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第２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。
２６日からの夏期講習、教室スタッフ一丸となって、生徒の皆さんとともに頑張ります。

7月10日に小５～中２の皆様の第２回の保護者会を、そして翌週17日には中３の皆様の保護者会を実施させてい

ただきました。本当にお暑いなか、多数の皆様にご出席いただき、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、大変おつかれさまでした。学年によって、メインとなるテーマは異なるものの、宇津木や担当

の先生からの話はいかがだったでしょうか。この夏、どういう覚悟で、どのように勉強に取り組めばよいか、明確にな

りましたか。中３は当然のこと、中２以下の皆さんもとにかくこの夏期講習では徹底的に１学期の復習および一部理社

などは２学期以降の予習や中間・期末対策に関連する内容もおこなっていきます。すでに夏期講習も第Ⅰ期が終了

いたしましたが、Ⅱ期以降も頑張りましょう。

中３生への檄③！ 圧倒的な成果を残すために戦略的なスケジュールを立てよう。

前回の中３生向けの「この夏をどう過ごすか」という記事の続編です。圧倒的な成果を残すための戦略的なスケジ

ュールとはどうやって作るべきか、またその学習のポイントとは何かをまとめます。夏期講習は始まったばかりです。

中３生は熟読してください。

スケジュールを立てるときのポイントは、自分が自由に使うことのできる時間（可処分時間）をどのように使うかで決

まります。ここでは、この時間を有効利用するためのコツをいくつかご紹介します。

（１） 学習時間とスケジュール
スケジュール管理は、目標を達成するためにとても大切なものです。前回の教室通信でご説明した総学習時間に

沿うように、まず枠を決めます。その際、その日の行動をパターン別にするとわかりやすいと思われます。主に次の点

でパターン化できます。

◆夏期講習の授業があるかないか（通常期の夏期講習と４８時間特訓の期間）

◆部活や学校の行事（含む修学旅行）があるかないか

◆その他の予定があるかどうか

これらのことを考え、１日のスケジュールを数種類にパターン化しておくと、計画も立てやすくなりますし、総学習時

間の全体像も見えるようになります。ただし以下の点に注意してください。

①起床、就寝時間は一定に！

休みの前の日は夜遅くまで起きていたり、休みの日には遅くまで寝ていることのないように注意してください。毎日

一定のリズムで生活することをこころがけてください。

②計画を立てるのに時間をかけない

計画はあくまでも日々の学習を効率的に、また全体を見わたすために定めるものです。計画を立てることが目的に

なってはいけません。夏全体の総学習時間の概要は２０分程度で完了するようにしましょう。

※スケジュールを立てるときのちょっとしたコツ

⇒文字で書き込むとそれだけで時間がかかってしまいます。「記号化」できるものは記号で示したり、決まったものを

色で表現したりすると良いでしょう。「スクール21の授業」と文字で書くのではなく、「ラインマーカーで該当の時間に線

を引く」ということです。別途配布をしたカラー版の一覧は、食事や身支度の時間をオレンジ、塾の授業を青、自学習

の時間を黄色で塗った例です。この例では、塾の授業と自学習で465時間程度を確保した計画になっています。つま

りこれを見ると、夏の総学習時間が500時間を超えることがいかに大変なことであるかわかると思います。

③１日の終わりに必ず振り返りを

その日１日、予定通りに学習を進められたかを必ず振り返ってください。もし不十分な点があれば、必ず翌日挽回

するようにしてください。



（２） 宿題・課題等の自学習
同じ夏期講習を受講していても、ひとりひとり大きく差がつくのが「自学習」の進め方です。授業で学習したことを定

着させるための自学習（課題や宿題の実施）は実力をつける上でとても大切です。より効果的に進めるために必要な

ことをまとめます。

①時間ごとに学習する場所を決める

授業の場合は受講する場所（教室）は決まっていますが、自学習はそうではありません。自宅の場合が多いと思い

