
優スクール通信(一斉指導) 2023-３月号 

優スクールの通信・日程表等は 

ホームページで確認できます。 

質問・相談も右のＱＲコードからどうぞ。 
[http://www.u-school.net/] 

また、東進衛星予備校（高校部）のホームページも 
ぜひご確認ください。[https://www.toshin.com/index.php] 

 

２０２３年度埼玉県公立高校入学試験が終了しました。３年生はみんな一生懸命頑張っていました。 

 次は、中学２年生が受験生になります。新年度に向けて三者面談を実施いたしますので、来年の今

頃が安心して迎えられるよう頑張りましょう。 

 

●授業料について 
  ３・４月に授業料以外に引き落とされるものは以下の通りです。３月は、新年度の年間教材費が加算

されますので、ご確認の上、ご入金をお願いいたします。   (税込) 

内容 対象者 ３月(3/6引き落とし) ４月(4/5引き落とし) 

年間教材費 

新小学６年生（現小５） 17,600円 － 

新中学１年生（現小６） 17,600円 － 

新中学２年生（現中１） 17,600円 － 

新中学３年生（現中２） 28,600円 － 

学年末テスト直前講座 受講者   １科目 8,800円 － 

学年末テスト点トレ特訓 受講者 １科目 2,090円 － 

３月北辰テスト 現中学１・２年生 

（受験者） 

4,730円 － 

数検 5級講座 受講者 8,800円（受験料別）  

数検 4級講座 受講者 11,000円（受験料別）  

数学検定 受験者 ６級：2,500円 

４・５級：3,000円 

－ 

４月実力テスト 新小５～中２ － 3,300円 

その他 該当者 個々にお知らせした通り    個々にお知らせした通り    

☆ フォロー講座の教材費は、４月に徴収させていただきます。 

★ ご兄弟で入塾いただく方の初回納入金は、開始月にいただきます。（４月入塾者は、教材費も含め 

て４月に徴収させていただきます。） 

☆ 新中学３年生は公立高校過去問題集および受験用参考書等を購入するため、教材費が他学年と

異なっています。 

※ ２月度の通信で「数学検定講座」の欄に、受験料込みと記載されていましたが、正しくは受験料別

となります。申し訳ございません。お詫びして訂正いたします。 

 

●3/10（金）日程表の訂正について 

以前配布した 3 月の一斉指導日程表の、3/10（金）中学生③教室の授業に「中 2」と記載されており

ますが、「中 1」の間違いで、3/10 は中 2 の授業はなく、中 1 の授業となります。お詫びして訂正いたし

ます。（HPの日程表はすでに修正してあります。修正版の日程表をご希望の方はお申し出ください。） 

 

 

質問・相談 HPへ 東進衛星予備校 



●3/4（土）実施・数学検定について 

3/4（土）に数学検定を実施します。申込者は忘れずに受験してください。 

日時：3月 4日（土）  16：00集合（終了時間は級によって異なります。） 

 

●3/5（日）北辰テストについて 

3/5（日）に中学 1・2年生の北辰テストが実施されます。初めての北辰テストですので、受験する人は

事前に配布されている冊子を確認して、忘れものなどがないようにしてください。 

 

●新小学５年生～新中学２年生（現小４～中１）・４月実力テストについて 

 新学年が始まるにあたり、現在の学力レベルを知るために実力テストを実施します。テスト範囲等は、

後日配布するお知らせをご覧ください。 

小学生テストも 5 教科で実施します。後日配布する実力テスト用問題集をしっかりやってからテストに

臨んでください。 

日時(予定)： ４月８日(土)  新小学５年生・新中学１年生・・・9：00～13：00頃 

新小学６年生・新中学２年生・・・14：00～18：00頃 

 

●新中学３年生（現中２）三者面談について 

3/25 を中心に新中３生の三者面談を実施します。この面談が入試に向けての始動です。日頃疑問

に思っていること・ご要望等をお聞きし、安心して受験に臨める体制をつくっていきたいと思います。お

忙しいこととは思いますが、よろしくお願いいたします。詳しくは別紙案内をご確認ください。 

 

