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学力に差がでる２学期を乗りきるために！（中学生編）
実に久しぶりの教室通信となってしまい申し訳ありません（今後も不定期の発行となるかもしれません）。

さてあの大変暑いなか、毎日頑張って通ってくれた夏期講習を何とか乗り切り、９月３日（金）から２学期の授業が

開講し、今週後半から３週目に突入します。毎回同じようなことをいっていますが、いよいよ「勝負の２学期」です。受

験学年である中３生にとっては、北辰会場テストや県立タイプに変更となる月例テストなどの成績結果は、１学期まで

のものとは比較にならないほど重要なものになりますし、北辰テストの偏差値は私立高校の受験校およびコース・類

の選定に直結していきます。また残された定期テストは２学期の中間、期末テストの２回のみ。それぞれの中学では、

この２学期の成績を重視して皆さんの内申点を決めますので、１点でも高い点数を取る必要があります。とにかく１つ

１つのテストの結果が、直接中３の皆さんの高校入試の合否に影響を与えます。加えて学校説明会や相談会等も土

曜・日曜に集中しますので、１学期以上に時間の使い方を考えないとどれもこれも中途半端な状態で、２学期が終わ

ってしまうということにもなりかねません。また中１・中２の皆さんもこの２学期は、今まで以上に学校行事や部活動が

盛んになっていきます。学習内容についても、１学期に比べて複雑で難しい単元が目白押しとなります。忙しさにかま

けて、勉強をおろそかにしてしまうと、あっという間に学力差が拡大してしまう時期でもあります。今週号の教室通信で

は、上手にこの２学期を過ごすためのポイントをいくつかまとめてみます。

◆中学１年生◆

２学期の最大のポイントは「勉強と部活の両立」となります。３年生が引退し、部活での役割はこれまで以上に大き

くなります。勉強はなかなかゴールが見えない反面、部活動では「今やらなければならないこと」がはっきりしています

から、１学期以上に部活に力を入れる方が多くなります。ところが、この部活動の忙しさにかまけて、もろもろの勉強を

おそろかにしていると、あっという間に学力は下がっていってしまいます。中１の学習内容は２学期に入るとさらに難

度が増し、入試に直結する重要な単元を多く学習するようになります。ですから、当たり前のことながら、学校の授業

や塾の授業を気持ちを集中して受けること。学校の宿題や塾の宿題にしっかり取り組むこと。そして毎日継続的に学

習することの３つが何よりも重要なこととなります。今後も教室では、日々の授業をしっかり受講していただいた上で、

種々の補習や各種対策授業をタイムリーに設定し、生徒の皆さんお一人ひとりの理解度・定着度を向上させていく予

定です。また１学期同様、定期テスト前には複数回高速トレーニング大会や理社の対策授業なども実施していきま

す。この夏は、全体的にはよくやっていただいたものの、学習面でかなり頑張ってもらった方とちょっとそれが足りなか

った方に分かれてしまった感じです。この９月より国語は宇津木が担当し、気持ちも引き締まったと思われます。今一

度気持ちを入れ替え、気持ちを高めて、勉強に取り組んでいってください。

◆中学２年生◆

２学期の最大のポイントは、中１生と同様、「勉強と部活の両立」になります。ただし半年後にはいよいよ受験学年

の中３になる現中２生にとって、この中２の２学期は非常に重要な時期となります。一般の中２生は、どうしても勉強よ

りも部活に力を入れてしまいがちですが、そのようなことをしているとあっという間に周りから成績面で離されていって

しまいます。中２の学習内容は、２学期に入ると難度が増し、入試に直結する重要な単元を多く学習するようになり、

なかなかそれ以前の内容の復習をしている時間がなくなってきます。ただそれではなかなか学校の定期テストや塾の

月例テストを初めとする実力テストで高得点は取れませんから、今学習している内容をしっかりと身に付けつつ、別に

復習のレールを引いていく必要があるわけです。学校の宿題や塾の宿題をしっかりこなすことは言うまでもありませ

んが、やはり根本は授業を真剣に聞き、その場で理解していくということが重要ですし、今後増えていくであろう復習

用の課題もきちんとこなし、覚えていくことが何よりも重要なこととなります。全体的には非常に順調に来ている学年で

すが、月例テストの成績と比べて、学校の通知表および中間期末テスト結果が若干低い方が散見される学年でもあ

