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この夏より教室増設決定！ より学習しやすい環境作りをおこないます。

久しぶりの教室通信となってしまいましたが、皆さんにやっとうれしいお知らせをできることになりました。この夏より

教室を増設することが決定いたしました。場所は事前にご案内しておりましたこのビルの３階部分です。３階に予定し

ている教室は３教室、いずれも大きいサイズの教室で、ＭＡＸ12名部屋、20名部屋、23名部屋となります（実際に机と

椅子はもっと設置します）。また自習スペースや現在ご不便をおかけしている男女別のトイレもそれぞれ設置いたしま

す。どの学年を３階で使用するかはまだ決めてはいませんが、現在よりかなり余裕のある環境で学習をしていただけ

ることになります。工事完了予定日は7月11日、翌日に机と椅子を搬入しますので、早ければ13日（火）から使用でき

ます。

また今回の教室増設により、各学年の募集定員を若干増やすことが可能となります。とりあえず小５～中２までの

学年は１クラス設定、中３のみ最大２クラス設定という当初の方針は変えない予定ですが、今後の新規入塾の方の動

きにより、変更があるかもしれません。いずれにしても、状況に変化がありましたら、逐一ご案内をいたします。

そして早くも７月２６日からは夏期講習会を迎えます。外部の皆様対象の説明会も７月３日（土）から三週連続で実

施されますし、いろいろなものが一気に動き始めます。今まで、狭い教室、狭いスペースで生徒の皆さんには迷惑を

かけてきました。今回の教室増設で、だいぶその辺もクリアーできると思います。今回の教室増設を記念する意味

で、７月や夏期講習には各種イベントも多数実施していく予定です。詳細が固まり次第、順次皆さんにお知らせしてい

きますが、現在企画中のものをとりあえず２つだけ下記にまとめます。

①「朝は脳のゴールデンタイム」 御三家北浦和校早朝特訓
いきなり特訓のお知らせです。まあ現実はそう甘くはありません（笑）。夏期講習各期の最終日の７月３０日、８月５

日、８月２１日、８月２７日の４日間、早朝６時３０分より１０時３０程度まで早朝特訓を実施いたします。参加は完全希

望制ですが、対象は全学年です。この４日間は、中１、中２生はⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期のチェックテスト日にあたりま

