
御三家専門教室通信 スクール２１県立御三家合格専門教室
２０２２年第１０号・２０２２年６月１８日発行（通巻３６号） ＴＥＬ０４８（７８９）７５２１

いよいよ明日は中３第２回北辰テストです！ 頑張れー！
前回の教室通信では、事前準備を中心とした内容を掲載いたしましたが、今回はいよいよ明日に迫った中３の第２

回北辰テストに向けて、テスト当日とテスト後の対応を中心にまとめます。

★テスト当日
１．余裕を持って起床
余裕を持って起床しましょう。ある程度家でゆっくりできる程度の時間に起床することが望ましいです。寝坊は絶対

ダメです（笑）。当日は、7：50～8：20の間に受付を行いますので、8：00少し前に会場に着くように家を出てください。初

めての会場の場合は、さらに10～20分程度早く家を出てください。

２．時間配分と解く順番

試験中は、制限時間を最大限有効に利用できるよう、時間配分と解く順番に気をつけてください。ポイントは次の通
りです。

★チェック＆ポイント

□短時間で解答できるものから解く。

□ひとつの問題で長時間考えすぎない（一旦後回しにする）。

□解答の根拠を問題用紙にメモしておく（書き込みを残しておく）。

□計算等は問題用紙の広いスペースを利用する。

解く順番の例

（英語）１→２→５→３→４ （社会）３→４→５（６）→１→２

３．試験と試験の間の休み時間
前回の第１回で経験していただいた通り、北辰テストの場合は本番の入試と異なり、間の休み時間は10分です。こ

の時間にもポイントがあります。

★チェック＆ポイント

□座りっぱなしにならないで、屈伸や背筋を伸ばす等、体を動かす。

□終わった教科のことは決して振り返ってはならない。

★テスト直後の対応（～テスト後１週間以内）
１．自己採点と解き直し
テスト終了後、前回同様教室で自己採点大会を実施します。必ず参加をし、その日のうちに自己採点と解き直しを

