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～本年もよろしくお願いいたします～

新年明けましておめでとうございます。昨年中は、スクール21県立御三家合格専門教室北浦和校の指導につきま

して、ご理解、ご協力をいただき、大変ありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。

中３の皆さんは、いよいよ私立入試まであと１６日、県立入試まで４９日となりました。ここまで培った実力をいかん

なく発揮していただき、ぜひとも合格の栄冠を勝ち取っていただきたいと切に願っております。教室スタッフ一同、今後

も精一杯応援してまいりますし、最後まで全力を尽くします。次に中１、中２の皆さんも、先輩たちの徹底的に頑張る

姿に刺激を受け、今後もさらに前向きに学習に取り組んでいただけたらと思っております。今の頑張りが、県立御三

家合格の可能性を高め、さらに大きな可能性を育てていくことになります。頑張っていきましょう。また小５・小６の皆さ

んは、とにかく目の前のものを丁寧にひとつひとつ完璧に仕上げていってください。けしてたくさん時間をかける必要

はありませんが、場合によってはそうしなければならないこともあるかもしれません。お父さん、お母さんのアドバイス

も受けながら、今後もしっかりと頑張っていきましょう。

さて宇津木は、生徒の皆さんにこのスクール21県立御三家合格専門教室北浦和校で、県立御三家合格という全員

の目標は当然のこと、皆さんそれぞれの目標に向かって努力する過程の充実感や見事目標を達成した後の満足感

を、ぜひとも味わっていただきたいと考えています。また、『努力は必ず報われるものだ』ということを実感していただ

き、ぜひ『成功体験を積んで』、この教室から巣立っていって欲しいと常々考えています。

生徒の皆さんを取り巻く学習環境は、刻一刻と変化しています。今後も、生徒の皆さんお一人おひとりに適した授

業・サービスを提供できるように工夫してまいります。また授業はどうしたらより良くなるか、生徒の皆さんお一人おひ

とりに対応できるフォローはどうしたら良いか、生徒の皆さん全員に本当に喜んでもらえるようにするにはどうしたら良

いか、塾での学習を通して生徒の皆さんお一人おひとりが逞しくなるためにはどうしたら良いかなどを常に考え、生徒

の皆さんと保護者の皆様から、さらに信頼していただけるような教室作りをしてまいります。

ややもすると目標を見失ってしまいがちな今の時代。この県立御三家合格専門教室北浦和校は、県立御三家全員

合格という教室名に恥じない結果を残すべく、さらなる進化を目指して、生徒の皆さんと共に頑張っていきます。どう

か本年もよろしくお願いいたします。

教室長 宇津木 和彦

中３正月特訓が無事終了いたしました！

中３の皆さんの正月特訓が無事終了いたしました。朝９時から夜８時近くの約１１時間におよぶ猛特訓で、生徒の

皆さんもさぞ疲れたのではないでしょうか。本当にお疲れさまでした。

正月特訓２日目の授業終了後、予告していたイベントを盛大に実施をいたしました。その名も「新春お年玉争奪ゲ

ーム大会」（笑）。このようなイベントも、今年度は、夏の４８時間特訓、ハロウィンイベントに続いて３回目。回を追うご

とに盛大になり、今回も大盛り上がりのうちに終了いたしました。過去２回のイベントは、基本は外れクジなしのクジ引

きをしていくものだったのですが、７割程度の景品がいわゆる「罰ゲーム」的なもので、被り物あり、オタク系のものあ

り、ディズニーやキャラクター系のかわいいものあり。おひとりおひとりがクジを引き、その景品（被るものやつけるも

のが多いのは秘密です…笑）を手にした瞬間から大爆笑の連続というものでした。しかし３回目となる今回はまったく

趣向を変え、いろいろなゲーム大会に切り替えました（詳細は割愛します。。笑）。ただしゲームをクリアーしてくれた皆

さんの中には、不成功でありながらもイベントを手伝ってくれた安場先生の助け（？）を借りてクリアーとなった方も多

く、予定していたシナリオが大きく崩れ去ってしまうという事態に発展（笑）。安場先生、ホントゲーム弱すぎます（笑）。

当初、「やっぱり正月早々、何ももらえないのは悲しいよね」と宇津木が言って全員にプレゼントを渡すという感動のシ

ナリオを考えていたのですが（笑）、皆さんひとりひとりの満面の笑顔や心の底から楽しんでいる姿を見ながら、今回

も準備は本当に大変だったのですが、苦労した甲斐があったと思いました。

ここは学習塾ですから、本来このようなイベントはそぐわない場所なのかもしれませんが、とにかく「明るく、楽しく」

がモットーの教室ですので（皆さん、この教室はこういう教室だって知ってましたか？笑）、多少お金がかかろうが、準

備が大変であろうが、これからも生徒の皆さんと一緒に楽しみながら頑張っていこうと思います。一説には「単に宇津



木先生が楽しんでいるだけでは（笑）」という話もありますが…。近日中にイベントの写真を３階中央の自習スペースに

また掲示いたしますので、中３の皆さん、楽しみに待っていてください。

保護者の方への連絡

□１ 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（ゆうちょ銀行以外の方は１２／２７）。ご

協力大変ありがとうございました。また例月同様、市営の駐輪場を使用されている方の該当費用の相殺を以下の

スケジュールでおこないました。

★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。今回未提

出の方は、次回提出をお願いいたします。

□２ ＜重要・冬期講習・今後のスケジュール＞
★１／７（金）→小５～中２・１月月例テスト（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１３：００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月月例理社、中３学力判定テスト（学判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）
両日とも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。

