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教室ホームページをリニューアルいたしました！

皆様、このたび５月１８日（水）から教室ホームページをリニューアルいたしました。以前のホームページは、管理や

作成を専門の会社がおこなっていたため、更新するにしても数日かかっていましたし、雰囲気もちょっと固いものでし

た（笑）。開校２年目を迎え、いろいろな記事や写真をもっとタイムリーにアップし、教室での取り組みのご報告やお知

らせ、塾生の皆さんや保護者の皆様へのご連絡などを、この教室通信と並行して定期的におこなうための変更です。

ホームページを開くたびに、何か新しい記事や写真が掲載されている、そんなホームページにいたします。今回のリ

ニューアルはお子様方を通じてご案内済で、すでにたくさんの保護者の皆様もご覧いただいているようです。先月５月

２３日から２９日、そして５月３０日から６月５日の私どもの教室ホームページの視聴者数は何と２週連続で全塾第２位

でした（他の教室とは在籍数はまるで異なっている状況でのこの視聴数はちょっと驚異的な感じです）。大変ありがと

うございます。今後は、まずホームページにてのご案内が先行することが多くなると思われます。塾生の皆さん向けに

檄を飛ばす内容の記事以外に、軽い読み物風の記事も意識的にたくさん入れています（笑）。ご期待ください。

スクール２１ホームページの当御三家北浦和校のページです。

QRコードを読み取っていただき、保存をお願いいたします。

いよいよ「勝負の６月」となりました！ さあ頑張れ！

３月から始まった今年度の学習も３か月が経過しました。その間、春期講習会があり、月例テストは２回、中３生の

み北辰会場テストが４月にあり、そして中学生の皆さんは全中学で中間テストが終わりました。中間テストを実施しな

い中学も一部あったものの、とりあえず大半の皆さんがここまでにいくつかの大きな「関門」や「試練」を経験し、それら

を乗り越えつつあります。皆さんにとっての最終目標は、『埼玉県公立入試において、浦和・大宮・浦和一女の県立御

三家に余裕をもって合格していただく』ことですが、その最大の関門である入試本番に向けて、教室でしっかりと授業

を受け、担当の先生の指示にしたがって自宅で宿題・課題をこなし、その上で皆さんなりにいろいろと工夫しながらこ

こまで勉強を続けてきてくれました。そしていよいよ６月を迎え、本日はすでに６月１０日です。皆さんを脅すつもりは

毛頭ありませんが、「勝負の６月」です。昨年もこの時期に同様のことを申し上げましたが、特に中３の皆さんにとって

は、今年度上半期の最大の勝負の月、頑張りどころの月となります。今年３月の新学期開講から、教室ではいろいろ

な取り組みを続けてきました。この６月を無事に乗り切ることができれば、７月、そしていよいよ夏期講習となります。

それではなぜこの６月が「勝負の月」となるのかをご説明します。

①塾での月例テストはいよいよ３回目となります。
小５・小６の皆さんは今年度３回目の月例テストとなります。全体的に良好であった前回の５月からどれだけ点数を

上げられるかですが、皆さんはすでにある程度の点数に達しています。ですから言い方を変えると、いかに凡ミスをな

くし、同じような点数をキープし続けることができるかどうかがポイントとなります。また６月月例の小６算数には、いよ

いよ小６内容（対称な図形）が出題され、オール復習内容ではなくなります。３月からの授業内容の定着がどの程度

のものなのかが試される出題に変わるわけです。ところが先週実施をした６月月例の小６算数では、小６内容の「対

称な図形」は全員の方が満点であったのに対して、大問１などの計算問題で凡ミスが目立ったり、小５内容の問題で

ミスが目立ち、学年平均は約８０点でした。今回の失点に関しては、先日宇津木から厳しい注意を与えました。さて７

月以降どうなるかです。



次に中学生の皆さんの月例テストでは、英語・数学では全学年とも新出単元が出題されます。すでに中１数学は４

月から正負の数が出題されていますし、中２数学の６月はまだ式の計算ですが、中３数学はいよいよ因数分解が出

題されます。まさか公式や解き方を忘れてしまったなんてことはありませんよね？ 小６算数と同様に、３月から塾で

学習した範囲が続々と出題され始めるわけです。５月までの大半が復習内容であった月であれば「今までの貯金」で

何とかなっていたものが、いよいよ直近の皆さんの勉強の頑張りが試される出題に変化していくわけです。確実に全

問正解できるかどうか。４月、５月と何とか高得点をキープし続けていたものが、一気に差が出るのが例年この６月あ

たりです。さて結果はどうであったですが、結論は中１～中３の数学は３学年とも結果は、小６とほぼ同様の結果でし

た。いわゆる直近の学習内容に関する問題は全員の方がほぼ完璧であったのに対して、計算ミスを含むいわゆる凡

ミスで失点してしまった方や前学年までの学習内容で失点している方が多く、３学年とも学年平均は90点～93点程度

でした。実際、この数学の学年平均は90点～93点ですからけして低いわけではありません。ただし問題となるのは、

その失点した問題の種類、そしてその間違え方です。けして低くはないものの、もう一歩という感じです。

②各中学での中間テスト結果を受けて、いよいよ１学期の通知表を決める期末テストがあります。
次に来月６月末から一斉に各中学で期末テストが実施されます。すでに教室ホームページでは実施済の１学期の