おこなってください。自己採点大会および直後の授業で、できなければいけない問題、今はできなくてもよい問題等を

各先生方に確認してください。

２．誤答分析（ミス・知識・思考力・時間）
できなかった問題は、「なぜできなかったのか」を確認することがとても重要です。正答に至らない原因は主に以下

の４つに集約されます。

■ミスによる失点

最ももったいない失点ですし、絶対になくしてほしいのですが、こればかりは今回も起きてしまう可能性があります。

自己採点時に必ずミスの原因を確認しておいてください。特にどの場面でミスしたのかの振り返りは重要です。



① 問題文を読むときに起こるミス（読み違い、勘違い、読んでない等々）。

② 解く過程で起きるミス。

③ 解答欄に答えをかくときに起きるミス（指定された答え方をしていない、違うことを答えている等々）

■知識不足による失点

要するに、知っているか知らなかったかで勝負がつく問題です。その問題だけでなく、その周辺の知識事項も覚え

直す必要があります。

■思考力が追いつかなくてできなかった

そのときはできなかったとしても、どのように考え、答えに至るのかの道筋をしっかりと確認し、同じタイプの問題で

あればできるようにしておく必要があります。

■時間がなかった

ひとつの問題に時間をかけすぎ、手が回らなかった問題があった場合、もし時間があればできたのかどうかの確認

を必ずしてください。もしもミスがなかったら何点になっていたのかの確認もしていただきます。このような誤答分析は

自己採点シートに正確に記入しておき、次回の北辰の前に再確認します。

３．補強学習
自己採点後には、できなかった問題に関する補強学習を担当の先生の指示のもと、実施してください。知識不足で

あれば、ワークや塾のテキスト、高速トレーニングなどで覚え直しを行います。思考力に関する問題であれば、似たタ

イプの問題や過去問の解き直しをしましょう。

４．目標の達成度を確認
およそ試験から10日後の６月３０日に成績データが郵送されます。平均点や自分の偏差値を確認し、目標に達して

いたかどうかを確認してください。万が一、目標に達していなかった場合、どの教科のどの問題が課題だったのかの

再確認してください。このときには、自己採点シートが有効活用できるはずです。

いかがでしょう。皆さんの真の本番は７月の第３回からですが、そのステップとして今回の第２回に臨んでもらいま

す。さあ頑張れ！

ちなみに今回は中２生の第１回北辰テストも同時に行われます。今回、中２生は自己採点大会は実施いたしませ

んが、宇津木からテスト後の自己採点および誤答チェックに関する指示は出ています。過去問がなく、準備も十分と

はいえませんが、今回中２の皆さんは、できるだけの準備をして、テストに臨んでくれています。とにかく凡ミスをしな

いことと、時間の使い方にだけは注意をしてください。健闘を祈っています。

中１・中２理科･社会の学習の重要性

続いて今週号の巻頭記事は、埼玉県立入試における「理社の中１・中２内容の重要性」について、ご説明いたしま

す。驚かれるかもしれませんが、入試に出題される７～８割程度の問題は、中１、中２内容からの出題です。それでは

今回の分析では２０２０年度の問題を使って、説明をします。

（1)「高校入試から見た理科・社会の教科特性」

下記２０２０年度の埼玉県立公立高校入試の、理科・社会の問題の大問ごとの出題分析表をご覧ください。理科も
社会も、中１・中２で学習した単元・内容が入試問題の大半を占めていることがお分かりいただけると思います。高校
入試を考えた場合、理科・社会の学習は、中１・中２の学習内容の定着が特に重要であると言えます。国語・数学・英

語の３教科が、中学１年→中学２年→中学３年と、学習内容が積み上がって難易度・重要度が増していくのに対して、

理科・社会は、各学年の学習内容は単元ごとに独立しており、そのまま入試に直結していきます。また、原則として中

１・中２で学習したことは、学年が上がっても、再び出てきません。たとえば数学であれば、中１の比例・反比例は中２

では一次関数、そして中３では二次関数と内容がレベルアップしていくものの「関数」なるものは毎年学習うるのに対

して、理科、社会は学校では再度勉強するチャンスはありません。ですから皆さんが定期的にしっかりと復習しておか

ないと、徐々に忘れてしまう可能性が高い教科とも言えます。「後でやろう、後でやれる」ということは、忘れてしまう可

能性を高めてしまうことになりがちです。どの教科も中１・中２の学習は大切ですが、理科・社会においては、特にその

度合いが強いと言えます。４月の保護者会に参加をしてくれた高１の卒塾生の皆さんも全員が「理社はちゃんとやっ



ておいたほうがいい」と言ってくれていましたよね。

【２０２０年度埼玉県公立入試 社会出題分析表】
大問・テーマ 小問 出題内容 配点 部分点 学習時期
1 地 問１ 北アメリカ大陸が面する海洋 3 １年

理 問２ 地球上の位置 2 １年
総 問３ 地図の図法と見方 2 １年
合 問４ 砂漠気候の特徴 5 ○ １年

問５ 資料の読み取り 3 １年・２年
2 日 問１ やませ 3 １年・２年

本 問２ 日本の気候 2 １年・２年
地 問３ 扇状地と土地利用 5 ○ １年・２年
理 問４ 都道府県の産業産出額の割合 2 １年・２年

問５ 地形図の読み取り 3 １年・２年
3 歴 問１ 卑弥呼 3 １年

史 問２ 平安時代の文化 2 １年
問３ 鎌倉時代の世界の出来事 3 １年
問４ 室町時代の社会 2 １年・２年
問５ 大名の統制 5 ○ ２年

4 歴 問１ 明治時代・年代の並び替え 3 ２年
史 問２ 辛亥革命 3 ３年

問３ 普通選挙法 4 ○ ３年
問４ 民法の改正 2 ３年
問５ 日中共同声明 3 ３年

5 公 問１ 衆議院解散から内閣発足までの流れ 3 ３年
民 問２ 司法制度 3 ３年

問３ (1) 比例代表制 4 ○ ３年
(2) 一票の格差 2 ３年

問４ 公正取引委員会 3 ３年
問５ 日本銀行の役割 4 ○ ３年
問５ 労働者の権利 2 ３年
問５ 社会保障制度 2 ３年
問５ 京都議定書とパリ協定 2 ３年

6 ３ 問１ ザビエル 2 １年・２年
分 問２ バスコ＝ダ＝ガマとポルトガルの植民地 3 １年・２年
野 問３ 大正～昭和・年代の並び替え 3 ３年
総 問４ 長崎県の特色 2 ２年・３年
合 問５ 長崎県と福岡県の歳入の内訳 5 ○ ３年