ります。今一度気合いを入れ直し、今まで以上に、普段からコツコツと各自の課題に取り組んでいってください。

◆中学３年生◆

大半の中３生は１学期中に部活が終了し、いよいよ受験勉強に拍車がかかる時期を迎えました。しかし一般の中３

生は、受験勉強に集中するようになった生徒と、もう一つ学習に気持ちが入らない生徒とに分かれてしまうようです。

「部活がないから、勉強に専念できる」とはならず、学校行事や生徒会活動に時間を取られたり、部活をやっていた時

間が余暇の時間にそっくり化けてしまうこともあるようです。

さて御三家北浦和校の中３の皆さんは、とにかくこの夏大変頑張ってくれました。毎日、本当に頑張ってくれている



中３の皆さんの顔を見続けてきました。ツラい勉強もみんなで明るく乗り越えてきました。さて２学期まず皆さんが気を

つけなければならない点は何だと思いますか？ それは「１分１秒、時間を無駄にしない」ということに尽きます。例え

ば、帰宅してから夕食まで、帰宅してから塾に出かけるまでの夕方の時間をどう過ごすかなど、毎日の生活習慣を組

み立て直し、ちょっとした時間の合間にも、短時間で効率の良い勉強方法を工夫してみるのもよいでしょう。そういうち

ょっとした時間に、たとえば理社が苦手な方は、一問一答形式の問題集等を用いて暗記してみたりといろいろ工夫で

きるはずです。また学校から帰宅して少しのんびりしたらすぐ塾に向かうのも一つの方法です。早めに塾に来て、各

自の課題を進める。現状早い方は16時台、17時台から塾に来て勉強を始めています。次に、各自の課題を明確に

し、それを着実に克服していく必要があります。９月５日の北辰第４回の自己採点大会が終わったあと、いくつかの教

科を失敗してしまった方には、宇津木から別途細かな学習の指示を出しました。何とか９月中にその課題をやり遂げ

ましょう。そして最後のポイントが「夏に培った学力を下げない」という点です。当たり前ですが、学校の２学期の授業

が開始されると、必然的に学習量は落ちます。学校がある以上、夏期講習時の同じ時間を勉強に充てることは不可

能です。そうなると10月以降のテストでガクンと成績が下がってしまう子が例年少なからずいます。ですから、教室で

は意図的に９月は学習量を増やすようにしています。夏に培った学力をさらに上げるための方策です。宿題・課題も

膨大なものとなりますし、各種特訓授業や指定されたトレーニングジムや自習も１学期とは比べものにならないくらい

増やします。とにかく塾に来て勉強を進めましょう。日曜日も原則毎週オープンしていきます。頑張りましょう。

これからは中３生全員が気合いを入れて勉強に臨んできます。北辰テストなどの偏差値も全体平均が上がり、以

前と同じような得点状況では、逆に偏差値は下がっていってしまいます。周りの受験生よりもより多く学習し、確実に

一問でも多く解けるようにしなくてはなりません。皆さんのライバルを事実上皆さんが眼にすることは不可能ですが、

そういう周りとの競争に勝ち抜いていかないといけないわけです。とにかく貪欲に、そしてひとつひとつ正確にこなして

いきましょう。目指せ！県立御三家全員合格！みんなで合格するぞ～！

受験生の皆様必読！ 学校説明会参加のポイント①
２学期は、ほぼ毎週のように、土日・祝日に私立・公立高の学校説明会や個別相談会が開催されます。今週と来週

の２回に分けて、学校説明会や個別相談会に参加する際の事前準備、ポイントについてご説明いたします。より良い

併願校選びのご参考にしていただけると幸いです。

■事前の準備編■

①まず学校説明会と個別相談会というものは原則内容が異なります。大半の高校では、９月以降学校説明会の実施

後に個別相談を実施いたしますが、最後まで説明会と個別相談を分けて実施をする高校も少なくありません。学校

説明会はいわゆる「説明会」ですので、学校の担当者が自校の特徴や入試のシステムなどを懇切丁寧に説明いた

しますが、結局のところ、学校のＰＲで終わってしまうことが普通です。ですから「参加すべきものなのかどうか」とい

うご質問に対して宇津木は、「絶対に参加しなくてはいけないというものではないが、その高校の指導内容等につ
いて、あまりご存知でない場合はご参加ください」という言い方をしています。それに対して、個別相談は「参加しな
くてはいけない」性質のものとなります。ただし早い時期に参加をしたほうが有利になるというものではありません
から、北辰テスト等の成績である程度の結果を残された後に、ご参加いただくと良いと思われます。ただし以下の
二点ご注意ください。

