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全員の方との三者面談が終了いたしました。ご出席いただきありがとうございました。

５月２９日から４週にわたって実施をいたしました全学年の皆様との三者面談も６月２６日にて無事に終了いたしま

した。ご出席いただき大変ありがとうございました。学年によって一部内容は異なるものの、ここまでの成績状況報告

をさしあげたあとは、直近の学習課題（北辰テスト、期末テスト、月例テスト等々）に関する宇津木からの諸説明が中

心となりましたが、いかがだったでしょうか。

三者面談後、宇津木の諸注意を守っていただき、「すぐに行動に取り組んでいただいた」方や１学期の期末テストに

向けて「気合を入れ直し、勉強に取り組んでいただいた」方がほとんどで、本記事を書いている段階では、まだすべて

の中学生の皆さんの１学期の期末テスト結果は出揃ってはいませんが、何とか合格点をつけられる得点を残してくれ

た方が多く、宇津木もホッと胸をなでおろしているところです（結果報告は次号でおこないます）。ただし一部今回の期

末テスト結果を含め、改善されていない、または状態が思わしくない方もいます。該当の方には、近日中に宇津木か

らご連絡をさしあげ、今後の対応をご相談いたします。

さて、１学期も残すは中３の７月北辰（第３回）テストのみとなりました。中３の６月北辰（第２回）結果につきましては

後述いたしますが、正直厳しい結果が出ています。塾での学習が始まって３か月半で臨んだ６月北辰。とにかくいろ

いろな行事やテストで忙しかった６月。それがもう７月です。あの時にこうすればよかった、もっとこんなふうにしていた

らよかったと思い出すことも多々ありますが、それでもやれるだけのことはやってきました。ただし結果は冷静に分析

をします。その上で今後の対応策を決めます。今回本来７月１８日実施の夏向けの保護者会資料に掲載すべき中３

向けの記事を先行して教室通信に掲載しています。皆さん、お一人おひとりに夏期講習までにじっくり考える時間を取

っていただき、万全な状態で夏期講習を迎えていただくための方策です。ちなみにこの内容は、中３生だけに特化し

たものではありませんから、中２以下の皆さんも熟読するようにしてください。

いよいよ来週13日（火）から３階の教室が使用開始となります。まずは中１の皆さんの授業教室を３階に変更する

予定です。その他、詳細は順次お知らせいたします。７月後半の中１・中２のトレーニングジムでは、夏の学習を意識

した内容も取り入れていきます。さあ今日も明るく、元気いっぱいに頑張っていきましょう。

中３生への檄①！ この夏、徹底的に頑張ろう！ まず夏の目標を立てよう！

今週号の巻頭記事その２は中３生向け、それも「この夏をどう過ごすか」という記事を２～３回に分けて、掲載いたし

ます。さあ、この夏、徹底的に頑張ろう！

入試のゴールは来年の２月です。そこで成功すること、皆さん全員の目標である県立御三家合格を目指して日々

皆さんはがんばっているわけですが、それまでには要所要所に天王山となる時期があり、その時期ごとに「目標」を設

定することが必要です。今回ご説明する「夏の1000時間」はまさにそのひとつです。今回はこの夏の1000時間を戦略

的に利用することを考えてみます。

（１） 夏の1000時間を分析する。
仮に「夏」の期間を、7月21日の8:00から、8月31日の24:00までとするとちょうど1000時間になります。この1000時間

をどのように費やすのかをまず確認してみます。

自動的に使うことが決まっている時間

◆睡眠時間………1日7.5時間睡眠の場合307.5時間（1日6時間睡眠の場合246時間）

◆食事時間………1日トータルで80分として56時間

◆入浴・身支度……1日トータルで70分として50時間

◆塾の授業（48時間特訓、チェックテスト、間の休憩時間含む）……約141時間

◆通塾にかかる時間………1日20分として28日で約9時間（1日40分として約18時間）

合計→7.5時間睡眠の場合563.5時間、6時間睡眠の場合502時間



これを1000時間から引くと、7.5時間睡眠の場合436.5時間、6.0時間睡眠の場合 498.0時間となります。
これが自分で自由に使うことのできる時間（可処分時間と呼びます）となります。必要な睡眠時間や食事の時間、