中間テストの結果について全体的な総括記事をまとめましたが、皆さんおおむね良好な得点を取っていただいたよう

です。初めて中間テストを受けた中１の皆さん。とにかく、どういう問題が出るのか、どのような準備をすればよいの

か。手探りな状態でここまで最大限のことをやって、テストに臨んでくれたはずです。そして今回、良好な結果であれ

ば、次回も同じような準備をした上で、さらにいろいろ工夫をしてもらえばよいわけです。しかし逆に結果が思わしくな

かった場合、今回のやり方を分析し、何かを変えなくてはいけません。また答案も細かくチェックする必要もあります。

ひとつの目安は４５０点を超えられたかどうかです。

そして中２・中３の皆さんです。皆さんはすでに昨年何回も中間・期末テストを経験し、この塾で勉強をしながら、テ

スト勉強をやってきました。少なくとも「こうすれば点数は取れる」というポイントややり方も何となくはわかっていたは

ずで、今回もそれを実践してくれたはずです。また宇津木がしつこくなるほど言った「問題を解くだけではダメ」という指

示にしたがい、今回もテスト本番に臨んでくれたはずです。中１生と同様、過去の得点状況と比べて、出来はよかっ

た、またはまあまあであれば問題はありません。もうちょっと点数は取れたなと思える教科があれば、次回はちょっと

やり方を工夫してもらって、その目標点を取ってもらえばよいわけです。しかし、思うような得点を取れていない場合は

問題です。ちょっと言い方は厳しくなりますが、この教室で県立御三家合格を目指していく場合に、この中間・期末テ

ストの勉強を最上位に持ってくることはできませんし、教室方針として今後もその予定はありません。ある程度の勉強

をこなせば、まあまあの得点を残してくれる。これがひとつの目安です。誤解してほしくないのは、宇津木は中間期末

テストの点数はどうでもよいと考えているわけではないということです。毎回毎回中間期末テストの前に、他の勉強を

すべてあと回しにして、中間期末テストの点数のみを上げていくというやり方では、皆さんが希望している県立御三家

合格は望めません。また今までの中間期末テストに向けた勉強の半分程度の勉強しかできなくても、いろいろとやり

方を工夫し、得点をキープまたは上げていかなければいけないという例え話もしたはずです。夢みたいな話に聞こえ

たかもしれませんが、かつて先輩方はそうやって頑張ってきたわけです。ふだんから少しずつ勉強を進め、テスト直前

には集中的に暗記をしたり、練習を積んだりしてテスト本番に臨み、目標点やそれに近い点数をキープし続けてくれ

ました。

話を戻します。よってまずは今回の中間テスト前の勉強のやり方を「分析・反省」してもらい、「新しいやり方」で次回

の期末テストに臨んでもらう必要があるわけです。次回の期末テストまでそう時間はありません。そこで今週中１、中２

生には、１学期の期末テストに向けた目標点の設定とそのために具体的に何をどうおこなうか、それを一覧表にする

という作業をやってもらっています。提出日は本日10日（金）。具体的に考えてもらったその計画が不十分であれば即

呼び出し、再提出をしてもらいます。そして決めたことは、100％確実にやっていただきます。またこれは保護者の皆

様にもご覧いただきます。とにかく次回の期末テストでは何としても高得点を取ってもらいます。何としてもです。これ

は宇津木との約束です。とりあえず今回は中１、中２限定とします。さあ猛烈に頑張っていきましょう。また中３の皆さ

んはふだんと同じようにとにやくやれるだけのことをやっていきましょう。みんななら大丈夫！ 頑張れ！



③この各種テストが続く６月に中３生は北辰会場テストがあります。
そしていよいよ最後です。中３生はそのうえ９日後の６月１９日（日）に第２回北辰テストがあります。つまり通常の授