ますが、塾の自習スペースを利用したり、図書館を利用したりすることもあるでしょう。それぞれメリットデメリットがあり

ます。それらを考慮した上で決めましょう。

メリット デメリット

自宅 ・落ち着いて自分だけの空間で学習できる ・誘惑が多い

・学習用具がそろっている（前年の教科書など） ・他人の目がないため集中を継続することが困難

・わからないところをすぐに質問ができない

塾の自習 ・わからないところをすぐに質問できる ・食事をまたぐ時間の場合、軽食を準備する必要

スペース ・同じ目的を持った友人がいるため励みになる がある

・慣れた空間で学習できる ・他学年の授業が気になる可能性が多少はある

・休憩時間を適切にとりやすい ・塾が休みの日は利用できない

図書館 ・落ち着いた空間で学習できる ・いつも空いているとは限らない

学習する場所は、自分の特性や目的に応じて選びます。集中力に自信のある人は自宅でもどこでも大丈夫でしょ

う。しかし、集中力はあっても、「わからないところがあるとそれを解決するまでは次に進めない。」という性格の方は、

すぐに質問できる塾の自習スペースが有効です。特に、弱点教科の学習をするときにはそのようにしてください。逆

に、自分の得意教科、得意なテーマの学習は自宅でも大丈夫でしょう。

また時間帯によって自学習の場所を決めるというのも簡単な方法です。例えば、夜の時間帯はその日の授業の宿

題を、苦手な教科から塾の自習スペースで行い、疑問点があれば質問をします。翌日の午前中は、暗記の作業や、

前日質問した問題の再演習等、できなかったものを完璧にする作業を中心に行います。また、過去問等を時間を決

めて行うときも、自宅で行うことが十分可能です。

チェックポイント 私の夏の自習場所……午前中（ ） 夜の時間（ ） 休日（ ）

②集中するための工夫をする

時間をかけて学習しても、集中していなければ効果は期待できません。気持ちだけでなく、行動の工夫により集中
できる環境を作ることも大切です。

◆ストップウオッチやタイマーを用意する

問題を解くときには、あらかじめ目標の時間を設定します。「英語の宿題は40分で終わらせよう」とか、「○○～△△

の年代暗記は15分で覚えよう。」のように決めておき、実際にタイマーやストップウオッチで計っておきます。実践の場

では時間配分も重要な要素になりますから、日頃の自学習でもその感覚を磨きます。

◆イヤホンや耳栓の活用

周りの音を排除するには有効です。しかし、教室の自習スペースでは、原則安全管理の観点から耳栓やイヤホン

の使用は禁止しています。希望する場合は、事前に許可を得てから使用してください。

◆言葉を含む音を排除する

音楽を聴きながら学習すると集中できるという人もいます。ただしこの場合も注意が必要です。日本語の歌詞や英

語の歌詞を含む音楽 (歌) は望ましくありません。知らず知らずのうちに、その音楽の中の言葉に意識の一部が向い

てしまうからです。

③定期的に休憩を入れる

集中力のある人は、「何時間でも連続して勉強できる」、「夢中になって問題を解いていたら、いつの間にか3時間経

っていた！」という場合もあるかもしれません。しかし、実はあまり望ましいとはいえません。長時間気を張り詰めた状

態が継続すると、自分では集中しているつもりでも、気がつかないうちに意識が散漫になる瞬間が増加していきます。

そのため、定期的に気を休める時間を作ることも大切です。また、長時間同じ姿勢でいることも集中力の低下につな



がりますから、休憩の時には、屈伸をしたり背筋を伸ばしたり、遠くを見たり、可能であれば歩いたりすることも大変効

果的なリフレッシュ法です。

個人差はありますが、1時間に5～10分程度の休憩を入れることが望ましいと思います。

チェックポイント 私のリフレッシュ法

[ ] 目を閉じる [ ] 屈伸をする・背筋を伸ばす [ ] 歩く [ ] 遠くを見る

[ ] 友人と会話する [ ] その他（ ）

④できるようになるまで、覚えるまで何回もやる！

宿題や課題は、ある事柄を習得するために行うものです。解いて丸付けをすること自体が目的ではありません。で
きるようにすること、覚えることが目的です。この意識を強く持つことが重要です。
a 問題を解く