身支度の時間等は個人によって異なるので、全員が一致するわけではありませんが、ここでは、トータルの可処分時

間を450時間として話を進めます。この450時間を100％学習にあてた場合、塾での授業と合わせると600時間近くの

学習時間になります。もちろん、可処分時間をすべて学習に当てることは不可能です。学習効率を上げるための休息

も必要でしょう。しかし、1日２時間程度の時間を無駄に費やすと、可処分時間は80時間程度減少してしまいます。

例年、「この夏は本当にがんばった！」という受験生の総学習時間は、塾での授業と自学習の時間を合わせると、
およそ500時間程度になります。つまり、可処分時間の450時間の内、約360時間（約8割）を学習時間に充てているこ
とになります。これがひとつの目安です。

一部部活動がまだある方もいます。仮に、4時間の部活が延べ20日間あったとすると、80時間になります。可処分

時間は370時間ですから、理論上「トータル500時間学習」は可能です。要は、学習以外にかけることのできる時間が

少なくなるので、より厳格な自己管理が求められるわけです。「部活があるから他の人よりも勉強時間が少なくなるの

は仕方ない」と考えるのではなく、自分が使える時間をどのように有効利用するかを論理的に考えてみてください。

（２） １学期を振り返る。
夏の目標を立てる前に、まず皆さん自身が各自の１学期を振り返ってみることが必要です。思い通りの行動ができ

たのか、あまりよく考えないまま日々が過ぎていったのか、やろうと思っていたことがあまり実行に移せなかったのか、

皆さん一人ひとりそれぞれ状況は異なると思います。もしも、反省点があるのなら、正直かつ冷静に、原因を考え、こ

の夏にはこれを確実に克服して成果を上げなければなりません。

チェックポイント１ １学期の振り返り

５．きちんと計画を立て、ほぼ目標通り（テスト等）の成果を挙げることができた。

４．計画を立てたが思うように進行しなかった。

３．計画はほとんど立てなかったが、満足できる結果（成績等）を得た。

２．計画通りに進められたが、思うような成績にはならなかった。

１．いつの間にか夏休み直前になっていた。

（３） 目標を明確にする。
次に夏の学習を通してどのような成果を得るべきなのか、自分の数値目標はいったいいくつなのかを明確にする

必要があります。その目標のために何が必要かを慎重に考え、実行していきます。ここでは、それぞれの「テスト」の

目標数値をまとめてみます。

①授業の確認テスト ～チェックポイント２ 確認テストは満点にこだわる！～

夏期講習中は１コマの時間が短いため、授業中の確認テストは少ないかもしれませんが、授業で扱ったことを確認

するのが確認テストです。もし確認テストが行われた場合は、必ず「満点」を取るようにしてください。

②夏期講習のチェックテスト ～チェックポイント３ 夏期講習チェックテストは満点合格！～

SUGコースの夏期講習は、講習前半（Ⅰ期、Ⅱ期）、講習後半（Ⅲ期、Ⅳ期）それぞれ９日間授業を行い、その翌日

に９日間の内容のチェックテストを行います。このチェックテストの目標は、ズバリ、「満点合格」です。直前の９日間で

学習した内容のテストですから、何としても満点を実現しましょう。夏期講習の授業および宿題の取り組みにおいて

は、まずチェックテストで満点を取るということを常に頭の中心において勉強を進めていってください。

③単元テスト ～チェックポイント４ 単元テスト合格点は90％の得点！～

SUGコースでは一部の期、教科では夏期講習中にSCメソッドシリーズの単元学習があります。この単元学習の中

間チェックにあたるのが単元テストです。単元テストも目標は本来は満点ですが、最低限SUGコースでは90％は取れ

るように勉強を進めていってください。頑張りましょう。

④８月度月例テスト ～チェックポイント５ 目標偏差値は４月～６月の平均に＋２～３程度した数値～