業の宿題・課題、月例テスト向けの事前準備、期末テスト向けの勉強、そしてこの北辰会場テストと息つく間もないほ

どテストや各種関門が続きます。そのひとつひとつをいい加減に過ごしてしまえば、絶対に成績は下がっていきます。

皆さんの現状の成績はここまでの皆さんの頑張りがあって取れた点数であって、すべてにおいて「何もしないで取れ

た点数」ではありません。ですから何の準備もしないでテストを受けた場合、試験範囲がどんどん広がっていることも

あり、ガクンと下がってしまう可能性が強いと宇津木は考えています。教室通信の前回号で中３の北辰テスト第１回の

総括をしましたが、現状皆さんの成績はバラバラです。高いレベルで安定してくれている方もいれば、いくつかの教科

で点数が足りずもう一歩という方もいます。また全教科的に得点が足りずこのあと猛烈に追い上げる必要のある方も

います。勝負は７月、そして９月の北辰と位置付けていますが、そこで皆さん確実に目標偏差値をクリアーできます

か。７月、９月のどちらかをミスってしまえば北辰10月まで私立の抑え探しで苦しむことになります。ですから次回北辰

６月は７月につなげる成績を取らなくてはいけません。ところが、上記①②でご説明したように、この６月はとにかくや

るべきことが山ほどあるわけです。その一つ一つをしっかりとこなさないと必ずあとで成績は下がります。とにかく無駄

な時間はありませんし、ひとつも手を抜けません。皆さんそれぞれの優先順位にしたがって着実にこなさないといけま

せん。宇津木が５月の最後から６月の頭に中３の皆さんとの三者面談を組んだのはそういう時期だからなのです。す

でに北辰第２回で高得点を取ってもらうために各種対策や過去問演習なども始まっています。とにかく頑張りましょ

う。あの時大変だったけれど、頑張って本当に良かったと言える日が必ず来ます。皆さんの猛烈な頑張りを期待して

います。

お子さまをやる気にさせる接し方

先週末にて全学年対象の三者面談がほぼ終了いたしました。ご出席いただきました保護者の皆様、大変ありがと

うございました。今回の三者面談では、宇津木から、ここまでの状況報告や今後の注意点やお願いなど多数のご案

内をいたしましたが、同時に保護者の皆様からいろいろなご相談をいただきました。特に、小学生の頃と生活が激変

した中１の皆様や今後いろいろな意味で難しい時期を迎える中２の皆様から、「具体的に我々保護者は我が子にどの

ように接すべきか」というご質問を多くいただきました。前回の小５～中２の保護者会の資料の一部として、「お子さま

をやる気にさせる接し方」についてのポイントご案内いたしました。今回はそれに一部加筆をして、再度掲載いたしま

す。ぜひご参考とされてください。

中１・中２という学年は、前学年に比べて、学習内容が格段にレベルアップしますし、加えて部活動も活発になり、

かなりあわただしい毎日を送ることになります。またいろいろな意味において、お子さまたちは実に大きく「成長」してく

れる時期でもあります。このお子さまたちの「成長」にはあらゆる要素がからんでくるものですが、保護者の皆様の「ほ

める」・「励ます」ということが実に大きな影響を与えます。

１．「自信・やる気」を伸ばす
我が子の「自信・やる気」を伸ばすつもりで話をしていても、ついつい叱ってしまう。また冷静にしているつもりがつ

い感情的になってしまう。ときどきそういうことがございませんでしょうか？ 実はそこが第一のポイントだと宇津木は

思います。実はお子さまの「自信・やる気」を伸ばすためには、何といっても「ほめる」ということが大切な要素であり、

お子さま側の立場からすれば、その「ほめられる」要素をたくさん作るように頑張っていくというところがポイントです。
我が子のだらしない姿を見てしまうと、ついつい叱ってしまうという皆様のお気持ちは十分に分かりますし、私もそうい

う場面になればつい叱ってしまうということもあります。ただしこの「叱る」ということを今回は少し別な角度から見てい

ただけないでしょうか。人間誰でも叱られて気持ちのいいわけはありません。結局のところ、なぜ自分が悪いのか理

解できないと、その「説教」はまったく意味を持ちません。

ですからご家庭でも、何かあった場合には、「叱る」のではなく、「注意する」「気をつける」にとどめ、「自信・やる気」を



損なわないように、ぜひ言葉を選んでいただけないでしょうか。また「叱る」まではいかなくとも、皮肉を言ったり、お子

様をけなすような言い方をしてしまうと、お子様も気持ちがいいわけはありませんし、モロに感情をぶつけあってしまう

となかなかそのしこりは消えないものです。ほんの少し、ほんの一歩でもお子さまが自らの力で前進できたとき、ぜひ

「ほめて」いただきたいと思います。

２．「考える力」を伸ばす

次に、「ああしなさい」「こうしなさい」でなく、「どうしたらいいと思う？」と提案型の言い方をしてみてはいかがでしょう

か。日常生活の中で、お子さまたちは実に多くの「体験学習」を積み重ねています。問題に出会った際に自力で解決
の道を考える、その積み重ねがお子さまたちの「成長」の糧となります。当然のことながら成功することもあれば、失

敗することもあるわけです。そういう「体験学習」の積み重ねのなかで、ひとつひとつ成功体験を重ねていくことによっ

て、だんだんと自信もついていきますし、「知恵」もついていきます。思春期のお子さまたちですから、お父様、お母様

とじっくりと話をすることを毛嫌いする方もいらっしゃるかもしれません。そういう場合には、私たちが中に入り、仲介役

を果たすことで相談しやすい環境を作ります。今後も何かございましたら、ご遠慮なく宇津木までお声をかけていただ

けないでしょうか。

３．「積極性・行動力」を伸ばす
また引っ込み思案・内気のお子さまに、ハキハキと何をするにも自分から進んでやってほしい。そういう思いの保護

者の皆様もけして少なくないと思います。上記１でご説明いたしましたように、決して「叱って」もさほど効果はありせ

ん。では、どうすればいいのでしょうか？ ポイントは「叱る」ではなく、「励ます」ことだと考えます。どんなことでもいい
ですから、積極的な行動があれば、すかさず「ほめる」。「やったね」「すごいぞ」といった調子です。はじめのうち、お子

さま方の反応はにぶく、しっくりかみ合わないかもしれません。しかし何回も何回も言っているうちに、繰り返しているう

ちに、「やればできるんだ」と思うようになっていってくれるものです。この「ほめる」「励ます」というふたつの要素は、我

々も普段から特に留意をしている点です。人間、誰でもほめられればやはりうれしいものです。今まで引っ込み思案

気味だったお子さまが、一気に変わったというケースもけして少なくありません。少々時間がかかるお子さまもいらっし

ゃるかもしれませんが、ぜひ実行してみてください。

４．お子さまを「ひとり立ち」させる
これも重要なポイントのひとつです。どうしてもお子様が低学年の場合、すべてにおいて、お父様やお母様が管理

をされるご家庭もあります。なかなかきちんとできない我が子を目の前にすれば、当然いろいろと口出しをしたくなる

お父様やお母様のお気持ちもわかります。ところが学年が上になってもずっとこのやり方を続けていくと、必ずどこか

で衝突をしたり、かみあわなくなったりしていきます。お子さまの性格も千差万別ですし、小さい時には素直に従ってく

れていたものが、反抗期を迎えればなかなかそうはいかなくなるものです。お子さまたちは好きなものは夢中になって

やってくれます。それはいろいろな理由が考えられますが、やはり自分で決めたもの、考えたものだからということで

はないでしょうか。どんなお子さまでも押し付けられたものはやはり気が進みません。少しずつお子さま自身に自分で

決めて行動させる、自分で考えて行動する習慣をつけさせることは、この時期とても重要なことのひとつです。その上
でお子さまが困っているようであれば、ぜひ一緒にどうしたらよいかを考えていただけたらと思いますし、そういう場合

