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学力に差が出る２学期を乗り切るために（中学生編）

さてあの大変暑いなか、毎日頑張って通ってくれた夏期講習を何とか乗り切り、今週９月３日（土）から２学期の授

業が開講します。毎回同じようなことをいっていますが、いよいよ「勝負の２学期」です。受験学年である中３生にとっ

ては、北辰会場テストや県立タイプに変更となる月例テストなどの成績結果は、１学期までのものとは比較にならない

ほど重要なものになりますし、北辰テストの偏差値は私立高校の受験校およびコース・類の選定に直結していきま

す。また残された定期テストは２学期の中間、期末テストの２回のみ。それぞれの中学では、この２学期の成績を重視

して皆さんの内申点を決めますので、１点でも高い点数を取る必要があります。とにかく１つ１つのテストの結果が、

直接中３の皆さんの高校入試の合否に影響を与えます。加えて学校説明会や相談会等も土曜・日曜に集中しますの

で、１学期以上に時間の使い方を考えないとどれもこれも中途半端な状態で、２学期が終わってしまうということにも

なりかねません。また中１・中２の皆さんもこの２学期は、今まで以上に学校行事や部活動が盛んになっていきます。

学習内容についても、１学期に比べて複雑で難しい単元が目白押しとなります。忙しさにかまけて、勉強をおろそかに

してしまうと、あっという間に学力差が拡大してしまう時期でもあります。今週号の教室通信では、上手にこの２学期を

過ごすためのポイントをいくつかまとめてみます。

◆中学１年生◆

２学期の最大のポイントは「勉強と部活の両立」となります。３年生が引退し、部活での役割はこれまで以上に大き

くなります。勉強はなかなかゴールが見えない反面、部活動では「今やらなければならないこと」がはっきりしています

から、１学期以上に部活に力を入れる方が多くなります。ところが、この部活動の忙しさにかまけて、もろもろの勉強を

おそろかにしていると、あっという間に学力は下がっていってしまいます。中１の学習内容は２学期に入るとさらに難
度が増し、入試に直結する重要な単元を多く学習するようになります。ですから、当たり前のことながら、学校の授業
や塾の授業を気持ちを集中して受けること。学校の宿題や塾の宿題にしっかり取り組むこと。そして毎日継続的に学

習することの３つが何よりも重要なこととなります。今後も教室では、日々の授業をしっかり受講していただいた上で、

種々の補習や各種対策授業をタイムリーに設定し、生徒の皆さんお一人ひとりの理解度・定着度を向上させていく予

定です。また１学期同様、定期テスト前には複数回高速トレーニング大会や理社の対策授業なども実施し、無理やり

にでも得点を上げていきます。この夏は、学習面でかなり頑張ってもらった方と全然それが足りなかった方にキレイに

分かれてしまいました。まず何のためにこの教室に通っているのか、そしてこの教室で勉強を続けるためには何が必
要なのか、この最低限必要な問いの答えを皆さん自身が真剣に考えてください。誰かが助けてくれるわけではありま
せん。皆さん自身が考え方や行動を変えていくしかありません。県立御三家を目指すということは、あの保護者会に
参加してくれた卒塾生のようになるということです。今一度気持ちを入れ替え、気持ちを高めて、２学期の勉強に取り

組み、通知表も１でも２でも上げていきましょう。

◆中学２年生◆

２学期の最大のポイントは、中１生と同様、「勉強と部活の両立」になります。ただし半年後にはいよいよ受験学年

の中３になる現中２生にとって、この中２の２学期は非常に重要な時期となります。一般の中２生は、どうしても勉強よ

りも部活に力を入れてしまいがちですが、そのようなことをしているとあっという間に周りから成績面で離されていって

しまいます。中２の学習内容は、２学期に入ると難度が増し、入試に直結する重要な単元を多く学習するようになり、
なかなかそれ以前の内容の復習をしている時間がなくなってきます。ただそれではなかなか学校の定期テストや塾の
月例テストを初めとする実力テストで高得点は取れませんから、今学習している内容をしっかりと身に付けつつ、別に
復習のレールを引いていく必要があるわけです。学校の宿題や塾の宿題をしっかりこなすことは言うまでもありませ
んが、やはり根本は授業を真剣に聞き、その場で理解していくということが重要ですし、今後増えていくであろう復習

