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中３生への檄！これから何を、どう、勉強すればよいか

いよいよ12／25（日）から冬期講習会が始まります。中１、中２の皆さんにとっては、この講習会は期間は短いです

が、今までの講習とは比べようがないほど重要なものになるはずですし、小学生の皆さんにとっても、今までの学習

内容を総復習するまたとないチャンスとなります。とにかく担当の先生の指示に従って、ひとつひとつをいい加減にせ

ずに、きちんとこなしていってください。また中３の皆さんにとっては、文字通りここからが最後の追い込みの時期とな

ります。この冬休みをどう過ごし、どのように勉強を進めていくか。入試というのは絶対に失敗できないものですから、

とにかく体力面では、風邪などにかからよう体調を整えていかなければなりませんし、学習面では、「第一志望合格へ

の学力を完成」させなければなりまん。

現在の自分の勉強に対して、不安を持っている方も多いかもしれません。過去問を本気でやってみたら思うように

得点が取れずに悩んでしまったり、苦手な教科の勉強があまりはかどらなかったりと…。次から次へと難題が降りか

っているかもしれません。しかしこれからが受験生にとって、真の意味での最大のヤマ場になると言っても過言ではあ

りません。少しでも不安なことがあれば、宇津木や担当の先生に即相談してください。全力で打開策を考えます。中３

生の今後の学習で、いちばん重要なことは

これから受験前日まで、何を、どう、勉強すればいいか
です。あれもこれもとあせっても仕方がありませんが、逆にあまり手をつけない教科や分野があっては絶対にいけま

せん。こういう土壇場で重要なことはやはり基本に立ち返ることで、必要なことは以下の３つです。

まず第一に、これから塾では、私立県立を問わず、最重要単元や項目、頻出問題を冬期講習および入試直前ゼⅠ

期Ⅱ期の授業で扱い、総仕上げに入ります。担当の先生の指示を１００％守って、集中して授業を受けることがまず
基本です。そして宿題、課題は１００％こなしてください。中途半端なことは絶対にしないようにしてください。この期の

宿題課題や授業内容は、担当者がそれぞれ入試を想定して作成したものですから、類似の問題が必ず入試に多数

出題されます。まず目の前にあるもの、与えられたものを完璧にこなすことを心がけましょう。

第二は、弱点・苦手単元項目の克服です。何を今さらと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、不安な教科があ
る方は、今まで「いいやいいや」とないがしろにしてきたものの中で、最重要な単元項目をとにかく必死になって勉強を

進めることが必要です。どの教材で、何回、いつまでやるか、不明ならばこれも即担当の先生に相談してください。一

緒に計画を作成します。

第三に、入試の本番で合格点を取れる準備をすることが必要です。県立御三家の合格を目指すために入試本で
は何点得点を取ればよいのか、逆に何点失点してもよいのか、今後も数多くのテスト演習形式の練習を積む必要が