はご遠慮なく宇津木までお申し出いただけたらと思います。宇津木はよく「何かあれば先生のところに話をしに来なさ

い」という言い方をします。結果、現状たくさんの皆さんが宇津木に声をかけてくれます。たわいもない話で終わってし

まう方もいれば、ちょっとした勉強の悩みを相談にきてくれる方もたくさんいます。保護者の皆様も、「何かあれば宇津

木先生に相談しなさい」と言っていただいているようです。まずは、自分で考え、行動をし、次に誰かを頼るという習慣

をぜひ身につけていただけたらと願っています。



５．「社会性」を身につける

そして最後に重要な要素が、この「社会のルール」を身に付けることだと考えます。塾というところは生徒の皆さん
にとって生活の一部でしかありませんが、我々はここをお子さま方が置かれている社会の典型的な場所と考えていま

す。やはり塾のルールを守れない、いい加減な方は、学校でも、ご家庭でもきちんといろいろな約束ごとを守れないの

ではないでしょうか。ですから宇津木は勉強以外の点でも厳しく注意を与えることがあります。昨年の保護者会で「授

業が終わったあとの自分の机の上にたまった消しゴムのカスをどうしているか」という話をしました。ぱあ～と周囲に

はらってしまう子もいれば、そのままの子もいます。ところがきちんとカスを集め、ゴミ箱に捨ててから帰る子もいます。

実はこの消しゴムのカスのように、周りの人のことを考える、自分の行動に責任を持つ、これらひとりの人間として当

たり前のことをきちんとできなければ、思うように成績は伸びません。そこで我々大人としては模範を見せなければい
けませんし、お子さま方が間違っていればきちんと話をしなければいけないと思うのです。例えば、横断歩道をきちん

