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４月度開講を迎えて

春期講習会もあっという間に終わり、いよいよ先週９日（土）より新学期が始まりました。気持ちも新たに、それぞれ

の学校で頑張っていってください。我々も全力で生徒の皆さんを応援していきます。

さて今週号の御三家専門教室通信では、生徒の皆さんが新鮮な気持ちを抱いているこの時期の参考にしていただ

くために、中学部の学年ごとの指導目標の概略をお伝えいたします（小学部の指導目標は保護者会にてご案内いた

します）。詳細は、４月１７日、２４日に実施いたします保護者会でご案内いたします。

①中１生

中１生は、環境の変化に一日も早く自分を対応させることが何より重要なこととなります。小学校の会話中心の学

習から文法中心の内容に大きく変化した英語、新たな単元である正負の数が出現する数学、そして部活動の始まり

など、生徒の皆さんを取り巻く環境がこの１～２ヶ月で大きく変化していきます。そのような新しい環境にも慣れて、し

っかりとした対応力を身につけることが、新しい学習内容にも対応できる下地を作っていきます。小学校時代とは比較

できない程の学習内容の増加、また授業進度の速さにきちんと対応することは、簡単なように見えてなかなか難しい

ものです。自分勝手な「計画」では、乗り切ることにかなりの困難が伴いますし、効率的な学習、適切なアドバイスが

何よりも必要になります。具体的には、中学校での授業の受け方、ノートの取り方＆使い方、答え合わせの仕方、暗

記の方法、家庭学習の仕方など、学習方法の基本となる事柄の修得を目指します。この学年の目標は、環境の変化

に対応する力をつけること、計画性をもって物事を考えること、計画を確実に実行する行動力をつけること、効率的な

学習方法の基礎を身につけることだと宇津木は考えています。今後も、学習以外の面でも様々なアドバイスや指導を
おこない、生徒の皆さんの対応力を育む手助けをしてまいります。しっかりと頑張っていきましょう。

②中２生

この学年の目標は、何といっても「自立した学習を確立すること」に尽きます。これまで以上に、中学校での学習と
入試に向けて学習との両立が必要になってくるはずですし、それらを確実にこなしていかないとなかなか成績は向上

していきません。しかしながら、生徒の皆さん自身、その時期その時期で何が必要か、ひとつのことをクリアーした後

自分たちはどうしていけばよいのか、正直これらの勉強の進め方のポイントは意外と難しく、ともすれば自己流に陥り

がちです。教室では、今後も、それらを常に意識しながら学習指導を進め、生徒の皆さん自身のやる気を常に向上さ

せていけるように指導を続けていきます。また、この学年は、中学校生活で中心的な役割を担うことが多くなります。

将来の目標や目的意識を持つこともとても大切なこととなります。それらを実現するためにも、今何が必要かという自

立的な思考ができるかどうかが最大のポイントになります。勉強は大変ですが、やりがいのある学年です。心機一転
頑張っていきましょう。

③中３生

人生の節目である高校入試に向けて、努力することの大切さ、その成果を上げることの達成感を経験していただき

つつ、皆さんの第一志望合格という目標に向けて頑張っていただく最後の仕上げの一年となります。第一志望合格に

向けて何をすればよいか、自分の弱点をどのように克服するかを明確に指示し、それらを確実に実行していっていた

だきますが、それらは与えられるものではなく、常に皆さん自身にも考えていただきつつ、必要な時には相談をしても



らい、自分が取るべき行動を自分で判断し、確実に実行し、そして成績を安定させることが最大の目標となります。自
分の目標をしっかり正面から見つめ、立ち向かう姿勢を確立することが、受験を成功させるための第一歩であり、不