中３の皆さんは、8月31日 (火) に「公開模試（毎月の月例テストの公開版）」を受験します。夏の成果を計る最初の



模試となります。自分の志望校、1学期の成績推移等を確認し、適切な目標を立てましょう。目安は、４月～６月の平

均偏差値に＋２～３程度した数値となります。頑張りましょう。

また、夏の成果はすぐに現れず、１ヶ月くらい経ってから目に見える成果として現れることも珍しくありません。８月

月例の目標と同時に、10月月例の目標（８月と同じで可）も作り、２ヶ月の平均で達成できるように頑張りましょう。そ

の上で特に強化が必要である教科は何なのかを明確にします（複数教科も可）。

チェックポイント５（詳細） ８月月例テスト目標偏差値は（ ）！

10月月例テスト目標偏差値は（ ）！

平均（ ）が目標

特に、強化が必要な教科は（ ）！

⑤９月北辰テスト（10月北辰テスト） ～チェックポイント５ 県立浦和70.3 大宮（普）70.3 浦和一女69.3～

月例テスト同様、夏の成果を発揮する模試となり、この夏の総決算のテストとなります。これも１学期の結果と自分

の志望校をもとに目標を立てますが、同時に、併願しようとしている私立高校の類・コースの相談に必要な数値も合

わせて目標に込めましょう。

具体的には以下の県立御三家各校の「合格者平均偏差値」がその目標となります（スクール21の卒塾生平均）。

県立浦和 70.3 大宮（普） 70.3 浦和一女 69.3
もし１学期の北辰テストの成績が合格者平均に届いていなければ、少なくとも合格者平均の－２程度の数値をまず目

標とし、その数値を何としても実現してください。また、すでに上記の合格者平均に届いている場合は、合格者平均の

＋２程度の数値（71～72程度）を目標としてください。また当然のことながら、その目標偏差値を達成するために、特

に強化が必要である教科も月例テスト同様明確にし、確実に勉強時間を確保しましょう。

⑥総学習時間

～チェックポイント６ 私の夏の総学習時間…授業時間141時間＋自学習時間（ ）時間＝（ ）時間～

夏の「可処分時間（自分で自由に使うことのできる時間）」はおよそ450時間程度です。これと授業時間である141時

間を合わせて何時間程度の総学習時間を確保するのかをあらかじめ目標として立てておきましょう。もちろん、やる

べきことを進めていく内に、その時間では足りないことも、逆に余ることも出てくるはずです。そのことを頭の片隅にお

いて目標時間を立ててみましょう。

中３生への檄②！ すべての基本！ 授業の受け方＆その後の定着！

それでは次に勉強の基本中の基本である、授業の受け方についての諸注意です。それは「45分間の授業時間を
濃密なものにする」という点です。夏期講習会の授業は中期の特訓を除いて、１コマ45分です。この45分間を最大限
有効活用しなければいけないわけです。授業を受けるというのは、「受け身」のように感じるかもしれませんが、ただじ

っと集中して受けるだけではなく、今回の夏期講習では可能な限り積極的に能動的に参加するようにしてください。参

加の仕方で45分間の密度も異なりますし、成果にも大きな差が生まれます。

（１） 全力で集中して理解する。
良くも悪くもスクール21の塾生の皆さんは授業に慣れています。そのため油断すると「集中していない瞬間」がない

とも限りません。授業では、大事なところは先生方は何回か繰り返しますが、それを１回で頭に入れるようにしてくださ
い。そして、繰り返し説明されているときには、自分の頭でもしっかりと記憶するよう意識してください。「一言も聞き逃
さない」、「この場で、この瞬間に、マスターするんだ」というつもりで授業に臨んでください。
そして、実はこのことは夏期講習会の授業に限ったものではないということは、皆さんすでにお気づきのことと思い

ます。通常の塾の授業でも、学校の授業でも同じです。授業時間帯の本気度が理解の深さに直結します。実は、効
率の良い学習をしている受験生ほど、授業中の集中度が高い傾向にあります。そのような参加の仕方をしている方