と渡る、電車・バスでは降りる人が終わってから乗るなど、当たり前のことができないお子さま方を外では多く見かけ

ます。やはり我々大人が率先して行動することが、お子さま方にとって最大最善の「社会性」を身に付けることになる

のではないでしょうか。

いかがでしょうか。何を当たり前のことを今さらとお感じになった方もいらっしゃるかもしれません。宇津木もこれが100

％絶対だと思って指導しているわけではありませんから、日々お子さま方を塾という特殊な環境でお預かりしながら、

試行錯誤しながらやっている部分も多数あります。ただし上記の内容の多くは、過去の卒業生や現在の塾生の中で

非常に素晴らしい結果を残してくれた、または残してくれている方に共通する特徴でもあります。宇津木はよく保護者

会や三者面談で、卒業生の実例を紹介します。やはり成功した方の体験談は参考になりますし、ぜひやってみる、ま

ねてみる価値はあるのではないでしょうか。

とにかく教室では、今後も明るく楽しい塾を目指します。我々担当者全員おしゃべり好きですから、授業中脱線するこ

ともしばしばです。県立御三家合格専門教室・北浦和校も開校して２年目を迎え、本当にたくさんの皆さんにお通いた

だいておりますし、生徒の皆さんは明るく、元気いっぱいに授業に、宿題課題にと取り組んでくれています。とにかくこ

れから夏が明けるまでどれだけ頑張ってもらえるか、生徒の皆さんの気持ちに我々授業担当者がどれだけこたえて

あげられるかがポイントだと思っています。再度気持ちを引き締め、全スタッフ、今後の授業に臨みます。何かござい

ましたら、ご遠慮なく宇津木までお声をかけてください。

Ⅰ期生（現高１生）塾内表彰で優秀ＳＵクラス賞を受賞！

こちらもすでに教室ホームページでお知らせしておりますが、４月末に塾内表彰があり、今年度の高校入試結果に

より、Ⅰ期生である現高１生は県立御三家入試部門で優秀クラス賞に表彰されました。最優秀クラスが該当なしなの

で実質№１SUクラスです。また県立御三家実績特別賞もダブルでいただきました。表彰状は、受付に入ってすぐ左の

壁に掲示してあります。とにかく、明るく、元気いっぱいな、そして抜群に仲の良い、非常にまとまったⅠ期生でした。４

月に実施をした第１回保護者会でも皆さんの前で、その明るさ、その元気いっぱいさを披露してくれました。本当に合

格おめでとう。

生徒の皆さんおよび保護者の方への連絡

□１ 先月５月３１日（ゆうちょ銀行以外の金融機関は５月２７日）、皆様の口座より６月分授業料、上期（通年）年間テキ

スト代および上期テスト代を引き落としさせていただきました。ご協力大変ありがとうございました。また例月同様、

市営および民間の駐輪場を利用した方の駐輪場費用の相殺は、先週６月４日（土）までにご提出をいただいた皆

様の４月１７日分～５月２１日分の駐輪場費用を６月末引き落としで相殺いたします。後日引き落とし明細書でご

確認ください。なお提出が６月６日（月）以降となられた方は、次回の引き落としで相殺いたします。

□２ ＜今後の教室通信の発行につきまして＞
巻頭記事でもご案内いたしましたが、現在教室ホームページによる各種案内が先行しています。ただし成績関係



の詳細は、今後もこの教室通信でおこないます。結果、今後の教室通信の発行は、月１回～２回程度になります。

ご了解ください。また教室ホームページですでにご案内済ですが、今回の三者面談において、一部中１、中２の皆

さんのうち、この教室通信がきちんと保護者の皆様に届けられていない事例が数件判明いたしました。そこで今後

教室通信は生徒の皆さんに２部配布をし、１部をお子様用、もう１部を保護者の皆様用といたします。また成績情

報の詳細を簡略化したものは、発行した当日に教室ホームページにアップしております。ご確認ください。またコミ

ル等で発信をしていただけないかとのご依頼もありましたが、このような文書を添付する機能はありませんので、

現状の変更したやり方で今後は発行いたします。よろしくお願いいたします。

□３ ＜２０２２年度第１回三者面談にご出席いただき大変ありがとうございました＞
巻頭記事でもご案内いたしましたが、５月２１日（土）から開始をいたしました2022年度の第１回三者面談も、先週6

月4日（土）までにほぼ全員の皆様との面談が終了いたしました。お忙しい中、ご出席いただき大変ありがとうござ

いました。今後の三者面談は、中３のみ第２回三者面談を１０月から実施いたしますが、中２以下の皆様の面談は

今年度末まで実施をしない予定です。ただし何か気になる点、面談のご希望がございましたら、ご遠慮なく宇津木

までお申し出ください。同様に、教科的なご相談、ご質問は各教科担当までお願いいたします。

★１学期授業担当者一覧
国語 数学 英語 社会 理科

３ＳUG 安場 松坂 阿部 宇津木 舞木

２ＳUG 大久保 宇津木 中島

１ＳUG 大久保 宇津木 若生

６ＳUG 若生 宇津木

５ＳUG 大久保 宇津木

□４ ＜重要・夏期講習関連＞
今年度の夏期講習の要項および受講料（含むテキスト代）が決定いたしました。ご案内の書面は近日中に配布い

たします。前回の教室通信および教室ホームページでご案内いたしましたように、今春の埼玉県公立入試の数学

の難化を受けて、昨年までの講習と中学部のコマ割りが変更となっています（数学中心のコマ割りとなります）。ま
た、カリキュラムの編成上、Ⅰ期、Ⅱ期、中期、Ⅲ期、Ⅳ期の５つの期間に分かれておりますが、下記の説明は便

宜上、前期（Ⅰ期＋Ⅱ期）、中期、後期（Ⅲ期＋Ⅳ期）という表記をしております。なお講習会は全員参加で、内部

生の皆さんは特別な申し込みは必要ありませんので、日程の調整等をよろしくお願いいたします。

①１学期最終日…７／２３（土） ※２５日（日）は休講ですが、補習を実施する学年があるかもしれません。

②中学部・夏期講習前期（Ⅰ期＋Ⅱ期）…７／２６（火）～８／５（金） 全１０日間 ７／３１（日）休講

小学部・夏期講習前期（Ⅰ期＋Ⅱ期）…７／２６（火）～２９（金）、８／１（月）～４（木） 全８日間

※５ＳＵＧ、６ＳＵＧは毎日２科（１コマ45分）、中１・２は毎日２コマ（１コマ６５分）→数学１コマ、国語or英語１コマ

中３は毎日３コマ（１コマ７５分）→国数英３科のうち２コマ（数学中心）＋理または社１コマ

※3ＳＵＧは全10日間すべて授業をおこないます。
※２ＳＵＧ・１SUGは７／３０、８／５はチェツクテスト＆フォロー日となります。

同様に６SUG・５SUGは７／２９、８／４はチェツクテスト＆フォロー日となります。

※授業時間…下記の予定です。

小５・小６→16：50～18：30 中１・中２→19：15～21：35 中３→14：35～18：45



③中３・北辰対策４８間特訓…５科北辰対策

北辰対策（理社）８／７（日）～８／１０（水） 北辰対策（国数英）８／１２（金）～８／１５（月）
１日６時間で８日間合計４８時間におよぶ特訓授業となります。前半４日間で理社、後半４日間で国数英を実施