す。また小学生は休講日にあたっていますので、参加しやすい日となっています。中３生は７月３０日と８月２１日は１

４：０５から夏期講習の通常授業が組まれていますが、４日間限定の勉強イベントですので、前日は早めに休むなど

の工夫をして、極力参加をするようにしてください。ちなみに参加してくれた皆さんには、宇津木から何かしらの参加賞

をプレゼントする予定です。また早朝特訓終了後、そのまま教室に残って勉強を続ける中３生には、途中で仮眠タイ

ムも設ける予定です。後日参加申込書を配布いたしますが、各自勉強道具持参の上、眠気を吹き飛ばして参加をし

てください。

②「目指せ！勉強の鉄人！５００時間特訓」
続いてまたまた勉強のイベントです（笑）。この夏、とにかく頑張りたいと燃えに燃えている県立御三家合格専門教

室北浦和校の皆さんに今年の夏は本当に頑張ったと強烈な思い出を残してもらうために、７月２１日から８月３１日ま

での期間内の塾での学習時間（含む自習）に家庭での学習時間を加えた総学習時間をカウントしていただき、それを

ランキング形式で競い、優秀者には特別表彰をしようと思っています。目標は５００時間超えです。なぜ５００時間超え

が目標なのかは別項でご案内いたします。ただしこのイベントはどうしても中３生が有利なイベントになりますので、総

合ランキング以外に、学年別のランキングも発表し、別途表彰をしようと考えています。

でも安心してください（笑）。その他、勉強以外のイベントも現在いろいろと企画中ですので、もうちょっと待っていてく

ださい。今年の夏は大変な夏になると覚悟はできましたか。とにかくこの夏は、今までに経験がないくらい頑張りましょ

う。どんな宿題課題も、いい加減にしないできちんとこなしていきましょう。

宇津木はこの県立御三家合格専門教室北浦和校を、埼玉で、いや全国で№１の進学教室にしようと思っていま

す。ちょっと言い過ぎかもしれませんが、真剣にそう思っています。ちなみに宇津木がさらに頑張ればそれが実現する

わけではありません。この教室に通ってくれる皆さん全員が、埼玉№１、全国で№１の塾生になってほしいと思ってい

るのです。本当にたくさんある学習塾のなかで、このスクール21県立御三家合格専門教室北浦和校を選んでもらい、

３か月半が過ぎようとしています。今までのことを振り返ってみてください。皆さんはあまり感じていないかもしれませ

んが、宇津木や他の先生方から𠮟咤激励されながらも、この大変な教室で、ここまで本当によく頑張ってきてくれたと

思っています。こんなに真剣に勉強に取り組める塾は他にはありません。約４０年この世界でやってきた宇津木が言

うのですから、これは絶対です。



宇津木はこう考えます。勉強は楽しくなければ続きませんし、いろいろな工夫ができる子でないと成績は伸びませ

ん。自分の教室、この県立御三家合格専門教室北浦和校の塾生であることにプライドを持って、この夏は徹底的に頑

張りましょう。そして自分たちは埼玉№１、全国№１の塾生になるんだいう気概を持ってこの夏頑張りましょう。全国№

１の塾生…ちょっとそこまではいけないなあと思った子、まだ間に合います（笑）。今年の夏はとにかくフルパワー全開

でいきましょう。

いよいよ６月２０日は中３北辰第２回です。過去最高の結果を取ろう！

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、今回は残り４日となった北辰テストに向

けて今回は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。

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ましょう。初めての会場の

場合は、さらに10～20分程度早く出ましょう。

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、こればかりは誰にでも起きる可能性があります。そ

の都度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、実施していただきます。知識

不足であれば、ワークや塾のテキスト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、

事前対策の問題の解き直しをしていただきます。

４．目標の達成度を確認

およそ試験から10日後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。

頑張れ！ さあ、過去最高値を取ろう！

保護者の方への連絡

□１ ＜引き落とし関連のお願いおよび駐輪場費用の相殺のお詫び＞
５月３１日（ゆうちょ銀行以外の金融機関は５月２７日）に６月分授業料、上期（通年）年間テキスト代および上期テ

スト代を皆様の口座から引き落としをさせていただきました。通常の授業料よりもかなり金額が大きくなりました

が、ご協力大変ありがとうございました。また今週１４日（月）から６月３０日（ゆうちょ銀行以外の金融機関は６月２

８日）に引き落としとなる７月分授業料明細を発行しております。こちらもよろしくお願いいたします。なお今回の中

３生の引き落としには、6月20日に受験をされる第２回北辰会場テストの受験費用が加算されております。また４月

１９日分～５月１６日分の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もおこなっております。ご確

認ください。

（お詫び）

大変申し訳ありません。前回５月３１日の引き落としにおいて、前回の駐輪場費用の相殺処理をおこないました

が、本部経理のミスにより、相殺（マイナス）ではなくその費用を加算（プラス）して請求をしていたことが判明いたし

ました。今回の明細において、その余分にいただいてしまった費用も合わせて減額しております。ご了解ください。

□２ ＜重要・夏期講習関連＞
今年度の夏期講習に関する正式な書面を今週１４日（月）から配布しております。ご確認後、表面下部にあります
確認書を７月１日（木）までにご提出ください。再度下記に夏期講習の内容をまとめます。夏期講習は本来カリキュ
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…７／２１（水） ※２２日～２５日は休講ですが、補習を実施する可能性もあります。

②夏期講習前期（Ⅰ期＋Ⅱ期）…７／２６（月）～８／５（木） 全１０日間 ８／１（日）休講
※５ＳＵＧ、６ＳＵＧは、Ⅰ期7/26（月）～7/29（木）、Ⅱ期7/31（土）～8/4（水） 全８日間 8/1（日）休講

※５ＳＵＧ、６ＳＵＧは毎日２科、中１・２は毎日３科、中３は５科となります。



※授業時間

小５→15：00～16：40 小６→16：50～18：30 中１・中２→19：00～21：35 中３→14：05～18：30

③中３・北辰対策４８間特訓…理社 ８／７（土）～８／１０（火） 国数英 ８／１２（木）～８／１５（日）
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。授業時間は１０：３０～１７：４０程度で軽食が必要です。