は、授業時間があっという間に過ぎていくものです。逆に、「まだあと20分も残ってる…」のように感じる瞬間が頻繁に

ある場合は、望ましい状態とは言えません。集中力は1日にしてつくものではありません。毎日の繰り返しが重要であ



ることはいうまでもありません。

（２） 不明点は遠慮せず質問する、または「わからない」と言うことを表明する。
わからなかったのに「わかったふり」はよくありません。授業では、「理解 (input)」 からすべてが始まります。この理

解なくしては、そのあとの授業内演習や宿題などの演習 (output) も意味あるものになりません。そのため、わからな
いことはその日のうちに解決することが鉄則です。最も望ましいのは、授業中にわからないところがあったらその時点
で質問することですが、どうしてもそのタイミングがとれなかった場合でも、遅くてもその日のうちに質問してください。

質問の主なタイミングは以下の通りです。

・授業中、わからなかったその瞬間に質問する（またはわからなかったと言うことを表明する）。

・授業中、先生の質問が一段落して「ここまでで質問のある人はいますか？」と言われたタイミングで質問する。

・授業終了直後に質問する。

・下塾時に質問する（担当の先生が移動して教室にいない場合は、別の先生に質問する）。

授業終了後に質問することを想定した場合、スムースに質問するため「何がわからないのかをメモしておく」ことも

必要です。何もすべてを言葉にする必要はありません。テキストやノートの該当箇所に「？」マークをつけておくだけで

もかまいません。質問する段階になって「何がわからなかったのかがわからなくなってしまった！」ということがないよ

うにしてください。

★通常時担当の先生が不在の場合の質問対応可能な先生方と教科→遠慮せずどんどん質問しよう！

①月曜：英語（中島） ②水曜：英語（中島）、理数（松崎） ③金曜：理数（塚田） ④宇津木は木曜以外毎日。

（３） メモする力を鍛える。
前項の「質問することをメモする」こと以外にも、可能な限り自分の言葉でメモをとる習慣を今回の夏期講習ではぜ

ひ身につけてください。多くの場合、問題演習以外で授業中にノートを利用するときには、先生が黒板に書いた内容

をそのままノートに書き写す作業をすると思います。この書き写すという作業そのものにはほとんど生産性はありませ

ん。しかし後に復習や宿題演習を行う際に、授業で行ったことを振り返るための材料となるわけです。

そのため、板書を書き写すだけでなく、そのときに感じたことを簡単に、素早くメモしておくことも有効です。「これム

ズッ！」、「繰り返し説明、大切そうだ！」、「入試でよく出るらしい」、「家に帰って必ず練習」、「今日中に覚える」、「こ

れは後回しでいいらしい」、「これは面倒くさい！」等々、授業中にいろいろなことを感じるはずです。それらをメモして

おくことで、授業でのできごとを、あとになってより正確に思い出すことができます。少しずつでかまわないのでぜひ今

回の夏期講習で実践してみてください。もちろん夏期講習だけでなく、普段の授業、学校の授業でも今後は同様にお

こなうようにしてください。

（４） 授業中のアウトプットは能動的行動を。
授業内での演習の場面でも成果に大きな差が生まれます。いうまでもなく、理解したことがそのまま問題を解くこと

に直結するわけではありません。当然練習が必要です。

授業内での演習では、先生方の指示をよく聞き、それに従うことに加えて以下の点に注意してください。

・制限時間を意識する（ダラダラと解かない）。

・直前に説明されたことを思い出しながら解く（違う問題に見えても関連性があります）。

・自力でできた問題とできなかった問題を区別するように印をつける。

（５） 成績に結びつけるには「定着」が必要。
夏期講習中は原則毎日授業があり、毎日宿題が出ますから、過去に学習したことの振り返りに意識が向きづらい

ものです。しかし、復習中心の夏期講習でも、新規入試対策に関する内容の夏期講習でも、毎日新しいことがらが出

てくるたびに、過去に学習したことを少しずつ忘れていきます。それを防ぐには、講習会期間中でも定着のための行

動を意識的、計画的に行うことが重要です。

今回の夏期講習では、２期に１回（つまり前期、後期それぞれ１回ずつ）のチェックテストがあります。授業の宿題は

「日々の振り返りと練習」に相当します。上記の単元テスト、チェックテストは直近のまとまりを振り返るちょうどよい機



会になります。この単元テスト、チェックテストに向けて、必ず満点を取るんだという意識で復習することが大切です。

どの教科でも、「覚えること」と「自分でできるように練習を重ねること」が満点を取るための具体的行動です。

また今回の夏期講習の数学、英語のⅠ期Ⅱ期は、１学期から続くSCプログラムによる新規単元学習です。ここまで

で中学３年内容のすべての単元学習が終了します。そして、Ⅲ期以降は本格的な入試対策学習に入っていきます。

理科、社会は中１からの重要単元を中心に少々ハイレベルな内容に踏み込み、２学期の本格的な入試対策学習に

