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いよいよ夏期講習も残りわずかです。授業内容の復習を完璧に！

前回の教室通信で同様のことを書いてきましたが、始まる前は本当に長いと思われた今年度の夏期講習も、いよ

いよ残りわずかとなりました。前回の教室通信で皆さんに３つのチェックポイントを示しました。

①宿題課題は１００％こなせたかどうか。

②暗記系のもの（漢字・英単語・理社内容、その他多数）は確実に覚えられたかどうか。

③授業中にやった内容は完璧に理解できたかどうか。

上記の３つの項目に関しては、前回の教室通信で詳細を申し上げましたので今回は割愛いたしますが、皆さんここ

までの自分の勉強に対して、いろいろな感想をお持ちのことと思います。自分なりにかなり頑張れたという方が大半で

しょうが、なかには、冷静になって振り返ってみると少しなまけてしまったかなという方もいるかもしれません。

教室全体としては、大変よくやってくれていると思います。前半後半合計８日間実施された４８時間特訓を一生懸命

頑張り、平常１日６時間～８時間程度の塾での学習（授業＋自習）＋大量の宿題課題をこなしている中３生を初め、

初めて長期の講習を迎えた中１生、１学期よりもかなり授業レベルが上がって苦労しているものの大半の方がしっか

り取り組んでいる中２生。そして少人数ながらも本当にコツコツと丁寧に取り組んでくれている小５、小６の皆さん。ど

の学年も、元気いっぱいに、勉強に取り組んでもらっています。ただし問題はここから先です。

与えられた宿題課題をきちんとこなせば確実に同様の問題が解けるようになるものなのか。毎回遅刻せずにきち

んと授業に参加をしていれば自然に学力はついていくものなのか。この答えは半分はＹＥＳですが、半分はＮＯとなり

ます。前期中３は数英で一部予習内容をこなしていましたが、現在はすべての学年で１学期内容を復習でこなしてい

ます。さすがに１学期にやった内容ですから全然問題が解けないことはありませんし、今回再度復習し直したわけで

すから、難しい問題もだいぶ解けるようになってくれたはずです。ところがそれはあくまでも「その場、その時間内にで

きた、理解した」というだけで、現在も、そして９月以降もずっと「解ける」という状況が続かなくてはなりません。またさ

らに加えるならば、もう一段階難しい発展問題が出された時に、何とかそれが解けるようになっていなくてはいけない

わけです。つまりいちばん重要なことは「定着」ということで、「一回やった問題は確実に解けるようになっていなけれ

ばならない」というわけです。

ではそれを何によってチェックするか。それは皆さんご承知の実力テストとなります。まず８月２０日、２１日、２６日、

２７日に実施される夏期チェックテストで確実に合格点をクリアーした上で、８月３１日、９月１日で分散実施の８月月

例テストでどの程度の得点が取れるかです。さらに中３生は９月５日（日）に北辰第４回が控えています。これら実力

テストは絶対に失敗してはいけません。理由は明確で、今回のような講習会明けのテストでは高得点を取れるのが当

たり前であって、逆に今回点数が取れないようであるならば、「いつ高得点が取れるのか」ということになるからです。

生徒の皆さんに変なプレッシャーをかけるつもりは毛頭ありませんが、今回目標の点数を取れなかった方が、９月や1

0月のテストで急激に点数が伸びるということは常識的には考えられません。ですからこそ、今度の月例テストや北辰

テストではとにかく高得点を取ってほしいと強く願っていますし、現在の学習状況からすれば、ほとんどの方が良好な

得点を残してくれるのではないかと期待しているわけです。

いよいよ夏期講習も残りわずかとなり、今週は各学年、各教科で仕上げの時期となります。８月月例や中３の９月

北辰に向けて、過去問や同タイプの問題演習も活発におこなわれていきます。「いろいろ大変だったけれど、最後の

テストは点数が取れてよかった」と、皆さん全員にそう言ってもらえるように、全スタッフ、残りの数日気合いを入れて、

授業をしていきます。 教室長 宇津木 和彦

８月５日、１９日、２１日と３日間実施した残りの早朝特訓も無事に終了いたしました。一部、眠そうな感じの子

もいましたが、予定の１０時３０分まで参加をしてくれた方は、最後まで集中して勉強に取り組んでいました。

３コマ目終了したあと、毎回宇津木から差し入れをプレゼントしたのですが、みんな楽しそうに食べてくれました。

また中３生は４８時間特訓の最終日、激励の意味の終了イベントをおこないました（宇津木だけ楽しんでいたとい

う話もありますが…笑）。今後、宇津木の機嫌がいいと通常の時期にも何かあるかも（笑）。