④中１・中２・理社特訓…８／７（土）～８／１０（火）
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。なお授業時間は、国数英と異なり、１８：１０～２１：３０程度でおこないま

す。ご注意ください。

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。

８／１（日）、８／６（金）、８／１１（水）、８／１６（月）、８／２２（日）

②中１・中２生…８／１１（水）～８／１６（月）

③小５・小６生：８／５（木）～８／１６（月）

⑥夏期講習後期（Ⅲ期＋Ⅳ期）…８／１７（火）～８／２７（金） 全１０日間 ８／２２（日）休講
※５ＳＵＧ、６ＳＵＧは、Ⅲ期8/17（火）～8/20（金）、Ⅳ期8/23（月）～8/26（木） 全８日間 8/22（日）休講

※５ＳＵＧ、６ＳＵＧは毎日２科、中１・２は毎日３科、中３は５科となります。

※授業時間

小５→15：00～16：40 小６→16：50～18：30 中１・中２→19：00～21：35 中３→14：05～18：30

⑦８月度月例テスト…８／３１（火） および ９／１（水）
（注意事項）

・中２・中３生は５教科受験となります。

・８／３１、９／１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（金）
（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 58,080円 （５教科） 55,940円 （５教科） ※２ 5,434円 58,080円 （５教科） 7,128円

２ＳＵＧ 35,200円 （３教科） 15,253円 （理社） 1,870円 35,200円 （３教科） 2,629円

１ＳＵＧ 35,200円 （３教科） 15,253円 （理社） 1,870円 35,200円 （３教科） 2,530円

６ＳＵＧ 15,840円 （国算） 15,840円 （国算） 1,650円

５ＳＵＧ 15,840円 （国算） 15,840円 （国算） 1,650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（火） 後期＋中期特訓費用→７月３０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３０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（火）の引き落としも可能です。ご希望の方は配布される案

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。

□２ ＜重要＞１学期中間テスト結果報告
前回の教室通信で判明分のみご報告いたしました１学期の中間テスト結果です。それぞれの学校・学年によっ

て問題の難易度も異なるため、単純比較はできないものの、確実に県立御三家を狙うならば４５０点以上、一歩譲

って４４０点以上は欲しいところです。特に中１生は難易度や試験範囲もさほどではありませんので、全員４５０点

以上は死守していただきたいところです。それでは下記に学年ごとの成績分布をまとめますが、今回中３で２名、

中１で４名の方が中間テストがありませんでしたので、在籍人数よりも少ない分布となっています。

①中３ ②中２

490～ 490～

480～ 480～

470～ 教室内部情報の 470～ 教室内部情報の

460～ ため割愛 460～ ため割愛

450～ 450～

440～ 440～

430～ 430～

420～ 420～

420未満 420未満

③中１

490～

480～ （参考）たいへんよく頑張りました！

470～ 教室内部情報の 今回の中間テストで学年順位10位以内にランクインし

460～ ため割愛 てくれた方が３学年で８名出てくれました。

450～ 中３→３位、６位、６位

440～ 中２→２位、３位

430～ 中１→３位、３位、10位

420～ 次回こそは学年１位を！

420未満 そしてたくさんの皆さんが学年10位以内を！

三者面談にて宇津木から今回の結果に関しては、いろいろとご説明をいたしましたので、成績の詳細に関しては、

割愛いたしますが、この県立御三家合格専門教室北浦和校で「確実に県立御三家を狙う、余裕で県立御三家に

合格してもらう」ためには、それだけの努力と勉強の工夫が必要です。今回の期末テストの結果は、全員が高得点

を残してくれるものと信じていますが、万が一結果がよくなかった場合は、２学期以降「特別対応」を取ります。宇

津木が面談で冗談っぽく言った「地獄の特訓」です。皆さんの頑張りに期待しています。

□３ ＜6／20実施・中３第２回北辰会場テストに向けて＞
いよいよ今週末６月２０日（日）に中３生の第２回北辰会場テストが実施されます。巻頭記事でも説明しましたが、

前回同様自己採点大会をおこないます。宇津木は14時程度から教室で皆さんを待っています。当日は遅くとも16
時までには、教室に来て、自己採点を終えるようにしてください。さすがに当日はテストで心身ともに疲れがたまっ
ているでしょうから、この日は自己採点大会だけで終了することといたします。

