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第３回中学部保護者会にご出席いただき、大変ありがとうございました。

１２／５（日）に実施いたしました中３の第３回合同保護者会、そして１２／１９（日）に実施いたしました中１・中２の

第３回合同保護者会には、大変お忙しいなか、全員の保護者の皆様および生徒の皆さんにご出席をいただき、大変

ありがとうございました。学年によってメインとなるテーマは異なるものの、入試制度の詳細や注意点を宇津木から、

その他担当者からクラスの状況報告や教科についての注意点の説明をおこないましたが、いかがでしたでしょうか。

すでにいただいている皆様からのアンケートでは、ご好評をいただいており、もろもろの準備は大変だったのですが、

やってよかったとホッと胸をなでおろしています。

当日詳しくご説明させていただきましたように、とにかく入試とは本当に厳しいものだということが分かっていただけ

たのではないでしょうか。今後皆さんがやるべきこと、目指すべきものは明白です。これからも各種テストが続きます。

ひとつひとつのことがらを正確に、そして確実にこなしつつ、直近の目標＋長期の目標の両方を見据えて、頑張って

いきましょう。

一年間本当にありがとうございました。

２５日より開始された冬期講習会も５日目となり、本日で年内の最後の授業となります。生徒の皆さん、ここまで大

変おつかれさまでした。今年２月に開校した私共スクール２１県立御三家合格専門教室北浦和校も、たくさんの皆さ

んにお通いいただき、何とか無事に年内を終了しようとしています。教室スタッフを代表し、厚く御礼を申し上げます。

今年度３月６日から正式に授業を開始して約10ヶ月。思い起こしてみるとその時々で実にいろいろなことがありまし

たが、あっという間の10ヶ月であり、本当に楽しい毎日を過ごしてこれたような気がいたします。これもひとえに保護者

の皆様のご支援、ご協力の賜物と、本当に素直な生徒の皆さんに囲まれてここまでやってこれたことが最大の理由だ

と思っております。

すでに参加をしたお子様方からお聞きになられているかもしれませんが、講習準備日である今月２４日のクリスマ

スイブに自習に来ていた中３の皆さんとクリスマスをお祝いしました。クラッカーを鳴らし、皆でクリスマスケーキをおい

しく食べました。３階の自習スペースにその時の写真を掲示してあります。今度教室にいらっしゃる機会がございまし

たら、ぜひご覧になられてください。今年度ここまで節目節目には必ずこのようなイベントを実施してきました。宇津木

先生がいちばん楽しんでるという話もありますが（笑）、過酷な勉強に耐え、頑張っている皆さんを癒すために今後も

可能な限り、続けていきたいと考えています。本日の早朝特訓も参加率は全学年を合わせて８０％以上。２コマ目が

終わったあとの恒例の差し入れタイムは、中華まんとスイーツでした。中３生の次回のお楽しみイベントは正月特訓で

す。45分授業を何と12回おこなうという猛烈な特訓を２日連続でおこないます。終わったあとはヘトヘトになっていると

思いますが、中３生の皆さんと一緒に頑張ります。またいつまでも思い出となる写真がたくさん撮れますように。。

さていよいよ私立受験まで残り一ヶ月を切った今。２階、３階に掲示している私立入試、国立入試、県立入試までの

カレンダーによるカウンダウンも、一日一日小さい数字となってきました。初めての高校受験。不安があるのは誰でも

同じです。ただしひとりで戦っているわけではありません。第一志望合格に向かって全員で戦っているわけです。最後

の最後まで明るさを失わず、持ち前の団結力で、この高校受験という大きな関門を乗り越えていきましょう。

さて年が明けると中２生はいよいよ受験学年となります。また中１生はさらに１ランク高い本格的な勉強が始まりま

すし、小６の皆さんはいよいよ新中１としての授業が開始されます。また新規入塾の皆様もたくさん入ってこられ、私

共県立御三家合格専門教室北浦和校に新しい仲間が増えます。それぞれの学年においてテーマは異なってきます

が、保護者の皆様、生徒の皆さんのご希望や夢を叶えるべく、今後もスタッフと共に全力を尽くしていきます。

３０日から数日間の中休みに入りますが、身体を十分に休めていただき、また元気な姿で、正月特訓に参加される

中３生の皆さんは来年１月２日、その他の学年・クラスの皆さんは１月４日、また教室までお出でください。一年間本当

にありがとうございました。よいお年をお迎えください。

教室長 宇津木 和彦



保護者の方への連絡

□１ １２／１３（火）に、皆様の口座より冬期講習費用を引き落とし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。また明日１２／３０（木）に、小５～中２生の１月分授業料、中３生の入試直前ゼミ費用および正月特訓の