★私立校の特待生を希望する場合に、事前に募集人数ワクが決まっている高校があること。

事前に「北辰テスト等の結果で特待生として扱ってもらえる」大半の私立高校は、原則募集人数のワクはありませ

ん。ですから特待生としての募集を定員で締め切るというケースはありえませんが、一部の都内私立、県内私立では

最初から募集人数を設定している高校があります。そのような高校をご希望の場合は、当然「早めに動く」必要があり

ます。ご不明な点がございましたら、宇津木までお知らせください。

★９月北辰テストデーター返却後の９月中旬以降の個別相談会に参加をする場合、「説明会に参加してから個別

相談にご参加ください」という言い方をする高校もあります。

本来学校説明会と個別相談会は別々の性格を持った会ですが、私立高校側としては、１人でも多くの受験生にＰＲ

をしたいわけですから、「個別相談会参加の資格」として、「学校説明会に参加している」ことを要求する高校もありま

す。ただし御三家北浦和校の中３の皆さんが受験を考えている私立高校の大半は、上記のような特殊な対応はいた

しませんし、すでにご案内済みのスクール21主催の「学校別入試特訓講座」にご参加いただければ、上記の内容は



すべて一日で済んでしまいます。

それぞれの私立高校の「合格の目安」は、来春の入試でもほぼ今年度通りと予想されます。ですから中３の皆さん

としては、まずその「目標をクリア－」していただくことが必要となるわけですが、１回も高校見学をしないで受験を決め

てしまうということは大変危険です。目安としては、９月中旬までにいくつか候補を絞っておき、その後成績状況を睨

みながら、いくつか高校の説明会に参加をして（スクール21主催の学校別入試特訓講座でもかまいません）、最終併

願校を決めていくというやり方がよろしいと思われます。それでは下記に、具体的に「事前準備編」をまとめてみます。

②まず学校説明会の日程を確認し、希望する高校の説明会に参加できるようにスケジュールを組んでみてください。

日程が重なる場合は、志望校の優先順位でご判断されるとよろしいかと思います。高校により、平日の学校見学や

個別の相談も受け付けている場合があります。また文化祭や学園祭の時に、進学相談コーナーを設けている場合

もありますので、上手に利用されるのも一策です。説明会の日程以外に、このような行事がないかどうかをぜひご

確認されてください。

③また大半の高校は、個別相談のデーターとして北辰テストの成績で相談が可能ですが、一部の高校は学校の通知

票も必要な場合があります。またたいていの高校で見てもらえる北辰テストのデーターは、７月以降の２回ないし３

回ですので、テストデータが戻ってくる時期も、日程調整の際に考慮が必要となります。また、説明会に事前の申込

が必要な学校もありますし、ネットや電話で受け付けている学校や、専用のはがきで申し込む学校もありますので、

確認が必要となります。ご注意ください。

④説明会で確認したいことを事前にまとめておくことをお勧めいたします。まず確認することは入試情報ですが、特に

来年の入試要項を変更する学校の場合は注意が必要です。入試日、入試教科、募集人数等を正確に把握する必

要があります。また、入試要項に関連する「入試当日の注意事項」や昼食の要不要、面接の形態についても確認

が必要となります。学校によっては、入試問題に関する情報が得られる場合もありますので、どのような出題傾向

であるか、全体の配点ウエイトはどのような扱いであるか等、今後の対策にも役立てることができます。

他にも制服や学校行事・クラブ活動・進路指導のこと等いろいろな説明がされます。その内容は盛りだくさんとなり

ますが、他の受験校と比較するためにも確認したいことはチェックし、こまめにメモを取っておかれることをお勧めい

たします。

⑤自宅から学校までの経路・交通機関もご確認ください。実際に通学することを想定して、どのような通学経路でどれ

くらいの時間がかかるのかを事前に把握しておくことは必要です。また説明会の際には、資料の配布や会場受付

で氏名等の記入の必要がある場合もありますので、少し早めに到着するようにスケジュールを組むことをお勧めい

たします。なお各種インターネットの乗り換え検索や会場地図の検索を利用すると便利かと思われます。

⑥持ち物としては、筆記用具・メモ帳（ノート）・上履き（携帯用のスリッパが便利かもしれません）・成績資料（中３・通

知表コピー、北辰データ等）等です。

またほとんどの学校で、学校案内や入試要項は封筒に入れて渡されますが、少し大きめのバッグや紙袋を事前に

ご用意されると便利かと思います。なお入試要項等は無料でも、願書は有料の高校もあります。何回もその高校に

出向くのは面倒ですので、当日ご購入されることをお勧めいたします。

■「当日の注意事項」については、次回の教室通信にてご説明いたします。

（参考）過去の学校別入試特訓講座の実施状況

いよいよ前回の教室通信でご案内をした学校別入試特訓講座が実施されます（今月２０日に実施予定であった開

智高校の学校別入試特訓講座は中止となりました）。古い話になりますが、宇津木が本部にいた頃、提案・企画し、

実現したのがこの学校別入試特訓講座で、当時いろいろな高校に何回も足を運び、担当の先生と細かな打ち合わせ

をしたことが昨日のことのように思い出されます。この学校別入試特訓講座は、実際の高校の教室で授業を受けられ

るわけで、とても臨場感がありますし、その講座内容も大変参考となるはずです。今週号の巻頭記事の最後として、

具体的にこの講座の内容を知っていただくために、南浦和教室時代（浦高一女合格専門教室）に宇津木が参加をし

た学校のなかで、春日部共栄と栄東の２校の様子を紹介いたします（ちょうど教室開設時から３年目のⅢ期生の代と

なります）。なお当時の講座では、昼食は高校側が用意をしてくださったり、スクール21で「合格弁当」なるものをご用

意させていただいたのですが、このコロナ禍での実施となりますので、今年度は各自ご用意していただく形となりま

す。下記の記事からは、昼食時の記事は割愛しております。ご了解ください。



①春日部共栄高校・入試特訓講座（２００８年１１月３日実施）実施状況報告
自転車で参加をしてくれた生徒の皆さんも多数いましたが、大半の皆さんは春日部駅西口からスクールバスで学

校まで無事に来てくれました。宇津木は参加してくれたおふたりと8：30のスクールバスで一緒に向かったのですが、

大半の方は8：00のスクールバスで来てくれたようです。駅で迷ってしまう方も出るのではないかと心配もしたのです

が、皆さん間違えずに、１名の遅刻もなしに来ていただきました。

入試対策講座は合計４つのクラスに分かれての実施となりましたが、どこのクラスも真剣に先生方の説明を聞いて

くれました。授業もわかりやすかったうえに、各先生方が用意してくれたプリント類も参考になったということで大変好

評だったようです。国数英の入試対策講座が終わったあと、会場を移動し、入試説明、学校説明会にうつりました。ま

ず国数英の実際に入試問題作成を担当している先生方から、約20分ずつ学習アドバイスを受けたのですが、マーク

シートの書き方、それぞれの入試問題の特徴、合格ライン、今後の勉強の仕方等、大変参考になる説明をしていただ

きました。皆さん各先生方の話をメモしながら、真剣に聞いてくれました。その後ビデオを使った学校紹介があったの

ですが、ビデオのなかに卒業生が春日部共栄を語る場面が多くあり、進学面にかなり力を入れている現状が分かり、

高校入試で終わりではないんだなということを参加をしてくれた皆さんは痛感したようです。そして最後に校長先生の

話と入試説明がありました。ここの校長先生はとにかく話が好きな名物の先生で、参考になる話を交えつつ、面白お

かしく話をまとめてくれました。

帰りは自転車、スクールバスなどそれぞれの方法で帰途に着きましたが、参加をしていただいた皆さんのアンケー

トはほぼ全員が参考になった、楽しかったと書いてくれていました。当日高校の先生の手違いで成績シートを配布で

きないなどトラブルもあったのですが、全体的には大変有意義な１日となりました。

また夏期合宿で宇津木が担当した他教室のＳＵ生もおおぜい参加してくれており、久々の再会で元気そうな顔が見

れたこともうれしいことのひとつとなりました。

②栄東高校・入試特訓講座（２００８年１１月９日実施）実施状況報告
南浦和教室からの参加者は、女子ばかり10名。おひとりの方を除いて全員同じ電車で東大宮駅まで向かいまし