用の課題もきちんとこなし、覚えていくことが何よりも重要なこととなります。全体的にはここまで順調に来ている学年



ですが、月例テストの成績と比べて、学校の通知表および中間期末テスト結果が若干低い方が散見される学年でも

あります。今一度気合いを入れ直し、今まで以上に、普段からコツコツと各自の課題に取り組んでいってください。

◆中学３年生◆

大半の中３生は１学期中に部活が終了し、いよいよ受験勉強に拍車がかかる時期を迎えました。しかし一般の中３

生は、受験勉強に集中するようになった生徒と、もう一つ学習に気持ちが入らない生徒とに分かれてしまうようです。

「部活がないから、勉強に専念できる」とはならず、学校行事や生徒会活動に時間を取られたり、部活をやっていた時

間が余暇の時間にそっくり化けてしまうこともあるようです。

そういうなかで御三家北浦和校の中３の皆さんは、とにかくこの夏大変よく頑張ってくれました。またホント明るくな

りました（笑）。毎日、本当に頑張っている中３の皆さんの様子を見続けてきました。ツラい勉強もここまでみんなで明

るく乗り越えてきました。さて２学期まず皆さんが気をつけなければならない点は何だと思いますか？それは「１分１
秒、時間を無駄にしない」いうことに尽きます。例えば、帰宅してから夕食まで、帰宅してから塾に出かけるまでの夕
方の時間をどう過ごすかなど、毎日の生活習慣を組み立て直し、ちょっとした時間の合間にも、短時間で効率の良い

勉強方法を工夫してみる必要があります。そういうちょっとした時間に、たとえば理社が苦手な方は、再度一問一答形

式の問題集等を用いて暗記してみたりといろいろ工夫できるはずです。また学校から帰宅して少しのんびりしたらすぐ

塾に向かうのも一つの方法です。早めに塾に来て、各自の課題を進める。例年早い方は16時台、17時台から塾に来

て勉強を始めています。

次に、各自の課題を明確にし、それを着実に克服していく必要があります。９月４日の北辰第４回の自己採点大会が

終わったあと、もしいくつかの教科を失敗してしまった方がいれば、宇津木から別途細かな学習の指示を出す予定で

す。まあそういうことがないように祈りたいですが（笑）。もしそのような課題を出された方は、何としても９月中にその

課題をやり遂げましょう。

そして最後のポイントが「夏に培った学力を下げない」という点です。当たり前ですが、学校の２学期の授業が開始
されると、必然的に学習量は落ちます。学校がある以上、夏期講習と同じ時間を勉強に充てることは不可能です。そ