引き落としで１２／３０をお選びいただいた方の同特訓費用を引き落としさせていただきます。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。なお例月同様、市営の駐輪場を使用されている方の該当費用の相殺

は以下のスケジュールでおこないます。

★前月３週目までの駐輪場使用代金を翌月末の引き落としで相殺（領収書添付台紙は５日まで提出）
今回は、1／５までに提出があった方の12／19までの使用代金を１月末の引き落としで相殺いたします。

□２ ＜重要・冬期講習・今後のスケジュール＞
★１／６（木）→中３冬期授業＋小５～中２冬期チェックテスト
①中３生はこの６日まで冬期講習の授業があります。頑張りましょう。授業時間に変更はありません。

②小４～中２生は冬期講習の学習内容の確認となる冬期チェックテストをおこないます。なお実施時間帯は、冬

期講習の授業時間帯と共通です。

③この日は早朝特訓の２回目が実施されます。追加の参加申し込みをする場合は、前日の５日までに申込書を

提出してください。

★１／７（金）→小５～中２・１月度月例テスト（中２理社は１／８実施）
この日は全学年とも授業はありません。ただし空き教室での自習は可能ですので、希望者は利用してください。

①教室オープンは１２：００です。なお午前はクローズしていますので、注意してください。
小５ＳＵＧ、小６ＳＵＧ…１７：２０～１８：５０程度（含む休憩） 国語・算数 各４０分

中１ＳＵＧ、中２ＳＵＧ…１９：３０～２１：４０程度（含む休憩） 国語・数学・英語 各４０分
★１／８（土）→中２・１月度月例理社、中３学力判定テスト（県判④）
この日は全学年とも授業はありません。ただし空き教室での自習は可能ですので、希望者は利用してください。

①教室オープンは１３：００です。なお午前はクローズしています。
中２ＳＵＧ…１９：３０～２１：００程度（含む休憩） 社会・理科 各４０分

中３ＳＵＧ…１４：００～１８：５０程度（含む休憩） 国数英社理 各５０分 ※数英は学校選択タイプ
⑤今回の月例テスト試験範囲は以下となります。また下記の内容以外に、前回までの復習内容も出題されま

す。なお中３は県版判定のため、試験範囲はありません。

国語 算数
小５ 随筆の読解／説明的文章の読解／ 単位量あたりの大きさ(速さは除く）／こ

漢字の読み書き／漢字の読み分け れまでの総まとめ【計算／倍数と約数

／ことばの種類(動詞・形容詞・形容 ／三角形や四角形の角／平均 など】

動詞) 選択Ⅰ…割合(割合のグラフは除く)

選択Ⅱ…三角形・四角形の面積

小６ 短歌の鑑賞／説明的文章の読解／ 拡大図と縮図

漢字の読み書き／助詞(「が・の・に・ これまでの総まとめ【計算／比／角柱

で」など） と円柱の体積／円の面積など】

・選択Ⅰ…比例・反比例

・選択Ⅱ…資料の調べ方

国語 数学 英語
中１ これまでの総まとめ【漢字の読み書き これまでの総まとめ【正負の数／文字 これまでの総まとめ

／漢字・語句の知識／随筆の読解／ 式／方程式の解法／方程式の利用】 選択Ⅰ…これまでの学習内容，

説明的文章の読解 ・選択Ⅰ…比例・反比例 現在進行形

・選択Ⅱ…平面図形 選択Ⅱ…これまでの学習内容

中２ これまでの総まとめ 平行と合同／三角形 これまでの学習内容

【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／随筆の読解／説明的文章 【式の計算／連立方程式／1次関数な



の読解】 ど】

理科 社会（直行型） 社会（並行型）
・これまでの総まとめ 近代市民革命～欧米のアジア進出 これまでの総まとめ

【生物総合／化学総合】 これまでの総まとめ 【日本の諸地域／幕藩体制の成

・選択Ⅰ…静電気と電流 【平安～江戸時代（幕末をのぞく）】 立～開国と江戸幕府の滅亡】

・選択Ⅱ…天気の変化

★１／９（日） 休講日（教室オープン １４：００～２１：００）
★１／１０（祝・月） 休講日（教室オープン １４：００～２１：００）

★１／１１（火）以降 新学期開講
この日以降、３学期の授業が開始されます。下記に、学年別の新学期初日の授業日と授業教科をまとめます。

①５ＳＵＧ…１／１２（水）算数 ②６ＳＵＧ…１／１２（水）国語 ③１ＳＵＧ…１／１２（水）国語
④２ＳＵＧ…１／１１（火）理社 ⑦３ＳＵＧ…１／１１（火）理社
（注意事項）