【２０２０年度埼玉県公立入試 理科出題分析表】
大問・テーマ 小問 出題内容 配点 部分点 学習時期
1 小 問１ 堆積岩 3 1年

問 問２ 染色体 3 3年
集 問３ ろ過 3 1年
合 問４ 陰極線 3 2年

問５ 皆既日食 3 3年
問６ じん臓 3 2年
問７ 化学変化と物資の質量 3 2年
問８ 力の分解 3 3年

2 地 問１ 露点 3 2年
学 問２ 積乱雲のでき方 4 ○ 2年

問３ 雨や雪 3 ○ 2年
問４ (1) 雲のでき方 3 2年

(2) 雲のでき方 3 2年
問５ 雲のでき方 3 2年

3 生 問１ 双子葉類 3 1年
物 問２ 葉のつき方 3 ○ 1年 ※以下に補足

問３ ヨウ素液 2 2年
問４ 光合成 4 2年
問５ 蒸散量 4 ○ 2年
問６ 蒸散量 3 2年

4 化 問１ 中和反応 4 3年
学 問２ 質量保存の法則 3 2年

問３ 電流とイオン 5 ○ 3年
問４ 塩 3 3年
問５ 中和と濃度 4 3年

5 物 問１ 振動数 4 1年
理 問２ 音の高さと波形 3 1年

問３ 誘導電流 3 2年
問４ スピーカーのしくみ 5 ○ 2年
問５ 音の伝わる速さ 4 1年

（注意）※…葉のつき方 現中３は中１時に学習済で、現中２・中１生は小６時に学習をしています。



(2)「高校入試における理科・社会の重要度」

来春の県公立入試での合否判定も、入試得点＋内申点の加算された得点の合計点で判定されます。内申点の比

重がけして低くないことは今回の保護者会でもご説明した通りですが、やはり勝負を分けるのは「各教科100点満点

の５教科の総合得点」です。今年度の中３第１回の北辰テストでは偏差値70が405点。また今春の埼玉県公立入試に

おける卒塾生の合格者平均点は浦和412点、大宮普通401点、浦和一女386点であったことから考えても、皆さんが入

試本番で県立御三家を狙う場合は380点～410点程度の得点が必要となります。第１回保護者会でもご案内した通

り、埼玉県の入試問題は、特に数学が難しく、数学の苦手な方は入試本番で50点または60点台の得点で終わってし

まう可能性もあります（特に今年は難しく、50点以下の方もたくさんいたわけです）。そういうなかで上記の点数を取る

ためには、やはり理科・社会の得点を確実に取っていくことが必要ですし、ある意味、理科・社会の得点が合否を左右
するといっても過言ではありません。中１、中２の皆さんも県立入試で、「英語・数学・国語はできたけれど、理科・社会
が思うように得点できなかった」、「理科社会をもっと勉強しておけば良かった」という、残念な結果にならないように、

普段からしっかりと頑張っていきましょう。すでにご案内している通り、普段３教科で勉強している中１・中２の皆さん
は、夏期講習では５教科となりますし、中２生は９月から正式に５教科受講に移行していきます。徹底的に頑張りまし
ょう。

(3)「通常の学習における理科・社会の重要度」

実は、理科、社会の学習をすることは理社の成績を上げるということ以外に、いろいろな学習効果があります。いろ

いろな知識を覚えることによって雑学的な知識も増え、特に国語や英語の語学系の教科に大変良い効果をもたらしま

すし、結果的に英数国の３教科の成績も上がっていくものなのです。埼玉県入試は５教科ですし、入試の調査書も９

教科全体での数値ですから、３教科の成績よりも５教科全体の数字を上げていくことが、何よりも入試では重要なこと

となります。

なお中１、中２生の『月例テスト』は通常は３教科受験ですが、中２生は講習会月である８月と１月は５教科受験とな
ります。また中２生は６月１９日に北辰第１回が、そして中１・中２生とも来年３月５日には北辰会場テストがあります。
普段から徹底的に勉強を進め、来年３月の北辰テストでは全員５科偏差値70を超えられるように頑張っていきましょ