あります。今まで皆さんは、ある時期まで（10月くらい）北辰テストの偏差値を上げることを目標に勉強を進めてきまし

たが、今後は、入試本番で１点でも多く点数を取る練習をしていかなければなりません。今後は学力判定模試（学校

選択型）や実際の県立の過去問やその類似問題（３学期にリハーサルテストという県立入試タイプのテストを各教科

の授業中に毎回おこないます）を使用したテスト会も数多く実施していきます。ここからが最後の仕上げの時期です。

より完成度の高い答案練習を続けていってください。

今回の冬期講習、正月特訓、そして３学期の入試直前ゼミと最後の最後まで特訓授業が続きす。入試本番で確実

に合格点を取れる学力を徹底的に鍛え、徹底的に答案作成力を磨きます。最後の最後まで不安はなくならないかも

しれませんが、受験はまわりとの競争です。とにかく１時間でも多く学習し、一問でも多く問題を解きましょう。皆さんの

最後の最後までの頑張りを期待しています。



北辰第７回データーからみる来春の県立御三家の志望者動向予想

前回と同様、今回北辰テストを受験した中３生のうち、県立御三家を志望した生徒についてをまとめてみます。参考に

昨年の同時期の志望者数と第一志望者だけの数値も併記いたしますが、前回までの志望者動向と少し変化が出て

きました。

資料１ 北辰第６回・第７回・受験者・県立御三家の志望者数および志望者平均

2021・11月 志望者平均 2022・11月 志望者平均 2021・12月 志望者平均 2022・12月 志望者平均

浦和 919 68.3 991 67.8 872 68.9 974 68.8

浦和一女 939 67.8 914 67.3 916 68.0 904 67.8

大宮・普通 1428 67.9 1382 67.8 1353 68.7 1342 68.6

大宮・理数 315 69.2 319 68.9 336 70.1 333 70.1

資料２ 北辰第７回受験者・県立御三家の第一志望者数および志望者平均

2021・12月 志望者平均 2021・12月 志望者平均 2022・12月 志望者平均 2022・12月 志望者平均

第一志望 志望者全体 第一志望 志望者全体

浦和 545 69.4 872 68.9 620 69.2 974 68.8

浦和一女 556 68.2 916 68.0 536 67.8 904 67.8

大宮・普通 631 68.9 1353 68.7 612 68.8 1342 68.6

大宮・理数 112 70.0 336 70.1 132 69.9 333 70.1

県立浦和は前回第６回は昨年に比べ＋72名の大幅増でしたが、今回はさらに増え＋102名。第一志望者も＋75

名。結果９月から４回連続志望者増となり、来春の浦和は予想よりもさらに倍率が上がる可能性が出てきました。志
望者は気合いを入れてください。

次に９月、10月と２回連続志望者増だったのが前回初の減少となった浦和一女は今回も－8名というわずかながら

２回連続で減少となりました。第一志望者はさらに減少し－20名。10月の希望調査では志望者増だったわけですが、

２回連続でこのような数値となり、最終倍率は昨年を若干下回る倍率になる可能性が強くなっています。ただし下回る

といってもごくわずかですので、実質はほぼ今年度並みと考えたほうがよいかもしれません。ただし志望者にとっては

朗報といえます。

そして、今回も－11名とわずかながら減少となった大宮普通科。第一志望も－19名。ただし10月の希望調査では

志望者増。この不一致の理由のひとつが今回の数値に現れています。それは第一志望者の数字で、普通科は－19

名であるのに対して、理数科は＋20名。結局大宮高校としては差し引き＋1名という結果となりました。。最終的にどう

なるかはまだわかりませんが、このまま推移すれば大宮理数科の不合格者が第二志望で大宮普通科に回ってきま

すので、今年度並みか若干倍率が上がる可能性が高いといえます。やはり大宮は甘くはないというのが結論です。

結局のところ、最終倍率は、浦和、浦和一女が１．４倍台、大宮普通科は１．６倍前後（理数科の不合格者分含む）と
いう来春も厳しい入試となることはほぼこれで確定といえます。となればギリギリのラインではなく、余裕で合格できる

状態で入試本番を迎えなくてはいけません。さあ頑張りましょう。どんな倍率になろうとも御三家北浦和校の皆さんは

そう簡単に負けるわけがありません。自信を持って、担当の先生を信じて、この入試を勝ち抜いていきましょう。目指

せ！ 県立御三家全員合格！

生徒の皆さんおよび保護者の方への連絡

□２ １１月３０日（水）（ゆうちょ銀行以外の方の引き落としは１１月２７日）に皆様の口座から１２月分授業料、その他の

諸費用を、そして１２月１３日（火）（ゆうちょ銀行以外の方の引き落としは１２月１２日）に冬期講習の費用を引き落

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、１２月５日（月）までにご提出をいただいた皆様の１０月１６日分～１１月１９日分の