□４ ＜2021年度第１回三者面談および保護者面談＞
５月２９日（土）から開始した全学年の三者面談も未実施の方は、中１・中２で計４名、そして小５・小６生となりまし

た。中１・中２で未実施の方との面談は今週末で終了となりますので、大変お待たせいたしましたが、来週から小

５、小６の皆様との面談を開始いたします。配布をしました三者面談の実施可能一覧から面談希望日時を第１希

望～第３希望まで選んでいただき、宇津木までご提出ください。提出が早かった方から、面談日時が確定していき

ます。確定した面談日時は、コミルのタブレットの上にあるホワイトボードに掲示されていますので、希望した日時

が空いているかどうかを確認をした上で、提出をするようにしてください。それではよろしくお願いいたします。



□５ ＜重要・２０２１年度第２回保護者会＆生徒合同保護者会の実施について＞
2021年度第２回の保護者会を来月７月１８日（日）に実施いたします。ご案内の書面は７月になりましたら配布いた

しますので、よろしくお願いいたします。

小学生：生徒＋保護者合同（約70分） １１：００～１２：１０程度
中２：生徒＋保護者合同（約90分） １３：００～１４：３０程度
中１：生徒＋保護者合同（約90分） １５：００～１６：３０程度
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時から保護者会に参加

教室の収容人数の関係で、前回中１・中３は別会場（北浦和カルタスホール）にて実施をいたしましたが、今回

は増設をいたしました３階の新教室で実施をいたします。

□６ ＜重要＞１学期期末テスト対策に関して
先週６月１２日（土）より１学期期末テスト向けの高速トレーニング大会が実施されています。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。

（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・６月度高速トレーニング大会
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。残りの実施日は以下となります。

③６月１９日（土）１4：３０～２１：３０（対象：全学年） ④６月２２日（火）１９：３０～２１：３０（対象：中１・中２）
⑤６月２５日（金）１９：３０～２１：４０（対象：中３） ⑥６月２６日（土）１４：３０～２１：３０（対象：全学年）
⑦６月２９日（火）１９：３０～２１：３０（対象：中１・中２）
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。まずは各自持参した教
材にて勉強を進めてください。その後高速トレーニング（国理社）も併用し、各自進めてください。分からない問

題や質問がある場合は、担当の先生に質問してください。

また土曜日午後から引き続き１９：３０以降の授業や高速トレーニング大会に参加をする方は、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・加筆） 期末テスト向けの勉強に関して
ここまで三者面談を実施をした皆さんには面談の中で中間・期末テストの勉強に関する話はしましたが、再度加

筆をした上で、その注意点とやり方を下記にまとめます。

①まず教科書を読んで、学習内容をきちんと復習してください。
勉強の基本はやはり学校の教科書です。テスト範囲および現在学習している範囲のページをじっくり読んで、確

認をしていってください。当然大事なところはマーカーを引いたり、まだ覚えていない用語があれば、必ずチェック

するようにしてください。暗記系の教科は、何回も教科書を読みましょう。

②次に大事なところ、テストに出題されそうなところをしっかり覚えてください。
どこが出題されるかはテスト範囲表にきちんと書かれています。また学校で使用している問題集やプリントから

出題される場合もあります。それを確実に覚えましょう。覚え方は皆さんのやりやすい方法でよいと思います。ノー

トにまとめた方が覚えやすい方は時間がかかってもノートにまとめましょう。



③その後に塾のワークを解いていってください。
当然できなかったところ、間違った問題は、必ず解答・解説を見て、チェックをしてください。やりっぱなしではまっ

たく意味がありません。理想をいえばワークは３回程度繰り返すべきですから、ワーク本体に直接書き込んではい

けません。専用ノートを用意するか、教室に常備されているコピーの裏紙などを利用してください。塾のワークは、

普段用の教材ですので、テスト直前には使用しないようにしてください。

④（追加）必ず勉強の結果をメモを残す。塾に来たら自分のファイルに入っている一覧に記入をしてください。
今回の期末テスト対策から新たに始めたファイルシステムです。試験範囲表が出る前は専用フォーマットにおこ