★１／１１（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）数学
④２ＳＵＧ…１／１１（火）理社 ⑦３ＳＵＧ…１／１１（火）理社
（注意事項）

中３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（１／２９は学判

⑤を実施する関係で社会の授業を実施いたします。今後の行事予定（含む授業）は、保護者会資料に添付をした

スケジュールを訂正したものを後日再配布いたします。

□３ 中３生はいよいよ１月２２日より私立入試が開始されます。受験に関するご不明な点やご不安な点などありました
ら、ご遠慮なく宇津木までご連絡ください。

①最終受験校調査について…１月８日（土）実施
今週１月８日（土）に中３生は最終受験校調査をおこないます。試験日等間違いのないように記入してください。ま

た今後受験校の変更または不受験などが判明した場合は、速やかに宇津木まで連絡をしてください。

②希望制・中３・最終三者面談実施について…１／１５（土）～１／２９（土）
１月１５日（土）～１月２９日（土）の期間内において、希望制の最終三者面談（または二者面談）を実施いたしま

す。実施は平日夕方、土曜午後、日曜などを中心に実施をいたします。後日申込書を配布いたしますので、ご希

望の方はご提出ください。

③１月３０日実施・第８回北辰会場テストについて（申込期限：１月１１日）
『最後の最後まで実戦感覚を鈍らせないため＋最後の総チェックのため』に１月３０日に一部の皆さんを除いて、

受験していただきます。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。もう偏差値がどうこうという時期ではありませんので、時間配分に気をつけ、できる問題は確実に

解いていくようにしてください。なお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１１日までに受験するかどうかを確定させます。

④１／２１（金）は翌日私立の試験がありますので、授業時間帯を変更（１８：００～２０：４０）し、早目に授業を終了
させます。テスト前日でも普段と同じように塾で学習し、緊張することなくテスト本番に臨んでください。ただし体
調が万全でない方は、絶対に無理をしないようにしてください。

⑤１／２２（土）以降、いよいよ私立入試が開始となります。学校によってはかなり難しい問題が出題されるところも
ありますが、必ずしも満点近くを取る必要はありません。落ち着いて普段通りやりましょう。なお合格発表日は、
午後２時以降、結果が判明した段階で、教室まで電話連絡をするか、塾に来てから報告するか、都合のよい方
法を選んでください。



⑥県立の過去問演習やリハーサルテストで使用した問題を１週間以内に必ず解き直す！
今後私立入試が一段落した後は、再度授業中に県立タイプのいろいろな問題を解いていってもらう予定です。

それらを解いていきながら、間違った問題はその解き方や解答を確実に覚えていってください。数学は必ず間違っ

た問題は解き直しをしてください。また数学に限らず他教科も一度解いた問題は、国語以外は、必ず１週間以内

に、再度解き直しをしてください。

入試本番では本当に何があるかわかりません。当然のことながら今までの偏差値もまったく関係ありません。合

格するためには、まわりの受験生より１点でも多く点を取るしかありません。ここからの勉強が本当の勝負です。気

合いを入れましょう！

⑦今後のテスト予定です。残された学判は２回です！
学力判定第６回…１／２５（火）～１／２９（土）の授業内実施…テストは１８時開始
県立判定テスト…２月１１日（祝・金） １４：００～１８：５０
残された学判は２回のみ。確実に合格ラインを超えられよう頑張りましょう。

⑧入試関係スケジュールの再確認です。
・願書提出期間…２月１０日（木）、１４日（月）、１５日（火） ※2／10は郵送のみ。

・志願先変更期間…２月１７日（木）、１８日（金） ※2／19（土）に皆さんの受験番号を確認します。

・学力検査…２月２４日（木）

・入学許可候補者発表…３月４日（金）

□４ ＜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

２／２は２月月例のため授業なし。

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）。

□５ ＜重要・小６対象中学生ガイダンスの実施について＞
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 メイン説明（中学校における部活動とは）
第２回 １月２９日（土） １５：００～１６：２０程度 メイン説明（高校入試の仕組み・定期テストの勉強の仕方）

なおご案内の書面は１月４日に配布をしております。出欠の確認書は、１月１４日（金）までにご提出ください。

また中学部の他の学年と同様、現小６生も１月２９日の中学生ガイダンス終了後、進級テストをおこないます。この

進級テストの位置づけは、下記６の項にある通り、選抜という意味合いではなく、今年一年間の実力チェックとお考

えください。

中１（現小６）進級テスト（選抜テスト） 実施時間帯 １６：３０～１８：５０ （国数英各40分、休憩含む）
なおこの２９日の受験が難しい方は別日に振り替えます。お申し出ください。