●新中学３年生（現中２）・理科と社会の授業日について 

理科と社会の授業は、水曜日クラス・土曜日クラス（午後 7：10～9：20）に分けて実施します(祝日等

で他の曜日になる場合もあります)。通常クラスをもとに編成しますが、どちらかご都合の悪い曜日があり

ましたら、3/17(木)までにお申し出ください。（なお、中 3生テスト会受講者は授業の編成上、水曜日クラ

スとさせていただきます。テスト会受講者で水曜クラスに出席できない人はご相談ください。テスト会に

関しては、対象者に後日案内を配布します。） 

部活動が終わる２学期以降は、土曜日の午後 4：00～6：10に授業を行う予定です。 

 

●新中学３年生（現中２）・受験用問題集について 

当塾では、中学３年生に受験用の問題集を５教科分購入し、４月から復習していくカリキュ

ラムを組んでいます。したがって中学校での購入は不要です。 

また、埼玉県公立高校の過去問題集も、当塾で用意しますので購入不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



●新中学 2・3年生（現中 1・2）の 3/13以降の授業（春期講習）について 

当塾では 3/13 からの新中学 2・3 年生の一斉指導授業を「春期講習」とし、英語と数学の 2

科目に特化して、現学年のまでの復習と次学年の予習の授業を行います。 

授業曜日や授業時間は通常の授業と変わりません。また、春期講習用のテキストで授業を行

いますが、別途教材費はいただきません。(新中学 2年生は授業内容により、春期講習中は 1ク

ラスで実施する場合がございます。ご了承ください。) 

この授業は、現在優スクールに通っていない方も参加できます。この講習に参加した後に入

塾した方には特典もございます。もちろん、お知り合いをご紹介いただいた生徒にも特典がご

ざいます。紹介用紙を配布いたしましたので、ぜひご案内をお願いいたします。 

 

●３月１３日以降のマスク着用のルールについて 

既に報道されていますように、3/13 以降、屋内屋外を問わずにマスクの着用は「個人の判断

に委ねる」と政府が決定いたしました。つきましては、当塾内でもルールを見直し、以下の通

りとさせていただきます。 

 

① 塾内スタッフについては、当面の間、マスクの着用を引き続き継続いたします。 

② 塾生や来塾される保護者の皆様につきましては、塾内でのマスク着用を推奨しますが、

強制はせず、各家庭の判断に委ねるものとします。 

 

引き続き、社会情勢や政府の発表に基づき、柔軟に対応していきたいと思います。 

今後ともご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

●新年度生募集について 

 優スクールでは、小学５年生から中学３年生までの一斉指導生、中学１年生から中学３年生までの個

別指導生を募集しています。また、東進衛星予備校では大学受験を考えている高校生(高１～３、既卒

者)を募集しています。ご兄弟・お知り合いで入塾希望者がいらっしゃいましたらご紹介ください。 

友達紹介カードを配布いたしました。お知り合いでご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひお

渡しください。 

 

 

ご質問・ご要望がありましたらいつでもご連絡ください。 

             進学教室 優スクール（℡0495-33-9818） 



優スクール通信(個別指導) 2023-３月号 

優スクールの通信・日程表等は 

ホームページで確認できます。 

質問・相談も右のＱＲコードからどうぞ。 
[http://www.u-school.net/] 

また、東進衛星予備校（高校部）のホームページも 
ぜひご確認ください。[https://www.toshin.com/index.php] 

 

2023年度埼玉県公立高校入学試験が終了しました。３年生はみんな一生懸命頑張っていました。 

 次は、中学２年生が受験生になります。まずは新年度に向けて三者面談を実施いたします。来年の

今頃が安心して迎えられるよう良いスタートをきりましょう。 

 

●授業料について 

  ３・４月に授業料以外に引き落とされるものは以下の通りです。３月は、新年度の年間教材費が加算

されますので、ご注意ください｡ご確認の上、ご入金をお願いいたします。   (税込) 

内容 対象者 ３月(3/6引き落とし) ４月(4/5引き落とし) 

