
2022年 スクール２１県立御三家合格専門教室・北浦和校 夏期講習会・時間割 電話番号 ０４８（７８９）７５２１

（１）夏期Ⅰ期Ⅱ期・時間割
学年・クラス 中３ＳＵＧ 中２ＳＵＧ 中１ＳＵＧ 小６ＳＵＧ 小５ＳＵＧ 早朝特訓 午前特訓

授業時間帯・１コマ 14:35～18:45 １コマ75分 19:15～21:35 １コマ65分 19:15～21:35 １コマ65分 16:50～18:30 １コマ45分 16:50～18:30 １コマ45分 6:30～10:30 8:30～12:30

使用教室

７／２６ 火 理科・英語・数学 数学・国語 数学・国語 国語・算数 算数・国語

７／２７ 水 社会・国語・数学 数学・英語 数学・英語 国語・算数 算数・国語

Ⅰ期 ７／２８ 木 理科・英語・数学 数学・国語 数学・国語 国語・算数 算数・国語 開催予定

７／２９ 金 社会・国語・数学 数学・英語 数学・英語 夏期チェックテスト①＋フォロー授業 開催予定
７／３０ 土 理科・英語・国語 夏期チェックテスト①＋フォロー授業 開催予定

７／３１ 日 休 講

８／１ 月 社会・国語・数学 数学・国語 数学・国語 国語・算数 算数・国語

Ⅱ期 ８／２ 火 理科・英語・数学 数学・英語 数学・英語 国語・算数 算数・国語

８／３ 水 社会・国語・数学 数学・国語 数学・国語 国語・算数 算数・国語

８／４ 木 理科・英語・数学 数学・英語 数学・英語 夏期チェックテスト②＋フォロー授業 開催予定
８／５ 金 社会・英語・国語 夏期チェックテスト②＋フォロー授業 開催予定

（２）中期・中３・北辰対策・４８時間特訓 （３）中期・中１・中２理社特訓
学年 中３ＳＵＧ 学年 中３ＳＵＧ 中２ＳＵＧ 中１ＳＵＧ

授業時間帯 10:30～17:40 授業時間帯 10:30～17:40 18:10～21:30 18:10～21:30
８／７ 日 ４８時間特訓① ８／１２ 金 ４８時間特訓② ８／７ 日 理社特訓 理社特訓
８／８ 月 （理社） ８／１３ 土 （英国数） ８／８ 月
８／９ 火 ８／１４ 日 ８／９ 火
８／１０ 水 ８／１５ 月 ８／１０ 水

（４）夏期Ⅲ期Ⅳ期・時間割
学年・クラス 中３ＳＵＧ 中２ＳＵＧ 中１ＳＵＧ 小６ＳＵＧ 小５ＳＵＧ 早朝特訓 午前特訓

授業時間帯・１コマ 14:35～18:45 １コマ75分 19:15～21:35 １コマ65分 19:15～21:35 １コマ65分 16:50～18:30 １コマ45分 16:50～18:30 １コマ45分 6:30～10:30 8:30～12:30

使用教室

８／１７ 水 理科・英語・数学 数学・国語 数学・国語 国語・算数 国語・算数

Ⅲ期 ８／１８ 木 社会・国語・数学 数学・英語 数学・英語 国語・算数 国語・算数 開催予定

８／１９ 金 理科・英語・数学 数学・国語 数学・国語 国語・算数 国語・算数 開催予定

８／２０ 土 社会・国語・数学 数学・英語 数学・英語 開催予定

８／２１ 日 休 講

８／２２ 月 理科・英語・国語 夏期チェックテスト③＋フォロー授業

８／２３ 火 社会・国語・数学 数学・国語 数学・国語 国語・算数 国語・算数

Ⅳ期 ８／２４ 水 理科・英語・数学 数学・英語 数学・英語 国語・算数 国語・算数

８／２５ 木 社会・国語・数学 数学・国語 数学・国語 国語・算数 国語・算数 開催予定

８／２６ 金 理科・英語・数学 数学・英語 数学・英語 夏期チェックテスト④＋フォロー授業 開催予定

８／２７ 土 社会・英語・国語 夏期チェックテスト④＋フォロー授業 開催予定

８／２８ 日 休 講

８／２９ 月 休 講 （教室オープン→補習等で呼び出しの可能性あり、自習可）
８／３０ 火 公開模試（８月月例テスト） 中３・３科、中２・理社
８／３１ 水 公開模試（８月月例テスト） 中３・理社、中２～小５・３科または２科

９／１ 木 休 講 （教室オープン→補習等で呼び出しの可能性あり、自習可）

９／２ 金 休 講 （教室オープン→補習等で呼び出しの可能性あり、自習可）
９／３ 土 新学期開講 ※新学期の時間割は後日配布となります。



（５）注意事項およびお願い

Ａ．授業に関して → この講習会で徹底的に現学年の１学期までの総復習をし、２学期以降のテストで高得点を取りましょう！

①授業中は真剣に先生の話を聞き、疑問点があれば、必ずその日のうちに担当の先生に質問してください。

②授業終了後の「毎日の満足度アンケート」に、必ずその日の授業の理解度や確認テストの点数を記入しその日の授業を振り返ってください。補習等を希望する場合は、必ずアンケートに記入してください。