可欠なこととなります。長いようで短い一年。とにかくいろいろなことがあるかと思います。最後の最後まであきらめ

ず、油断せず、この一年間頑張っていきましょう。

２０２２年度 県立御三家合格専門教室・北浦和校の月例テストについて

続いて、今年度実施する月例テストの予定、その種類および目的をご案内いたします。ご存じのように、テストの目

的は、既習単元・分野の理解度・定着度を測ることにあります。得点できなかった単元・分野の理解度・定着度・応用

力が不十分であることを示してくれる貴重な『学力の鏡』です。この『学力の鏡』を活用するかしないかで、その後の成

績は大きく異なってしまいます。県立御三家合格専門教室・北浦和校では、授業で、補習で、この『学力の鏡』を大切

にしていきたいと考えています。

（１）月例テストの実施予定
２０２２年度月例テストの実施予定は以下の通りです。

○育伸学力テスト ☆育伸学力判定模試

本科コース 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

中３ ＳＵＧ （５科） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆

中２ ＳＵＧ （３科・５科） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中１ ＳＵＧ （３科） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小５・６ ＳＵＧ （２科） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（注）中３生は年間を通じて５科。

（注）中２生は８月、１月は５科。その他の月は３科。

（２）月例テストの種類と目的、成績目安
それぞれのテストの結果・資料は、その後の学習指導・進路指導に活用いたします。

テストの種類 対象学年・コース テストの目的

育伸学力テスト 中３ＳＵＧ 全国規模の母集団をもつ学力テストで、既習の学習単元の理解度・定着

中２ＳＵＧ 度、および応用力を含めた総合的な学力を測定します。領域別学習診断を

中１ＳＵＧ 利用して弱点分野をチェック・克服し、より確かな学力を身につけていきま

小５・小６ＳＵＧ す。偏差値データを利用して、テスト受験時点での相対的学力の把握と志

望校判定を行います（対象テストは、中２の８月度以降と中３です）。

育伸学力判定 中３ＳＵＧ 偏差値データと内申データーの両方を活用して、埼玉県公立入試の合否情

模試 報を得るためのテストです。このテストの最大のポイントは、中３塾生内での

志望校別位置による正確な志望校判定が可能であるという点です。形式も

埼玉県公立入試と同じ模試となりますので、本番入試の予行演習になりま

す。北辰会場テストの偏差値よりもこちらの結果のほうがより重要です。

成績に関する目安、特に偏差値や得点における目安は、生徒の皆さん個々の学力によって異なりますので、保護

者会や今後の三者面談等でご案内してまいりますし、今後の教室通信でもご説明してまいります。

そして今回は、もうひとつの目安である「全塾順位」についてご説明いたします。スクール21は、全体で５６の教室が

あり、それぞれの教室でも、生徒の皆さんが各自の目標校に向かって、日々頑張ってくれています。スクール21では

浦高一女大宮に例年それぞれ１００名～1２０名前後の合格者を輩出してまいりましたし、国立、開成、早慶等にも例

年６０～７０名前後の合格者を輩出してきました。埼玉県内のあらゆる地域の中学生が教室は異なりますが、第一志

望合格、そして成績向上を目標に、頑張ってくれているわけです。そういう中での順位ですから、偏差値や得点もさる

ことながら、かなり参考となるもので、今後この順位も定期的にお知らせをしていきます。以下学年別に簡単にまとめ

ます。

①中３生…県立御三家合格を目指すならば、月例テストである育伸テストにおいて最低でも全塾上位１０％以内にラ

ンクしていただきたいところです。さらに全塾で１００位以内ならばほぼ安全圏といえますし、常に２０位以内（可能

ならば常時ひとケタの順位）ならば国立附属校も十分狙えます。



②中１・中２…同様に月例テストである育伸テストにおいて最低でも全塾上位１０％以内。中３同様、中２で５０位以

内、中１で３０位以内にランクインできればまず安全圏ですし、将来的に難関国私立も狙えます。