駐輪場費用を１２月末引き落としで相殺いたします。前回までの未提出分がある方は、次月１月５日までにご提出



をお願いいたします。

また先週より１２月３０日（金）（ゆうちょ銀行以外の方の引き落としは１２月２７日）に引き落としとなる中２以下の皆

様の１月分授業料・中３の皆様の入試直前ゼミ・正月特訓等の明細書を発行しております。中３の皆様は、大変金

額が大きくなっており、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。

□２ ＜重要＞２学期終了～冬期講習までのスケジュール
下記に今週末から来週にかけてのスケジュールを学年別にまとめます。確認をしてください。

★小５ １２月２０日（火）国語→冬期講習 １２月２５日（日） １６：５０～１８：３０

★小６ １２月２１日（水）算数→冬期講習 １２月２５日（日） １６：５０～１８：３０

★中１ １２月１９日（月）数学→１２月２１日（水）国語→冬期講習 １２月２５日（日） １９：００～２１：３５

★中２ １２月１９日（月）国語→１２月２０日（火）理社→１２月２１日（水）数学→１２月２３日（金）英語（振替）

→冬期講習 １２月２５日（日） １９：００～２１：３５

★中３ １２月１９日（月）理科→１２月２０日（火）英語→１２月２１日（水）数学（１２月１７日の振替分）

→１２月２２日（火）国語→１２月２３日（金）社会（１１月４日の振替）

→冬期講習 １２月２５日（日） １３：１０～１７：３５程度 以後２２時まで自習可

すでに冬期講習会のテキストは配布済で、宿題・課題の指示も済んでいます。短期間の講習ですが、逆に短期間

であるからこそ、集中して２学期までの総復習を徹底的におこないます。頑張りましょう。また中１～中３の皆さん

は、２３日（金）以降通知表、中３生のみ調査書の提出をお願いいたします（コピー後返却いたします）。

また正規授業以外の教室オープン日の教室状況は下記となっています。

①１２月２３日（金） 教室オープン１４：００～２２：３０ 自習可、中２・中３生は振替授業あり
自習希望者は、それぞれの授業教室を使用してください。

②１２月２４日（土） 教室オープン１４：００～１９：００程度 自習可、講習準備日
自習希望者は、それぞれの授業教室を使用してください。ただし翌日から冬期講習が始まりますので、19時程

度で教室をクローズする予定です。

□３ ＜重要・再確認・冬期講習スケジュール＞
以下に冬期講習中の注意点をまとめます。また再度冬期講習の時間割（修正版）を配布いたしますので、合わせ

てご確認ください。なお中１生はこの講習会で２学期までの学習内容の完全定着を図るために、前半は国語２コ

マ、数学１コマ、後半は英語２コマ、数学１コマという時間割で授業を進めます。

①冬期講習中原則教室オープンは午前８時です。
中３生の私立の過去問演習等の時間を確保するため、毎日教室は午前８時からオープンいたします。中３生は

極力早い時間から登塾し、勉強を開始してください。また他の学年の皆さんも授業教室にて自習が可能です。希

望者は利用してください。

②中１・中２生は２６日より毎日１８：３０から英数の授業内容の確認テストをおこないます。
今回中１・中２の皆さんにやってもらう『前日の授業内容の復習チェック』です。時間は18：30～19：00で全員参

加、実施教科は英語・数学。前日の授業で勉強した内容の確認テストを12月26日から実施していきます。100点満

点を取れない場合は、授業後居残りで再テストをやってもらいます（送迎の関係で終了時間が不定期になるのは



困るという方は、再テストは翌日おこないます）。こうやって毎日前日の授業内容の復習をしていけば冬期最終日

に実施をする冬期チェックテストも100点満点が取れるはずです。本来このような復習は皆さんに自宅で冬期チェッ

クテスト実施日までにきちんとやってくれればいいわけですが、今回は強制的にやってもらいます。英語はテキスト

のページをマル暗記してしまえばＯＫですが、数学はそうはいきません。とにかく気合いを入れて毎回の授業に臨

んでください。

③中１・中２生は冬期講習中の宿題の実施状況および日々の確認テスト結果を一覧にします。
今回の冬期講習は、中１・中２の皆さんにとってある意味「学力を上げるラストチャンス」だと宇津木は考えてい