うなると10月以降のテストでガクンと成績が下がってしまう子が例年少なからずいます。ですから、教室では意図的に

９月は学習量を増やすようにします。夏に培った学力をさらに上げるための方策です。宿題・課題も膨大なものとなり

ますし、各種特訓授業や指定されたトレーニングジムや高速トレーニング大会、自習も１学期とは比べものにならない

くらい増やします。とにかく塾に来て勉強を進めましょう。日曜日も宇津木の体力の続く限り（笑）極力オープンしてい

きます。頑張りましょう。

これからは中３生全員が気合いを入れて勉強に臨んできます。北辰テストなどの偏差値も全体平均が上がり、以

前と同じような得点状況では、逆に偏差値は下がっていってしまいます。周りの受験生よりもより多く学習し、確実に

一問でも多く解けるようにしなくてはなりません。皆さんのライバルを事実上皆さんが眼にすることは不可能ですが、

そういう周りとの競争に勝ち抜いていかないといけないわけです。とにかく貪欲に、そしてひとつひとつ正確にこなして

いきましょう。

目指せ！県立御三家全員合格！ みんなで合格するぞ～！

中３生はいよいよ本格的な私立対策も始まります！ ～スクール２１学校別入試特訓開講！～

続いて９月１９日（祝・月）から始まる中３生対象の「学校別入試特訓講座」についてご案内いたします。ぜひこの学

校別特訓を上手に利用していただき、それぞれの私立志望校の確実な合格を目指していただけたらと考えておりま

す。実際にその高校で実施する講座の臨場感は、他では類を見ないものです。この貴重な経験を、今後の受験勉強・

受験作戦にぜひとも活かしていただけたらと思います。

例年併願の私立高校がほぼ決まった後、受験校の過去問の勉強を始めてみて、ショックを受ける受験生はけして

少なくありません。埼玉県公立の入試問題は言うまでもなく、北辰テストなどとはまるで問題のレベルや出題傾向も異

なっており、あまりの難しさに愕然とする受験生が大半です。また私立高校の入試問題のレベル・難易度は、合格の

目安の偏差値と必ずしも一致していないケースが多く、偏差値がさほど高くない高校でも難しい問題を出題していると

いうケースもあります。併願の第一志望の高校はもちろんのこと、そういう抑えの学校でもその高校の入試問題のレ

ベルや内容をしっかりと事前に把握しておく必要があるわけです。

さて中３の皆さんは、現状「北辰テストの偏差値を上げる」ことを勉強の中心にやっていますが、次回９月４日に実

施される第４回北辰テストである程度の偏差値が取れれば、私立の抑えが決まる方もたくさんいらっしゃいます。また

７月、９月のいずれかを「失敗」してしまった方も、その次の１０月北辰テスト後には抑えの私立高校はほぼ確定してい

くと思われます。ただしいつまでもこの「北辰で偏差値を取る勉強」をメインに進めることはできませんので、私立は当

然のこと、一日も早く県公立の入試問題を完璧に解けるようにする体制に移りたいと考えています。教室の予定とし



ては、前述しましたように、次回の９月北辰、そしてどんなに遅くとも１０月北辰で目途をつけ、１０月初旬から勉強の

内容を大きく変えていく予定で、その中のひとつがこの私立対策になります。すでに皆さんご承知の通り、皆さんが受

験する英語、数学の県公立入試の学校選択の問題は非常に難しく、いわゆる難関私立レベルの問題といえます。中

３生の皆さんは、夏期講習中に北辰対策の一環として一部入試問題を扱ってきた教科もあるものの、本格的な演習

は実施してきませんでしたが、いよいよ２学期より本格的な入試問題の対策に入ります。今後各種対策をおこなって

いきますが、問題が難しいのは当たり前ですので、少々のことでくじけず、今まで通り頑張っていきましょう。

【講座の特色について】

①実際の志望校の校舎にて授業が受けられます。
志望校の教室で実際に授業を受けていただきます。普段とはまったく異なる環境での授業は、緊張感に満ち溢れた

ものとなるはずです。外から見学するだけでなく、実際の教室で授業を受けるからこそよりその高校のことを実感するこ

とができます。ほぼ丸一日を高校の校舎内で過ごす機会は、他では絶対経験できないものとなるはずです。

②完全対策問題演習と解説で傾向と対策が身につきます。
各高校の入試問題のうち、頻出の重要単元問題を扱います。基本的な問題から応用問題まで、じっくりと解説いた

します。各私立高校の入試レベル・問題傾向を感じ取っていただくことができるはずです。またその高校の過去入試問

題集の、効率的で効果的な学習の進め方もご説明いたします。一見、難しそうな問題も、必ず解法の糸口があります。

分かりやすい授業・分かりやすい解説を通して、解法・対策を伝授いたします。この講座を受講していただくことで、合

格に必要な得点力をぜひ身に付けてください。

③各高校の教科担当の先生方から、直接出題傾向や今後の勉強方法についての説明があります。
教科担当または入試担当の先生方が、それぞれ具体的に種々のアドバイスをしてくれます。この講座でしか聞けな

いようなマル秘の情報があるかもしれません。

④校内の見学をじっくりとできます。
学校内をくまなく見学することができます。施設を見学しながら、さまざまな質問もできます。パンフレット・カタログ・写

真だけでなく、実際に自分の目で見てくることができます。

⑤個別相談を実施いたします。 ※一部の実施高校（例．淑徳与野）では実施されません。
ここで実施される個別相談は、通常各私立高校で実施される個別相談とまったく同じ扱いをしてくれます。皆さんが併願