＜お願い＞ 部活紹介 「わが部活へようこそ」 提出のお願い 提出期限 １月１４日（金）
すでに中１～中３の皆さんにお願いをいたしました「部活へようこそ」提出のお願いです。この中学生ガイダンスの

第１回で資料として使用いたしますので、先輩の皆さん、ぜひご協力をお願いいたします。なおご提出いただいた

皆さんには、簡単な参加賞をプレゼントする予定です。

□６ ＜重要・現中１・中２対象・１月２９日・進級テスト（選抜テスト）実施について＞
中１、中２の皆さんに昨年１２月１９日の保護者会でご案内をいたしました進級テスト（選抜テスト）です。

スクール21では、３月以降の在籍コースを決定するためのひとつの指標として中学部選抜テストを１月下旬に実施

いたしますが、私ども県立御三家合格専門教室北浦和校も同様に実施いたします。現在予定している実施日時、

実施教科等は下記となります（テストの所要時間が変更となっています）。なおテスト結果は、後日お知らせいたし

ますが、私どもの教室は専門校ですし、皆さん全員選抜テストに合格されていますので、合否のようなものはなく、
実力チェックの意味で受験をしていただきます。それぞれの在籍コースの成績目安は、保護者会資料をご参照く
ださい。

『新中３ＳＵ』→私どもの場合は新中３ＳＵG

１ 実施日時 １月２９日（土） １９：００～２１：４０ 新中３
２ 試験科目 英語・数学・国語の３教科 （50分×３）

『新中３ＳＺ・３Ｚ』→このテストの受験を希望される方は別途お知らせください。

１ 実施日時 １月２９日（土） 14：30～18：10 新中３生で、難関国私立高校を志望する生徒対象

２ 試験科目 英語・数学・国語の３教科 （50分×３＋英数発展各20分）

『新中２Ｚ・２Ｖ』→私どもの場合は新中２ＳＵG

１ 実施日時 １月２９日（土） １９：３０～２１：４０ 新中２生
２ 試験科目 英語・数学・国語の３教科 （40分×３）



１月～２月の行事予定
（記号 ■塾内行事 □一般行事 ●高校受験関連）

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
１３：００～２２：３０ １３：００～２２：３０ 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 ■小６対象 （休講日）

授業開始日 ■６ＳＵＧ国語 ■６ＳＵＧ算数 中学生ガイダンス①

■２ＳＵＧ理社 ■１ＳＵＧ数学 ■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ

■３ＳＵＧ理社 ■２ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ数学 トレーニングジム

■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
１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

■１ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ理社 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ国語 ●埼玉県内 （休講日）
■２ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ理社 ■６ＳＵＧ国語 ■６ＳＵＧ算数 私立入試開始

■１ＳＵＧ数学 ■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ

■２ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ数学 トレーニングジム

■３ＳＵＧ数学

■３ＳＵＧ国語 ■教室オープン
■教室オープン １８：００～２０：４０ １４：００～１９：００
１７：００～２２：３０ 自習可

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０
■１ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ理社 ■５ＳＵＧ算数 ■３ＳＵＧ英語 ■５ＳＵＧ国語 ■小６対象 （休講日）
■２ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ理科 ■６ＳＵＧ国語 （含む２月月例 ■６ＳＵＧ算数 中学生ガイダンス② □中３北辰⑧

（含む２月月例 ■１ＳＵＧ数学 ＝学力判定⑤ ■１ＳＵＧ国語 ■小６～中２ →自己採点大会
＝学力判定⑤） ■２ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ数学 新年度選抜テスト

■３ＳＵＧ数学 ■３ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ

（含む２月月例 （含む２月月例 トレーニングジム

＝学力判定⑤ ＝学力判定⑤ ■３ＳＵＧ社会

（含む２月月例 ■教室オープン
■教室オープン ＝学力判定⑤） １３：００～１９：００
１７：００～２２：３０ 中３のみ自習可

３１ ２／１ ２ ３ ４ ５ ６
■１ＳＵＧ英語 ■２ＳＵＧ理社 ■５ＳＵＧ・２月月例 □節分 ■５ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ （休講日）
■２ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ理科 ■６ＳＵＧ・２月月例 ■３ＳＵＧ英語 ■６ＳＵＧ算数 トレーニングジム

■３ＳＵＧ英語 ■１ＳＵＧ・２月月例 ■１ＳＵＧ国語 ■３ＳＵＧ社会

■２ＳＵＧ・２月月例 ■２ＳＵＧ数学

■３ＳＵＧ国語

■３ＳＵＧ数学 ■教室オープン
■教室オープン １４：００～２１：００
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。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！ １／６現在で

①私立入試まで（１／２２） あと１６日！
②国立入試まで（２／１３） あと３４日！
②県立入試まで（２／２４） あと４９日！