た。途中駅で宇津木も同じ電車に乗り合わせたのですが、偶然乗った車両に全員が揃っていました。そしてもう１名の

方と東大宮駅で合流し、栄東高校へ向かいました。本来10分程度で着くところ、おしゃべりをしながらのんびり歩いて

いたため、学校に着くまでに20分程度かかってしまいました…。当日は、小６対象の公開模試試験が別棟であり、たく

さんの小６生も一緒に登校していましたが、大勢の栄東高校の先生方の誘導により、生徒の皆さんも無事に会場に

入室していきました。皆さん一緒に受付を済ませましたので、授業クラスも一緒となりました。

９時から対策授業が開始。授業は３クラスに分かれてスタートです。最初はどこの教室も緊張していたようでした

が、慣れるにつれてだんだんとリラックスしてきたようでした。南浦和教室の皆さんのクラスは全員一緒のクラスだけ

に、最初から特に緊張もなく、真剣に授業を聞いてくれていました。教科担当の先生方も熱気のある授業を展開し、参

加をしたほとんどの生徒の皆さんから、「わかりやすかった、良かった」、「出題傾向がよくわかり、今日を活かして頑

張りたい」という声が挙がりました。また皆さんの緊張をほぐすために授業中いろいろとジョークを飛ばす先生方もい

たのですが、南浦和教室の皆さんがいるクラスがいちばん盛り上がっていたとのことでした（笑）。また途中グッズの

一部として、必勝はちまきも配られたのですが、南浦和教室の10名だけしっかり頭に巻いて授業を受けてくれました

（笑）。

その後３コマ目の授業を終え、高校の先生方が担当する第Ⅱ部に移りました。各教科ごとの先生から入試問題の

傾向や注意を、そして入試対策の責任者の先生から、入試説明を受けました。皆さん、大事なところはメモをしながら

話を聞いてくれました。国語の先生からは、来春の入試問題に関するマル秘情報も教えてもらい、お得感もバッチリ

だったかもしれません。その後個別相談をするグループとしないグループに分かれて、宇津木は個別相談をしない皆

さんと一緒に校内見学をしました。担当の先生が、面白おかしく説明してくれるので、短時間の見学でしたが、大変楽

しい時間を過ごしました。前回宇津木が参加した入試対策講座では、豪華な温水プールも見学できたのですが、今回

は工事中とのことで見学できなかったのが唯一の心残りだったかもしれません。とにかくこの高校のきれいさ、広さ等

に皆さん感心していたようです。その後校長先生が校内に作ってしまった「栄東天神」に皆でお参りし、手を合わせて

皆さんと一緒に合格を祈願しました。そして最後にアンケートを書いて終了。南浦和教室の皆さんは２グループに分

かれて、無事に帰途に着きました。

とにかくたくさんの先生方が仕事を分担、担当してくれたおかげで、ほとんど途中も待ち時間もなく、スムースに一

日が終了していきました。受験を希望している生徒の皆さんへは当然のこと、我々スクール21の職員に対しても、とて

も気を遣っていただき、大変気持ちの良い一日を過ごすことができました。やはり先生がよい高校は違うなと痛感させ

られた１日でした。



今年度の『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→中止となりました。
９月２６日(日) ■埼玉栄→10月31日に延期

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

なお申込書はすでに配布をいたしました。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 今週より９月３０日（木）（ゆうちょ銀行以外の方は９月２７日）に引き落としとなる１０月分授業料＋下期テキスト・テ

スト代の明細書を発行いたします。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。なお下記にその費用の詳細をまとめます。

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

延長しております。

★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、授業料も変更となっております。

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
中２生は９月度より全員が５教科に移行いたしましたが、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小学部・中学部・下期テスト代、中学部・下期テキスト代
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月末の引き落としとなります。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。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）

