
 

 塾生の皆さん、夏期講習会、本当にお疲れ様でした！ 

 中３生はその成果を9月2日の北辰テストで早速みせてくれました。 

 

1学期北辰テスト偏差値平均→9月北辰テスト偏差値 
 

 ☆☆☆偏差値2.5以上ＵＰ！☆☆☆ 

 

  戸田東中女子 3科 ＋4.0 (→67.4)  

   戸田東中男子 3科 ＋5.6（→68.3) 

  戸田東中男子 5科 ＋4.1（→66.7) 

  蕨第一中女子 5科 ＋3.1（→65.6) 

  戸田東中男子 5科 ＋2.6 (→66.4)  

  仲町中女子  5科 ＋3.0 (→68.1) 

  仲町中男子  3科 ＋3.7（→66.4)  

  仲町中男子  5科 ＋3.7 (→66.8) 

  戸田東中女子 3科 ＋5.5 (→58.0) 

  戸田東中女子 5科 ＋2.9（→54.9） 

  川口西中男子 3科 ＋8.4 (→57.0) 

  川口西中男子 5科 ＋4.3（→55.2) 

  仲町中女子  3科 ＋3.9 (→60.8) 

  仲町中女子  5科 ＋4.9 (→62.2) 

  仲町中女子  3科 ＋3.1 (→56.7) 

  仲町中女子  5科 ＋4.5 (→58.7) 

  蕨第一中女子 3科 ＋4.3 (→64.8) 

  蕨第一中女子 5科 ＋3.5 (→64.1) 

  蕨第一中男子 3科 ＋5.7 (→60.0) 

  蕨第一中男子 5科 ＋3.0 (→58.5) 

  蕨第一中女子 5科 ＋4.5 (→57.4) 

  幸並中女子  3科 ＋5.8 (→55.4) 

  幸並中女子  5科 ＋5.1 (→53.1) 

  戸田東中男子 3科 ＋6.6 (→65.9) 

  戸田東中男子 5科 ＋4.3 (→63.7) 
 

 



前回北辰テスト偏差値平均→9月北辰テスト偏差値 
 

 ☆☆☆苦手教科を克服しました！☆☆☆ 

 

  仲町中  英語 ＋ 7(→55)  蕨第一中 社会 ＋ 8(→71)  

  仲町中  社会 ＋ 7(→59)  蕨第一中 国語 ＋ 5(→67) 

  仲町中  数学 ＋ 5(→65)  蕨第一中 国語 ＋ 8(→67) 

  仲町中  社会 ＋ 5(→62)  蕨第一中 国語 ＋ 5(→68) 

  仲町中  数学 ＋ 5(→66)  蕨第一中 英語 ＋10(→69)  

  仲町中  社会 ＋ 7(→67)  蕨第一中 国語 ＋ 7(→61) 

  仲町中  社会 ＋10(→65)  蕨第一中 社会 ＋ 5(→64) 

  仲町中  数学 ＋ 6(→69)  蕨第一中 英語 ＋ 9(→72) 

  仲町中  社会 ＋ 7(→59)  蕨第一中 理科 ＋19(→59) 

  仲町中  社会 ＋ 5(→69)  蕨第一中 国語 ＋10(→67) 

  仲町中  国語 ＋ 8(→60)  蕨第一中 英語 ＋ 6(→56) 

  仲町中  理科 ＋ 9(→63)   喜沢中  理科 ＋ 5(→65) 

  仲町中  社会 ＋ 7(→59)  喜沢中  数学 ＋10(→54) 

  仲町中  英語 ＋ 8(→57)  川口西中 国語 ＋ 8(→57) 

  仲町中  英語 ＋ 7(→62)  川口西中 英語 ＋14(→57) 

  仲町中  国語 ＋10(→72)  川口西中 英語 ＋ 6(→60) 

  仲町中  理科 ＋15(→66)  幸並中  国語 ＋10(→55) 

  仲町中  国語 ＋15(→63)   幸並中  理科 ＋11(→56)  

  仲町中  社会 ＋11(→63)  戸田東中 国語 ＋16(→60) 

  仲町中  英語 ＋ 7(→62)  戸田東中 理科 ＋11(→49) 

  戸田東中 国語 ＋ 5(→71） 戸田東中 国語 ＋ 9(→71) 

  戸田東中 数学 ＋16(→69)  戸田東中 数学 ＋ 7(→60) 

  戸田東中 社会 ＋ 6(→65)  戸田東中 英語 ＋ 7(→69) 

  戸田東中 国語 ＋ 8(→67)  戸田東中 国語 ＋ 9(→65) 

  戸田東中 理科 ＋ 5(→70)  戸田東中 数学 ＋ 5(→66) 

  戸田東中 理科 ＋14(→61)  戸田東中 社会 ＋ 5(→64) 

  戸田東中 理科 ＋ 9(→56)  戸田東中 英語 ＋ 8(→63) 

  

 
 数多くの生徒が勉強に打ち込む夏休み明けの北辰テストで大きく成績を上

げることは本当に簡単ではありませんが、自分を信じて頑張り続けた成果だ

と思います。 

 今回成績を上げた生徒さんは、夏期講習会はもちろん、特訓講座を受講し

たり、授業後にも残って自習をしていた人ばかりです。やはり、「努力は報



われる」ということです。 

 そして、苦手教科を克服した生徒さんも成績があがりました。今回は特に

国語と英語でその頑張りがありました。 

 全員が、最大限の努力をし、その成果を結果に出すことを目標に次の北辰

テストも頑張ります！！！ 

 是非ご期待ください。 