生徒の皆さんおよび保護者の皆様へのご連絡

□１ 先週９日（土）より４月度授業が開始され、全学年順調なスタートを切っています。生徒の皆さんが新たな気持ちで

学校生活をスタートできるように、担当スタッフ一同、今まで以上に気合いを入れて、取り組んでまいります。ご質

問・ご相談等ございましたら、ご遠慮なく宇津木までお申し出ください。４月新学期が開講し、気持ちも新鮮なこの

時期、再度塾での学習を進めていくなかでの注意点やお願いを再度まとめます。

★１学期授業担当者一覧
下記に４月以降の授業担当者をまとめます。３月、春期講習と変更はありません。

国語 数学 英語 社会 理科 今後も、教科的なご相談、ご質問はそれぞ

３ＳUG 安場 松坂 阿部 宇津木 舞木 れ教科担当者まで、全般的な内容は宇津

２ＳUG 大久保 宇津木 中島 木までお願いいたします。

１ＳUG 大久保 宇津木 若生

６ＳUG 若生 宇津木

５ＳUG 大久保 宇津木

①毎日の満足度アンケートをきちんと書いてください。
毎回の授業での理解度や疑問点のあるなしを聞く重要なアンケートです。その日の授業を振り返りながら、真面

目に記入するようにしてください。

②授業を欠席した場合→以下の２つの方法のうちどちらかの方法でフォローをします。
担当の先生の指示に従ってください。

・平日空き日または授業の前後に補習をする方法。

授業を欠席したその日または直近の授業日に担当の先生と「いつ補習をやるか」を相談してください。

・授業中にやった問題やプリントを後日自分でやり、その後担当の先生に見てもらう方法。

その日の授業内容が新出単元ではなく問題演習であった場合はこの方法を取る場合もあります。

③小テストや確認テストでは合格点を取ろう！
授業中は何らかの暗記テストや確認テストが毎回行われます。試験範囲や内容は事前に告知しますので、必

ず合格点を取れるように覚えてきてください。なお単元ごとの確認テストである『エレメントテスト（昨年までの単元

テスト）』は教科により実施日が異なります。詳細は担当者からの指示にしたがってください。

④宿題・課題は必ずこなしてください。
各教室の壁に『宿題掲示表』が貼ってあります。宿題等が分からなくなった場合や授業を欠席した場合は、それ

を見て必ずやってくるようにしてください。ただし何らかの事情で宿題がこなせなかった場合は、必ず授業前に担当

の先生まで、申し出るようにしてください。

⑤スクパスをきちんとこなしてください。
昨年から実施している反転学習（中学部英数、小学部算数）やエレメントテスト（国語はなし）のフォロー問題、小

学生算数のデイリートレーニング、中３英語の基礎トレ、中１・中２英数の基礎トレなど、現在多くの学年、教科でこ

のスクパスを利用した勉強をやっていただいています。詳細は担当者から指示をしておりますが、昨年も大半の方

はきちんと進めてくれましたが、残念ながら担当の先生からしつこく注意を受けてもきちんと進めていない方も一部

いました。今年度進捗状況がよくない方には、直接宇津木から厳しい注意を与えます。

（参考） 主なスクパスを利用した学習教材

テスト・教材名 対象学年 利用開始日

基礎トレ365 ※中３は英語、中２は英数 中２・３ 4月11日(月) ※中１は9月より学習開始。

デイリートレーニング（算数） 小５・６ 3月12日(土)

英単語暗記ブック・基本文音声 中１・２・３ 3月5日(土)



エレメントテスト・フォロー課題 全学年 3月5日(土)

授業動画 全学年 3月5日(土)

⑥自習室を上手に活用してください。
オープンしている日曜・祝日および平日・土曜午後２時以降、各自の授業教室や３階の自習スペースを自習室

として利用できます。上手に活用してください。

□２ ＜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を今週後半より配布いたします。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）
今回は、４／５までに提出があった方の３／１９までの利用代金を４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。

□３ ＜２０２２年度第１回保護者会＆生徒合同保護者会の実施について＞
2022年度第１回の保護者会を小５～中２の皆様は４月１７日（日）、中３の皆様は４月２４日（日）に実施いたしま

