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スク－ル 21

『2023 年度中学部 SZ・Z･SV・SU・SG・Ｖコ－ス選抜テスト』のご案内

拝啓　向寒 の候、保護者の皆様方におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。現在中学３年生は高校受験の直前特訓
の真最中です。全員が第一志望に合格できるよう最後の追い込みをしております。
　さて、スク－ル 21 では、様々な角度からお子さまの適性を確認し、新学年での最適なコ－スをご案内するために、これまでの月例テスト、
定期テスト、その他授業や課題への取り組みに加えて、目的に応じた選抜テストを実施いたします。
　各学年とも国語・数学・英語の３教科で希望コースでの学習における適性を判定します。さらに、中３ SZ・Z・SV は数学・英語の発展的内容
を含むテストを実施します。
　難関国私立高校や浦和・浦和一女・大宮を志望校に考えていらっしゃる方はもちろん、今の段階では明確な志望校は決まっていなくとも、
成績状況により可能な限りの難関校を目指したいとお考えの方はぜひとも選抜テストの受験をお願いします。このテストの結果を、新学年に
おける最適なコースをご案内するための参考にしたく存じます。ご進級後のお子様の更なる飛躍を期待しております。                    　　　　　

敬具
【選抜テストスケジュール】

学年 対象コース 日程 時間帯 　教科

中３
SZ・Z・SV コース １月 28 日（土） １４：３０～１８：１０ 　国語・数学・英語［各 50 分］　+　発展（数学・英語）［各 20 分］

SU・SG コース １月 28 日（土） １４：３０～１７：２０ 　国語・数学・英語［各 50 分］

中２ Z・V コース １月 28 日（土） １４：３０～１６：５０ 　国語・数学・英語［各 40 分］

中１ V コース １月 28 日（土） １４：３０～１６：５０ 　国語・数学・英語［各 40 分］

※各教科の間に 10 分の休憩時間をとります。中３発展（数学・英語）は２教科連続で実施します。
※試験会場は、現在お通いの教室となります。
※上記日程時間帯で受験出来ない場合は１月２９日（日）の上記と同じ時間で振替受験を実施しますのでそちらにご参加ください。

【コース決定についての補足】
（１）各選抜コースのコースコンセプト、及び学習目標につきましては、別紙「スクール 21 中学部 選抜コースのご案内」をご参照ください。
（２）新学年での受講コースは、「選抜テスト」「月例テスト」「会場テスト」「学校での成績」「志望校」などから、コースコンセプトに合致するかどうかを総合的に判
断し決定していきます。そのために、より詳しいご希望等をお伺いするために、後日お電話・面談等で確認させていただくこともございます。ご協力の程よろしく
お願いいたします。２月中旬以降コースを決定し、お知らせする予定です。
（３）教室により設置されない選抜コースもございます。
（４）選抜コースでの学習を開始したのち、志望校の変更や学習状況・成績状況などから、コースの変更をご提案させていただくことがございます。
（５）新中２・新中３は、選抜コースを希望する段階で５科必須受講（中２は２学期から）となります。
（６）２Ｚ希望者は、６月・８月・１１月・１月の３回の駿台テストを原則必修受講（振替受験も可）とさせていただきます。

選抜テスト申込期限：１月      25      日（水）  

-------------------------------------------------　　キリトリセン　　-------------------------------------------------

選抜テスト受験申込書
※以下の該当する［　　］に〇をご記入ください。（必ずどの日程で参加するかについても〇印をご記入ください。）
　　[　　　]　　新中３ SZ・Z・SV コース選抜テストを受験します。（［　　］１月 28 日で受験／［　　］１月 29 日で振替受験）
　　[　　　]　　新中３ SU・SG コース選抜テストを受験します。　 （［　　］１月 28 日で受験／［　　］１月 29 日で振替受験）
　　[　　　]　　新中２ Z・Vコース選抜テストを受験します。     （［　　］１月 28 日で受験／［　　］１月 29 日で振替受験）
　　[　　　]　　新中１ Vコース選抜テストを受験します。        （［　　］１月 28 日で受験／［　　］１月 29 日で振替受験）

本人の志望校 保護者の方の希望校

第１志望 第１希望

第２志望 第２希望

第３志望 第３希望

※少なくとも志望する高校を 1 校は記入してください。
※新中３ＳＺ・Ｚ・ＳＶ、新中２Ｚコース希望者は特定の志望校を希望することを条件と致します。
※新中２・新中３は、選抜コースを希望する段階で５科必須受講（中２は２学期から）となります。

現学年 クラス 生徒氏名

［　　　］　現小６
［　　　］　現中１
［　　　］　現中 2

選抜テスト申込期限：１月      25      日（水）  



《スクール 21中学部選抜コ－スのご案内》
　スクール 21 では、標準的な SPコースに加えて、進路目標が明確であり、しかもその進路希望を叶えるために、より緻密で専門的な学習プ
ロセスのデザインを必要とする生徒のための「選抜コース」を設けております。これらのコースでの受講には「資格審査」を設けております。主
な審査項目は以下の通りです。