備えます。国語は文学的文章、説明的文章それぞれにおける記述問題に対する解答手法と、選択肢問題の解答手

法を中心に身につけます。無駄なものはひとつもありませんし、すべてが入試に、成績向上に直結していきます。とに

かく今までの勉強とは質・量とも大きく異なります。中３生の健闘、頑張りを心の底から願っていますし、我々授業担当

者も燃えています。頑張りましょう。

保護者の方への連絡

□１ 先週６月３０日（ゆうちょ銀行以外の金融機関は６月２８日）に７月分授業料を皆様の口座から引き落としをさせて

いただきました。ご協力大変ありがとうございました。この後、夏期講習前期分、後期分等、通常の授業料よりも金

額が大きい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。また５月１７

日分～６月２０日分の外部の駐輪場を利用した方の駐輪場費用は、７月末引き落としで相殺いたします。未提出
の方は、次月分で相殺いたしますので、後日宇津木までご提出ください。

□２ ＜重要・夏期講習関連＞
先週より７月１３日（火）に引き落としとなる夏期講習の前期分の明細書を発行しております。また夏期講習の詳細

を把握していただくために、夏期講習時間割（予定版）も本日より配布いたします。ご確認ください。

①１学期最終日…７／２１（水）
※２２日（木）・２３日（金）は完全クローズの予定です。

※２４日（土）・２５日（日）は休講ですが、一部補習やトレーニングジムを実施する学年があります。

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）
前半４日間で理社、後半４日間で国数英を実施。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）
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。授業時間は、国数英と

異なり、１８：１０～２１：３０程度でおこないます。なお歴史は、７月度のトレーニングジムにて、授業形式で勉強

をしていただきます(時間的に不足する場合は、別途追加の授業をおこないます）。

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。中２生は志望校判定があります。

・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。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。

・中３生が週５日、中２生が週４日となることで、中３・中２生の２学期以降のトレーニングジムの実施日時は変更

となります。実施予定案が固まりましたら、生徒の皆さんにまず相談いたします。

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、すでにご提出いただいた引き落とし日のご希望により、８月３１日（火）の引き

落としとなる皆様もございます。詳細は、後日配布される引き落とし明細書にてご確認ください。

（重要）現在特待生認定を受けられている方の夏期講習費用、特訓費用（中１・中２理社、中３・48時間特訓）
現在１学期期間の特待生認定をお受けになっていらっしゃる皆様の対象期間、対象割引費用は夏期講習（前

期、後期）までですが、授業料以外の費用となる特訓費用（中１・中２理社、中３・48時間特訓）は割引対象と

はなりません。事前のご案内が不足しており、大変申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

□３ ＜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７月１８日（日）に実施いたします。お忙しいところ、大変申し訳ありませんが、ご出

席をお願いいたします。

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。

□４ ＜重要・７月度月例テスト＞
小学生の皆さんは今学期３回目、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／漢 ・小数のかけ算(×小数)

字の読み書き／三・四字熟語の組み立 ・復習【計算／角の大きさ／四角形／

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／漢 ・文字と式，分数と整数のかけ算・わ

字の読み書き／部首と意味／活用語 り算

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／説明 計算／正負の数の応用／素因数分 can／名詞・代名詞の複数形／疑

的文章の読解 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／説明 ・復習【式の計算/比例と反比例/ 接続詞(that, if)／be going to／