なった勉強の内容を記入、試験範囲が出たあとは試験範囲表にマーカーで色分けして塗っていってください。中１

・中２の皆さんには、三者面談でそのやり方を細かく説明してあります。塾に来たら、必ず自分のファイルを取り出

し、勉強の記録を残すようにしてください。なお中３生は、今月は北辰テスト対策を優先してきたため、まだ実際の

運用は始まっていません。

⑤そしてテスト直前は学校のワークとテストに出題されるプリントのみを何回もやって覚えてください。
大事なことは「覚える」ことです。問題を解くことではありません。前述しましたように、理想をいえば、学校のワ

ークも３回程度繰り返すべきです。ですからテストの２日前くらいからはもう問題を解いてはいけません。とにかく、

テスト範囲の内容を覚えることに徹してください。

（再掲・重要） 今回の期末テスト直前の欠席に関して→欠席する場合は必ず電話連絡をしてください。
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。

①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。

②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。

③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。

④今回の期末テスト実施日はほとんどの中学が６月２４日～６月３０日あたりに集中しています。この間の授業

カリキュラムは、①で説明しましたように復習中心のカリキュラムを進めますが、学年によって、授業内容の

変更や授業日自体を振り替えるなどの対応をおこなう場合があります。詳細は、担当の先生の指示に従って

ください。宇津木が担当している中２国語は以下のように授業を振り替えます。

★２ＳＵＧ国語 ６月２８日（月） 休講→７月２日（土） 振替
なお６月２８日は自宅で勉強していただいてもかまいませんし、塾に来て期末テストの勉強を進めていただい

てもかまいません。皆さんの都合で決めてください。

□７ ＜重要＞６月度トレーニングジム実施予定（変更があります）
６月度のトレーニングジムですが、中学生の皆さんは期末テストおよび北辰テスト向けの勉強に専念していただ



いていますので、小学生のみ月例テスト対策を中心とするトレーニングジムをおこないます。ご了解ください。

例月同様、小５は１回、小６は２回実施いたします。実施日時は以下となります。
５ＳＵＧ→６月２８日（月）１７：２０～１８：５０ ６ＳＵＧ→６月２２日（火）・６月２９日（火）１７：２０～１８：５０

□８ ＜重要・７月度月例テスト＞
中学生の皆さんは期末テストが終了してすぐ、７月月例テストが実施されます。中学生の皆さんは、いよいよ今学

期４回目のテストです。何とかがんばりましょう。試験範囲は下記となっています。

国語 算数
小５ 物語の読解／説明的文章の読解／ ・小数のかけ算(×小数)

漢字の読み書き／三・四字熟語の組 ・復習【計算／角の大きさ／四角形／

み立て／指し示すことば 面積 など】

・選択Ⅰ…体積

・選択Ⅱ…平均，単位量(速さを除く)

小６ 説明的文章の読解／物語の読解／ ・文字と式，分数と整数のかけ算・わり

漢字の読み書き／部首と意味／活用 算

語尾を入れる ・復習【計算／速さ／割合／円／角・面

積・体積 など】

国語 数学 英語
中１ 漢字の読み書き／音読みと訓読み／ ・正負の数の乗除／正負の数の四則 これまでの学習内容

熟語の組み立て／小説の読解／説 計算／正負の数の応用／素因数分解 can／名詞・代名詞の複数形／疑

明的文章の読解 ／文字式の表し方 問詞(howmany)

・復習【正負の数の意味】

中２ 漢字の読み書き／音読みと訓読み／ ・連立方程式の解法 これまでの学習内容

熟語の組み立て／小説の読解／説 ・復習【式の計算/比例と反比例/ 接続詞(that, if)／be going to／

明的文章の読解 図形など】 will

中３ 漢字の読み書き／類義語・対義語／ ・平方根 これまでの学習内容

ことわざ・慣用句／小説の読解／説 ・復習【式の展開／因数分解／方程式 現在完了(継続)／現在完了進行

明的文章の読解 ／１次関数／図形など】 形／目的語と補語をとる動詞(第

５文型の文)