ます。講習終了後の１月月例では絶対に失敗できませんし、とにかく２学期までの学習内容を徹底的に復習をして

もらう予定です。ただし現状一部の方は、いまだに宿題課題の実施状況がよくありません。すでに定期テストにも

影響が出ている方もいます。今回来年１月１５日（日）に新学年ガイダンスを兼ねた合同保護者会を実施いたしま

すので、その資料として、冬期講習中の宿題課題の実施状況と日々の確認テスト結果を一覧にいたします。参考

とされてください。

④１２月２９日、１月５日は早朝特訓をおこないます。
毎回の講習で実施している早朝特訓を12月29日、1月5日実施いたします。夏期は６時半から実施いたしました

が、今回は7時半開始といたします。参加希望者は、別途配布をする参加申込書を提出してください。

⑤１月７日（土）→小５～中２・１月月例テスト
今回の小５～中２の１月月例テストはすべてこの7日に実施いたします。都合の悪い方は、別日での振替は可

能ですが、別日での受験は緊張感が多少欠けることもあり、あまりお勧めできません。土曜日に習い事がある方

は調整をお願いいたします。

小５ＳＵＧ、小６ＳＵＧ…１７：２０～１８：５０程度（含む休憩） 国語・算数 各４０分

中１ＳＵＧ…１９：３０～２１：４０程度（含む休憩） 国語・数学・英語 各４０分

中２ＳＵＧ…１８：００～２１：５０程度（含む休憩） 国語・数学・英語・社会・理科 各４０分

⑥１月８日（日）→中３・１月月例テスト（学力判定第１回）

中３ＳＵＧ…集合８：５０ テスト９：００～１３：５０程度（含む休憩） 国語・数学・英語・社会・理科 各５０分
今回の月例テストの試験範囲は以下となります。また下記の内容以外に、前回までの復習内容も出題されます。

なお中３は県版（英数は学校選択問題）のため、試験範囲はありません。
国語 算数

小５ 随筆の読解／説明的文章の読解／ 単位量あたりの大きさ(速さは除く）

漢字の読み書き／漢字の読み分け これまでの総まとめ【計算／倍数と約

／ことばの種類(動詞・形容詞・形容 数／三角形や四角形の角／平均など】

動詞) 選択Ⅰ…割合(割合のグラフは除く)

選択Ⅱ…三角形・四角形の面積

小６ 短歌の鑑賞／説明的文章の読解／ 拡大図と縮図 中２社会は、直行型

漢字の読み書き／助詞(「が・の・に・ これまでの総まとめ【計算／比／角柱 または並行型のどちら

で」など） と円柱の体積／円の面積など】 かを選択し、受験

・選択Ⅰ…比例・反比例

・選択Ⅱ…資料の調べ方

国語 数学 英語
中１ これまでの総まとめ【漢字の読み書き これまでの総まとめ【正負の数／文字 これまでの総まとめ

／漢字・語句の知識／随筆の読解／ 式／方程式の解法／方程式の利用】 選択Ⅰ…これまでの学習内容，

説明的文章の読解 ・選択Ⅰ…比例・反比例 現在進行形

・選択Ⅱ…平面図形 選択Ⅱ…これまでの学習内容

中２ これまでの総まとめ 平行と合同／三角形 これまでの学習内容

【漢字の読み書き／漢字・語句・文法 これまでの総まとめ

の知識／随筆の読解／説明的文章 【式の計算／連立方程式／1次関数な

の読解】 ど】



理科 社会（直行型） 社会（並行型）
・これまでの総まとめ 近代市民革命～欧米のアジア進出 これまでの総まとめ

【生物総合／化学総合】 これまでの総まとめ 【日本の諸地域／幕藩体制の成

・選択Ⅰ…静電気と電流 【平安～江戸時代（幕末をのぞく）】 立～開国と江戸幕府の滅亡】

・選択Ⅱ…天気の変化

□４ ＜中３第３回合同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＞
12月4日（日）北辰第７回自己採点実施後、今年度最後となる中３の合同保護者会を実施いたしました。今回も全