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／こ ・平方根 これまでの学習内容

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

文章の読解 式／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【電流とそのは ・大正時代／日本の大陸進出～第二

たらき／化学変化と原子・分子／酸化 次世界大戦

と還元／生物の分類／地層と堆積岩】 ・２年生までの総まとめ

・選択Ⅰ…化学変化とイオン 【日本の姿／世界から見た日本】

・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８日（木）実施予定であった中３の月例テストは、

授業時間の確保のため、７月９日（金）に変更いたします。

７／５（月）→中１ＳＵＧ、中２ＳＵＧ（終了しました）
７／７（水）→小５ＳＵＧ、小６ＳＵＧ…１７：２０～１８：５０程度（含む休憩） 国語・算数 各４０分
７／９（金）→テストの詳細は下記。開始時間に注意してください。

中３ＳＵＧ…１９：１５～２１：３５（含む休憩） 数学（５０分）・理科（４０分）・社会（４０分）

７／１０（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…１７：００～１８：５０程度（含む休憩） 国語（５０分）・英語（５０分）

□５ ＜再掲・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
ＺＯＯＭのＩＤ・パスコードは、すでに書面にてご案内しております。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、ぜひ有益な時間を過ごしてください。

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。なお参加者が多数となったため、視聴いただく際のＩＤとパスコードが変更となりました。後日変更とな

ったＩＤ、パスコードはお知らせいたします。

□６ ＜重要＞７月度トレーニング実施予定
７月度は以下の日時・曜日・内容でトレーニングジムを行います。中３を除いて、各学年１回ずつ実施いたしま

す。詳細は下記の実施日一覧にてご確認ください。なお夏期中期特訓で地理を学習する中１・中２（中１は世界地

理、中２は日本地理）は、今回のトレーニングジムで歴史の授業をおこないます（中２は８月度月例テスト対策を兼

ねています）。今回中１・中２のトレーニングジムは授業形式で実施するため、中１土曜参加者を除いて、欠席対応

はできません。ご了解ください。また中３生は7月24日（土）、25日（日）の両日の実施を予定しておりますが、詳細

は生徒の皆さんと相談の上、決定いたします。

中２SUG…７月２４日（土） 19：30～21：30 →社会授業（歴史分野）

中１SUG…７月２０日（火） 19：30～21：30 →社会授業（歴史分野）

※火曜日が都合の悪い方の振替 7月24日（土）19：30～21：30

小６SUG…７月２０日（火） 17：20～18：50 →算数の弱点補強講座

小５SUG…７月１９日（月） 17：20～18：50 →算数の弱点補強講座

□７ ＜重要＞６月度月例テスト・全塾クラス別順位および成績優秀者
６月度月例テストデーターはすでに生徒の皆さんに配布しております。また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。全回順位を上げてくれた中２は今回はわずかながらダウン。ほぼ全員の方にあった数学

の凡ミスの類が大きかったといえます。また前回ゴールデンウィーク明けで若干学習量が落ち、順位を下げた中３

は自己採点通り順位を上げてくれました。そして大変頑張ってくれたのが、今回初の全塾１位を獲得してくれた中１

生です。それも全塾ベスト10に６名（1位、２位、２位、４位、７位、10位）ランクインという華々しい結果を残してくれ

ました。現在判明している１学期の期末テスト結果も大変良好な方が多く、今後もこの調子で頑張っていきましょ

う。それではスクール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 ４月７名（５８．３％）→５月４名（３３．３％）→６月６名（５０％）
中２ＳＵＧ…全塾上位１０％ランクイン ４月２名（３３．３％）→５月４名（６６．７％）→６月４名（６６．７％）
中１ＳＵＧ…全塾上位１０％ランクイン ４月９名（７５％）→５月６名（５０％）→６月９名（７５％）

６月度月例テスト・クラス別平均偏差値・全塾クラス別順位（上段から順に４月度、５月度、６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

61.0 63.8 64.8 62.3 62.3 65.1 65.2 22位 18位 16位 11位 20位 12位 12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

61.0 61.8 62.2 63.0 ９位 ９位 ６位 ６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