３ＳＵコースの理社は、１月度のみ私立対策にも重点を置く関係で、１学期と同じ理社で週１回となります。

□３ ＜重要・中３調査書＆中１・中２・２学期通知表結果について＞
中３の皆さんの調査書および中１、中２の皆さんの２学期の通知表が判明しました。下記にまとめます。

（１） 中３調査書

45 ●●● 中１ 中２ 中３

44 ●●●● 中３学年平均 40.9 42.8 43.3
43 ●●●●

42 結果は、左記の分布の通りで、在籍１４名中１１名の方が４３以

41 ● 上という好結果で最後を締めてくれました。２学期大量の宿題・

40 課題をこなしながらの中間・期末テストの勉強で本当にここまで

39 ● 苦労をさせてきた成果が出て、中３の皆さんの頑張りに心から

38 拍手を送りたいと思います。「よく頑張ったぞ！エラい！」。勉強

38以下 ● 以外の要素でも、英検、漢検、部活動等大きな加点要素を持つ

方も多く、県立御三家進学にふさわしい結果だと思います。あと

は我々授業担当者が皆さんを合格まで導きます。最後の最後まで不安はなくならないと思いますが、全員合格を

目指して頑張っていきましょう。

②１ＵＧ（平均４１．３） ③２ＳＵＧ（平均４１．３）
45 45 ●

44 ● 44 ●●

43 ●●● 43

42 ●● 42

41 41 ●

40 ●● 40 ●

39 ● 39

38 38 ●

38以下 ● 38以下 ●

次に中１、中２生の２学期通知表結果です。１学期かなり低い方も見られた中１生ですが、在籍１０名中８名の方

が４０台とこちらもかなり数字を上げてくれました。２学期の後半若干中だるみの傾向が出始め、かなり心配もして

きたわけですが、この調子で今後も頑張っていきましょう。そして最後に中２です。全体的には悪くはないものの、

１学期よりも数字を下げてしまった方もおり、三学年の中ではもう一歩というところです。問題は、一部の中１生に

も共通する技能系の教科が極端に低い方が散見される点です。数学の５も音楽の５も同じ通知表ですし、英語の

３も技術の３も同じわけです。とにかくテストでは高得点を取ること。提出物は最大限丁寧にこなし、確実に期限ま



でに提出すること。そして授業中は何事においても積極的に取り組むこと。３学期は頑張りましょう。

□４ ＜重要＞中３・成績関連報告
①１２月月例テスト（第３回学力判定テスト）結果
今年度３回目となった県立タイプのテストです。数学の証明、作図、英作文、国語、理科、社会の記述式問題な