＜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

ました。未提出分がある方は、後日宇津木までご提出ください。

□２ ９月３日（金）より２学期授業が開始され、全学年順調なスタートを切っています。担当スタッフ一同、今まで以上に

気合いを入れて、取り組んでまいります。ご質問・ご相談等ございましたら、ご遠慮なく宇津木までお申し出くださ

い。２学期が開講し、気持ちも新鮮なこの時期、塾での学習を進めていくなかでの注意点やお願いを再度まとめま

す。ご確認ください。

★２学期授業担当者一覧
下記に２学期の授業担当者をまとめます。中１国語は宇津木が担当し、小５算数は中３数学担当の松坂が担当

いたします。

国語 数学 英語 社会 理科 今後も、教科的なご相談、ご質問はそれぞ

３ＳUG 安場 松坂 小林 宇津木 舞木 れ教科担当者まで、全般的な内容は宇津

２ＳUG 宇津木 塚田 中島 木までお願いいたします。

１ＳUG 宇津木 松崎 中島

６ＳUG 宇津木 塚田

５ＳUG 宇津木 松坂

①毎日の満足度アンケートをきちんと書いてください。
毎回の授業での理解度や疑問点のあるなしを聞く重要なアンケートです。その日の授業を振り返りながら、真面

目に記入するようにしてください。

②授業を欠席した場合→以下の２つの方法のうちどちらかの方法でフォローをします。
担当の先生の指示に従ってください。

・平日空き日または授業の前後に補習をする方法。

授業を欠席したその日または直近の授業日に担当の先生と「いつ補習をやるか」を相談してください。

・授業中にやった問題やプリントを後日自分でやり、その後担当の先生に見てもらう方法。

その日の授業内容が新出単元ではなく問題演習であった場合はこの方法を取る場合もあります。

③小テストや確認テストでは合格点を取ろう！
授業中は何らかの暗記テストや確認テストが毎回行われます。試験範囲や内容は事前に告知しますので、必

ず合格点を取れるように覚えてきてください。なお単元ごとの確認テストである『単元テスト』は教科により実施日

が異なります。詳細は担当者からの指示にしたがってください。

④宿題・課題は必ずこなしてください。
各教室の壁に『宿題掲示表』が貼ってあります。宿題等が分からなくなった場合や授業を欠席した場合は、それ

を見て必ずやってくるようにしてください。ただし何らかの事情で宿題がこなせなかった場合は、必ず授業前に担当



の先生まで、申し出るようにしてください。

⑤スクパスをきちんとこなしてください。
教室開講時から実施している反転学習（中学部英語や小学部算数）や単元テストのフォロー問題、小学生算数

のデイリートレーニング、中３英語の基礎トレ、中１・中２英数の基礎トレなど、現在多くの学年、教科でこのスクパ

スを利用した勉強にやっていただいています。詳細は担当者から指示をしておりますが、１学期からきちんと進め

ている方とそうでない方の差が出ています。進捗状況がよくない方には、今後も厳しい注意を与えます。

⑥自習室を上手に活用してください。
オープンしている日曜・祝日および平日・土曜午後２時以降、各自の授業教室や３階の自習スペースを自習室

として利用できます。上手に活用してください。

□３ ＜重要＞中３・９月北辰テスト自己採点結果 ～データー教室到着は９月１６日（木）です～
教室の総力をあげて、この夏の中３の皆さんの頑張りと思いをかけて臨んだ中３・９月北辰テストが９月５日に実

施されました。下記にその自己採点結果をまとめます。下記の点数には、国語の作文は全員満点の12点、英語の

作文は10点／12点加算してあります。一部記述系の問題で辛めに採点している方もいますので、実際の結果は

来週９月１６日に到着するデーターを待つしかありませんし、細かなミスがあった方もいますが、結果は大健闘して

くれたと宇津木は思っています。特にこの夏、最終下塾時間の22時まで大半の方が残って頑張ってくれた数学

は、何とか全員しのいでくれました。さて実際の結果はどうなるか。。。

★中３・第４回北辰会場テスト自己採点結果

国語 数学 社会 理科 英語 ３科 ５科 （参考）前回
４月 ３ＳＵＧ 得点 71.5 74.3 83.5 71.7 83.0 228.8 384.0 ７月の偏差値

偏差値 63.0 66.3 66.3 67.2 67.6 67.4 68.2 ４６９点：７５．０

順位① ６４位 ２８位 ３５位 ２９位 ２３位 ３３位 ３３位 ４５１点：７３．０

順位② ４８位 １５位 ２８位 ２１位 １０位 １９位 ２０位 ４４２点：７２．０

６月 ３ＳＵＧ 得点 77.8 68.6 78.3 82.1 78.4 224.8 385.2 ４３３点：７１．０

偏差値 63.9 65.0 65.4 68.7 66.7 66.5 67.7 ４２４点：７０．０

順位① ７０位 ５１位 ５６位 ２０位 ３５位 ５３位 ４４位 ４０９点：６８．０

順位② ５５位 ３７位 ４７位 １５位 ２３位 ３９位 ３０位 ３９４点：６６．１

７月 ３ＳＵＧ 得点 90.8 76.8 90.0 80.6 83.4 251.0 421.6

偏差値 69.3 67.7 68.0 67.4 67.5 69.3 69.5
順位① ９位 ２８位 １９位 ３８位 ３９位 ２１位 ２８位

順位② ３位 １９位 １５位 ３３位 ２３位 ９位 １８位
９月 ３ＳＵＧ 得点 87.5 79.9 88.9 86.9 89.6 257.1 432.9

偏差値

順位①

順位②

★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）

４８０～ （講評）

４７０～ 詳細はデーター到着後の教室通信でまとめますが、上記の得

４６０～ 点の通り、１学期のテストに比べて、大半の方は大幅に点数を

４５０～ 教室内部情報の 上げてくれました。大変頑張ってくれたと思います。皆さんの結

４４０～ ため割愛 果が「自己採点通り＆前回７月と同じ基準」だったとすると、クラ

４３０～ ス平均は偏差値71前後になります。ただし８月月例同様、ある

４２０～ 特定教科を失敗している方がいます。国語で２名、社会で２名、

４１０～ 理科で４名。特に夏期講習を終えて総復習が完了したはずの理

４００～ 社でこの得点は致命的ともいえます。該当の皆さんには、別途９

４００未満 月中に再度総復習の指示を出していますので、何とか次回は挽

回しましょう。とにかくどのような偏差値が出るかです。皆さんと

の第２回の三者面談は10月以降の実施を予定していますので、とりあえず16日に結果が到着次第、「今後の特別

な対応が必要な方」には宇津木からご連絡をさしあげます。



＜重要・合格保証制度＞→９月中に対象者に保証書をお渡しいたします。
ＨＰやチラシには掲載されておりながら今まで詳細をお知らせしてきませんでしたが、今回の北辰９月までの結果

