
スクール 21 南浦和教室　 （2020．12．15 現在）

★★ 2020年２学期期末テスト結果★★
定期テストで頑張った生徒たちの結果がぞくぞく返ってきています！集計の途中ですが一部を紹介いたします！

スクール２１で徹底的に学習して、学年末の定期テストでは自己ベスト目指して一緒に頑張りましょう！

■各学年の頑張りの結果です！みんなよくがんばりました！！

＜中学１年生＞

◎ 学年の  半数  が  ４２０点  以上！  

◎   大谷口中  で  学年１位  獲得！  
【南浦和中】学年平均４２０点達成！

【大谷口中】学年平均４７０点達成！

【岸中】学年平均４００点達成！

その他、大谷場中・小谷場中・原山中

などからお通いの生徒たちも４００点

以上続々達成！

＜中学２年生＞

◎ 学年の  半数  が  ４２０点  以上！  

◎   原山中  で  学年１位  獲得！  
【南浦和中】学年平均４４０点達成！

【大谷口中】学年平均４１０点達成！

【岸中】学年平均４３０点達成！

その他、大谷場中・原山中・芝西中な

どからお通いの生徒たちも４００点以

上続々達成！

＜中学３年生＞

◎ 学年の  半数  が  ４００点  以上！  

◎   学年ＴＯＰ１０以内  が  ８人  ！  
【大谷口中】学年平均４３０点達成！

【岸中】　　学年平均４２０点達成！

【原山中】学年平均４４０点達成！

その他、大谷場中・南浦和中・小谷場中・蕨

東中・芝東中・芝西中などからお通いの生徒

たちも４００点以上続々達成！

■９０点以上の答案がこんなに！

＜中学１年生＞

南浦和中　　 国語　９１点！

大谷口中　　 国語　９４点！

岸中　       国語　９０点！

原山中       国語　９０点！

芝西中  　　 国語　９１点！ 

南浦和中　　 数学　９６点！

南浦和中　　 数学　９０点！

大谷口中　 　数学　１００点！

大谷場中　 　数学　１００点！

岸中         数学　９６点！

岸中    　　 数学　９８点！

小谷場中     数学　９６点！

小谷場中  　 数学　９６点！

南浦和中     英語　９６点！

大谷口中     英語　９９点！

大谷口中     英語　１００点！ 

大谷場       英語　９６点！

大谷場中     英語　９２点！

岸中 　　　　英語　９３点！

小谷場中 　　英語　１００点！

小谷場中 　　英語　９６点！

＜中学 2 年生＞

南浦和中　　 国語　９４点！

南浦和中　　 国語　９５点！

大谷場中　　 国語　９２点！

岸中　　　　 国語　９４点！

原山中　　　 国語　９８点！

芝西中　　　 国語　９５点！

南浦和中　　 数学　１００点！

南浦和中　　 数学　１００点！

南浦和中　　 数学　１００点！

大谷口中　　 数学　１００点！

大谷口中　　 数学　９７点！

大谷場中　　 数学　９３点！

大谷場中　　 数学　９４点！

岸中　　　　 数学　９７点！

岸中　　　　 数学　９３点！

原山中　　　 数学　９６点！

芝西中　　　 数学　１００点！

南浦和中　　 英語　９５点！

大谷口中　　 英語　９３点！

大谷場中　　 英語　９６点！

岸中　　 　　英語　９７点！

＜中学 3 年生＞

大谷口中　　 国語　９７点！

岸中　       国語　９５点！

岸中　       国語　９６点！

岸中　       国語　９３点！

原山中       国語　９１点！

芝西中　　   国語　９６点！

南浦和中     数学　９３点！

大谷口中　　 数学　１００点！

大谷口中　　 数学　９５点！

大谷口中　　 数学　９９点！

岸中         数学　９４点！

岸中         数学　９５点！

原山中　　   数学　１００点！

原山中　　   数学　９６点！

大谷口中　　 英語　９０点！

大谷場中　　 英語　９２点！