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２０日（日）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５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。大半の私立

校は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．淑徳与野等々）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・淑徳与野）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２０日(月・祝) ■開智
９月２６日(日) ■埼玉栄

１０月１７日(日) ■大宮開成 ■星野 ■浦和実業

１０月２４日(日) ■栄東 ■昌平 ■獨協埼玉 ■叡明

１０月３１日(日) ■春日部共栄 ■栄北 ■浦和学院

１１月２１日(日) ■淑徳与野 ■武南 ■浦和黎明

１２月１日(日) ■十文字

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

保護者の方への連絡

□１ 先週８月３１日（火）（ゆうちょ銀行以外の方は８月２７日）に引き落としとなる９月分授業料＋維持費下期分の明細

書を発行しております。通常の授業料よりも金額が大きい引き落としとな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。

＜重要・市営の駐輪場を利用されている方＞

７月１９日分～８月２２日分の外部の駐輪場を利用した方の駐輪場費用相殺は、９月末引き落としで処理をいたし

ます。領収書の台紙を９月３日までにご提出ください。

＜再掲＞再度今後のお支払いいただく費用関連をまとめます。
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

延長されます。

★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（水曜・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、授業料も変更となります。新たな費用のご負担をおかけいたしますが、何

とぞよろしくお願いいたします。

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 ２８，８２０円 ３２，１２０円

理科・社会 ９，５７０円 １５，５１０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→→引き落とし日９／３０（木） ※ゆうちょ銀行以外の方は9／27（月）

中２生は９月度より全員が５教科に移行いたしますが、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（3707円）は、９月３０日（木）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下期維持費→引き落とし日８／３１（月） ※ゆうちょ銀行以外の方は8／27（金）

維持費は、夏期入塾の方を含めて、皆様全員入塾時に上期分の維持費をご納入いただきました。今回はその

残りにあたる下期分のご案内となります。すでに明細書を配布いたしましたが、引き落とし日は８／３１（月）とな

り、９月分授業料と合算した金額の引き落としとなります。なお維持費下期分の金額は以下となります。

★中３下期分 １８，８７０円 中２・中１下期分 １７，４９０円 小６・小５下期分 １５，６７５円

④下期テスト代、中学部・下期テキスト代→引き落とし日９／３０（木） ※ゆうちょ銀行以外の方は9／27（月）

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月末の引き落としに関するご案内です。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。なお夏期入塾および夏期継続入塾の皆様は、入塾時に上期テキスト代に含まれる年間使用

分のテキスト代を徴収しておりませんので、その該当費用も今回の引き落としに加算されます。ご了解ください。

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 ５月末 ９月末

（回数） (回数)

中３ SUG 国数英 19,939円 16,852円 英数国理社 20,900円 22,825円 46,306円 51,821円
理社 5,467円 12,144円 （５回） （５回）

中２ SUG 国数英 16,155円 8,470円 英数国理社 16,830円 16,830円 32,985円 29,007円
理社 3,707円 （５回） （５回）