63.8 63.9 58.3 64.2 ３位 ２位 12位 １位



続いて６月月例テストの成績分布表です。下記の分布表通り、小６生は受験者４名中３名の方が、目標偏差値

である６０をクリアーしてくれました。大変頑張ってくれました！

①中３・６月月例・５科 ②中２・６月月例

70～ 67～

69～ 66～

68～ 65～

67～ 教室内部情報のため 64～ 教室内部情報のため割愛
66～ 割愛 63～

65～ 62～

64～ 62未満

63～

62～

62未満

③中１・６月月例 ④小６・６月月例

68～ 62～

67～ 61～

66～ 60～ 教室内部情報のため割愛
65～ 教室内部情報のため 59～

64～ 割愛 58～

63～ 58未満

62～

62未満

□８ ＜速報＞中３・６月北辰テスト結果判明！
先週７月１日に北辰図書より中３第１回のテストデーターが返却されました。巻頭記事でも少し触れましたが、残念

ながら大半の方が前回よりダウン、全塾クラス別順位も理科を除いて軒並みダウンという、正直厳しい結果となり

ました。前回と比べて、数学、社会など問題が難化した教科で皆さん点数を取り切れなかったことと、逆に国語、英

語など前回に比べ問題が解きやすくなった教科でもきちんと点数を取ることができなかったことが結論です。すで

に各教科の担当者から具体的な分析や今後の学習指示が順次出されています。いよいよ次回は、私立の抑えと

してデーターが使える回となります。残り約１０日。さあ何とかしましょう。

★中３・第１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

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 71.5 74.3 83.0 83.5 71.7 228.8 384.0 ４５３点：７５．０

偏差値 63.0 66.3 67.6 66.3 67.2 67.4 68.2 ４３３点：７３．０

順位① ６４位 ２８位 ２３位 ３５位 ２９位 ３３位 ３３位 ４２３点：７２．０

順位② ４８位 １５位 １０位 ２８位 ２１位 １９位 ２０位 ４１３点：７１．０

６月 ３ＳＵＧ 得点 77.8 68.6 78.4 78.3 82.1 224.8 385.2 ４０３点：７０．０

偏差値 63.9 65.0 66.7 65.4 68.7 66.5 67.7 ３８７点：６８．０

順位① ７０位 ５１位 ３５位 ５６位 ２０位 ５３位 ４４位 ３７２点：６６．０

順位② ５５位 ３７位 ２３位 ４７位 １５位 ３９位 ３０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）