b わからない問題を、解説を見たり質問したりして理解する

c 丸付けをする

⇒間違えた問題はどのように間違えたのかを確認し、直す

d 間違えた問題、わからない問題をもう一度解き直す

⇒すらすらできるようになるまで繰り返す、知識事項であれば完全に覚えるまで覚える

多くの受験生は、a～cまで行って満足しがちですが、「できるようにする」ためには「d」の作業が非常に重要になり
ます

（３） 効果的な質問をしよう
質問の仕方にも、実は「戦略的な質問」の方法があります。それは、「何がわからないのか、その対象をできるだけ

狭める」と言うことです。好ましくないのは、「先生、この問題がわかりません。教えて下さい。」という質問です。もっと

よろしくないのは「先生、関数がわかりません。」、「関係代名詞がわかりません。」のような質問です。

何がわからないのかの範囲が広すぎるからです。

まず次のことを意識するようにしてください。わからない問題があったとき、過去の学習を振り返ってみたり、解説を

参照してみたりすることです。これらのことを通して自己解決することをまずは目指します。

それでもわからないときには先生に質問をします。このときの質問の仕方がポイントです。解説の何行目のどの文

節（または表現）がわからないのか、その部分をピンポイントで質問します。解説の1行目からわからないということは

まずありません。読んでいてどこかでわからない瞬間があるはずです。そこに蛍光ペンを引き、質問します。

（例） 「解説の△ ABC ≡△ DEF まではわかったのですが、そのあと、なぜPQ＝TSなのかがわかりません。」

（例）「なぜここは in ではなくて on になるのかがわかりません。」

このように、何がわからないのかをピンポイントで明確にする行動が非常に大切です。

（４） 整理整頓！
整理整頓は学習教具だけではありません。「散らかっているけど何がどこにあるから大丈夫！」と言い訳する人も

いますがこれは大きなまちがいです。身の回りのもの、カバンの中や自宅の学習机周辺、引き出しの中等々、きちん

と整理されている人は、知識や考え方等、目に見えない概念的なものを整理することも得意なケースが多いもので

す。「確かに頭の中にあるはずだけど、必要なときに出てこない（思い出せない）」というケースは、整理整頓が苦手な

ことと相関がないとは言い切れません。

また、ものを探すのに時間をかけてしまうのはとてももったいないことといえます。何がどこにあるのかがすぐにわ

かるようにしておきましょう。そのコツは、ものを保管する場所を決めておくと言うことと、次の作業に移る前に、それま

で使っていたものを所定の場所に片付けるということです。たったこれだけのことです。

（５） 強い意志を持つ
自学習やスケジュール管理は、強い意志がないとうまくいきません。皆さんのような県立御三家が第一志望の受験

生であれば、2月22日の本番のために何としてもがんばる、そして、直近の目標は9月4日の北辰で何が何でも好成績

をとるという２点になります。常に、目標を定めて目の前の学習に挑むようにしてください。



中３生への檄④！ 実はこれも大事！ 生活面で留意することもたくさんあります！

「夏の可処分時間がおよそ450時間程度である」ことは前に述べました。そのうちの多くを学習にあてるにしても、ど

のような状態で学習するのかで成果は変わってきます。例えば、寝ぼけ眼な状態で学習するのと、しゃきっとした状態

で学習するのとでは成果が異なる事は容易に想像できるでしょう。そこには生活面での留意点が存在するわけです。

これから述べることは総論であり、個々人で状況は異なりますので、以下を参考にしながら自分に合った方法を見

つけるようにしうてください。

（１） バランスのとれた食事を
①脳が必要とするエネルギー源

人間が活動する際にはエネルギーが必要で、普通はその材料となるものを食事等で摂取します。主なエネルギー

源は糖質がもとになっていますが、タンパク質や脂質も体内で分解することによりエネルギー源として使用します。

しかし、脳が使用することのできるエネルギーはグルコース（ブドウ糖）だけです。グルコースは主に炭水化物を体

内で分解されることにより作り出されます。そのため、もしも炭水化物が大幅に不足してしまうと脳が十分な活動エネ

ルギーを確保できなくなってしまうことになります。この状態が継続されると、脂質をケトン体という物資に分解し、この

ケトン体をエネルギーとして脳が活動するようになりますが、何らかの副作用のあることも報告されています。脳だけ

でなく、体が健全な状態で活動するには、炭水化物、タンパク質、脂質、ミネラル類など、バランスのとれた適切な量

の食事が欠かせません。また、脳の質量は体全体の２％程度でしかありませんが、使用するエネルギーは体全体の

20％と大量に必要とします。

②セレトニンの分泌が精神の安定や集中力を高める効果に

学習中はできるだけ気分を安定させ、集中した状態を保ちたいものです。実は、日頃のちょっとした工夫で、緊張し

にくい安定した状態を作ることもある程度は可能です。それは、脳内の「セロトニン」という物質を増やすことです。セロ

トニンとは、気分を安定化させるのに非常に重要な働きをする神経伝達物質です。これが不足すると精神のバランス

が崩れやすくなったり、不安が増幅しやすくなったりもするそうです。このセロトニンを増やす方法として、日頃の生活

習慣の中でできる代表的なことは、食事と適度な運動に気を配ることです。

◆食事（これが最も大事）

セロトニンは「トリプトファン」という必須アミノ酸を原料として体内で生成されます。生成にはビタミンB6も必要で、さら

に、セロトニンを活性化させるのに炭水化物も必要です。

★トリプトファンを多く含む食べ物

→大豆食品 ( 豆腐、豆乳、納豆その他 )、乳製品 ( 特にチーズ )、バナナ、カツオ、鰹節、ごま、すじこ、たらこ

等々

★ビタミンB6を含む食べ物

→魚類、牛レバー、豚肉 ( 特に魚類は効果的 )