いたします。実施予定時間は１０：３０～１７：４０程度で軽食が必要です（１４：２０～２１：３０という可能性もありま

すが、原則午前～午後で組む予定です）。

④中１・中２・理社特訓…８／７（日）～８／１０（水）
１日３時間で４日間合計１２時間におよぶ特訓授業となります。社会は原則予習内容がメインとなり、中１は世界

地理、中２は日本地理をおこないます。

⑤皆さんの夏休みの中休み期間は以下となります。ご旅行等のご計画はこの期間をお勧めいたします。

①中３生…中休みはなし、ただし夏期講習期間中の以下の日程はお休み。

７／３１（日）、８／６（土）、８／１１（木）、８／１６（火）、８／２１（日）

②中１・中２生…８／１１（木）～８／１６（火）

③小５・小６生：８／５（金）～８／１６（火）

⑥中学部・夏期講習後期（Ⅲ期＋Ⅳ期）…８／１７（水）～８／２７（土） 全１０日間 ８／２１（日）休講

小学部・夏期講習後期（Ⅲ期＋Ⅳ期）…８／１７（水）～１９（金）、２２（月）～２６（金） 全８日間

※５ＳＵＧ、６ＳＵＧは毎日２科（１コマ45分）、中１・２は毎日２コマ（１コマ６５分）→数学１コマ、国語or英語１コマ

中３は毎日３コマ（１コマ７５分）→国数英３科のうち２コマ（数学中心）＋理または社１コマ

※3ＳＵＧは全10日間すべて授業をおこないます。
※２ＳＵＧ・１SUGは８／２２、８／２７はチェツクテスト＆フォロー日となります。

同様に６SUG・５SUGは８／２２、８／２６はチェツクテスト＆フォロー日となります。

※授業時間…下記の予定です。

小５・小６→16：50～18：30 中１・中２→19：15～21：35 中３→14：35～18：45

⑦８月度月例テスト…８／３０（火） および ８／３１（水）
（注意事項）

・中２・中３生は５教科受験となります。

・８／３０、８／３１のそれぞれの受験学年、受験教科は後日ご案内いたします。

⑧２学期開講日…９／３（土）
（注意事項）

・原則授業曜日は、１学期までと同様の予定ですが、中３生は理科、社会がそれぞれ１日ずつとなり週５日、中

２生は理社が加わり週４日となります。

・その他の学年・コースの授業曜日は、原則１学期までと同様です。

次に、受講料およびテキスト代は下記となります。いろいろと費用のご負担をおかけいたしますが、よろしくお願

いいたします。

★受講料・テキスト代一覧

前期（Ⅰ期Ⅱ期） 中３・４８特 中１・中２理社 テキスト代※１ 後期（Ⅲ期Ⅳ期） テキスト代※１

３ＳＵＧ 61,600円 （５教科） 55,940円 （５教科） ※２ 4,444円 61,600円 （５教科） 7,359円

２ＳＵＧ 35,200円 （３教科） 15,253円 （理社） 1,870円 35,200円 （３教科） 2,695円



１ＳＵＧ 35,200円 （３教科） 15,253円 （理社） 1,870円 35,200円 （３教科） 2,596円

６ＳＵＧ 16,060円 （国算） 16,060円 （国算） 2,200円

５ＳＵＧ 16,060円 （国算） 16,060円 （国算） 2,200円

※１ 前期、後期、中３の48時間特訓、中１中２の理社特訓費用には、テキスト代を含んでおりません。

※２ 本来中３の48時間特訓費用は30,470円×２＝60,940円ですが、特訓前半と後半の両方をご受講いただく

ことで、受講料が5,000円割引となっております。

※ 引き落とし日は、下記となります。なお下記は、ゆうちょ銀行の引き落とし日で、その他の金融機関の引き

落とし日はご案内の書面をご覧ください。

前期＋夏期テキスト代→７月１３日（水） 後期＋中期特訓費用→７月２９日（金）
※ 中３生の真夏の48時間特訓の費用につきましては、原則ゆうちょ銀行の場合、７月２９日（金）に引き落とし

をさせていただきますが、ご希望により、８月３１日（水）の引き落としも可能です。ご希望の方は後日配布され

る案内の書面の中期特訓回答書に、その旨をご記入の上、教室窓口までご提出ください。

□５ ＜重要＞５月度月例テスト結果
先月５月６日（金）・７日（土）の両日で実施され、先月５月３１日（火）に業者から返却となった５月月例テスト結果で

す。参考に全塾クラス別順位も併記いたします。なお中３SZ・Zコースおよび中２Zコースは別テストを受けています

ので、先月同様、全塾クラス別順位にそれらのクラスは含まれておりません。

★５月度月例テスト・クラス別平均偏差値および全塾クラス別順位 ※小５生は在籍１名のため割愛いたします。

偏差値 全塾クラス別順位

学年 月 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 ４月 65.0 64.6 68.4 66.9 65.3 68.0 68.3 19位 ９位 ８位 ４位 10位 ７位 ７位