す。すでにご案内の書面は３月に配布済です。

①４月１７日（日）実施

小学生：生徒＋保護者合同（約８０分） １４：００～１５：２０程度

中１：生徒＋保護者合同（約９０分） １６：００～１７：３０程度

中２：生徒＋保護者合同（約９０分） １８：００～１９：３０程度

②４月２４日（日）実施

中３：生徒＋保護者合同（120分以内・休憩あり） １７：００～最大１９：００まで
→15時程度から教室にて自己採点大会を実施、その後17時から保護者会に合流

宇津木以外の各学年・各教科担当者からのご報告や今春卒塾した新高１生の体験談等もいたしますので、ぜひ

ご出席をお願いいたします。

□４ ＜重要・直近の各種テスト日程＞
直近の各種テスト日程を下記にまとめます。ご確認ください。

①４／２４（日）→中３・第１回北辰テスト
いよいよ中３生は勝負の北辰第１回を迎えます。３月から開始された中３としてのここまでの勉強は、このテスト

で高得点を取るためにあったと言っても言いすぎではありません。例年この第１回は、教科によっては比較的難し

いものも出題され、ある意味本当の実力が試されます。とにかく頑張りましょう。テスト後、１５：００程度から自己採

点大会を実施いたします（終了次第、保護者会会場に移動していただきます）。詳細は後日宇津木からの指示に



従ってください。

②５月度・月例テスト

５ＳＵＧ・６ＳＵＧ・１ＳＵＧ・２ＳＵＧ…５／６（金）

中３・３科…５／７（土） 中３理社…５／６（金）
上記のように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。今回の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。今回の試験範囲は下記となります。

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）】

□５ ＜再掲・重要＞４月度トレーニングジムについて
４月度は以下の日程にて各学年とも１回ずつレーニングジムを実施いたします（ただし小６のみ２回）。都合によっ

て参加できない方は宇津木まで申し出てください。

①中３…４月２２日（金） １９：３０～２１：４０ 社会

中３生は２４日実施の北辰テスト第１回の社会の対策授業をおこないます。ちなみに今年度の社会の試験範囲

は歴史が広くなっていますので要注意です。

②中２…４月２３日（土） １９：３０～２１：３０ ５月月例対策 ※４月月例の結果より変更いたします。
また３月は１学期の中間テスト向けの理科の対策をおこないましたが、社会を追加で実施する可能性もありま

す。詳細は生徒の皆さんと相談いたします。

③中１…４月１９日（火） １９：３０～２１：３０ ５月月例対策 ※前回の教室通信の日程にミスがありました。

④小６…４月１８日（月）、２５日（月） １７：２０～１８：５０ ５月月例対策

⑤小５…４月２６日（火） １７：２０～１８：５０ ５月月例対策



今年度のトレーニングジムは以下のように実施いたします。曜日等の調整をお願いいたします。

中３…１学期のみ金曜に弱点補強講座として月２回実施予定。２学期以降は土曜午後実施。

中間期末テスト実施月は高速トレーニング大会に振り替えるため、実施しない予定。

中２…１学期のみ土曜に弱点補強講座として月２回実施予定。中間期末テスト実施月および２学期以降は

すべて高速トレーニング大会に振り替えるため、実施しない予定。

中１…１学期は火曜実施（月２回程度）。中間期末テスト実施月および２学期以降はすべて高速トレーニン

グ大会に振り替えるため、実施しない予定。また２学期以降、月２回程度火曜に理科・社会の対策

授業を実施予定。

小６…月２回程度月曜に実施予定（原則月の後半の２週）。ただし当面は月１回実施。

小５…月１回最終火曜に実施予定。

□６ ＜重要＞小学部春期チェックテスト＋中学部春期講習チェックテスト②結果報告
先週４月４日（月）に小学生の皆さんは春期講習中の授業内容の復習および確認のために春期チェックテストを、