★炭水化物を多く含む食べ物

→ご飯、パン類、パスタ、芋類等

逆に、インスタント食品やジャンクフードで済ませる機会が多かったり、お菓子で食事の代わりにしてしまうようです

と、セロトニンの生成には大きなマイナスになってしまいます。規則正しいバランスのとれた食事が大切であるといえ

ます。

◆運動

リズミカルな運動が効果的のようです。ジョギングやウォーキングなどの本格的なものでなくても、スクワットやスト

レッチでも効果があるとのこと。勉強の合間に、肩や首を回したり、のびをしたりする習慣をつけましょう。また、「もの

をよくかんで食べる」こともリズミカルな運動になるようです。日々の生活において、このようなことを心がけるだけで、

緊張を和らげることも可能になります。特に、「本番に弱いんだよなぁ～ 」という人は、意識的に取り入れてみてくださ

い。

③質の良い睡眠にはメラトニンの働きが

メラトニンとはホルモンの1つのことで、睡眠に関係します。就寝時眠くなるときにはこのメラトニンが体内に分泌さ

れるのですが、メラトニンはセレトニンから体内で生成されます。そのため、セレトニンが不足した状態だと、睡眠にも

影響を与えてしまいます。



（２） 起床・就寝はできるだけ一定に
自分の自由になる時間が増えると（特に夏休み等）、とたんに生活のリズムが崩れがちになる人もいます。もし、

「休みの日はゆっくりと寝ていたい！」と強く思うのであれば、それは日頃の睡眠が十分でないということです。そのリ

ズムを見直しましょう。

◆朝起きたら体いっぱいに光を浴びよう！

セレトニンという神経伝達物質は、精神の安定や頭の回転をよくして直感力上げるなど、脳を活発に働かせる鍵と

なる脳内物質で、これを得るには「食事」が重要であることは前に述べました。もう一つ重要なことは、光を浴びること

です。私たちは、光を浴びることによりセロトニンの分泌が活発に促されます。そして、日光を浴びるタイミングとして

は、起床後30分以内が良いとされています。朝起きたら、まずは太陽の光をいっぱいに浴びましょう。そして、1日に15

～30分程度は日光に浴びるように心がけましょう。

さあ、いかがでしょうか。「受験生としての夏」のイメージがわいてきたでしょうか。この夏は昨年までとは違います。本

格的な入試対策のスタートと位置づけ、全力で取り組み、自分の限界を突破し、より強い受験生へと進化できるよう

一緒にがんばりましょう！

中１生への檄！ 夏休み中の時間をいかに有効に使うか

最後の巻頭記事は、中学生になって初めての「夏休み」を迎えている中１の皆さんに向けた記事です。中１の皆さ

んは熟読してください。夏期講習が始まって数日経過いたしましたが、どの学年もほぼ100％近く宿題・課題をこなして

くれており、当然中１の皆さんもしっかりやってくれています。ただし、今回判明した１学期の通知表でいちばん問題の

ある学年は中１でした。後述いたしますが、何かを変えないと大幅な向上は期待できませし、数値は下がっていく可能

性もあります。まだ夏期講習は始まったばかりですが、ただ宿題課題をこなし、授業を受けていくだけではダメなんだ
ということを肝に銘じてください。とにかく、「ふだんからどういう点に気をつけて行動すべきか」を真剣に考え、何事に
おいても積極的に行動することがポイントです。

小学校時代との最大の違いは何といっても「部活動」があることです。休みだというのに拘束される時間は長く、ま

たさらに大変なのは設備の使用などの都合で、部活動の時間帯が日によって大きく変わることもありうるという点で

す。まして、試合や大会があれば、丸１日拘束されることも覚悟しなければなりません。したがって、中学１年生の最

大のテーマは、「夏休み中の時間をいかに有効に使うか」ということになります。そのためには、まず部活動のスケジ
ュール表のチェック、夏期講習会の日程の確認から始めましょう。この日はどの時間帯で勉強が出来るのか把握し、

計画を立てることが何よりも大切なこととなります。部活動があるから思うように勉強が出来ないというのは厳しい言

い方になりますが言い訳になってしまいます。上手に両立させている友達や先輩方もおおぜいいるのですから。
１学期は忙しかったというのが大半の中１の皆さんの感想ではないでしょうか。学校の定期テストや塾の月例テスト

の見直し、やり直しをするのもままならなかったという方も多いかもしれません。しかしその総整理をするのが、今回

夏期講習会となります。中学１年生の学習内容は、中２、中３そして高校受験へとステップアップしていく土台となるも

のですから、理解不十分なままではいけません。特に英語と数学は、中１内容の理解が不十分だと取り返しのつかな

いことになってしまいます。中１レベルの概念をここでしっかり定着させておかないと、中２以降で発展的な内容を学ぶ

時に大変なことになってしまいます。

また、塾のカリキュラムとは別に、生徒の皆さん自身が各自克服しなければならない課題もあるはずです。どこから
手をつけていいのか分からないという声をよく聞きます。まずは、再度１学期に受験した各種テストのやり直しから手