理科 社会
・２年生までの総まとめ【電流とその ・大正時代／日本の大陸進出～第二

はたらき／化学変化と原子・分子／ 次世界大戦

酸化と還元／生物の分類／地層と堆 ・２年生までの総まとめ

積岩】 【日本の姿／世界から見た日本】

・選択Ⅰ…化学変化とイオン

・選択Ⅱ…物体の運動

また実施日ごとのテストの詳細は下記となります。なお当初７月７日（水）実施予定であった中１・中２の月例テスト

は、教室事情により７月５日（月）に変更いたします。

７／５（月）→テストの詳細は下記。
中１ＳＵＧ、中２ＳＵＧ…１９：３０～２１：４０程度（含む休憩） 国語・数学・英語 各４０分

７／７（水）→テストの詳細は下記。
小５ＳＵＧ、小６ＳＵＧ…１７：２０～１８：５０程度（含む休憩） 国語・算数 各４０分

７／６（木）→テストの詳細は下記。

中３ＳＵＧ…１９：３０～２１：２０ 英語（５０分）・数学（５０分）

７／８（土）→テストの詳細は下記。開始時間に注意してください。

中３ＳＵＧ…１６：３０～１８：５０程度（含む休憩） 国語（５０分）・理科（４０分）・社会（４０分）

□９ ＜重要・塾内イベントのご案内＞



７月に中２、中３生を対象とした入試および学習イベントがスクール21本部の入試情報センター主催で実施されま

す。中２生の参加は希望制ですが、中３生は原則ＺＯＯＭにて出席（視聴）するようにしてください。

①中３対象「浦高・一女・大宮合格セミナー」 ７月１２日（月） １９：３０～２０：４０ オンライン実施
入試情報センター主催の入試イベントです。７月１８日（日）実施の合同保護者会と内容がかさなる部分もありま

すが、たくさんの卒塾生も参加してくれますので、ぜひ出席（視聴）してください。なおＺＯＯＭのＩＤ・パスコードは、

後日お知らせいたします。

②中２対象「２Ｚ・２Ｖ生のための進学ナビ」 ７月１７日（土） ２０：００～２１：００ オンライン実施
同様に７月１８日（日）実施の合同保護者会と内容がかさなる部分もありますし、皆さんが在籍しているＳＵＧコ

ースの内容と一部異なる説明となりますが、難関国私立に関する情報をありますので、可能な限り、出席（視聴）し

てください。

□10 ＜重要＞５月度月例テスト・全塾クラス別順位および成績優秀者
５月度月例テストデーターが６月１日に業者から到着し、すでに生徒の皆さんに配布しております。また５月月例の

全塾クラス別順位が判明しましたので、下記にまとめました。中２は順位を上げてくれましたが、中１・中３は残念

ながら順位がダウンしてしまいました。このクラス平均ダウンにはいろいろ理由が考えられますが、もっとも大きい

理由は４月月例は春期講習後、５月月例はゴールデンウィーク後であったという点です。やはり４月月例に比べ、

５月月例受験時には若干勉強量は落ちましたし、まだまだそれだけ皆さんの実力が固まっていないとも考えられま

す。とにかく中３は６月北辰、中１は次回７月以降の月例に期待したいと思います。

それでは最後にスクール21全塾における全塾順位において、上位10％以内にランクインした皆さんの人数を下

記にまとめます。大変よく頑張ってくれました！

中３ＳＵＧ…全塾上位１０％ランクイン 前回 名／ 名＝５８．３％ → 今回 名／ 名＝３３．３％
中２ＳＵＧ…全塾上位１０％ランクイン 前回 名／ 名＝３３．３％ → 今回 名／ 名＝６６．７％
中１ＳＵＧ…全塾上位１０％ランクイン 前回 名／ 名＝７５％ → 今回 ／ 名＝５０％
また今回それぞれの学年の教室順位１位の方は、全塾順位で中３生は６位、中２生は５位、そして中１の教室