う。

生徒の皆さんおよび保護者の方への連絡

□１ ＜重要・６月３０日（木）の引き落としのお願い＞

①６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６月３０日（木）（ゆうちょ銀行以外の

金融機関の方は６月２７日）となります。よろしくお願いいたします。
②今回、中２、中３の皆様の引き落としに、中２第１回、中３第２回の北辰会場テスト費用4730円が加算されており

ます。ご了解ください。

＜駐輪場使用代金の相殺について＞
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、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。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 ＜再掲・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。

□３ ＜再掲・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。振替日は下記にまとめましたので、確認してください。
★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）

★中３理社振替授業日
①６月２７日（月）、７月４日（月）は期末テスト前日、修学旅行中の皆様が多数いらっしゃるため、２週とも

同内容の授業（カリキュラム上６月２７日分）をおこないます。

→７月４日（月）の振替日 ７月１８日（祝・月） 実施時間帯未定
②７月１１日（月） 浦高・一女・大宮合格セミナーにて休講

→７月１１日（月）の振替日 ７月２５日（月） 実施時間帯未定
１８日、２５日の実施時間帯は、後日中３の皆さんと相談をして決定いたします。

□４ ＜再掲・重要・２０２２年度第２回保護者＋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１７日（金）から配布しております。上記３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今後の注意点、そして各学年・各教科担当者か

らの報告、そして前回同様今春卒塾した高１生が部活動の都合さえつけば参加をしてもらい、どのように夏を乗り

切ったか等々の体験談や質問コーナーなどを実施する予定ですので、ぜひご出席をお願いいたします。

□５ ＜再掲・重要＞１学期期末テスト対策および期末テスト直前の欠席に関して
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。なお期末テストが終了した中３生は７月の第３回北辰テストの勉強をこの高速トレーニング大

会で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…残りの実施日はあと２回です。
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。



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。
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。

また期末テストが終了した方は、自習室として参加していただいてかまいません。

★（再掲） 今回の期末テスト直前の欠席に関して
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。

★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。

★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。

★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。

□第２回保護者＋生徒・合同保護者会のお知らせ □中３「浦高・一女・大宮合格セミナー」参加確認票

配 提 提出期限：７月１日（月）

布 出 □第２回合同保護者会・出欠回答書

物 物 提出期限：小５～中２：７月８日（金）
中３：７月１４日（木）



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

■３ＳＵＧ理社 ■５ＳＵＧ６月度 ■１ＳＵＧ数学 ■宇津木不在 ■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 ■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）

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ・７月月例 ■３ＳＵＧ国語 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ数学 （休講日）
■２ＳＵＧ英語 ■６ＳＵＧ・７月月例 ■６ＳＵＧ国語

■６ＳＵＧ７月度 ■１ＳＵＧ・７月月例 ■宇津木不在 ■１ＳＵＧ英語 □中３北辰②
トレーニングジム ■２ＳＵＧ・７月月例 ■２ＳＵＧ数学 →自己採点大会

■３ＳＵＧ・７月月例

■浦高・一女・大宮 （理社） ■中３合同保護者会
合格セミナー
→理社授業振替 ■教室オープン
（7／18、7／25）） ■教室オープン １４：００～２０：００

１７：００～２２：３０ （自習可）
１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
（休講日） ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語 ■５ＳＵＧ算数 ■１学期終了日 （休講日）

■３ＳＵＧ理社 ■６ＳＵＧ算数 ■６ＳＵＧ国語

（7／4分振替） ■５ＳＵＧ７月度 ■１ＳＵＧ数学 ■宇津木不在 ■１ＳＵＧ英語 ■３ＳＵＧ数学

トレーニングジム ■２ＳＵＧ国語 ■２ＳＵＧ数学

■教室オープン
■教室オープン ■教室オープン １４：００～１９：００
（時間帯未定） １７：００～２２：３０ （自習可）
２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１
（休講日） （休講日）

■３ＳＵＧ理社 夏期講習会
（7／11分振替）

教室オープン 13：45～22：30 （変更の可能性あり）

７／２８（木）・７／２９（金） 午前特訓 8：30～12：30
■教室オープン
１４：００～２２：３０ ７／３０（土） 早朝特訓 6：30～10：30 ■教室クローズ
（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。

③７月月例テストおよび小５・小６生の７月度トレーニングジムの実施日は、上記の行事予定を参照してください。