をつけると良いのではないでしょうか。ただし、現在の自分の学力で解けないといけない問題と、できなくてもよい問題

を見分けるのは大変難しいことですから、何かあれば担当の先生に答案を見てもらい、再度適切なアドバイスを受け

ることが最良の方法だと思われます。

部活動との両立は中学生の永遠のテーマです。しかしながら、保護者の方を含め我々も、そして塾の先輩の誰も

が通り抜けてきた道でもあります。ここで、時間と体力の管理がある程度出来るようになれば、その経験と自信は必

ず後で役立ちます。その意味では、今回の夏期講習は過去の講習会とは比べものにならないくらい重要な講習会と



いえます。ここで大きく飛躍するためにも、妥協や言い訳をせず、きっちり自分に向き合い頑張ってこの夏を乗り切っ

てほしいと宇津木は願っています。

また今回の夏期講習会では通常と異なり理科社会の授業もおこないます。中１の皆さんの月例テストが５科目にな

るのは来年の中２からですが（８月と１月）、中学校の定期テストや来春３月に実施される北辰会場テストも５教科で

す。今まではどうしても英数国３教科の学習が中心となっていましたが、この夏は徹底的に理科社会の知識も身につ

けていただこうと思っています。理科社会の知識は、理社に限らず、生徒の皆さんの学力を底上げする土台のような

ものであり、理社の学習を始めた途端に、３教科の成績も急激に伸びたという生徒の皆さんも少なくありません。長期

の特訓となり体力的にも大変だと思いますが、今後も生徒の皆さんと一緒に頑張ります。

生徒の皆さんおよび保護者の方への連絡

□１ ７月２９日、皆様の口座より夏期Ⅲ期Ⅳ期授業料および夏期中期特訓（中３・48時間特訓、中１・中２理社費用）を

引き落としさせていただきました。今回中学部の皆様は、中期の特訓費用が加算されたため、引き落としの金額

が大変大きくなっておりましたが、ご協力ありがとうございました。次回８月末から、以下の諸費用の引き落としが

続きます。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。

①８月末…９月分授業料、維持費下期分
・中３、中２の皆様はこの９月度より授業料が下記となります。

中３・５科：５０,７１０円 ※授業開始１９時、理社の授業が１日ずつとなり週５日体制

中２・５科：３５,９７０円 ※９月より理社開始、週４日に移行
・学年別の維持費下期分は下記となります。

中３：下期１８,４８０円 中２・中１：下期１７,４９０円 小６・小５：下期１５,８４０円）

②９月末…１０月分授業料、中学部通年テキスト代、年間月例テスト代下期分

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、８月５日（金）までにご提出をいた

だいた皆様の６月１９日分～７月１６日分の駐輪場費用を８月末引き落としで相殺いたします。なお提出が８月７日

（日）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 ＜重要・今後の夏期講習スケジュール＞
いよいよ来週８月１日（月）より夏期講習Ⅱ期が始まります。心機一転、頑張っていきましょう。

①中学部・夏期講習前期（Ⅱ期）…８／１（月）～８／５（金）

小学部・夏期講習前期（Ⅱ期）…８／１（月）～８／４（木）
※２ＳＵＧ・１SUGは８／５は夏期チェツクテスト②＆フォロー日

同様に６SUG・５SUGは８／４は夏期チェツクテスト②＆フォロー日

②中３・北辰対策４８間特訓（前半）…８／７（日）～８／１０（水） 理社

※授業時間 １０：３０～１７：４０ ６０分授業×６コマ（理科３コマ→社会３コマ）

途中１２：４０～１３：１０で軽食休憩の時間あり 教室オープン→８：００～２２：００
①8：00以降、それぞれの授業教室で自習が可能です。希望者は利用してください。

②９：５０～１０：２０にて毎日社会の歴史年号テストをおこないます。確実に覚えてきてください。
③６コマ目の社会終了後、22:00まで自習が可能です。各自の都合に合わせて、今後も利用してください。

④３科の担当者（安場、松坂、阿部）はこの期間不在ですので、数英の質問、相談等は8月5日までに完了さ

せておいてください



③中１・中２・理社特訓…８／７（日）～８／１０（水）
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。

※授業時間 １８：１０～２１：３０ ６０分授業×３コマ（社会、理科合計３コマ） 社社理、社理理の繰り返し
①8：00以降、それぞれの授業教室で自習が可能です。希望者は利用してください。

②三科と同様、最終日の１０日はチェックテスト（理社力検定テスト）を実施いたします。

③宇津木、大久保を除く３科の担当者（若生、中島）はこの期間不在ですので、質問、相談等は8月5日ま

でに完了させておいてください

④中３・北辰対策４８間特訓（後半）…８／１２（金）～８／１５（月） 国数英

※授業時間 １０：３０～１７：４０ ６０分授業×６コマ（国語２コマ→数学２コマ→英語２コマ）

途中１２：４０～１３：１０で軽食休憩の時間あり 教室オープン→１０：００～１８：１０

①この期間は宇津木不在のため、それぞれの授業教室での自習はできません。また教室オープン時間、ク
ローズ時間も前半の48時間特訓時とは異なります。

③理社の担当者（宇津木、舞木）はこの期間不在ですので、理社の質問、相談等は8月10日までに完了させ

ておいてください

⑤中学部・夏期講習後期（Ⅲ期＋Ⅳ期）…８／１７（水）～８／２７（土） ※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）
※２ＳＵＧ・１SUGは８／２２、８／２７はチェツクテスト＆フォロー日

同様に６SUG・５SUGは８／２２、８／２６はチェツクテスト＆フォロー日

さいたま市内の小中学校の２学期始業式は８月２６日（金）、そして翌２７日（土）市内の各中学校では

土曜授業がおこなわれますが、夏期講習の授業開始時刻には十分間に合いますので、変更なしで

いきます。ただし不都合が生じる生徒は早めに宇津木まで相談を。

⑥８月度月例テスト…８／３０（火） および ８／３１（水）
中２生は５教科受験となります。また志望校判定もおこないます。

８／３０（火） 中３…１９：００～２１：４０ 国数英 中２…１９：３０～２１：００ 理社

８／３１（水） 小５・小６…１７：２０～１８：５０ 国算
中１・中２…１９：３０～２１：４０ 国数英 中３…１９：００～２０：２５ 理社

試験範囲は保護者会資料参照（後日この教室通信に再度掲載いたします）

⑦２学期開講日…９／３（土）

・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（月曜）、社会（金曜を予定）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（火曜を予定）。なお中３生は授業時間帯が１９：００