中学生の皆さんは４月５日（火）に前回同様２回目の春期チェックテストを実施いたしました（中３数学①は４月４

日、数学②は４月６日に実施）。学年ごとに得点結果をまとめます。以下得点順です。全学年全教科、目標点は10

0点満点ですが、とりあえずこの点数を取ってもらえれば大丈夫という合格点を設定しています。ちなみに小５生は

おひとりのため、下記には掲載いたしませんが、算数、国語とも合格点をクリアーしています。なお中学生の皆さ

んで２回連続不合格の方には、別途学習の指示および補習の実施の案内を始めています。またこの春期チェック

テストのデーターは、保護者会資料の一部として配布いたします。

①中３数学①（合格点90） 100、100、100、100、93、91、81、73 ８名中６名合格

①小６算数（合格点90） 100、100、100、90、60 ５名中４名合格

②小６国語（合格点96） 100、100、99、97、80 ５名中４名合格

③中１英語（合格点100） 100、100、90、90、80、80 ６名中２名合格

④中１数学（合格点90） 100、100、100、96、96、86 ６名中５名合格

⑤中１国語（合格点96） 100、100、100、96、96、90 ６名中５名合格

⑥中２英語（合格点90） 100、100、100、100、100、100、100、93、93、80 10名中９名合格

⑦中２数学（合格点90） 100、100、100、100、94、94、94、84、84、73 10名中７名合格

⑧中２国語（合格点96） 100、100、100、100、100、100、98、98、98、98 全員合格！

⑨中３英語（合格点90） 100、100、100、100、100、100、100、99 全員合格！

⑩中３数学②（合格点90） 100、100、100、100、100、92、86、49 ８名中６名合格

⑪中３国語（合格点90） 100、100、100、100、100、96、96、96 全員合格！

（参考）昨年の春期講習の春期チェックテスト②の得点状況 ※中３数学は19点満点

①小５算数（合格点80） 95、85 全員合格！

②小５国語（合格点96） 100、98 全員合格！

③小６算数（合格点90） 100、100、95、95 全員合格！

④小６国語（合格点96） 100、100、100、98 全員合格！

⑤中１英語（合格点95） 100、100、100、100、100、100、100、100、100、100、100、96 全員合格！

⑥中１数学（合格点90） 100、100、100、100、96、96、96、96、96、94、90、90 全員合格！

⑦中１国語（合格点96） 100、100、100、100、100、100、100、100、98、98、98、98 全員合格！

⑧中２英語（合格点90） 100、100、94、94、81

⑨中２数学（合格点87） 100、100、88、81、76

⑩中２国語（合格点96） 100、100、100、100、100 全員合格！

⑪中３英語（合格点95） 100、100、100、100、100、100、100、100、100、98、98、97 全員合格！

⑫中３数学（合格点16） 19、19、19、19、19、19、19、18、18、18、17、17 全員合格！

⑬中３国語（合格点100） 100、100、100、100、98、98、98、98、98、96、90、88

今回は、学年別ではなく、教室全体の成績状況としてコメントいたします。



結果は上記の通り、５学年全12教科延べ９０名中合格点クリアーは７４名で合格率は約８２％ですので、大半の方

は大変よく頑張ってくれました。宇津木を初め、各担当者からかなりのハッパをかけられていたはずで、その中でし

っかりと合格点を取ってくれた方が多かったことは、さすが御三家北浦和教室の皆さんであるとホッと胸をなでおろ

しました。全教科満点の方も、中３・１回目で３名、２回目で２名、中２で１名、中１で１名出てくれました。ただし問題

はここからで、上記のように不合格の方も相当数出ています。このような合格点が設定されているテストでは確実

に合格点を取らないといけません。新学年の最初の関門がこの春期のチェックテストであったわけですが、この不

合格の方はある教科だけが不合格という方も一部いますが、複数教科で不合格という方もおり、そのような方は

完全に勉強不足、準備不足です。厳しい言い方となってしまいますが、何とかなると考えていませんでしたか。本

当に合格点を取れるだけの勉強をやりましたか。前述しましたように、中学生の皆さんで２回連続不合格の方に

は、別途学習の指示および補習の実施の案内を始めていますので、該当者はここでしっかりと復習をし、今後に

つなげるようにしてください。

□７ ＜重要＞４月度月例テスト・採点結果報告
先週４月７日（木）・８日（金）の両日で４月月例テストが実施されました。実際のデーターは、４月２7日（水）に業者