を検討している私立は７月以降の北辰データーが２回以上揃っての相談となりますので、この講座で相談が完了する

と学校主催のものに参加する必要がありません。ただし一部の実施高校（例．淑徳与野）では実施されませんので、そ

ういう高校の場合は、お手数ですが学校主催の相談会に参加をしてください。

その他高校側のご厚意により、ご参加いただいた生徒のみなさんの記念になるようなグッズや案内書等も無料でい

ただける高校も多数あります。この講座はそれぞれの私立高校の協力を得て実施されるものですので、私ども県立御

三家合格専門教室北浦和校の皆さんが併願するすべての私立高校で実施されるわけではありません。ご了解くださ

い。なお、見本として昨年の学校別特訓の最終注意書（栄東・大宮開成）を配布します。参考にしてください。

『学校別入試特訓』実施校および実施日（実施日順）

９月１９日(月・祝) ■開智
９月２５日(日) ■埼玉栄 ■春日部共栄

１０月１６日(日) ■大宮開成 ■星野 ■浦和実業

１０月２３日(日) ■栄東 ■昌平

１０月３０日(日) ■栄北 ■浦和実業 ■叡明

１１月２０日(日) ■淑徳与野 ■武南 ■浦和黎明

１１月２７日(日) ■花咲徳栄 ■浦和学院

なお申込書は近日中より配布いたしますが、受講料は下記のようになっております。

●受講費用（税込） １講座受講 6,600円 ２講座受講 9,900円 ３講座以上の費用は割愛

ちなみに教室ホームページには、旧南浦和教室（浦高一女合格専門教室）時代に宇津木が参加をした学校のなか



で、栄東の様子をご紹介しています（ちょうど教室開設時から３年目のⅢ期生の代となります）。

学校説明会参加のポイント① ～事前の準備編～

２学期は、ほぼ毎週のように、土日・祝日に私立・公立高の学校説明会や個別相談会が開催されます。今週号と次

回の２回に分けて、学校説明会や個別相談会に参加する際の事前準備、ポイントについてご説明いたします。より良

い併願校選びのご参考にしていただけると幸いです。

■事前の準備編■

①まず学校説明会と個別相談会というものは原則内容が異なります。大半の高校では、９月以降学校説明会の実施

後に個別相談を実施いたしますが、最後まで説明会と個別相談を分けて実施をする高校も少なくありません。学校

説明会はいわゆる「説明会」ですので、学校の担当者が自校の特徴や入試のシステムなどを懇切丁寧に説明いた

しますが、結局のところ、学校のＰＲで終わってしまうことが普通です。ですから「参加すべきものなのかどうか」とい

うご質問に対して宇津木は、「絶対に参加しなくてはいけないというものではないが、その高校の指導内容等につ
いて、あまりご存知でない場合はご参加ください」という言い方をしています。それに対して、個別相談は「参加しな
くてはいけない」性質のものとなります。ただし早い時期に参加をしたほうが有利になるというものではありません
から、北辰テスト等の成績である程度の結果を残された後に、ご参加いただくと良いと思われます。ただし以下の
二点ご注意ください。