員の保護者の皆様にご出席いただきました。大変ありがとうございました。また北辰自己採点後、一緒に参加して

いただいた中３の皆さん、大変おつかれさまでした。当日は、初の英数の学校選択問題の北辰の自己採点後であ

ったため、落ち込み気味の方も多く、宇津木をはじめ、多くの担当者が北辰についてコメントをしました。

今回の内容は以下の３本。

①ここまでの成績状況報告、今後の予定および入試本番での目標点等（宇津木）

②教科ごとの指導状況報告、今後の注意点（安場、松坂、阿部、舞木）

③高等部関連（宇津木）

いかがだったでしょうか？ 今後の目標、やるべきことが再度明確になりましたか？

いつもであればⅠ期生による体験談や激励を最後に入れるのですが、今回は高等部関連の説明を入れたため時

間の関係で断念いたしました。Ⅰ期生の子たちからの激励はまた近いうちにおこないます。

高等部に関しては、受験が一段落したらぜひ前向きに考えていただけたらと思います。皆さんがこの教室に入塾

して約二年間、またはそれぞれの在籍期間、必死でここまで頑張ってきてくれました。この大好きな教室で、高校

生になっても、部活ややりたいことと並行しながら、また新たな目標に向かって宇津木と一緒に頑張っていってい

ただけたらと思います。

（お知らせ）

来年２月５日（日）にまず第一弾として、県立浦和、大宮進学希望者を対象としましたオンラインによる

進級説明会を実施いたします。ご案内の書面は後日配布いたします。ぜひご視聴ください。

■２月・浦和高校・大宮高校進級説明会

①対象

浦和高校、大宮高校を受験する生徒・保護者の皆様

※途中退席不可となります。

②実施日時

２／５（日）に各校とも２回実施いたします。ご都合のよろしい時間帯の説明をご視聴ください。

浦和高校 a.１１：００～１２：００ b.１４：３０～１５：３０

大宮高校 a.９：３０～１０：３０ b.１３：００～１４：００

③形態・場所

オンラインZoom（ライブ配信） ※ＩＤ、パスコードは後日お知らせいたします。

④内容

・高校の実情（大学合格実績状況、入学後の高校生活様子、定期テストの内容など）

・@willの説明

当然、まずは学校の勉強が大切で、そのための@will活用が有効です。なお浦和一女進学希望者を対象

としました進級説明会は、別日時で実施いたします。

当日、宇津木の説明のあと、四人の先生方に熱く語ってもらいました。聞いているみんなの心に刺さった言葉の数

々、そして胸にしみる話。皆様からいただきましたアンケート、丁寧に読ませていただきました。ありがとうございま

した。

さて埼玉県公立入試まであと６５日。最後の最後まで不安はなくならないかもしれませんが、この先生たちを信じ、

これからも、明るく、元気いっぱいやっていきましょう。そして受験が終わると待望の春休みです。



□５ ＜重要・２０２２年度第３回生徒合同保護者会（兼新学年ガイダンス）および中学生ガイダンスの実施について＞
すでに中３の皆さんは４日に実施をいたしましたが、中２から小５の皆さんの第３回合同保護者会は以下の日程・

内容で実施いたします。書面は順次配布いたします。

まず中１・中２の皆さんは冬期講習後、来年1月15日（日）に３月以降の新学年ガイダンスをメインとした内容で実

施いたします。

①中２生徒＋保護者合同 １月１５日（日） １９：００～２０：３０程度

②中１生徒＋保護者合同 １月１５日（日） １７：００～１８：３０程度
冬期講習を含めた今年度ここまでの指導報告を含め、３月以降の新学年の内容や注意点について詳しくご案

内いたしますので、ご出席をお願いいたします。また昨年も実施いたしました「2023年度進級選抜テスト」を1月28

日（土）に実施いたします。事前にご案内の通り、ここまでの成績・学習状況によって来年度別教室での受講をお

勧めする場合があります。ご了解ください。

次に小６の皆さんは中学生ガイダンスを兼ねて１月に２回別内容にて実施いたします。

④小６対象・中学生ガイダンス・全２回（外部生も参加いたします） ※回によって内容が異なります。

第１回 １月１４日（土） １５：００～１６：２０程度 メイン説明（中学校における部活動とは）

第２回 １月２８日（土） １５：００～１６：２０程度 メイン説明（高校入試の仕組み・定期テストの勉強の仕方）
実際に中学に進級してみると現在の生活とあまりの変化に驚かれる方が大半です。そういう中学に進級してか

らの注意点を初め、定期テストに向けた勉強の仕方や部活動との両立の工夫など、いろいろなご案内をいたしま

す。また現塾生の先輩方の体験談やアドバイスも実施いたします。また中学部の他の学年と同様、現小６生もこ

の１月２８日の中学生ガイダンス終了後、進級テスト（選抜テスト）をおこないます。

中１（現小６）進級選抜テスト 実施時間帯 １６：３０～１８：５０ （国数英各４０分、休憩含む）
なおこの２８日の受験が難しい方は別日に振り替えます。お申し出ください。