～２１：４０に変更となります。
・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。

□３ ＜重要＞１学期通知表結果報告
中学生の皆さんの１学期の通知表が判明しました。以下のようになっています（●が１名を表します）。

①３ＳＵＧ ②２ＳＵＧ

45 45

44 44

43 43

42 教室内部情報のため割愛 42 教室内部情報のため割愛

41 41

40 40

39 39

38 38

38未満 38未満

③１ＵＧ

45 昨年度から評価方法が変更となったこの通知表。近

44 年叫ばれていた指導と評価の一体化の一環で、各教科

43 の項目が３つになり、観点も以前と変更になりました。

42 結果、多くの中学で以前と比べて、つけ方が変わりま

41 教室内部情報のため割愛 した。ある中学では以前と比べて、「５と４を減らして３を

40 増やした」と明言していますし、逆に「全体的につけ方が

39 甘くなった」学校もあるようです。（ただしこの中学では成

38 績中位から下位の皆さんに対しては出方は厳しい結果

38以下 となっています）。確かに塾生の皆さんの中にも、技能系

のある１教科だけが３ないし４で４３や４４という方も少な

からずいました。ただし昨年一年間、生徒の皆さんの成績、塾での様子を見る限り、つけ方が変わったため１～２

下がったと思われる方も一部いたものの、相応の結果が出ていると宇津木は見ています。逆に「しっかりしている

子」にとっては、高い通知表が出やすくなったようにさえ感じます。

今回の１学期の通知表の結果は上記の分布表の通りですが、実は皆さんの通知表は、塾の月例テストや北辰

会場テストなどの成績状況や塾での学習状況とほぼ一致しています。大変厳しい言い方になってしまいますが、

「成績のいい方」や「取り組みがしっかりしている方」は今回の通知表もいいですし、逆に「成績が今ひとつの方」や

「取り組みが甘い方」は厳しい結果が出ています。以下、学年別に成績状況をまとめます。

①中３
ここまで、順調に月例や北辰で高い数値を残してくれていますが、今回の通知表でも８名中６名の皆さんが９科４３

以上というすばらしい結果を残してくれました。中２の内申点（学年総合）に比べ、若干数値が下がってしまった方

もいますが、44→45となった方が２名、その他＋２、＋３、＋４と上げてくれた方もおり、大健闘してくれました。

②中２
１学期の中間、期末の結果が不振であった方はやはりそのような通知表が出ています。本人たちも納得済のダウ

ンといえます。そのなかで何と＋６アップしてくれた方がいます。これはスゴイです。本当に頑張ってくれました。ま

だまだ自己管理ができない甘い方が多い学年ですが、全体的な成績状況は少しずつよくなっていますし、何より

明るさ、元気の良さは三学年イチです（笑）。今後に期待が持てる学年だと宇津木は思っています。

③中１
そして最大の問題学年が中１です。女子は全員まあまあでしたが、男子の低さは話になりません。主要５教科に３

がある率もいちばん高いですし、技能系の教科の低さは、精神的にまだまだ幼いという点だけでは済まされないレ

ベルです。このままいくと２学期以降さらに下がる可能性が高いですので、とにかくこの夏猛烈に頑張らせ、２学期

の中間テスト前は特訓に次ぐ特訓を課す予定です。本来は皆さんの精神的な成長や自ら積極的に取り組む姿勢



が出てくることを待ってじっくり指導をしていくべきところですが、仕方がありません。とにかく結果を出させ、成功体

験を少しずつ重ねていきます。

次に皆さんの成績を以下の４つのグループに分けて、分析と講評をいたします。

①４４ないし４５の皆さん
大変素晴らしい結果を残してくれました。主要５教科はオール５で技能系ひとつが４という方は実質オール５に

等しい結果です。このまま頑張ってこの成績を維持していきましょう。

②４２ないし４３の皆さん
良好な結果です。前回に比べて下がってしまった方も落ち込む必要はありません。まず主要５教科でオール５で

ない皆さんは、次回はオール５になれるように中間期末テストの準備を早めたり、テスト直前の暗記系の教科の覚

え方を工夫したりと、皆さんなりに可能な範囲で新たなチャレンジをしてみてください。また技能系で３がある方は、

とりあえず中間期末テストでは前回以上の得点を取れるように頑張りましょう。

③３９～４１の皆さん
まず主要５教科で５でない教科を５にすることを最優先してください。42ないし43の皆さんと同様、中間期末テス

ト向けの勉強量を増やすのは当然のこと、その準備を早めたり、テスト直前の暗記系の教科の覚え方を工夫した

りしてみてください。また３ないし４の技能系の教科も、テストの得点を上げるのは当然のこと、学校内での取り組

みを以前より積極的におこなうようにしてください。通知表39の方は、次回は何としても40台を！

④３８以下の皆さん（特に今回３６以下の皆さんへ）
県立御三家の受験を考えた場合、宇津木の経験上最低でも38程度の内申点をもっていないと合格の可能性は

かなり低くなります。第２回保護者会でご案内した今春の「内申点の逆転現象」はあくまでも珍しいケースであっ

て、やはり内申点が高い方は高い偏差値を取っており、逆に高い偏差値の方は内申点も高いわけです。まず主要

５教科はすべてオール５になれるように２学期の中間・期末テストを何とか頑張りましょう。現状を正確に認識した

上で、勉強に対する取り組みを再度見直してください。宿題課題はきちんとこなしていますか。担当の先生の指示

はちゃんと守っていますか。大変厳しい言い方になってしまいますが、技能系の大半が３である皆さんはこれが学

校の先生の評価なわけです。主要５教科であれば我々は補習を含めて何でも対応してあげられますが、技能系

の教科に関しては皆さん自身の取り組みや考え方、中学校での姿勢や態度を変えてもらうしかありません。特に

中１男子の皆さんはこのまま成績が推移していった場合、中２への進級時に教室変更をしていただくこともありえ

ます。とにかく気合を入れ、すべての取り組みを変えましょう。

いかがでしょうか。保護者会で皆さんの前で体験談を語ってくれた浦高生、大宮高生、一女生の姿。そして高校が

望む学生像。県立御三家という埼玉県立高校のトップ３校は誰もが憧れますが、逆に誰もが入れるわけではあり

ません。この教室はその３校の専門校なわけです。勉強を教える、指導するのは当然のこと、皆さんが成長してい

く過程のなかで、どうすれば「人として」成長していってもらえるかという点について、宇津木は今後もいろいろな話

を皆さんにしていきます。また担当者全員で皆さんを応援していきます。とにかく頑張りましょう。

□４ ＜重要＞夏期講習チェックテスト①結果報告
先週７月２９日（金）に小学生、７月３０日（土）に中１、中２生の夏期講習Ⅰ期分の授業内容の復習および確認の

ために夏期チェックテスト①を実施いたしました。学年ごとに得点結果をまとめます（除くオンライン受験者）。以下

得点順です。全学年全教科、目標点は１００点満点ですが、とりあえずこの点数を取ってもらえればギリギリＯＫと

いう合格点を設定しています。今回残念ながら、この合格点を取れなかった方は、次回は何としてもクリアーしまし
ょう。参考に昨年の夏期講習Ⅰ期のテスト結果も掲載いたします。なお成績表は、後日配布いたします。