　①進路希望（志望校・目標校）　　②学力習熟度　　③学校の成績（新中３・中２）

　これらの審査項目は、どれも重要なものであり、各コースごとに審査基準を設けております。特に進路希望には重きを置いており、ハードな
学習を遂行していくモチベーションの維持に欠かせないものと位置づけております。なお、審査基準は非公開としておりますのでご了承くださ
い。

 ■　新中学３年生　■

国数英

SZ コース
(週３日)

◎目標校
国立（筑波大附属駒場・筑波大附属・学芸大附属・お茶の水女子大附属）・開成・渋谷幕張・慶應女子
◎学習内容
中２Ｚコースからの先行カリキュラムを引き継ぎ，中学範囲は１学期までに終了します。夏期講
習からは応用～発展レベルの入試対応学習を行います。  
■ＳＡ（SZ・Z 生のための理社コース)が必修受講となります。
■学校の定期テストのための学習は、原則として自分の力で管理し、実行していきます。
■月例テストは「駿台中学生テスト（５科）」を使用します。（４月は３科）

Z コース
(週３日)

◎目標校
国立（筑波大附属駒場・筑波大附属・学芸大附属・お茶の水女子大附属）・開成・早稲田/慶應系・市川
◎学習内容
中３からスタートする速習カリキュラムで，中学範囲は夏期講習までに終了します。２学期からは応用レ
ベルの入試対応学習を行います。 
■国立大附属・開成を目指す生徒は、ＳＡ（SZ・Z 生のための理社コース)が必修受講となります。
■早慶志望で県公立の受検もする生徒は、ＳＢ（ＳＵ生のための理社コース）の受講を推奨します。
■学校の定期テストのための学習は、原則として自分の力で管理し、実行していきます。
■月例テストは「駿台中学生テスト（３科必修・５科選択可）」を使用します。

SV コース
(週３日)

◎目標校
GMARCH（学習院・明治・青山・中央・法政大）附属・ICU・城北・巣鴨・桐朋・広尾学園・成蹊など
 （早慶付属志望者で推薦入試から受験する生徒にも対応します。） 
◎学習内容
１学期から夏期講習は中学範囲の学習を着実に進めます。２学期から入試対応学習も含めた内容
になり、無理のない難関私立入試対策を行います。
■県公立の受検も検討する生徒は、ＳＢ（ＳＵ生のための理社コース）またはＡの受講を推奨します。
■学校の定期テストのための学習は、原則として自分の力で管理し、実行していきます。
■月例テストは「スクール 21 月例テスト（３科）」を使用します。駿台中学生テストの受験も可能です。

SU コース
(週３日)

◎目標校
浦和・浦和第一女子・大宮（理数・普通）
◎学習内容
“県公立学力検査における「全県正答率」が２～３％程度の、県立の問題としては難問と位置づけられる
問題を確実に得点できる力”を養成します。１学期から夏期講習までに中３の学習範囲は終了し、２学期
以降は入試対策を実施します。
■SU コースで学習する場合、SB（SU 生のための理社コース）が必修受講となります。
■学校の定期テストのための学習は、原則として自分の力で管理し、実行していきます。
■月例テストは「スクール 21 月例テスト（５科）」を使用します。

SG コース
(週３日)

◎目標校
市立浦和・川越・川越女子・春日部・越谷北・不動岡・蕨・熊谷・熊谷女子・所沢北・浦和西・川口市立（理
数）・大宮北（理数）
（浦和・浦和第一女子・大宮志望で、まだ力不足の生徒がじっくり力をつけたい場合にも対応します。）
◎学習内容
学校選択問題実施校で、英数も含めて高得点を要求する県公立高校に対応します。１学期から夏期講
習までに中３の学習範囲は終了し、２学期以降は入試対策を実施します。
■SG コースで学習する場合、Aコース（標準レベルの理社コース）が必修受講となります。
■学校の定期テストのための学習は、原則として自分の力で管理し、実行していきます。
■月例テストは「スクール 21 月例テスト（５科）」を使用します。

理社

SAコース
(１学期：週２日)
（２学期：週１日）

■国立大附属・開成を受験する生徒のための理社コースです。
■指導コンセプトは上記 SZ・Z コースに準じます。

SBコース
(１学期：週１日)
（２学期：週２日）

■SU コース生のための理社コースです。
■指導コンセプトは上記 SU コースに準じます。

Aコース
(週１日)

■県公立高校を受験する生徒のための標準的な理社コースです。

※中３生・中２生ともに、ＳＺ・Ｚ・ＳＶコースにつきましては、指導内容及び定着確認のためのテスト体系が通常のコースと大きく異なるため、スクール２１
の「成績向上保証制度」の対象外となります。

※各学年の各コースとも、教室により設置されないことがあります。



 ■　新中学２年生　■

国数英 Z コース
(週３日)