から返却となりますので、しばらくお待ちください。今回皆さんも自分の出来がどうであったか気になるでしょうか

ら、各担当者が採点をした結果を下記にまとめます。参考にしてください。なお中３英語、理科を除いて、皆さんの

得点は確定しています。

４月度月例テスト・クラス別平均点 ※小５生は在籍１名のため割愛いたします。

国語 数学 英語 社会 理科 ３科 ５科 国語 数学 英語 社会 理科 ３科 ５科

３ＳＵＧ 80.5 92.0 86.5 87.1 74.1 259.0 420.3

２ＳＵＧ 78.1 89.5 84.0 251.6

１ＳＵＧ 83.7 92.4 91.3 267.4

６ＳＵＧ 61.2 83.2 144.3

（参考）今年度４月月例・得点分布表 ●ひとつが１名示します。小５生の分布表は割愛いたします。

①中３・４月月例・５科 ②中２・４月月例・３科

460～ 280～

450～ 270～

440～ 260～

430～ 教室内部情報のため割愛 250～ 教室内部情報のため割愛

420～ 240～

410～ 230～

400～ 230以下

390～

390以下

③中１・４月月例・３科 ④小６・４月月例・２科

290～ 180～

280～ 170～

270～ 教室内部情報のため割愛 160～ 教室内部情報のため割愛

260～ 150～

250～ 140～

240～ 140以下

詳細は４月１７日および２４日実施の第１回保護者会でご案内いたしますが、学年ごとに簡単に成績状況をコメ

ントいたします。なお採点済答案は、保護者会の資料として当日配布いたします。また生徒の皆さんに、答案のコ

ピーをテスト終了後配布してありますので、自己採点が可能な状態となっています。

①中３

全体的には昨年同様かなり頑張ってくれました。宇津木自身不安を感じていた社会は春期講習で地理を徹底



的に復習したこともあり、何とか全員許容範囲に収まりましたし、英語、数学も９０点台を取ってくれた方が多く、３

月の北辰テストに続き、とりあえずはひと安心というところです。県立御三家を狙う場合のこの中３月例テストの５

科偏差値目安は６４～６５（月例偏差値は北辰テスト偏差値よりも５～７程度低目に出ます）。どの程度の偏差値

が出るか注目しています。ただし理科だけ全体的に得点状況が低い点とある特定教科だけかなり沈んでいる方が

出ている点が逆に不安要素として挙げられます。鉄は熱いうちに打たなければなりません。とにかく該当の皆さん

は、テストの解き直しや自分が苦手と感じる単元の補強をすぐに開始し（すでに取りかかっている方も出ていま

す）、何としても次回の５月月例テストおよび第１回北辰会場テストで頑張りましょう。

②中２

前回の教室通信でもご報告いたしましたが、今回の春期講習でクラスの雰囲気がガラッと変わりました。さてど

んな結果を残してくれるか楽しみにしていましたが、やはりそうは甘くはいかなかったようです。英数で差がつかな

かった分、昨年同様、国語の出来で３科合計点が決まってしまう結果でしたが、細かく見ていくと英語、数学でも凡

ミスの類で失点している方が目立ちます。春期講習のチェックテストでもそうでしたが、「最後の詰めの甘さやあと１

問を確実に取る」という点では、まだまだと言わざるをえない状況が続いています。また教科的には、英語で８０点

以下の方が心配です。とにかく間違った問題、できなかった問題はすぐに見直し、次回の５月月例では確実に高

得点を取るように頑張っていってください。今の雰囲気なら宇津木は十分やれると感じています。さあ次回５月月

例では英語、数学のいずれかは100点を目指しましょう。頑張れ！

③中１

他学年と同様、英語と数学で差がつかなかった分、国語の出来で合計点が決まってしまう結果となりました。た

だし中２以上に甘さが目立つ結果となっています。例年であれば英語数学のいずれかは100点満点の方が多いの

ですが、英語の100点満点は０名、数学は１名のみで、今後この凡ミスの類が本当になくせるかどうかがこの学年

の最大のポイントといえます。また小６から持ち上がりの皆さんが全体的に良好であるのに対して（それでもけっこ

うミスは出ていますが）、新規入塾の皆さんはまだまだという状態です。やはり一年間この教室でしっかりと「訓練

を積んだ皆さんとそうでない皆さんの差」といえるかもしれません。新規入塾の皆さんは、塾で学習を始めてまだ１

か月ですので、やむを得ない面はありますし、まだまだこれからであることはいうまでもありません。とにかく該当

の皆さんは、何としても次回の５月月例テストで頑張りましょう。

④小６・小５

大半の小６の皆さんは算数は９０点台と良好な結果を残してくれたのですが、問題は国語です。若干文章が難

しかった面はあるものの、時間内にきちんと読み切れず、最高でも７０点台という結果でした。今回のように文章が

難しくなった場合、当然読むスピード、理解するスピードが必要なわけですが、そこはまだまだであるというのが今

回はっきりした点です。この難しい文章を速く読んできちんと理解するためには、通りいっぺんの勉強ではできるよ