で今月中に合格保証の認定をおこないます。基準となる成績は非公開とさせていただきますが、判定資料は通知

表と９月の第４回までの北辰テスト結果となります。対象校は当然ながら県立御三家のみとなります。対象となら

れた方が万が一その保証校を不合格となった場合は、中３の９月度から２月度までの授業料を全額返金いたしま

す（返金対象となるのは通常月の授業料のみで、講習会費用、その他の費用は対象となりません）。詳細は三者

面談でお知らせいたしますが、受験直前になり不安が増してくる時期に、私ども御三家専門教室が「絶対大丈夫」

と太鼓判を押したものですので、一種の強力なお守りとして考えていただけたらと思います。

□３ ＜重要＞８月度月例テスト・自己採点結果報告
夏期講習の総決算として８月３１日（火）・９月１日（水）の両日で８月月例テストが実施されました。実際のデーター

は、９月２４日（金）に業者から返却となりますので、しばらくお待ちください。今回すでに大半の方が自己採点を終

えているようですが、自分の出来がどうであったか気になるでしょうから、各担当者が自己採点をした結果を下記

にまとめます。参考にしてください。

８月度月例テスト・クラス別平均点（自己採点）

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 82.0 88.9 92.6 90.2 90.6 263.4 444.3

２ＳＵＧ 93.7 98.9 94.7 85.3 79.4 287.3 452.0

１ＳＵＧ 81.5 92.3 94.2 268.0

６ＳＵＧ 92.5 83.0 175.5

５ＳＵＧ 80.7 80.7 161.3

（参考）８月月例・得点分布表 ●ひとつが１名示します。

①中３・８月月例・５科 ②中２・８月月例・５科

480～ 470～

470～ 460～ 教室内部情報の

460～ 450～ ため割愛

450～ 教室内部情報の 440～

440～ ため割愛 430～

430～ 420～

420～

410～

400～

③中２・８月月例・３科 ④中１・８月月例

290～ 290～

280～ 280～

270～ 教室内部情報の 270～ 教室内部情報の

260～ ため割愛 260～ ため割愛

250～ 250～

240～ 240～

230～ 240以下

⑤小６・８月月例 ⑥小５・８月月例
180～ 180～

170～ 教室内部情報の 170～ 教室内部情報の

160～ ため割愛 160～ ため割愛

150～ 150～

140～ 140～

130～ 130～

全学年とも夏期講習での頑張りで大変良好な結果を残してくれました。学年ごとに簡単に成績状況をコメントい

たします。

①中３

北辰第４回同様、全教科的にかなり頑張ってくれました。教科的には若干国語が解きにくかったのですが、残り



の英数理社は大半の方は90点台をキープしてくれました。北辰同様、数学の平均点は現状今までで最高の得点

を残してくれました。ただしその数学において、単なる計算問題である大問１の(1)をミスった方が２名、整数問題の

条件（指定された文字はm、通常はn）をうっかりミスした方が７名出てしまいました。該当の皆さんは、猛省してくだ

さい。とにかくテスト中は細心の注意を払い、そのような凡ミスは今後はゼロにするよう、集中してテストに臨んでく

ださい。またこれも北辰同様、各教科数名ずつ得点不足の方がいます。次回の月例より、いよいよ中３の皆さんの

月例テストは、国語や英語の作文や記述問題が多数出題される県立タイプの問題に切り替わります。本当の勝負

はこれからです。

②中２

上記の得点平均および分布の通り、３科はほぼ完璧な得点を取ってくれました。いつもは数名の方が国語で失

敗するのですが、今回は自己採点では全員90点台ですし、数学も１名の方を除いて残りの方は100点でした。ただ

し問題は初めて受験してもらった理社です。この中２理社の問題は、中３の問題と比べると非常に解きやすい問題

で、正直理社とももうちょっと取ってほしかったところです（特に理科）。ただし中２の皆さんの今までの理社の勉強

は、中間期末テスト向けの試験範囲が狭い勉強しかしてきていませんので、すべてはこれからといえます。すでに

告知済みの通り、11月7日（日）には第１回の北辰会場テストもあります。９月より理社の学習が始まり、「１年半計

画」のスタートを切りました。中２生のさらなる頑張りに大いに期待しています。

③中１

６月月例まで順調に来ていた結果が７月月例で大きく崩れ、迎えた夏期講習。宿題課題忘れや取り組みの甘さ

が目立つ子が散見されるようになり、中学部で唯一心配していた学年でしたが、何とか踏みとどまってくれたという

感じです。国語の得点が今ひとつであることには今回目をつぶって、数学は在籍12名中10名の方が90点台、同様

に英語も在籍12名中11名の方が90点台でした。100点の方は、数学で3名、英語で４名。内容とレベルからいえば

もうちょっと満点者が欲しかったところですが、とりあえずは一安心です。ただし前述しましたように、国語の成績が

安定しませんし、なかなか「突き抜けた点数を取れる」ようになりません。国語という教科は他の教科と異なり、何

かを覚えればすぐに成績が上がるという教科ではありません。文章を読んで考える。この基本的な作業の中にい

ろいろな要素、力が絡み合う教科です。また勉強への姿勢や取り組み方の違いも点数に表れる教科です。前述し