５月 65.1 69.6 67.9 67.0 68.0 69.8 70.5 36位 ２位 ８位 10位 ５位 ３位 ６位

２ＳＵＧ ４月 68.0 61.6 63.0 65.2 １位 17位 14位 ２位

５月 65.1 62.5 63.8 65.3 ７位 17位 ５位 ４位

１ＳＵＧ ４月 59.7 62.2 58.5 60.7 ６位 １位 ６位 ７位

５月 62.3 64.7 57.3 63.7 11位 ４位 31位 ５位

６ＳＵＧ ４月 58.9 62.1 57.6

５月 62.8 64.4 65.2 １位 １位 １位

前月と比較がしやすいように上下二段で４月、５月の結果を並べてみました。偏差値の上下もさることながら、注

目点は全塾クラス別順位です。

中２時と同様、若干国語が低いものの３科順位、５科順位とも上げつつある中３生。ホントよく頑張っています。

大半の皆さんがこの１か月以内に部活を引退します（すでに引退をした方もたくさん出ています）。もうちょっとの辛

抱です。部活を引退したら、鬼のように頑張りましょう（笑）。次に数学の凡ミスのオンパレードで宇津木から厳しい

注意を受けた中２生です。やはり数学は低空飛行でした。ただし中島先生の猛烈な指導のお陰で英語は急上昇。

そろそろ全塾１位を狙いましょう。そしてちょっと心配なのが中１生です。上記のように英語の全塾クラス別順位が

何と31位。ちょっとこれ低すぎます。今回の６月月例で同様の成績であれば、宇津木は「緊急事態宣言」を発令し、

英語の特別強化に乗り出します。ふだんから言っているように、英語には「苦手教科・不得意教科」という言葉はあ

りません。どんな理由、どんな事情があるにせよ、勉強不足、努力不足です。今回の英語のクラス平均は８９．０

点。ちなみに現中２生の昨年中１時の５月月例の平均は９８．６点。100点満点は在籍10名中６名でした。

そして最後に小６の皆さんです。前回４月は中学受験コースの皆さんも同じテストを受験しているため、全塾クラ

ス別順位は表示しませんでしたが、今回他教室ではＲＸコースというスクール21の小学生の皆さんの一般的なクラ

スのみ受験しており成績比較ができるため、クラス別順位を記載いたしました。結果は国語、算数、合計とも堂々

全塾１位。それもダントツの全塾１位でした。国語は２位の教室との偏差値の差は６．５。算数の差は７．７。そして

合計の差は何と７．９。小学生から県立御三家を目指す皆さんにふさわしいぶっちぎりの１位でした。しかし宇津木

はこの結果はある意味当然だと思っています。こんなに小学生のうちから県立御三家合格という高い目標に向か



ってきちんと学習し、４年後、５年後を目指している方は普通いません。保護者会や三者面談ですでにご案内済の

通り、小学生の皆さんのこの月例テストの目安は、問題が標準レベルであれば得点160点以上、偏差値58以上。

そして目標は偏差値60以上ですが、すでに全員の方がその目標をクリアーしています。小６から持ち上がった現

中１生が順調に頑張ってくれているように、現小５、現小６生もさらに頑張っていきましょう。

（参考）５月月例・成績分布表 ●ひとつが１名を示します。小５生の分布表は割愛いたします。

①中３・５月月例・５科 ②中２・５月月例・３科

73～ 71～

72～ 70～

71～ 69～

70～ 68～

69～ 教室内部情報のため割愛 67～ 教室内部情報のため割愛

68～ 66～

67～ 65～

66～ 64～

65～ 63～

65未満 63未満

③中１・５月月例・３科 ④小６・５月月例

68～ 69～

67～ 68～

66～ 67～

65～ 66～

64～ 教室内部情報のため割愛 65～ 教室内部情報のため割愛

63～ 64～

62～ 63～

61～ 62～

61未満 61～

61未満

全体的な成績状況の詳細は、以前の教室通信や前ページの全塾クラス別順位の講評でご説明しましたので、詳

細は割愛いたします。それでは前回もお知らせしましたもうひとつの成績目安である「スクール21全塾における全

塾順位において上位10％以内にランクインした皆さん」の人数を下記にまとめます。頑張りました！

中３ＳＵＧ…全塾上位１０％ランクイン ６名／８名＝７５％ → ６名／８名＝７５％

中２ＳＵＧ…全塾上位１０％ランクイン ５名／１０名＝５０％ → ６名／１０名＝６０％

中１ＳＵＧ…全塾上位１０％ランクイン ４名／７名＝５７．１％ → ２名／７名＝２８．５％
中３、中２生がほぼ同じまたは増加したのに対して、前述しましたように中１生は英語の不振が響き、大幅ダウンと

なってしまいました。前回お知らせいたしましたように、皆さんが県立御三家に確実に合格したいと思うならば、こ

の月例テストにおいて確実に全塾上位１０％以内にランクインしている必要があります。今回失敗してしまった方
は、次回７月月例では何としても頑張りましょう。

□６ ＜重要＞１学期中間テスト結果報告
すでに教室ホームページで結果を先にご案内しておりますが、１学期の中間テスト結果をご報告いたします。参考

として、昨年の１学期中間テストの平均を掲載いたします。巻頭記事でもご案内いたしました通り、種々の宿題や

課題をこなしながらのけして十分とはいえない勉強で臨んだ今年度最初の中間テスト。470点台、480点台という高

得点の方は少なかったものの、ほぼ全員の皆さんが440点以上と全体的に大変よく頑張ってくれたと宇津木は思

います。ただしある特定教科を失敗してしまった方や前学年に比べて大きく学年順位を下げてしまった方もいま

す。とにかく次回の期末テストでは何としても高得点を取ってもらうためにすでに教室は動き出しています。高速ト

レーニング大会も６月１１日（土）から始まります。今回中間テストがなかった本太中や与野東中の皆さんは今年度

初の定期テストになります。頑張っていきましょう。



★（参考）１学期中間テスト・学年平均 （参考）2021年度平均

国語 数学 英語 社会 理科 ３科 ５科 ５科

３ＳＵＧ 85.3 92.8 91.9 90.0 92.0 269.9 451.9 448.4

２ＳＵＧ 90.1 86.3 90.0 92.9 86.6 266.4 445.9 451.7

１ＳＵＧ 86.5 87.5 96.5 94.3 90.0 270.5 454.8 446.7

（参考）１学期中間テスト・得点分布表 ●ひとつが１名示します。

①中３ ②中２ ※本太中、与野東中実施なし

480～ 480～

470～ 470～

460～ 460～

450～ 教室内部情報のため割愛 450～ 教室内部情報のため割愛

440～ 440～

430～ 430～

420～ 420～

420以下 420以下

③中１ ※本太中実施なし

480～

470～

460～

450～ 教室内部情報のため割愛

440～

430～

420～

420以下

すでに教室ホームページでご報告いたしましたが、今回の皆さんの得点平均を昨年度と比較した場合、中１、中３

生は昨年度の平均以上の結果を残してくれました。また今回下記の皆さんが、それぞれの中学で学年ベスト10に

ランクインしてくれました。大変よく頑張りました！

学年ベスト１０にランクインしてくれた皆さん
中３…２位、４位、４位、10位 中１…４位、８位

今回中２生の学年ベスト10のランクインは０名でした。中２の皆さんの期末テストの猛烈な頑張りを期待していま

す。

□７ ＜重要＞「浦高・一女・大宮合格セミナー」実施のお知らせ
毎年この時期に実施し、参加していただいた皆さんからご好評をいただいている「浦高・一女・大宮 合格セミナー」