★私立校の特待生を希望する場合に、事前に募集人数ワクが決まっている高校があること。

事前に「北辰テスト等の結果で特待生として扱ってもらえる」大半の私立高校は、原則募集人数のワクはありませ

ん。ですから特待生としての募集を定員で締め切るというケースはありえませんが、一部の都内私立、県内私立では

最初から募集人数を設定している高校があります。そのような高校をご希望の場合は、当然「早めに動く」必要があり

ます。ご不明な点がございましたら、宇津木までお知らせください。

★９月北辰テストデーター返却後の９月中旬以降の個別相談会に参加をする場合、「説明会に参加してから個別

相談にご参加ください」という言い方をする高校もあります。

本来学校説明会と個別相談会は別々の性格を持った会ですが、私立高校側としては、１人でも多くの受験生にＰＲ

をしたいわけですから、「個別相談会参加の資格」として、「学校説明会に参加している」ことを要求する高校もありま

す。ただし御三家北浦和校の中３の皆さんが受験を考えている私立高校の大半は、上記のような特殊な対応はいた

しませんし、今回別記事でご案内したスクール21主催の「学校別入試特訓講座」にご参加いただければ、上記の内容

はすべて一日で済んでしまいます。

それぞれの私立高校の「合格の目安」は、来春の入試でもほぼ今年度通りと予想されます。ですから中３の皆さん

としては、まずその「目標をクリア－」していただくことが必要となるわけですが、１回も高校見学をしないで受験を決め

てしまうということは大変危険です。目安としては、９月中旬までにいくつか候補を絞っておき、その後成績状況を睨

みながら、いくつか高校の説明会に参加をして（スクール21主催の学校別入試特訓講座でもかまいません）、最終併

願校を決めていくというやり方がよろしいと思われます。それでは下記に、具体的に「事前準備編」をまとめてみます。

②まず学校説明会の日程を確認し、希望する高校の説明会に参加できるようにスケジュールを組んでみてください。

日程が重なる場合は、志望校の優先順位でご判断されるとよろしいかと思います。高校により、平日の学校見学や

個別の相談も受け付けている場合があります。また文化祭や学園祭の時に、進学相談コーナーを設けている場合

もありますので、上手に利用されるのも一策です。説明会の日程以外に、このような行事がないかどうかをぜひご

確認されてください。

③また大半の高校は、個別相談のデーターとして北辰テストの成績で相談が可能ですが、一部の高校は学校の通知

票も必要な場合があります。またたいていの高校で見てもらえる北辰テストのデーターは、７月以降の２回ないし３



回ですので、テストデータが戻ってくる時期も、日程調整の際に考慮が必要となります。また、説明会に事前の申込

が必要な学校もありますし、ネットや電話で受け付けている学校や、専用のはがきで申し込む学校もありますので、

確認が必要となります。ご注意ください。

④説明会で確認したいことを事前にまとめておくことをお勧めいたします。まず確認することは入試情報ですが、特に

来年の入試要項を変更する学校の場合は注意が必要です。入試日、入試教科、募集人数等を正確に把握する必

要があります。また、入試要項に関連する「入試当日の注意事項」や昼食の要不要、面接の形態についても確認

が必要となります。学校によっては、入試問題に関する情報が得られる場合もありますので、どのような出題傾向

であるか、全体の配点ウエイトはどのような扱いであるか等、今後の対策にも役立てることができます。

他にも制服や学校行事・クラブ活動・進路指導のこと等いろいろな説明がされます。その内容は盛りだくさんとなり

ますが、他の受験校と比較するためにも確認したいことはチェックし、こまめにメモを取っておかれることをお勧めい

たします。

⑤自宅から学校までの経路・交通機関もご確認ください。実際に通学することを想定して、どのような通学経路でどれ

くらいの時間がかかるのかを事前に把握しておくことは必要です。また説明会の際には、資料の配布や会場受付

で氏名等の記入の必要がある場合もありますので、少し早めに到着するようにスケジュールを組むことをお勧めい

たします。なお各種インターネットの乗り換え検索や会場地図の検索を利用すると便利かと思われます。

⑥持ち物としては、筆記用具・メモ帳（ノート）・上履き（携帯用のスリッパが便利かもしれません）・成績資料（中３・通

知表コピー、北辰データ等）等です。

またほとんどの学校で、学校案内や入試要項は封筒に入れて渡されますが、少し大きめのバッグや紙袋を事前に

ご用意されると便利かと思います。なお入試要項等は無料でも、願書は有料の高校もあります。何回もその高校に

出向くのは面倒ですので、当日ご購入されることをお勧めいたします。

■「当日の注意事項」については、次回の教室通信にてご説明いたします。

また１０月１０日（祝・月）にさいたまスーパーアリーナで実施される高校入試情報講演会および高校入試個別相談会
に関しては、次回号から順次ご説明をしてまいります。

①高校入試情報講演会…入試全般に関する説明会です（１０：００から２部制）。