中１ SUG 国数英 14,406円 7,249円 英数国 15,950円 15,950円 30,356円 23,199円
（５回） （５回）

小６ SUG 算国 11,330円 算国 11,880円 11,880円 23,210円 11,880円
（４回） （４回）

小５ SUG 算国 10,890円 算国 11,880円 11,880円 11,880円
（４回） （４回）

□２ ＜重要・夏期講習関連＞
いよいよ夏期講習も残り数日となりました。今週のスケジュールを再度まとめます。確認してください。

①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

※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

①13：00以降、それぞれの授業教室で自習が可能です。希望者は利用してください。

②中３生は５コマ目の数学終了後、22:00まで自習が可能です。各自の都合に合わせて、今後も利用し

てください。

※各小中学校の8月26日以降の２学期開始に関する対応
①８月２６日（木）…始業式・予定通りに実施（中１～中３授業、小５・小６夏期チェックテスト）



②８月２７日（金）…各学校で給食開始
中１、中２…通常通り実施（１９：００から夏期チェックテスト）
中３…時間帯を変更（１７：１０～２１：３５）してチェックテストを実施

②８／２８（土）…休講日（教室オープン１４：００～２２：３０）
・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１週間ですので、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1４：００～２２：００で自習も可能です。上手に活用してください。

③８／２９（日）～８／３０（月）…休講日（教室完全クローズ）
この2日間教室は完全クローズとなり、自習もできません。自宅でしっかりと勉強するようにしてください。

④８月度月例テスト…８／３１（火）～９／１（水）

８／３１（火） 中３…１９：００～２０：２５ 理社 中２…１９：３０～２１：００ 理社
注意 この日中３は志望校登録の変更、中２は志望校の新規登録をおこないます。

９／１（水） 小５・小６…１7：２０～１８：５０ 国算
中１・中２…１９：３０～２１：４０ 国数英 中３…１８：５０～２１：３０ 国数英

試験範囲は下記を参照してください。

国語 算数
小５ 物語の読解／説明的文章の読解／ ・小数のわり算(÷小数)／合同な図形

漢字の読み書き／漢和辞典の引き方 ・これまでの総まとめ【計算／比例／角

／係り受け・呼応の副詞 の大きさ／四角形／面積など】

小６ 物語の読解／説明的文章の読解／ これまでの総まとめ【計算／文字と式

擬音語・擬態語／活用することば／ ／平均／単位量あたりの大きさ／速さ

漢字の読み書き ／割合／円／立体／角・面積・体積な

ど】

国語 数学 英語
中１ ７月までの総まとめ【漢字の読み書き ・文字式の計算 ７月までの総まとめ

／漢字・語句の知識／小説の読解／ ・７月までの総まとめ【正負の数の計算

説明的文章の読解】 ／正負の数の応用／素因数分解／文

字式の表し方】

中２ これまでの総まとめ ・これまでの総まとめ これまでの総まとめ

【漢字の読み書き／漢字・語句・文法 【式の計算/連立方程式の解法/図形/資
の知識／小説の読解／説明的文章 料の整理など】

の読解】 ・選択Ⅰ…1次方程式の利用/比例と反
比例

・選択Ⅱ…連立方程式の利用/1次関数
(直線の式まで)

理科 社会
・これまでの総まとめ ［直行型］

【生物の分類／身のまわりの物質総 これまでの総まとめ

合／大地の変化総合／身のまわりの 【人類の誕生と古代文明／旧石器～奈

現象総合】 良時代】

・選択Ⅰ…酸化と還元 ［並行型］

・選択Ⅱ…植物のからだのつくりとは これまでの総まとめ

たらき（光合成／呼吸／蒸散） 【日本の姿／世界の諸地域／世界から

見た日本（自然・人口）／鎌倉時代～

全国統一】

中３ これまでの総まとめ ・２次方程式の解法 これまでの総まとめ

【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／小説の読解／説明的文章 【式の展開／因数分解／平方根／方