年間教材費 受講生 「2022 年度受講科目確

認票」の通り 

－ 

学年末テスト直前講座 受講者   １科目 8,800円 － 

学年末テスト点トレ特訓 受講者 １科目 2,090円 

(受講科目は無料) 

－ 

３月北辰テスト 現中学１・2年生 

申込者 

4,730円 － 

４月実力テスト 新小５～中２ － 3,300円 

数検 4級講座 受講者 11,000円（受験料別）  

数学検定 受験者 4・5級：3,000円 － 

その他 該当者 個々にお知らせした通り    個々にお知らせした通り    

★ ご兄弟で入塾いただく方の初回納入金は、開始月にいただきます。（４月入塾者は、教材費も含め 

て４月に徴収させていただきます。） 

※ ２月度の通信で「数学検定講座」の欄に、受験料込みと記載されていましたが、正しくは受験料別

となります。申し訳ございません。お詫びして訂正いたします。 

 

●3/4（土）実施・数学検定について 

3/4（土）に数学検定を実施します。申込者は忘れずに受験してください。 

日時：3月 4日（土）  16：00集合（終了時間は級によって異なります。） 

 

●3/5（日）北辰テストについて 

3/5（日）に中学 1・2年生の北辰テストが実施されます。初めての北辰テストですので、受験する人は

事前に配布されている冊子を確認して、忘れものなどがないようにしてください。 

 

 

質問・相談 HPへ 東進衛星予備校 



●新小学５年生～新中学２年生（現小４～中１）・４月実力テストについて 

 新学年が始まるにあたり、現在の学力レベルを知るために実力テストを実施します。テスト範囲等は、

後日配布するお知らせをご覧ください。 

小学生テストも 5 教科で実施します。後日配布する実力テスト用問題集をしっかりやってからテストに

臨んでください。 

日時(予定)： ４月８日(土)  新小学５年生・新中学１年生・・・9：00～13：00頃 

新小学６年生・新中学２年生・・・14：00～18：00頃 

 

●新中学３年生（現中２）三者面談について 

3/25・28 を中心に新中３生の三者面談を実施します。この面談が入試に向けての始動です。日頃疑

問に思っていること・ご要望等をお聞きし、安心して受験に臨める体制をつくっていきたいと思います。

お忙しいこととは思いますが、よろしくお願いいたします。詳しくは別紙案内をご確認ください。 

 

●新中学 2・3年生（現中 1・2）の 3/13以降の授業（春期講習）について 

当塾一斉指導では 3/13 からの新中学 2・3 年生の一斉指導授業を「春期講習」とし、英語と

数学の 2科目に特化して、現学年のまでの復習と次学年の予習の授業を行います。 

こちらの講習は、普段個別指導に通われている方もご参加いただけます。ご紹介された方に

も入塾後特典がございます。詳しくは別紙の案内をご確認いただき、ぜひご友人と一緒にご参

加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●３月１３日以降のマスク着用のルールについて 

既に報道されていますように、3/13 以降、屋内屋外を問わずにマスクの着用は「個人の判断

に委ねる」と政府が決定いたしました。つきましては、当塾内でもルールを見直し、以下の通

りとさせていただきます。 

 

① 塾内スタッフについては、当面の間、マスクの着用を引き続き継続いたします。 

② 塾生や来塾される保護者の皆様につきましては、塾内でのマスク着用を推奨しますが、

強制はせず、各家庭の判断に委ねるものとします。 

 

引き続き、社会情勢や政府の発表に基づき、柔軟に対応していきたいと思います。 

今後ともご協力をよろしくお願いいたします。 

 

●新年度生募集について 

 優スクールでは、小学５年生から中学３年生までの一斉指導生、中学１年生から中学３年生までの個

別指導生を募集しています。また、東進衛星予備校では大学受験を考えている高校生(高１～３、既卒

者)を募集しています。ご兄弟・お知り合いで入塾希望者がいらっしゃいましたらご紹介ください。 

友達紹介カードを配布いたしました。お知り合いでご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひお

渡しください。 

 

 

ご質問・ご要望がありましたらいつでもご連絡ください。 

             

                              進学教室 優スクール 個別直通（℡0495-33-9819） 

 

 

 

 