②高校入試個別相談会…実際の高校の先生と成績を元にした個別相談ができます（１２：００から２部制）。

生徒の皆さんおよび保護者の方への連絡

□１ 本日８月３１日（水）（ゆうちょ銀行以外の方の引き落としは８月２７日）皆様の口座から９月分授業料および維持費

下期分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。

①中３・９月以降の授業時間帯・授業料
中３生の「９月以降の授業時間帯」について、９月以降の追い込みの時期に合わせて、９月度より以下のように

延長しております。

★中３・３科…７月度まで（１９:３０～２１:４０）→９月度より（１９:００～２１:４０）
★中３理社…７月度まで（月曜・１９:３０～２１:４０）→９月度より（週２回・１９:００～２１:４０）

授業時間の延長に伴い、下記のように、授業料も変更となっております。

７月度まで ９月度～１２月度

ＳＵＧ 授業時間帯 数学・英語・国語 １９：３０～２１：４０ １９：００～２１：４０

理社は 理科・社会 １９：３０～２１：４０ 週２回・１９：００～２１：４０
ＳＢＧ

授業料 数学・英語・国語 ３０，８００円 ３４，１００円

理科・社会 ９，９００円 １６，６１０円

冬期講習会や中３生の来年１月、２月度の「入試直前ゼミ」費用はその時期になりましたら正式にご連絡いたしま



すが、「入試直前ゼミ」は通常月とは費用形態や授業日時などが異なります。費用的には例月とほぼ同額で２ヶ月

分に相当いたします。あらかじめご承知おきください。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

②中２理社費用
中２生は９月度より全員が５教科に移行いたしましたが、事務処理の都合上、初回月にあたる９月分の理社費

用（8910円）と理社テキスト代（37４０円）は、９月３０日（金）に引き落としとなります。結果、９月３０日の引き落とし

は、９月、１０月の２か月分合算の引き落としとなります。ご了解ください。

③小学部・中学部・下期テスト代、中学部・下期テキスト代
すでにご案内済みの通り、この通年テキスト・年間月例テスト代は

・中学部→５月末に上期分、９月末に残りの下期分を引き落とし

・小学部→テキスト代は５月末に一括引き落とし、テスト代は５月末に上期分、９月末に下期分を引き落とし
となっており、今回はその９月末の引き落としとなります。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。

通年テキスト代 年間月例テスト代

学年 科目 上期 下期 科目 上期 下期 ９月末

（回数） (回数)

中３ SUG 国数英 18,590円 21,340円 英数国理社 20,350円 22,825円 56,265円
理社 6,050円 12,100円 （５回） （５回）

中２ SUG 国数英 13,200円 11,220円 英数国理社 15,950円 16,830円 31,790円
理社 3,740円 （５回） （５回）

中１ SUG 国数英 12,210円 9,240円 英数国 14,850円 15,950円 25,190円
（５回） （５回）

小６ SUG 算国 11,110円 算国 13,200円 11,880円 11,880円
（５回） （５回）

小５ SUG 算国 10,670円 算国 13,200円 11,880円 11,880円
（５回） （５回）

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、９月５日（月）までにご提出をいた

だいた皆様の７月１７日分～８月２０日分の駐輪場費用を９月末引き落としで相殺いたします。なお提出が９月６日

（火）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 ＜確認・今後のスケジュール＞
７月２６日（火）から始まった夏期講習も、小学生の皆さんは本日２６日（金）、中学生の皆さんは明日２７日（土）で

終了となります。そして９月３（土）から２学期の授業が始まります。心機一転、頑張っていきましょう。下記に来週８

月２９日（月）～９月４日（日）のスケジュールをまとめました。確認してください。

①９／１（木）…休講日（教室オープン１７：００～２２：３０）
・補習等の指示を受けた生徒は参加をしてください（それぞれ担当者から指示があります）。

・中３生は以下の時間帯で国語の北辰対策授業を実施いたします。

１９：００～２１：００程度 国語（北辰対策）
・他学年の皆さんも1７：００～２２：００で自習も可能です。上手に活用してください。

②９／２（金）…休講日（教室オープン１７：００～２２：３０）
・補習等の指示を受けた生徒は参加をしてください（それぞれ担当者から指示があります）。

・中３生は第４回北辰まで残り２日ですので、必ず全員登塾し、北辰向けの勉強を進めてください。

・他学年の皆さんも1７：００～２２：００で自習も可能です。上手に活用してください。



③２学期開講日…９／３（土）（教室オープン１４：００～２２：３０）
中３生は第４回北辰の前日ですので、極力早目に登塾し、北辰向けの勉強を進めてください。また、念のために、