７５～ （講評）

７４～ ６月月例テストではまあまあであった皆さんが、３名の方を除

７３～ いて、この北辰ではわずかずつ偏差値ダウン。また上記のよう

７２～ 教室内部情報のため に全塾クラス別順位は大幅に下降してしまいました。

７１～ 割愛 実は今回スクール21全体として、県立御三家を狙う皆さんの

７０～ コース、ＳＵコース全体としては、前回４月よりもだいぶ数値や状

６９～ 況は改善しました。やはり埼玉県のあちらこちらの教室のスクー

６８～ ル生は猛烈に頑張っているわけです。それではなぜ今回こうな

６７～ ったのか。これは簡単に一言で言い表すことはできませんが、い

６６～ くつもの要因が考えられます。

６５～ 全塾クラス別順位が大きく沈んだ教科は数学と社会。その２

６４～ 教科とも問題は難化しました。月例テストレベルであれば十分対

６４未満 応が取れる皆さんが今回は点数を取り切れなかったわけです。



スクール21の各教室のＳＵコースの皆さんは実は中２からの持ち上がりの方が多く、中３になってから新しく加わっ

た方はそう多くはありません。やはりいろいろな意味で鍛えられている方が多いわけです。また逆に正直ＳＵコー

スに在籍しながらもまだまだ気合が入っていないという方も少なからずいます。そういう皆さんが今回は目の色を

変えて取り組んだとしたらどうなるでしょう。皆さんはこの教室で学び始めてまだ４か月足らず。やはり難しい問題

への対応はまだまだですし、いろいろな意味で積み重ねが必要な国語の成績も今ひとつであるわけです。ここま

で担当の先生の言いつけを守り、本当によく頑張ってきてくれました。つまり、すべてはこれからであるというのが

今回の宇津木の結論です。７月北辰まで残り約10日。とにかくやれるだけのことをやりましょう。ただしそれでも目

標の偏差値に届かなかったら、夏期講習明けの９月に勝負をかければいいわけです。宇津木はふだんから７月、

９月の北辰２回分で私立の抑えを確保しなさいと言い続けてきました。確かにそれが理想ですし、まだ７月北辰が

終わったわけではありません。ただし入試がすぐ目の前に迫っているわけではありません。とりあえず次回７月北

辰では全員６８以上クリアーを目指しましょう。またすでに６８をクリアーしている方は７０以上、７０以上をコンスタ

ントに超えている方の目標は７２以上です。これなら十分にやれるはずです。可能な限り、問題演習を多く積んだ

上で、最後の追い込みは２教科程度に絞りましょう。全員笑顔で１８日の保護者会に参加してくれることを祈ってい

ます。頑張れー

（再確認）７月北辰に新たに加わる分野です。

数学･･･平方根の前半
英語･･･現在完了・受動態
社会･･･大正デモクラシー～第二次世界大戦～終戦まで



□夏期講習時間割（予定版） □第２回保護者会出欠回答書（提出期限：７月16日）

配 提 □中２・「２Ｚ・２Ｖ生のために進学ナビ」

布 出 （提出期限：７月１２日）

物 物

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
５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

■１ＳＵＧ７月月例 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ７月月例 ■３ＳＵＧ数学 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語 （休講日）
■２ＳＵＧ７月月例 ■６ＳＵＧ７月月例 ■６ＳＵＧ算数

■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ７月北辰対策

■１ＳＵＧ数学 ■２ＳＵＧ数学 ■３ＳＵＧ７月月例

■２ＳＵＧ英語 （国語・英語）

■３ＳＵＧ理科社会 ■３ＳＵＧ７月月例

（数学・理科・社会） □外部向け
■教室オープン 夏期説明会② ■教室オープン

１８：００～２２：３０ （15：00～16：20） （オープン時間未定）

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
■１ＳＵＧ英語 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ数学 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ国語 （休講日）
■２ＳＵＧ国語 ■６ＳＵＧ国語 ■６ＳＵＧ算数 ■第２回

■３階教室 ■１ＳＵＧ数学 ■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ７月北辰対策 合同保護者会
■浦高・一女・ 使用開始 ■２ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ数学

大宮セミナー ■３ＳＵＧ理科社会 □外部向け □中３北辰③
（オンライン） ■３ＳＵＧ７月北辰対策 夏期説明会③ →自己採点大会

（15：00～16：20）
■教室オープン ■教室オープン

１８：００～２２：３０ ■中２進学ナビ １０：００～１９：００

（オンライン） （自習可）
１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

■１ＳＵＧ英語 ■３ＳＵＧ英語 ■１学期終了日 （休講日） （休講日） （休講日） （休講日）
■２ＳＵＧ国語 □外部向け夏期

■６ＳＵＧ・７月度 ■５ＳＵＧ算数 オリエンテーション ■３ＳＵＧ・７月度②

■５ＳＵＧ・７月度 トレーニングジム ■６ＳＵＧ国語 （15：00～16：00） トレーニングジム

トレーニングジム ■１ＳＵＧ・７月度 ■１ＳＵＧ数学

トレーニングジム ■２ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ・７月度

（社会） ■３ＳＵＧ理科社会 トレーニングジム

（社会）

■３ＳＵＧ・７月度①

トレーニングジム

■教室クローズ ■教室クローズ ■教室オープン ■教室オープン

（予定） （予定） １４：００～２２：３０ １４：００～１９：００

（自習可） （自習可）
２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ８／１

（休講日）
夏期講習会

教室オープン 早朝特訓がない場合→１３：３５～２２：２０
※ただし午前帯に補習が組まれる場合は９：００からオープン。

早朝特訓がある場合→６：００～２２：２０ ■教室クローズ

（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。