ましたように、この９月から中１国語は宇津木が担当しています。初回の授業で宇津木はいきなりカミナリを落とし

ましたが、生徒の皆さんの様子をじっくりと見つつ、少しずつ指導をしていきます。しばらくお待ちください。

④小６

あの難解なテキストを毎日解き、通常中学生でないと扱わない知識も詰め込んで苦労した甲斐もあり、国語は9

0点台が３名、80点台が１名と過去最高の得点をあげてくれました。ただし算数は２名の方は90点台でしたが、もう

２名の方は70点台でした。全員が２科160点以上を超えていますので、大変良好であるのですが、やはり今後もポ

イントは算数となりそうです。９月から再開されるトレーニングジムでも算数の弱点補強を徹底的におこないます。

今後も頑張りましょう。

⑤小５

夏期チェックテストの４回目の算数が大きく崩れ、事前に心配していた学年でしたが、３名中２名がもう一歩でし

た（それでも全然悪い点数ではないのですが）。やはり小６と同様ポイントは算数で、夏期講習後のテストであれ

ば、80点は割ってはいけない点数です。とりあえずトレーニングジムでは錬成テキストと同時並行して、夏期テキス

トの解き直しをしていただく予定で、状況により算数はそれらを課題としてやっていただく可能性もあります。とにか

く次回の10月月例までにやれるだけのことをやろうと考えています。

□４ ＜重要＞中３・直近の各種テストおよび入試イベント＋合格保証制度について
すでにいくつか案内を始めていますが、２学期は各種テストおよび入試イベントが目白押しです。ここでどのよう

なものがあるかまとめてみます。

①総合復習テスト→９／２３（祝・木）１４：００～１７：２０にて教室受験
すでに書面でご案内いたしました。本来は栄東および大宮開成の外部会場を使用した臨場感溢れるテストであ

ったのですが、緊急事態宣言の延長のため、教室受験に変更となりました。テスト内容は、３月から７月までの学

習内容の確認です。２学期に入り、各教科とも御三家テキストを使用した総合問題演習や出題問題別の対策等に



切り替わっています。ただしそれらを完璧に解きこなしていくには、１学期までの学習内容を完全に理解し、定着さ

せておく必要があるのはいうまでもありません。そのためのテストがこの総合復習テストです。特別な準備は必要

ありませんが、不安な単元や分野がある方はきちんと見直しをしておいてください。

②中３学力判定模試（月例テスト）→学判１０月は１０／１（金）～１０／７（木）の期間で実施
前述しましたように中３の皆さんの月例テストは次回10月から出題内容、データー等大きく変わり、完全に埼玉

県公立入試を意識したものとなります。判定は、内申点＋テストの合計点で算定され、実際の入試に近いものとな

ります。各教科の出題内容も今までの月例テストと異なり、国語の作文、英語の英作文、数学の作図・証明問題、

国語、理科、社会の記述問題などが出題され、総合力の勝負となります。偏差値がいくつ取れるかではなく、何点

取れるか、内申点との合計で何点になるかという勝負となります。気合いを入れて頑張っていきましょう。テストは

今までの２日に分けて実施する形式ではなく、それぞれの授業日に18時から実施し、テスト終了後、即解説に入り

ます。

③御三家公開模試→第１回１１月３日（水・祝） 第２回１２月１２日（日） 会場（大宮開成または栄東）
県立御三家を狙う皆さんのための有料の公開模試（テスト終了後に各教科担当者からの学習アドバイスや入

試情報、全体講評あり）です。県立御三家を目指している受験生が、「今の時点での自分の位置」を確認するため

の模試となります。この模試では、県立御三家を最終的に受検するであろう数百人の中の自分の位置を推測し、

答案内容から今後、入試までに力を入れるべきポイントをアドバイスするというものです。皆さんが受験していく10

月以降の学力判定模試よりもさらに難度の高い問題が多く出題され、今の自分の状態を客観的に確認できます。

原則全員受験をお願いいたします。ちなみに毎週金曜18時からやっている社会のテスト演習で、宇津木が作問し

た２年前の過去問を10日に実施してみました。結果は大半の方が大変良好な結果で、現段階でも社会は記述問

題への対応がかなり仕上がってきています。この調子で他教科も頑張りましょう。

④高校入試情報講演会→１０月１１日（月・祝） １１：００～１２：１０（オンラインにて実施）
２年前までさいたまスーパーアリーナで実施していた入試イベントとしては最大規模のイベントです。昨年度に

引き続き、オンラインによる実施となります。ご了解ください。このイベントでは県公立入試情報はもちろん 私立入

試の最新情報もご提供いたします それを踏まえて２学期以降 、入試に向けてどのような準備が必要なのか、保

護者の皆様、受験生の皆さんにとって有意義な情報をお伝えしていきます。中３生にとって「本物の受験生」へと

成長する大切な一日となるはずです。ＩＤ、パスコードは後日お知らせいたしますので、原則中３の皆さんは全員ご

視聴をお願いいたします。

⑤学校別入試特訓講座（巻頭の記事を参照）…皆さんの次回の該当校 １０月１７日（日）大宮開成、星野
すでに２回連続でこの教室通信でご案内をしておりますので、ここでは詳細は割愛いたします。「受験が確定し

たものの偏差値的に厳しい方」は原則ご受講をお願いいたします。

□５ ＜重要＞９月度トレーニングジム＆２学期中間テスト向け高速トレーニング大会
小５・小６の９月度のトレーニングジム、中１・中２の９月～１０月のトレーニングジムおよび中間テスト向け高速ト