を７月１１日（月）に実施いたします。本セミナーでは、スクール21の県立最難関校を目指す仲間が一堂に会し、そ

の参加人数に皆さん驚かれると思いますし、皆さんにとって大きな刺激になることと思います。また、これからどの

ように入試と向き合っていくべきなのかがより明確になるようなプログラムをご用意しております。翌週７月１７日

（日）実施の第２回合同保護者会と内容がかなり重複いたしますが、ぜひ、お子様と一緒にご出席ください。なお大

変お手数ですが、出欠の回答書は７月１日（月）までにご提出ください。なおこの日実施の理社授業は別日に振り

替えをいたします。振替日は決まり次第、ご案内いたします。
★実施日時および会場

７月１１日（月） 19：00〜21：00 ※18：30 開場

市民会館大宮レイボックホール（大ホール） ＪＲ大宮駅東口徒歩３分

★当日の内容および目安時間

浦高・一女・大宮の在校生および各教頭先生による学校紹介（19:00〜20:15）



卒塾生によるパネルディスカッション（20:20〜20:55）

本日のまとめ（20:55〜21:00）

□８ ＜２０２２年度第２回保護者会＆生徒合同保護者会の実施について＞
2022年度第２回の保護者会を小５～中２の皆様は７月１０日（日）、中３の皆様は７月１７日（日）に実施いたしま

す。ご案内の書面は近日中に配布いたします。上記７でお知らせいたしましたように、中３の皆様は２週連続で同

種のイベントが続きますが、よろしくお願いいたします。

①７月１０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

②７月１７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

前回の第１回同様、宇津木からこの夏における学習のポイントや注意点、そして各学年・各教科担当者からのご

報告やそして前回同様今春卒塾した高１生がどのような夏を乗り切ったか等々の体験談や質問コーナーなども実

施いたしますので、ぜひご出席をお願いいたします。

□９ ＜重要＞１学期期末テスト対策に関して
１学期の期末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期末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。なお中３生は第２回北辰の勉強をこの高速トレーニング大会で優先的におこなってください。

（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

★１学期期末テスト対策・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。

①６月１１日（土） １４：３０～１８：４５

②６月１８日（土） １４：３０～１８：４５（中３は１７：４５まで、１７：５０～１９：００社会北辰対策）

③６月２５日（土） １４：３０～１８：４５ ④７月２日（土） １４：３０～１８：４５

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。



□中３「浦高・一女・大宮合格セミナー」のお知らせ □中３「浦高・一女・大宮合格セミナー」のお知らせ

配 □高速トレーニング大会参加申込書 提 提出期限：７月１日（月）

布 出 □高速トレーニング大会参加申込書

物 物 提出期限：参加日の前日まで

６月～７月の行事予定
（記号 ■塾内行事 □一般行事 ●高校受験関連）
日曜日の教室オープン時間は変更の可能性があります。

月 火 水 木 金 土 日
６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

■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

■教室オープン ■教室クローズ
１７：００～２２：３０

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９
■１ＳＵＧ国語 （休講日） ■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 職員研修日 ■１ＳＵＧ数学 ■宇津木不在 ■１ＳＵＧ英語 ■定期テスト向け □中３北辰①
理科２コマ （全塾休講） ■２ＳＵＧ国語 ■２ＳＵＧ数学 高速トレーニング大会 →自己採点大会

■宇津木不在 授業なし □中２北辰①

■教室オープン
■教室オープン ■教室オープン １４：００～１９：００
１７：００～２２：３０ １７：００～２２：３０ （自習可）
２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ国語 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ数学 （休講日）
■２ＳＵＧ英語 ■６ＳＵＧ算数 ■宇津木不在 ■６ＳＵＧ国語

■３ＳＵＧ理社 ■１ＳＵＧ数学 ■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

■６ＳＵＧ６月度 ■３ＳＵＧ国語振替

トレーニングジム① ■教室オープン ■教室クローズ
１７：００～２２：３０

２７ ２８ ２９ ３０ ７／１ ２ ３
■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ国語 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ数学 （休講日）
■２ＳＵＧ英語 ■６ＳＵＧ算数 ■宇津木不在 ■６ＳＵＧ国語

■３ＳＵＧ理社 ■５ＳＵＧ６月度 ■１ＳＵＧ数学 ■１ＳＵＧ英語 ■定期テスト向け

トレーニングジム ■２ＳＵＧ国語 ■２ＳＵＧ数学 高速トレーニング大会

■６ＳＵＧ６月度 ■３ＳＵＧ国語振替 ■教室オープン
トレーニングジム② ■教室オープン １４：００～２１：００

１７：００～２２：３０ （自習可）
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ・７月月例 （休講日）
■２ＳＵＧ英語 ■６ＳＵＧ算数 ■６ＳＵＧ国語 （３科） ■小５～中２
■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 １４：００～２１：００
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。