①小５算数（合格点95） 100、95／

②小５国語（合格点100） 100／95

③小６算数（合格点95） 100、100、95、95／85



④小６国語（合格点100） 100、100／98、98、88

⑤中１英語（合格点90） 100、100、95、95／

⑥中１数学（合格点90） 100、100、92／76

⑦中１国語（合格点96） 100、100／94、86

④中２英語（合格点90） 95、95、95、95、95、90、90／85、80、70

⑨中２数学（合格点90） 100、100、100、100、100、100、100、100、90／60

⑩中２国語（合格点96） 100、100、100、100、100、100、98、98、96／94

（参考） 昨年の夏期講習Ⅰ期のチェックテスト結果（原則問題は同一）

①小５算数（合格点90） 100、100、95／

②小５国語（合格点100） 100、100／83

③小６算数（合格点95） 100、100、100／

④小６国語（合格点100） 100、100／97

⑤中１英語（合格点95） 100、100、100、100、100、100、100、95、95／85、85、45

⑥中１数学（合格点90） 100、100、100、100、100、100、100、91／75、66、59、49

⑦中１国語（合格点96） 100、100、100、100、96、96／92、90、80、78、76、72

⑧中２英語（合格点90） 100、100、100、100、100、100、100、95／

⑨中２数学（合格点100） 100、100、100、100、100／90、90、90

⑩中２国語（合格点96） 100、100、100、100、100、100、98、96／

原則「合格点をクリアー」していただければ問題はないのですが、教室としての目標は当然「全教科100点」で

す。それは上記の得点分布を見ていただいた通りで、やはり大半の皆さんはしっかり100点を取ってくれているわ

けです。つまり100点を取れなかった方は、何かが足らなかったわけです。さて失点の原因は何でしょう？ 数学

（算数）であれば計算ミスでしょうか？ でもテスト範囲はテキストに載っている問題で、授業または宿題で皆さん

が一回やった問題ですよね？ 国語の失点はなぜでしょう？ これも事前にテスト範囲は各担当者から聞いてい

るはずですし、授業で一回やっていますよね？ また中１・中２の皆さんはテスト前にホワイトボードに宇津木が詳

細なテスト範囲を大書し、テスト前に30分程度勉強をする時間を与えましたよね？ 英語の失点はなぜでしょう？

英語のテストも他教科同様、テキストで一回やった問題ですよね？ 確かに去年と比べて、中学生の国語、英語

は２日に１回となっていますから、１回分の宿題量も多いですし、テスト前にしっかり覚えてこないと、100満点は取

れないはずです。ではなぜ100点満点が取れなかったのでしょう？ ちゃんと100点を取ってくれた方との差は何で

しょう？ 甘く考えていませんでしたか？ 何とかなると思っていませんでしたか？ 中２英語は100点満点は０

名です。ここまで本当に頑張ってきてくれたと思っていた中２生の結果がこれです。う～ん。。去年も現中２生（当時

中１生）は、テスト結果が散々で宇津木からカミナリをもらっていました。なぜってそりゃ、上記の点数であれば怒り

たくもなります。。宇津木が担当している中１、中２の数学では、事前に対策として、本来チェックテストのあとにや

るフォロープリント２回分を事前に授業中にやらせましたよね。なぜそこまで宇津木はやったのでしょうか？ それ

は皆さん全員に100点を取ってほしかったからです。100点を取って自信をつけてほしかったからです。それでも10

0点満点が取れないとは。。これ以上は申し上げません。次回、100点満点でなかった皆さんの大いなる奮起を期

待します。

全塾の集計結果がまだ出ていませんので、昨年お知らせした全塾教室別順位等は次回以降の教室通信でご報

告いたします。ご了解ください。

□５ ＜重要＞中３・７月北辰テスト結果
夏期講習中の７月２８日（木）、北辰図書より中３第３回のテストデーターが返却されました。いよいよここからが私

立の個別相談の場で材料となる本番の回です。教科的には、前回同様、数学、理科が平均点も低く、解きにくかっ

た上に、今回は英語が難化、県公立入試本番と似たような状況となりました。ただし数学、社会、理科の平均点が

前回よりわずかながら上昇したため、偏差値７０ラインは前回より６点上昇し４０９点。結果は下記の一覧の通り、

前回受験者８名中７名の方が７０以上、クラス平均７１．１という過去最高の結果から、７０名以上５名と少しダウン



しましたが、それでもクラス平均７０．４をたたき出してくれました。今回３科または５科で７２以上を取ってくれた方

は４名。次回も同程度の成績を取ってもらえれば、事前相談による特待の確約が確定します。今回７０を下回って

しまった方も次回９月では確実に目標の偏差値を超えられるように頑張りましょう。