レーニング大会は以下のように実施していきます。高速トレーニング大会の参加申込書は、後日配布いたします。

①小５・小６

以下の日時で月例テスト対策＆算数の弱点補強講座をおこないます。

５ＳＵＧ→９月２７日（月）１７：２０～１８：５０ ６ＳＵＧ→９月２１日（火）・９月２８日（火）１７：２０～１８：５０
②中１

以下の日時で中間テスト向けの理社の対策授業をおこないます。また下記の理社の対策授業以外は、すべて

高速トレーニング大会に振り替えます。希望者は参加をしてください。

９月２１日（火）・９月２８日（火）・１０月５日（火）１９：３０～２１：３０
火曜に参加できない中１生は以下の高速トレーニング大会の時間枠で同内容のものを実施します。

→９月２５日、１０月２日、１０月９日 時間はいずれも19：30～21：30

③中２

９月より理社が開始となり週４日となった中２生は、中間テスト向けの高速トレーニング大会に振り替えます。



（中１・中２向け高速トレーニング大会実施予定）

９月２５日（土）、１０月２日（土）、１０月９日（土） 14：30～16：30、16：45～18：45、19：30～21：30

（重要）中１・中２生の２学期中間テストに向けて
今週より、それぞれのファイルシステムの運用を再開してください。皆さんのファイルの中に新しい用紙を
１枚ずつ入れてあります。自宅で進めた勉強内容を確実に記入をしていってください。今後毎日皆さんの

ファイルをチェックしていきますが、進捗状況がよくない方は宇津木の授業日（中２は月曜日、中１は水

曜日）に注意を促します。

④中３

中３生は現状のまま毎週土曜日１４時以降、自学自習式のトレーニングジムをおこないます。宿題課題の消化、
各自の弱点分野の補強、中間テスト向けの準備、そして北辰テスト間近になれば以前ほどの量はやる必要はあり

ませんが北辰テストの過去問演習と、やることは山積しています。９月中は20日（祝・月）を除いて、毎週日曜も教

室はオープンしています。着実に各自の課題を進めていきましょう。

□６ ＜お詫び＞夏期チェックテスト②③④の結果報告
前回の教室通信（8月25日号）で「8月31日および9月1日に追加版を発行し、そこに掲載をする」旨をお知らせいた

しましたが、各種業務に追われ、追加発行できませんでした。大変申し訳ありません。すでに２学期が開講し、時

期を逸してしまっていますので、夏期チェックテストの②③④の報告は割愛させてください。

□中３学校別入試特訓のご案内 □中３学校別入試特訓申込書

配 提

布 出

物 物

（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。



９月～１０月の行事予定
（記号 ■塾内行事 □一般行事 ●高校受験関連） １０／１～７は中３の学判実施週間

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
■教室オープン １３：００～１９：００
１７：００～２２：３０ （自習可）

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６
（休講日） ■２ＳＵＧ理社 ■５ＳＵＧ算数 （休講日） ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ （休講日）

■３ＳＵＧ英語 ■６ＳＵＧ国語 ■中３総合復習テスト ■６ＳＵＧ算数 トレーニングジム

■１ＳＵＧ国語 ■１ＳＵＧ数学 ■３ＳＵＧ理科

■小６トレーニングジム ■２ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ数学

９月① ■３ＳＵＧ数学 ■３ＳＵＧ社会 ■中１・中２

■中１トレーニングジム ■教室オープン 高速トレーニング大会 ■教室オープン
■教室クローズ ９月①（中間対策） １３：００～２１：００ １３：００～１９：００

（予定） （自習可） （自習可）
２７ ２８ ２９ ３０ １０／１ ２ ３

■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 ■中３北辰⑤

■１ＳＵＧ国語 ■１ＳＵＧ数学 ■３ＳＵＧ理科 →自己採点大会
■小５トレーニング ■小６トレーニングジム ■２ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ数学 （含む10月月例＝

ジム９月 ９月② ■３ＳＵＧ数学 ■３ＳＵＧ社会 学力判定①）
■中１トレーニングジム （含む10月月例＝
９月②（中間対策） 学力判定①） ■中１・中２ ■教室オープン

■教室オープン 高速トレーニング大会 １４：００～１９：００
１７：００～２２：３０ （中３のみ自習可）

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
■１ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ理社 ■５ＳＵＧ10月月例 ■３ＳＵＧ国語 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ （休講日）
■２ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ英語 ■６ＳＵＧ10月月例 （含む10月月例＝ ■６ＳＵＧ算数 トレーニングジム

（含む10月月例＝ ■１ＳＵＧ10月月例 学力判定①） ■１ＳＵＧ数学 ■３ＳＵＧ理科

学力判定①） ■２ＳＵＧ10月月例 ■２ＳＵＧ数学

■３ＳＵＧ数学 ■３ＳＵＧ社会 ■中１・中２

（含む10月月例 高速トレーニング大会

＝学力判定①） ■教室オープン
■教室オープン １３：００～１９：００
１７：００～２２：３０ （自習可）

（注意事項）

①通常期、原則木曜日は宇津木は不在です（最近は毎週いますが…）。また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。

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」の最終集計をおこないました。勉強時間をカウントしていない方は除外させていただ

き、合計で400時間を超えた中３の５名、中１の１名を最優秀賞、また中１・中２で300時間を超えた中１の２名、中２の２名
を優秀賞として表彰いたします。また夏期チェックテストで４回連続全教科100点満点というすばらしい結果を残してくれ
た中２の２名、中１の１名、小６の１名も表彰いたします。大変頑張りました！

某テーマパークの年間パスポートを20年以上所持していた（現在年間パスポートは停止中）宇津木が後日某所に行き、

ちょっとした記念になるようなものを買ってきます。

２学期を迎え、いったんは落ち着いた感じとなってきましたが、また新たなイベントを企画中です。確定しましたらご連絡い

たします。さて次なるイベントは。。