③担当の先生からもらった授業プリントなどは、各自きちんとファイリングしてください。またテストも同様です。

④宿題・課題は必ずこなしてください。ただし特殊な事情でこなせなかった場合は、授業前に先生まで申し出てください。

⑤授業を欠席した場合は、事前に配布済の宿題一覧に記載されているページやプリント類を確実にこなした上で次回の授業に参加するようにしてください。

⑥授業を欠席した場合は、原則宿題・課題および当日進んだページを各自こなした上で、翌日の以下の時間帯にてフォローを受けてください。
小５・小６→翌日以降の１８：３０～１９：００

中１・中２→翌日以降の１８：４５～１９：１５および２１：３５～２２：００

中３→翌日以降の１９：１５～

また上記のフォロー以外の時間でフォローを実施する場合もあります。詳しくは担当の先生からの指示に従ってください。

⑦授業中の理解度、確認テスト等の結果が悪い場合、種々の補習、フォローへの参加を指示する場合があります。担当の先生の指示に従ってください。

⑧授業終了後、テストのやり直し等で若干帰宅が遅くなる場合があります。保護者に送迎をしてもらっている場合はその旨を必ず連絡してください。

⑨講習中も教室オープン時間内で、授業教室および自習スペースで、自習することができます。上手に活用してください。
⑩講習中の最終下塾時間（この時刻以降は教室に残ってはいけない時間）は通常と同様に２２：００となります。

⑪中２・中１（7／30、8／5、8／22、8／27）、小６・小５（7／29、8／4、8／22、8／26）のチェックテスト＆フォローについて

それぞれの期間内の授業内容の確認にあたるチェックテストを実施、不合格の方はフォロープリントをこなしてもらいます。授業時間帯は講習の授業時間帯と同じです。

⑫８／３0、８／31には夏期講習の総まとめの公開模試（８月度月例テスト）が実施されます（テストは中２・中３生は５教科、中１生は３教科、小学生は２教科）。テストは全国的なレベルのもので、偏差値や志望校判定（中２、中３のみ）など参考になるもの

です。高得点を取れるように頑張ってください。（テスト代は有料です。講習生の皆さんは別途お申し込みください。内部生は年間のテスト代としてすでにご納入いただいております。）

⑬９月度の各クラスの開講日は以下となります。時間割は後日配布いたします。

小５SUG：９／７（水）国語 小６SUG：９／７（水）算数 中１SUG：９／５（月）国語 中２SUG：９／５（月）英語 中３ＳＵG：９／３（土）数学

Ｂ．塾生活のルール → 塾のルールを守って、気持ちよく、皆で勉強をしていきましょう！

①授業を欠席、遅刻する場合は、必ず事前に電話連絡をしてください。連絡がなく欠席の場合は教室から確認の電話を入れます。

②座席は指定制です。視力の関係で不都合がある場合は、担当の先生に申し出てください。

③入退室の際には、必ず受付周辺で手指の消毒をおこない、マスクをきちんと着用してください。

④登下塾の際には、必ずメンバーズカードのQRコードをタブレットで読み取り、入退室のメール配信をしてください。

⑤安全管理上の点から夜８時以降玄関を施錠する場合があります。遅れて来た皆さんは、インターホンを押してください。

⑥トイレは２階に男女用１つずつ、３階に男子用１つ、女子用２つありますが、混み合っている場合は、授業中に許可を得て利用してください。

⑦休憩時間などにペットボトルなどを飲んでかまいせん。ただし以下のルールを守ってください。

・授業中に飲むのは不可。また授業中が机の上に置かずに、バック等にしまっておくこと。

・空き缶、空きびんは指定されたゴミ箱に入れること。

⑧ジュース類以外の紙ゴミ等は、塾内にある指定されたゴミ箱に入れてください。

⑨長時間の授業および特訓の際に軽食の用意をお願いする場合があります。担当の先生の指示に従ってください。

⑩テキスト、ノートには必ず名前を記入してください。テキストを紛失してしまった場合は、再度購入していただくことになります。

⑪定期的に配布される「御三家専門教室通信」は必ず保護者のかたに見てもらってください。また過去の教室通信は、通路沿いの壁にクリップでまとめてあります。必要に応じて、追加で取るようにしてくださうい。

Ｃ．講習生の皆さんへ → ９月以降もこの県立御三家合格専門教室・北浦和校で一緒に勉強をしていきましょう！

①９月以降、継続受講をご希望される場合は、講習手続きまたは講習中に配布される書面に従い、入塾手続きをおこなってください