うになりません。今後トレーニングジムを含む授業の進め方や宿題課題も再検討していきますが、ポイントは皆さ

んの今後の取り組み方がその向上度合いを決めてしまうという点です。間違ったものや出来なかったものは、トレ

ーニングジムでやり直しをします。昨年からご案内しています通り、この２学年の目標は偏差値60超えです。とりあ

えず大半の皆さんは宇津木が考える下限の１４０点以上はクリアーしていますので、次回は全員が１６０点以上を

取れるように頑張りましょう。

そしておひとりで頑張っている小５生です。結論は国語、算数ともまったく問題のない点数を取ってくれました。

やはりふだんからの頑張りがそのまま点数に出ています。この調子でこれからも頑張っていきましょう。

□８ ＜重要・学校行事予定表提出のお願い＞
それぞれの学校での各種行事日程を調査するため、行事予定表（年間スケジュール）を回収いたします。学校

でも配布されましたら、ご面倒でもご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。ご協力をお願

いいたします。

□９ ＜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。まだ大半の中学で行事予定



が固まっていないこともあり、本日以降、４月実施分の参加申込書を配布いたしますので、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・４月度～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。

①４月２３日（土）１４：３０～１８：４５（対象：全学年）

②５月７日（土）１４：３０～２１：３０（対象：全学年・中３は１８：４５まで）

③５月１４日（土）１４：３０～２１：３０（対象：全学年・中３は１８：４５まで）

④５月２１日（土）１４：３０～２１：３０（対象：全学年・中３は１８：４５まで）

※５月度は平日夜も実施する可能性があります。

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） 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昨年まで使用していたもの

ではなく、新しいファイルを近日中に配布いたします。また中１の皆さんには、このファイルシステムのやり方を近

日中に説明いたします。

（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。

□中学生・高速トレーニング大会参加申込書 □第１回保護者会出欠回答書

配 （４月実施分のみ） 提 提出期限：小５～中２→４月１５日（金）

布 出 提出期限：中３→４月２１日（木）

物 物 □中学生・高速トレーニング大会参加申込書

（参加日の前日までに提出）



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
１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

■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 ■小５～中２第１回
■３ＳＵＧ理社 ■１ＳＵＧ数学 ■宇津木不在 ■１ＳＵＧ英語 合同保護者会

■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）

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
■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 □中３北辰①
■３ＳＵＧ理社 ■１ＳＵＧ４月度 ■１ＳＵＧ数学 ■宇津木不在 ■１ＳＵＧ英語 ■定期テスト向け →自己採点大会

トレーニングジム ■２ＳＵＧ国語 ■２ＳＵＧ数学 高速トレーニング大会 ■中３・第１回
■６ＳＵＧ３月度 ■２ＳＵＧ４月度 合同保護者会
トレーニングジム ■３ＳＵＧ４月度 トレーニングジム

トレーニングジム ■教室オープン
■教室オープン （社会補習） １５：００～２０：００
１７：００～２２：３０ （自習可）

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 （休講日）

５月月例テスト（理社） ５月月例テスト（３科）

職員研修日 ■５ＳＵＧ５月月例

■６ＳＵＧ５月月例 ■定期テスト向け

■１ＳＵＧ５月月例 高速トレーニング大会

■教室クローズ ■教室クローズ ■教室クローズ ■教室クローズ ■２ＳＵＧ５月月例 ■教室クローズ

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

（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。