＜お願い＞ 部活紹介 「わが部活へようこそ」 提出のお願い 提出期限 １月１２日（金）
昨年も中１～中３の皆さんにお願いをいたしました「部活へようこそ」提出のお願いです。この中学生ガイダンスの

第１回で資料として使用いたしますので、先輩の皆さん、ぜひご協力をお願いいたします。なおご提出いただいた

皆さんには、簡単な参加賞をプレゼントする予定です。

最後に来年１月２８日（土）に実施される現小６～中２の皆様対象の進級選抜テストの概略のみお知らせいたしま

す。

『新中３ＳＵ』→私どもの場合は新中３ＳＵG

１ 実施日時 １月２８日（土） １９：００～２１：４０ 新中３（現中２）
２ 試験科目 英語・数学・国語の３教科 （50分×３）

『新中２Ｚ・２Ｖ』→私どもの場合は新中２ＳＵG

１ 実施日時 １月２８日（土） １９：３０～２１：４０ 新中２（現中１）
２ 試験科目 英語・数学・国語の３教科 （40分×３）

『新中１Ｖ』→私どもの場合は新中１ＳＵG

１ 実施日時 １月２８日（土） １６：３０～１８：５０ 新中１（現小６）
２ 試験科目 英語・数学・国語の３教科 （40分×３）



最後に小５の皆さんです。実施は全体会形式ではなく、三者面談形式にて、１月に実施いたします。今年度ここま

での指導状況や冬期講習の報告、次年度以降の予定などを宇津木、大久保からご案内いたします。実施日時が

確定しましたら、書面でご案内いたします。

□６ ＜重要・現小６中学準備講座＞
３月度より正式に新中１としての学習が開始される現小６生は、２月より正式に英語授業が加わり、中学準備講座

が開講となります。気持ちを新たに頑張っていきましょう。

①期 間…２月１日（水）から２月２２日（水）まで

２／１は２月月例のため授業なし。

②曜日、時間帯、授業科目

●曜日…月・水・金の週３日 ●時間帯…１７：２０～１８：５０

●教科…英語、算数、国語（時間割は未定です）

③授業料 １６,９４０円

この２月度より、全員週３回の学習、そして英語が加わった３教科の授業料となります。よろしくお願いいたします。
なお３月以降の授業料は、中１としての授業料となり金額は再度変更となります（今年度は24,310円）。

□７ ＜重要・来春より開校となる新高等部について ～＠will壱心館につきまして～＞
すでに中３の皆様には、４日の保護者会にてご説明をいたしましたが、来春３月より現御三家北浦和校３階にま