順位１位の方は全塾１位でした。おめでとうございます。次回も頑張りましょう。

５月度月例テスト・クラス別平均偏差値・全塾クラス別順位（上段：４月度、下段：５月度）

国語 数学 英語 社会 理科 ３科 ５科 国語 数学 英語 社会 理科 ３科 ５科

3SUG 63.3 62.3 63.9 61.8 63.0 64.7 64.8 20位 17位 22位 29位 12位 15位 15位

62.2 62.8 63.0 62.8 64.7 63.8 64.2 24位 23位 29位 31位 21位 21位 22位

2SUG 62.3 64.2 64.0 65.2 13位 ５位 7位 ７位

63.8 66.3 62.3 65.7 ８位 ２位 12位 ４位

1SUG 63.4 62.6 59.2 63.8 ２位 ５位 ４位 ２位

62.1 61.6 58.5 62.9 ８位 13位 ８位 ４位

続いてすでに実施済の６月月例テスト自己採点結果です。中学生の得点状況は５月に比べると、どの学年もか

なりよくなっている感じです（小５生の分布表は割愛いたします）。業者からのデーター到着は６月２４日（木）です

ので、準備ができ次第配布いたします。

①中３・６月月例・５科（学年平均407.7） ②中２・６月月例・３科（学年平均273.0）

450～ 290～

450～ 280～

440～ 教室内部情報の 270～ 教室内部情報の

430～ ため割愛 260～ ため割愛

420～ 250～

410～ 240～

400～

390～

380～

380以下



③中１・６月月例・３科（学年平均272.3） ④小６・６月月例・２科（学年平均166.8）

290～ 180～

280～ 170～

270～ 教室内部情報の 160～ 教室内部情報の

260～ ため割愛 150～ ため割愛

250～ 140～

240～ 130～

□７月度授業料明細書 □夏期講習確認書（提出期限：７月１日）

配 □夏期講習のお知らせ 提 □中３・「浦高・一女・大宮合格セミナ－」

布 （中３版・中２中１版・小６小５版） 出 （提出期限：７月１日）

物 □中３・「浦高・一女・大宮合格セミナ－」のお知らせ 物 □中２・「２Ｚ・２Ｖ生のために進学ナビ」

□中２・「２Ｚ・２Ｖ生のために進学ナビ」のお知らせ （提出期限：７月１２日）

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）

月 火 水 木 金 土 日
１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

■１ＳＵＧ英語 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ数学 ■５ＳＵＧ国語 ■三者面談 （休講日）
■２ＳＵＧ国語 ■６ＳＵＧ国語 ■６ＳＵＧ算数 □中３北辰②

■高速トレーニング ■１ＳＵＧ数学 ■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語

大会 ■２ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ数学 北辰自己採点大会
■３ＳＵＧ理科社会 ■高速トレーニング大会

■３ＳＵＧ北辰対策 ■教室オープン

■教室オープン １４：００～１８：００程度

１８：００～２２：３０ （自習可）
２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

■１ＳＵＧ英語 ■３ＳＵＧ英語 （休講日） ■３ＳＵＧ数学 ■５ＳＵＧ国語 ■三者面談 （休講日）
■２ＳＵＧ国語 ■６ＳＵＧ算数

■高速トレーニング 職員研修日 ■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語

大会 ■２ＳＵＧ数学

■６ＳＵＧ６月度 ■高速トレーニング大会

トレーニングジム① ■３ＳＵＧ

■教室クローズ ■教室オープン 高速トレーニング大会 ■教室クローズ

１８：００～２２：３０

２８ ２９ ３０ ７／１ ２ ３ ４
■１ＳＵＧ英語 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ数学 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語 （休講日）

■６ＳＵＧ国語 ■６ＳＵＧ算数 ■２ＳＵＧ国語（振替）

■５ＳＵＧ６月度 ■高速トレーニング ■１ＳＵＧ数学 ■１ＳＵＧ国語

トレーニングジム 大会 ■２ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ数学

■６ＳＵＧ６月度 ■３ＳＵＧ理科社会

トレーニングジム② ■３ＳＵＧ７月北辰対策

■教室オープン ■教室クローズ

１８：００～２２：３０

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
■１ＳＵＧ７月月例 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ７月月例 ■３ＳＵＧ７月月例 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語 （休講日）
■２ＳＵＧ７月月例 ■６ＳＵＧ７月月例 （英語・数学） ■６ＳＵＧ算数

■１ＳＵＧ数学 ■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ７月月例

■２ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ数学 （国語・理科・社会）

■３ＳＵＧ理科社会

■３ＳＵＧ７月北辰対策

■教室オープン ■教室クローズ

１８：００～２２：３０

（注意事項）

①通常期、原則木曜日は宇津木は不在です。また教室のオープン時間は18時からとなります。

②日曜・祝日は原則授業はありません。→上記の（休講日）

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ご利用いただけます。

③６月度休講日のお知らせ

６月２３日（水）は職員研修日のため、授業はありません。自宅でしっかりと勉強を進めてください。