ど、県立入試とほぼ同じ形式で出題され、難易度も大幅に上がっています。また志望校判定も、実際の県公立入

試と同様の「内申点＋テストの得点」で判定、さらにスクール21内の志望者内での順位（％処理）も明示され、非常

にわかりやすい判定になっています。それでは今回の合格ラインの目安です。

★昨年度の県立入試の最終倍率とその合格最低ライン（％）

県立浦和 １．２６倍 → 上位７９．４％ 浦和一女 １．３５倍 → 上位７４．１％

大宮（普） １．６３倍 → 上位６１．７％

スクール21内の１次選抜（２次選抜）の合計点位置

上位5％以内 来春の入試本番の競争率が今年度とほぼ同一であった場合の

上位10％以内 合格最低ラインは上記の％位置になりますが、やはりギリギリのラ

上位15％以内 インではなく、余裕で合格できる得点を入試本番で取りたいもので

上位20％以内 教室内部 す。結果、受験者１４名中スクール21全体の志望者のなかで60％

上位25％以内 情報のため 以内に入ってくれた方は９名。まず本番でここまで取れれば安心で

上位30％以内 割愛 す。次回以降も確実に取れるように頑張りましょう。

上位35％以内 次に今回この60％以内というラインに入れなかった皆さんです。

上位40％以内 一人ひとり得点状況は異なりますが、結論としては複数教科で得

上位45％以内 点を取り切れていないという状況です。特に目立つのは以下の２

上位50％以内 点。

上位55％以内 ①学校選択タイプの問題、英語か数学のどちらかまたはその両教

上位60％以内 科が取り切れていない。

上位60％未満 ②本来得点源としなければいけない理科社会のどちらかまたはそ

の両教科が取り切れていない。

上記以外にも全体的に国語が取り切れていない生徒も目立ちます。とにかく現在は冬期講習中ですから、なか

なか「自分の課題」を徹底的に進めることも時間的に厳しいわけですが、それでも何かやらなければ状態は変わり

ません。次回の学力判定の４回目は冬期講習明けの１月８日。ここでは上昇の兆しが数字に表れることを期待し

ています。頑張りましょう。

②第２回御三家模試結果
スクール21内での御三家各校の推定順位

５０位以内 上記の学力判定テストの３回目の結果と比較すると、全体的にこ

１００位以内 の御三家模試のほうが結果は良好です。これは皆さんがテストを

１５０位以内 受ける前に、学力判定テストよりも、英語、数学を筆頭に最初から

２００位以内 教室内部 「難しい問題が多い」と割り切っているという理由もあると思われ

２５０位以内 情報のため ます。今回、ボーダーライン近辺に位置している方もいますが、そ

３００位以内 割愛 の方を入れると在籍１４名中１２名の方が合格ラインに入っていま

３５０位以内 す。合格ラインに入れなかった方の奮起を期待します。

４００位以内

４００位未満

中２・中３の北辰会場テストおよび中２以下の月例テストの成績報告は次回の教室通信でおこないます。

ご了解ください。



□５ ＜重要・現小６中学準備講座＞
３月度より正式に新中１としての学習が開始される現小６生は、２月より正式に英語授業が加わり、中学準備講座

が開講となります。

①期 間・・・・・・・２月２日（水）から２月２１日（月）まで

②曜日、時間帯、授業科目

●曜日…月・水・金の週３日 ●時間帯…１７：２０～１８：５０

●教科…英語、算数、国語（時間割は未定です）

③授業料 １６,７２０円

この２月度より、全員週３回の学習、そして英語が加わった３教科の授業料となります。よろしくお願いいたします。

なお３月以降の授業料は、中１としての授業料となり金額は再度変更となります（現状の予定では24,310円）。

□６ ＜重要・１／３０実施・中３北辰会場テスト第８回＞
いよいよ中３の皆さんは最終回の北辰会場テストとなります。実施日は私立入試が一段落する１月３０日。前回の

12月と同様、通常の北辰テストと異なり英語・数学が学校選択タイプの問題となるなど、問題もより実戦的となり、

県立入試まで残り一ヶ月となるこの時期の合格判定として、まさにぴったりなテストとなるはずです。当初この第８

回は受験をさせない予定でしたが、再度検討した結果前回同様原則全員受験していただく形で処理をいたしま
す。ただし私国立高校が第一志望の方は、不受験も許可いたしますので、このケースに当たる方は後日ご相談を
させてください。

□７ ＜重要・小６対象中学生ガイダンスの延期について＞
当初今週末の１２月１８日（土）に実施を予定していました小６の皆様対象の中学生ガイダンスを、以下の日程で

実施いたします。お忙しい時期に大変申し訳ありませんが、生徒の皆さんと一緒にご出席をお願いいたします。

★小６対象・中学生ガイダンス・全２回（外部生も参加いたします） ※回によって内容が異なります。
第１回 １月１５日（土） １５：００～１６：２０程度 第２回 １月２９日（土） １５：００～１６：２０程度

なおご案内の書面は来年１月年明け早々配布いたします。



１２月～１月の行事予定
（記号 ■塾内行事 □一般行事 ●高校受験関連）

２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２
■早朝特訓① （休講日）

冬期講習会 ７：００～１１：００ 正月特訓①
教室クローズ （中３）

教室オープン 社理・英語
１３：００～２２：２０

８：３０～２０：２０

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
■早朝特訓② （休講日） （休講日） （休講日）

正月特訓② 冬期講習会 ７：００～１１：００ ■５ＳＵＧ・１月月例 ■２ＳＵＧ・１月月例

（中３） ■６ＳＵＧ・１月月例 （理社）

数学・国語 教室オープン ■１ＳＵＧ・１月月例 ■３ＳＵＧ・学力判定④

１３：００～２２：２０ ■２ＳＵＧ・１月月例 （１月月例）

８：３０～２１：００ （３科）

■教室オープン ■教室オープン ■教室オープン
１４：００～２２：３０ １４：００～２２：３０ １４：００～２１：００

自習可 自習可 自習可
１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６
（休講日） ■３学期 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ （休講日）

授業開始日 ■６ＳＵＧ国語 ■６ＳＵＧ算数 トレーニングジム

■２ＳＵＧ理社 ■１ＳＵＧ数学 ■１ＳＵＧ国語

■３ＳＵＧ理社 ■２ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ数学

■３ＳＵＧ数学 ■３ＳＵＧ国語

■教室オープン ■教室オープン
１４：００～２１：００ ■教室オープン １４：００～２１：００

自習可 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。また教室のオープン時間は17時からとなります。

②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。

★入試までのカウントダウン！ １２／２９現在で

①私立入試まで（１／２２） あと２４日！
②国立入試まで（２／１３） あと４２日！
②県立入試まで（２／２４） あと５７日！