の読解】 程式／１次関数／図形／資料の活用

(資料の整理・確率・データの散らばり

などから出題)など】

理科 社会
・細胞分裂 これまでの総まとめ

・これまでの総まとめ 【世界地理総合／日本の姿／日本の

【化学総合／物理総合／地学総合／ 諸地域／身近な地域の調査／古代～

生物総合】 近世総合／近・現代総合】

・選択Ⅰ…化学変化とイオン

・選択Ⅱ…物体の運動

⑤９／２（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生は第４回北辰まで残り１週間ですので、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。

⑥２学期開講日…９／３（金）→時間割の詳細は別紙を参照してください。
・授業曜日は、１学期までと同様ですが、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。
・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や実施

方法が以下のようになります。

中３生…原則毎週１４：３０～１８：００程度で実施（原則自学自習形式）

ただし個別で補習の指示を受けた生徒は担当の先生の指示に従ってください。

中２生…当面土曜１９：３０～２１：３０のトレーニングジムは休止。

ただし９月下旬から土曜午後～夜に希望制の高速トレーニング大会を実施。

□３ ＜重要＞夏期講習チェックテスト②③結果報告

8月31日および9月1日に追加版を発行し、そこに掲載をします。

□２学期時間割

配 □学校別入試特訓・最終注意書見本 提

布 （昨年の栄東、淑徳与野） 出

物 物



８月～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
２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

（休講日） （休講日）
夏期講習会Ⅳ期

教室オープン ８／２３～８／２６ １３：００～２２：２０

８／２７ １４：００～２２：３０ ■教室オープン
１４：００～２２：３０ ■教室クローズ
（自習可）

３０ ３１ １ ２ ３ ４ ５
（休講日） ■８月月例 ■８月月例 （休講日） ■２学期開講 ■３ＳＵＧ北辰対策 （休講日）

■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ理科 □中３北辰④
■２ＳＵＧ月例 ■５ＳＵＧ月例 ■６ＳＵＧ算数 →自己採点大会

（理社） ■６ＳＵＧ月例 ■１ＳＵＧ数学

■３ＳＵＧ月例 ■１ＳＵＧ月例 ■２ＳＵＧ数学

（理社） ■２ＳＵＧ月例 ■３ＳＵＧ社会

■３ＳＵＧ月例 ■教室オープン ■教室オープン

■教室クローズ １７：００～２２：３０ １４：００～１９：００

（自習可） （自習可）
６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

■１ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ理社 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ国語 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ （休講日）
■２ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ英語 ■６ＳＵＧ国語 ■６ＳＵＧ算数 トレーニングジム

■１ＳＵＧ国語 ■１ＳＵＧ数学 ■３ＳＵＧ理科

■２ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ数学

■３ＳＵＧ数学 ■３ＳＵＧ社会

■教室オープン ■教室クローズ予定

１７：００～２２：３０ →オープンの可能性あり

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９
■１ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ理社 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ国語 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ （休講日）
■２ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ英語 ■６ＳＵＧ国語 ■６ＳＵＧ算数 トレーニングジム

■１ＳＵＧ国語 ■１ＳＵＧ数学 ■３ＳＵＧ理科

■２ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ数学

■３ＳＵＧ数学 ■３ＳＵＧ社会

■教室オープン ■教室クローズ予定

１７：００～２２：３０ →オープンの可能性あり

７月２１日（水）～８月３１日（火）までの期間の総勉強時間（塾での学習＋家庭学習の合計）を競う、「目指せ！勉強の

鉄人！御三家北浦和500時間特訓」の最終集計を９月３日におこないます。自分の勉強時間を整理しておいてください。

（カウントのルール）

①塾内での学習は休憩時間も入れてカウントする。

②自宅での勉強時間は、休憩時間を除く。

（お知らせ）

この教室通信の簡易版（成績分布を割愛したもの）をスクール21のホームページの私ども県立御三家合格専門教室北浦

和校のページに添付しています（ただし添付しているのは直近の２週分のみ）。ご確認ください。