ったく新しいスクール21の高等部、＠will壱心館が開校いたします。以下に中３保護者会資料に添付しました文書

を転載いたします。中２以下の皆様には、来年１月の保護者会にてご案内いたします。

この＠willは東海地区において突出した在籍規模、校舎数、合格実績を誇る佐鳴予備校が開発したもので、こ

れをスクール21に合うように変更を加え、来春３月より新高１～新高３生を迎える予定です。授業は映像授業です

が、指導システム、映像授業の中身等、玄人目に見ても大変よくできており、一般的な映像授業とは授業の質（レ

ベル）・量（講座数）ともまったく次元の違う出来で、自信を持ってお勧めできるものとなっております。

現在急ピッチで開校準備を進めておりますが、現段階で検討中のものも多数あります。とりあえず以下に概略

をお知らせいたします。なおこの＠will壱心館は、スクール２１の高等部の専門校ですので、御三家北浦和校の現

中３生だけではなく、スクール２１の他教室の皆さんも通塾いたします。３階の改装工事は、１月２３日（月）から１

週間程度かかりますが、検討した結果、301教室はそのまま残し、302教室（現中１生が使用）、303教室（現中２生

が使用）の壁を取り払い、約33席のブースを設置する予定です。なお改装工事期間中、中１、中２の皆さんは、２

階で授業を実施いたします。

①＠will壱心館とは？

・対象レベルは最難関大志望者となります（東大、京大、医学部等々）。

・難関大志望者のための受講スタイルの設計いたします。

この＠will壱心館は、御三家北浦和校の３階にのみ開校いたします。ちなみにもうひとつの＠will専門校は大宮

本部教室２階に開校いたします。対象となる「最難関大とはどの範囲までのものか」「専用の受講スタイルとはどう

いうものなのか」は現在検討中です。

②映像はどこで見る？

→校舎で視聴します（自宅受講ではありません）。

映像は時間割を組んで受講します（相談の上、決定した日時で受講）。

授業は１コマ＝６０分。原則、コマの中で受講は終わるはずです。６０分の中で、映像が１０～２０分で３～４分割

されており、その間に映像内容の理解度確認テスト（２、３分程度）を実施していきます。例外的に数分程度はみ出

るなどの状況はありえますが、それはあくまで例外的な状況で、原則は６０分コマの中で完結するようになってい

ます。またブースは３３席設置する予定で、「空いているブースをその都度使う＆こちらで指定する」形となります。

③週に何回通う？



→映像授業ですので、受講回数は相談の上で決定いたします。

現状週２回程度通塾してもらうスタイルを基本パターンとして想定しています。管理者（ＥＣ：教育カウンセラーと

呼びます）が時間割・受講計画をプランニングします。部活動との両立を含め、無理なく通える時間割を作成いた

します。

また@willは、「自立学習」をさせるためのシステムです。一般の集団授業や個別授業とは異なります。ただし、最

難関大志望者のために、質問対応など、何らかの形のサポートが必要かどうか現在検討を続けています。

また実力判定テストについて、共通テスト型を年３回（４、８、11月）、記述型を年１回実施する予定です。

④学費

→詳細は未定ですが、大まかなイメージとしては以下のような感じとなります。

・映像受講費：年間払い、または、２分割払い

・諸経費：半年分ずつ納入（それぞれ２万円弱）

・指導管理料：月謝で納入（毎月・約２千円程度）

・週３時間分の映像受講の場合、年額の総計は約４０万程度となります。

県立御三家合格を狙いながらこの教室で頑張っていただいている皆さんは、高校入学後もこの教室で新たな目

標、大学受験に向かって、そのまま通塾していただけるようになりました。ご期待ください。

□８ ＜重要＞２学期期末テスト結果報告
すでに教室ホームページで先行して結果をお知らせしておりますが、以下に今回の２学期期末テスト結果をまと

めます。

①中３ ②中２

490～ 490～

480～ 教室内部情報のため割愛 480～ 教室内部情報のため割愛

470～ 470～

460～ 460～

450～ 450～

440～ 440～

430～ 430～

420～ 420～

420未満 420未満

③中１

480～ （参考）たいへんよく頑張りました！

470～ 教室内部情報のため割愛 今回の期末テストで学年順位10位以内にランクインしてく

460～ れた方が３学年で９名出てくれました。中１生は、ひさしびり

450～ のランクインです。頑張りました！

440～ 中３→２位、２位、６位、７位、８位

430～ 中２→２位、５位、７位

420～ 中１→６位

420未満

さて結果は上記の通りで、前回の中間テスト以上に大変良好な得点を取れた方とそうでない方、そして学年に

よって大きく差がついてしまいました。まず教室目標の450点以上、そして合格ラインの440点以上を超えてくれた

方の得点は以下。

中３…４７９点、４７８点、４７３点、４６７点、４５６点、４４４点、４４１点

中２…４８０点、４７８点、４６０点、４５７点、４４５点

中１…４５８点、４４１点



中３生は１名を除いて残りの皆さん全員440点以上を取ってくれました。塾の宿題や自分自身の課題、そして北

辰の勉強と並行しながらこの結果はホント立派です。５科学年順位ひとケタも、2位、2位、6位、7位、8位と5人のみ