以下に９月５日～７日の学年別の授業をまとめます。

９／５（月） 中１：国語 中２：数学 １９：３０～２１：３０程度 中３：理科 １９：００～２１：４０程度

９／６（火） 中２：理社 １９：３０～２１：３０程度 中３：英語 １９：００～２１：４０程度

９／７（水） 小５：国語 小６：算数 １７：２０～１８：５０程度

中１：数学 中２：国語 １９：３０～２１：３０程度 ※中３：授業なし（自習可）

⑦９／４（土） 中３・第４回北辰会場テスト テスト後自己採点大会（１４：００～１９：００程度）
いよいよ勝負の北辰第４回です。この夏培った実力をいかんなく発揮してください。テスト実施後、いつも通り自己

採点大会を実施いたします。

□３ ＜重要・中１緊急三者面談実施のお知らせ＞
今回の夏期講習中の学習状況および１学期の通知表に関して、かなり問題がある中１の皆様全員と９月中に緊

急三者面談を実施いたします。三者面談は、１学期の面談と同様、土日を中心に実施いたします。詳細は来週書

面にてご案内いたします。よろしくお願いいたします。

とりあえず今回はここまでの記事内容で発信いたします。来週極力早い時期に次回号を発信いたします。

□２学期（下期）使用テキスト

配 提

布 出
物 物



９月の行事予定
（記号 ■塾内行事 □一般行事 ●高校受験関連）

月 火 水 木 金 土 日
２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ４
（休講日） ■３ＳＵＧ・８月月例 ■５ＳＵＧ・８月月例 （休講日） （休講日） ■２学期開講 （休講日）

（３科） ■６ＳＵＧ・８月月例

■３ＳＵＧ社会 ■２ＳＵＧ・８月月例 ■１ＳＵＧ・８月月例 ■宇津木不在 ■３ＳＵＧ数学 □中３北辰④
（理社） ■２ＳＵＧ・８月月例 →自己採点大会

（３科） ■３ＳＵＧ国語 →19時開始
■３ＳＵＧ・８月月例 （北辰対策）

（理社）

■教室オープン ■教室オープン ■教室オープン ■教室オープン
１４：００～２２：３０ １７：００～２２：３０ １７：００～２２：３０ １４：００～１９：００
（自習可） （自習可） （自習可） （中３のみ自習可）
５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

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

■３ＳＵＧ理科 ■１ＳＵＧ数学 ■１ＳＵＧ英語

■２ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語 ■２ＳＵＧ英語

■３ＳＵＧ社会

■中３授業なし
■教室オープン ■教室オープン ■教室オープン
１７：００～２２：３０ １６：４５～２２：３０ （未定）

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ国語 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ数学 （休講日）
■２ＳＵＧ数学 ■２ＳＵＧ理社 ■６ＳＵＧ算数 ■宇津木不在 ■６ＳＵＧ国語

■３ＳＵＧ理科 ■１ＳＵＧ数学 ■１ＳＵＧ英語

■２ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語 ■２ＳＵＧ英語

■３ＳＵＧ社会

■中３授業なし
■教室オープン ■教室オープン ■教室オープン
１７：００～２２：３０ １６：４５～２２：３０ （未定）

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
（休講日） ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ国語 （休講日） ■３ＳＵＧ数学 （休講日）

■２ＳＵＧ理社 ■６ＳＵＧ算数 ■宇津木不在
■学校別入試特訓 ■１ＳＵＧ数学 ■総合復習テスト

（開智） ■２ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語 （大宮開成）

■教室オープン ■中３授業なし ■教室オープン ■教室クローズ ■教室オープン
（未定） １７：００～２２：３０ （未定）

（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。

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。