◎目標校
国立（筑波大附属駒場・筑波大附属・学芸大附属・お茶の水女子大附属）・開成・早稲田系・慶應系
浦和・浦和第一女子・大宮（理数・普通）への上位合格
◎学習内容
次年度において中３ SZ コースへの進級を前提とした速習カリキュラムで授業を行います。中学２年生
の学習内容は２学期中に修了し、中３内容に入ります。
■Z コースで学習して頂く場合、6月・8 月・11 月・1 月の 4回の駿台テストを原則必修受験とします。
■Z コースで学習して頂く場合、9月以降は SA（Z 生のための理社コース）が必修受講となります。
■中学校の定期テスト準備は、原則として自分の力で管理し、実行していきます。
■月例テストは「ハイレベル模試（３科）」を使用します。（８月・１月は５科）

国数英
V コース
(週３日)

◎目標校
浦和・浦和第一女子・大宮（理数・普通）
国立（筑波大附属駒場・筑波大附属・学芸大附属・お茶の水女子大附属）・開成・早稲田系・慶應系
◎学習内容
次年度において中３ SU・Z・SV コースへの進級を前提としたカリキュラムで授業を行います。
■V コースで学習して頂く場合、９月以降は Aコース（標準レベル理社コース)が必修受講となります。
■中学校の定期テスト準備は、原則として自分の力で管理し、実行していきます。
■月例テストは「スクール 21 月例テスト（３科）」を使用します。（８月・１月は５科）

理社
（９月～）

SAコース
(週１日）

■開成・国立大附属を受験する生徒のための理社コースです。
■指導コンセプトは上記 Z コースに準じます。

理社
（９月～）

Aコース
(週１日)

■県公立高校を受験する生徒のための標準的な理社コースです。

 ■　新中学１年生　■

英数国
 

Ｖコース
(週３日)

◎目標校
浦和・浦和第一女子・大宮（理数・普通）
国立（筑波大附属駒場・筑波大附属・学芸大附属・お茶の水女子大附属）・開成・早稲田系・慶應系
◎学習内容
次年度において中２ Z・V コースへの進級を前提としたカリキュラムで授業を行います。
■中学校の定期テストに向けた準備学習は、必要に応じて実施していきます。はじめのうちは進め方
を含めて指導していき、徐々に自分で管理できるようにしていきます。
■月例テストは「スクール 21 月例テスト（3 科）」を使用します。（8 月・1 月は 5 科）

※中３生・中２生ともに、ＳＺ・Ｚ・ＳＶコースにつきましては、指導内容及び定着確認のためのテスト体系が通常のコースと大きく異なるため、スクール２１
の「成績向上保証制度」の対象外となります。

◎コース決定についての補足

（１）学力状況・志望校によりご希望のコースでの受講が認められない場合がございます。その際には志望校合格に向けて、現段階で最適なコースをご

案内いたします。

（２）教室により設置されない選抜コースもございます。
（３）選抜コースでの学習を開始したのち、志望校の変更や学習状況・成績状況などから、コースの変更をご提案させていただくことがございます。この場
合もその時点で志望校合格に向け最適なコースをご提案させていただきます。

《参考》各種テストについて

駿台中学生テスト
（駿台模試）

（必修）３ＳＺ・３Ｚ・２Ｚ、（希望受験）３ＳＶ
国公私立難関校受験者を対象とした全国最大規模の模擬試験です。テストの内容・母集団ともにハイレベ
ルのため，北辰テストなど他の標準的な模試よりも偏差値が低く出る傾向があります。

ハイレベル模試

（必修）２Ｚ
受験者の多くが国公私立難関高校を志望するハイレベルな模試です。テスト内容・母集団が異なるため、
北辰テストなどに比べると偏差値が低く出る傾向があります。中２の段階からハイレベル模試を数多く経
験することで、潜在的な入試対応力を身に付けることが可能となります。

スクール21
月例テスト

（必修）３ＳＶ・３ＳＵ・３ＳＧ・２Ｖ・２ＳＰ・１Ｖ・１ＳＰ
中学校の学習進度に沿った学習成果を測ることができる、標準的な難易度のテストです。全国に同じテス
トを活用する塾が多数あり、塾に通っている生徒の中の偏差値が分かります。このため、テスト内容は全
国の県公立レベルから一般的な私立高校レベルとなっており、母集団も一般的な北辰テストなどと比較す
ると、やや低めに出る傾向があります。

北辰テスト

（原則必修）３ＳＺ・３Ｚ・３ＳＶ・３ＳＵ・３ＳＧ・３ＳＰ　
埼玉県生にとっては事実上、必修で受験しなければならない会場テストです。入試問題形式は埼玉県公立
高校入試に準じています。ほぼ全ての受験生が受験するため標準的な偏差値が出ます。併願する私立高校
との個別相談をする際の重要な資料となります。このため、抑えに考える私立高校の目安となる偏差値が
目標となります。また県公立高校の受検を考えている場合には、確度の判定が出るため大きな参考となり
ます。