んながランクイン。３科で学年1位の子もいます。また目をみはるのは100点満点の人数で、数学3名、英語1名、社

会1名、理科1名の累計6名の子が達成してくれました。ホント頑張ってくれたと思います。

次に大変良好だった方と大きく沈んでしまった方にキレイに分かれてしまったのが中２生です。学年順位ひとケ

タも2位、5位、7位と3名が達成、また100点満点も数学が1名、社会が2名と、大変頑張ってくれた方がいる反面、

今回目標点に達しなかった方が半数出ています。得点の低かった方に共通するのは80点以下の教科が１教科な

いし複数教科出てしまったことです。気合いを入れてテスト勉強に臨んでくれたんですよね。特に通知表が低い方

は、それだけの危機意識を持ってやってくれたんですよね。この状態では、２学期の通知表はかなり心配といわざ

るをえません。実は今回不振だった大半の方に共通するのは、通常のスクパスを始めとする塾での学習状況とほ

ぼ一致するという点です。毎回中島があれだけ声を大にし、ここまでやってきたわけです。厳しい言い方をすると、

何とかするんだという意気込みが足りなかったのではありませんか。今回目標点に届かなかった皆さんはとにかく

今回の冬期講習でメチャクチャ頑張ることです。何回も言いますが、「ラストチャンス」です。

そして中１の皆さんです。１学期の中間テスト以来ひさびさに450点以上、学年順位ひとケタ（6位）の方が出てく

れました。ホントよく頑張ってくれました。該当の子は、塾の授業がない日もほぼ毎日自習に来て、鬼気迫る雰囲

気で頑張ってくれました。やはり頑張れば何とかなるということを見事実践してくれたといえます。ただし問題はそ

の他の皆さんです。より深刻さが増しています。１月の保護者会では正直に宇津木はご説明をする予定です。また

前後して三者面談または保護者面談をする予定です。今後どうすべきかを一緒にお考えいただけたらと思いま

す。

さて近々学年順位ひとケタに入ってくれた皆さんには前回同様宇津木から何かプレゼントを進呈します。楽しみ

に待っていてください。

中３北辰７回結果、１１月月例結果、中３第２回御三家模試結果、そして２学期通知表＆中３調査書結果

等の成績報告は、次回の教室通信でおこないます。

□中２～小５冬期講習時間割（修正版） □中１～中３・２学期通知表

配 □中２・中１用・冬期講習カリキュラム・宿題一覧 提 □中３・調査書

布 出
物 物



１２月～１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
１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

■１ＳＵＧ数学 ■５ＳＵＧ国語 ■６ＳＵＧ算数 ■２学期終了日 （休講日） （休講日）
■２ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ英語 ■１ＳＵＧ国語 ■２ＳＵＧ英語 ■冬期講習開始
■３ＳＵＧ理科 ■２ＳＵＧ理社 ■２ＳＵＧ数学 ■宇津木不在 （振替）

■３ＳＵＧ数学 ■３ＳＵＧ社会 ■教室オープン
（振替） ■３ＳＵＧ国語 （振替） ８：００～２２：２０

■教室オープン ■教室オープン ■教室オープン
１７：００～２２：３０ １４：００～２２：００ １４：００～１９：００

（自習可） （自習可）
２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １／１

（休講日） （休講日） （休講日）
冬期講習会

■教室オープン ８：００～２２：２０ 早朝特訓
７：３０～１１：３０

■教室クローズ ■教室クローズ ■教室クローズ

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
（休講日） （休講日）

中３正月特訓 冬期講習会 ■小５～中２・１月月例 ■中３・１月月例

（学判①）
■教室オープン ■教室オープン ９：００～１３：５０
８：３０～２０：２０ ８：００～２２：２０ 早朝特訓

７：３０～１１：３０ ■教室オープン ■教室オープン
１４：００～２２：３０ ８：００～２１：００

（自習可） （自習可）
９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

（休講日） ■５ＳＵＧ国語 ■６ＳＵＧ算数 ■５ＳＵＧ算数 ■小６対象 （休講日）
■３ＳＵＧ英語 ■１ＳＵＧ国語 ■宇津木不在 ■６ＳＵＧ国語 中学生ガイダンス①

■２ＳＵＧ理社 ■２ＳＵＧ数学 ■１ＳＵＧ英語 ■中１・中２
■３ＳＵＧ国語 ■２ＳＵＧ英語 ■３ＳＵＧ数学 合同保護者会

■３ＳＵＧ社会

■教室オープン ■教室オープン
１４：００～２１：３０ １７：００～２２：３０ ■教室オープン
（自習可） １４：００～２１：３０

（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。

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。

★入試までのカウントダウン！ １２／１９現在で

①私立入試まで（１／２２） あと３４日！
②国立入試まで（２／１３） あと５２日！
②県立入試まで（２／２２） あと６５日！