★中３・第３回北辰会場テスト・クラス別平均および全塾クラス別順位 ※全塾クラス別順位は後日判明

国語 数学 英語 社会 理科 ３科 ５科 今回の偏差値

４月 ３ＳＵＧ 得点 78.9 76.9 79.8 84.6 81.9 235.5 402.0 ４５９点：７５．０

偏差値 64.0 70.7 67.5 67.8 67.6 69.2 69.5 ４３９点：７３．０

順位① ６７位 ７位 ２６位 ２１位 ２５位 ２１位 ２０位 ４２９点：７２．０

順位② ４８位 ３位 １３位 １８位 ２０位 １０位 １２位 ４１９点：７１．０

６月 ３ＳＵＧ 得点 75.8 80.1 87.1 87.1 85.6 243.0 415.8 ４０９点：７０．０

偏差値 62.7 71.8 71.1 69.6 70.3 70.2 71.1 ３９４点：６８．０

順位① ８５位 ６位 １位 １２位 ５位 ９位 ７位

順位② ６８位 ２位 １位 ９位 ４位 ４位 ５位

７月 ３ＳＵＧ 得点 73.8 82.1 82.1 88.5 88.6 238.0 415.1

偏差値 62.0 71.0 69.6 69.8 70.3 69.0 70.4

順位① 位 位 位 位 位 位 位

順位② 位 位 位 位 位 位 位

★上記の順位 順位①→全クラス内での順位

順位②→ＳＺ・Ｚコースを除く、ＳＵ・ＳＧ・ＳＰコース内での順位（通常の月例順位と同様のもの）

（注意）上記順位②の理社の全塾クラス別順位

他教室のSZ・Zコース生で理社のクラスは、SBコースという県立御三家を目指すコースに在籍されている方も多いため、国数

英の順位と理社の順位は必ずしも同等の比較はできません。

７５～ （講評）

７４～ 今回、３科または５科で７２をクリアーしてくれた方および５科７０

７３～ をクリアーしてくれた方は５名。この皆さんは問題はありません。

７２～ 教室内部情報のため割愛 次回９月も同様に頑張っていってください。もうここまでくれば、

７１～ 乱れることはないでしょう。自信を持って頑張っていきましょう。

７０～ さて今回７０をクリアーできなかった皆さんです。実は原因ははっ

６９～ きりしています。まず前回同様、国語で大きく失点しているという

６８～ 点です。そして、理社両教科、またはいずれかで点数を取り切れ

６８未満 ていない方もいるという点です。つまり状況はほぼ６月と同じで

あるわけです。とにかく理社に関しては、現在夏期講習で総復

習に入っていますので、とりあえず与えられたメニューを完璧にこなしていってください。こちらは早い段階で何とか

なるはずですし、社会は宇津木が何とかします。次に国語に関しては、別に苦手意識を持つ必要はありません。

現状安場から指示された学習をコツコツ続けていってください。必ず読解力の歯車が合う時期が来ます。夏期講

習後の９月、１０月は必ず成績は上向くはずですし、それを信じてこれからも頑張っていきましょう。



配 提

布 出

物 物

８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
８／１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

（休講日）
夏期講習会Ⅱ期 中期特訓

（8／7～10）
教室オープン 13：45～22：30

教室オープン
８／４（木） 午前特訓 8：30～12：30 8：00～22：30

■教室クローズ
８／５（金） 早朝特訓 6：30～10：30 （自習不可）

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４
（休講日）

中期特訓（8／7～10） 中期特訓（8／12～15）

中３・４８時間特訓・理社 中３・４８時間特訓・国数英
中１・中２・理社特訓

教室オープン 10：00～18：10
教室オープン 8：00～22：30 ■教室クローズ

（自習不可） 宇津木不在→中３生以外の自習不可

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１
（休講日） （休講日）

中期特訓 夏期講習会Ⅲ期
（8／12～15）

教室オープン 13：45～22：30
中３

４８時間特訓 ８／１８（木）・１９（金） 午前特訓 8：30～12：30
国数英 ■教室クローズ ■教室 クローズ

（自習不可） ８／２０（土） 早朝特訓 6：30～10：30 （自習不可）

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
（休講日）

夏期講習会 夏期講習会Ⅳ期

Ⅲ期 教室オープン 13：45～22：30

８／２５（木） 午前特訓 8：30～12：30
■教室クローズ
（自習不可）

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。

ほぼ毎日新しい記事をアップしています。ぜひご覧になられてください。


