十分であると判断した場合は、テストの前日および試験中の塾は「休ん

でもかまいません」（ただし金曜、土曜は不可）。ただし休んでもよいということで、休むことを奨励しているわけで
はありませんので注意してください。また欠席した場合は、必ず担当の先生の指示に従って、欠席日分の学習

を後日確実にこなしてください。

③今後もこのような欠席を認めるのは、『中間期末テストの前日および試験中」のみで、試験の２日前までや実力

テストの前日の欠席は不可となります。必ずルールを守って、勉強を進めるようにしてください。

＜重要・１学期中間テスト範囲表提出のお願い＞
それぞれの中学校での１学期中間テストの範囲を調査するため、テスト範囲表を回収いたします。学校で配布

されましたら、提出をお願いいたします。コピーを取った上で返却いたします。なお今後提出済みの中学は、コミル

を使用するためのタブレット横の書棚に掲示いたします。

□４月月例テストデーター（27、28日で配布） □中学生・高速トレーニング大会参加申込書

配 提 （参加日の前日までに提出）

布 出

物 物



４月～５月の行事予定

ゴールデンウィーク中に２回職員研修日で休講があります。
（記号 ■塾内行事 □一般行事 ●高校受験関連）

月 火 水 木 金 土 日
２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ５／１

■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語 （休講日） （休講日） （休講日）
■２ＳＵＧ英語 ■６ＳＵＧ算数

■３ＳＵＧ理社 ■５ＳＵＧ４月度 ■１ＳＵＧ数学 ■宇津木不在 職員研修日
トレーニングジム ■２ＳＵＧ国語

■６ＳＵＧ４月度

トレーニングジム

■教室オープン ■教室クローズ ■教室クローズ ■教室クローズ
１７：００～２２：３０

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
（休講日） （休講日） （休講日） （休講日） ■３ＳＵＧ ■３ＳＵＧ ■定期テスト向け

５月月例テスト（理社） ５月月例テスト（３科） 高速トレーニング大会

職員研修日 ■５ＳＵＧ５月月例 開始19時 （兼早朝特訓）
■６ＳＵＧ５月月例

■１ＳＵＧ５月月例 ■定期テスト向け

■２ＳＵＧ５月月例 高速トレーニング大会 ■教室オープン
■教室クローズ ■教室クローズ ■教室クローズ ■教室クローズ ６：００～

クローズ時間未定
９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ数学 （休講日）
■２ＳＵＧ英語 ■６ＳＵＧ算数 ■６ＳＵＧ国語

■３ＳＵＧ理社 ■１ＳＵＧ数学 ■宇津木不在 ■１ＳＵＧ英語 ■定期テスト向け

■２ＳＵＧ国語 ■２ＳＵＧ数学 高速トレーニング大会

■教室オープン ■教室クローズ
１７：００～２２：３０

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２
■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ数学 （休講日）
■２ＳＵＧ英語 ■６ＳＵＧ算数 ■６ＳＵＧ国語

■３ＳＵＧ理社 ■１ＳＵＧ数学 ■宇津木不在 ■１ＳＵＧ英語 ■三者面談開始 ■三者面談
■２ＳＵＧ国語 ■２ＳＵＧ数学

■教室オープン
■教室オープン １３：００～２０：００
１７：００～２２：３０ （自習可）

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９
■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ数学 （休講日）
■２ＳＵＧ英語 ■６ＳＵＧ算数 ■６ＳＵＧ国語

■３ＳＵＧ理社 ■１ＳＵＧ数学 ■宇津木不在 ■１ＳＵＧ英語 ■三者面談 ■三者面談
■２ＳＵＧ国語 ■２ＳＵＧ数学

■６ＳＵＧ５月度 ■教室オープン
トレーニングジム① ■教室オープン １３：００～２０：００

１７：００～２２：３０ （自習可）

（注意事項）

①通常期、原則木曜日は宇津木は不在です。また木曜日の教室のオープン時間は17時からとなります。

②日曜・祝日は、原則授業は実施いたしません。ただしカリキュラムの進行上、別日に補習等を実施する場合があります。

③平日および土曜は午後2時以降、日曜・祝日は、上記の教室オープン時間内にて各自の授業教室や空き教室

３階の自習スペースなどを自習でご利用いただけます。

④（重要）年間スケジュールについての補足

夏期講習・中学部・中期特訓について…学年により特訓内容、実施日が異なります。

中３ＳＵＧ：北辰対策48時間特訓 理社→8／7（日）～8／10（水） 国数英→8／12（金）～8／15（月）

中１ＳＵＧ・中２ＳＵＧ：理社集中特訓 8／7（日）～8／10（水）

全員の方にご参加いただきますので、日程の調整をお願いいたします。なお小５・小６は中期の特訓講座はありません。