大谷場中　　 英語　９３点！

岸中　　     英語　９７点！

岸中　　     英語　９７点！

原山中　     英語　１００点！

芝西中　　   英語　９７点！



南浦和中　　 社会　９６点！

南浦和中　　 社会　９６点！

南浦和中 　　社会　９８点！

大谷口中 　　社会　９９点！

大谷口中　　 社会　９４点！

岸中     　  社会　９４点！

岸中     　　社会　９０点！

小谷場中 　　社会　９６点！

原山中　 　  社会　９５点！

南浦和中 　　理科　９８点！

南浦和中 　　理科　９４点！

大谷口中 　　理科　９８点！

大谷口中 　　理科　９８点！

大谷場中 　　理科　９４点！

岸中     　　理科　９２点！

岸中     　　理科　９０点！

原山中　　　 理科　９０点！

原山中　　　 英語　９８点！

芝西中　　　 英語　９５点！

南浦和中　 　社会　９６点！

南浦和中　 　社会　９３点！

大谷口中　 　社会　９２点！

岸中　　　　 社会　９７点！

岸中　　     社会　９８点！

原山中　   　社会　９８点！

原山中　   　社会　９０点！

南浦和中 　　理科　９６点！

大谷口中 　　理科　９４点！

大谷場中 　　理科　１００点！

大谷場中 　　理科　９２点！

岸中　　     理科　９２点！

原山中　   　理科　９８点！

原山中　　 　理科　９８点！

芝西中　　 　理科　９６点！

小谷場中     英語　９１点！

大谷口中     社会　９８点！

大谷口中     社会　９５点！

大谷場中     社会　９６点！

大谷場中     社会　９６点！

岸中　　     社会　９９点！

原山中　   　社会　１００点！

原山中　   　社会　９３点！

芝西中　   　社会　９５点！

小谷場中 　　社会　９３点！

大谷口中 　　理科　９６点！

岸中　　     理科　９８点！

岸中　　     理科　９６点！

原山中　   　理科　９８点！

芝西中　   　理科　１００点！

小谷場中　 　理科　９９点！

小谷場中　 　理科　９３点！
他にも多数の生徒が９０点以上！頑張りました！

■多くの生徒が前回からの得点ＵＰに成功しています！おめでとう！！（２学期中間 → ２学期期末） 　　　　　　　　　　　

中１ 南浦和中　 ５科 ２０点 UP！
中１ 南浦和中　 ５科 ２０点 UP！
中１ 岸中　     ５科 ３２点 UP！
中１ 岸中　     ５科 ３６点 UP！
中１ 岸中　     ５科 ２６点 UP！
中１ 岸中　     ５科 ５３点 UP！
中１ 南浦和中　 国語 ２１点 UP！
中１ 岸中　     数学 ２３点 UP！
中１ 小谷場中　 数学 ２３点 UP！
中１ 岸中　     社会 ３０点 UP！
中１ 岸中　     社会 ２１点 UP！
中１ 大谷場中　 理科 ２０点 UP！
中１ 大谷場中　 理科 ２８点 UP！
中１ 原山中　   理科 ２０点 UP！
中２ 南浦和中　 ５科 ３３点 UP！
中２ 南浦和中　 ５科 ２５点 UP！
中２ 大谷口中　 ５科 ２０点 UP！
中２ 大谷口中　 ５科 ３２点 UP！
中２ 大谷口中　 ５科 ４４点 UP！
中２ 大谷場中　 ５科 ２１点 UP！

中２ 岸中　     ５科 ４４点 UP！
中２ 岸中　     ５科 ４７点 UP！
中２ 原山中　   ５科 ２０点 UP！
中２ 芝西中　   ５科 ５４点 UP！
中２ 大谷口中　 国語 １８点 UP！
中２ 大谷場中　 国語 １６点 UP！
中２ 南浦和中　 数学 １７点 UP！
中２ 大谷口中 　数学 １７点 UP！
中２ 大谷場中　 数学 １９点 UP！
中２ 大谷場中　 数学 １７点 UP！
中２ 大谷場中　 数学 １８点 UP！
中２ 芝西中　　 数学 １９点 UP！
中２ 大谷口中　 英語 ２３点 UP！
中２ 大谷口中　 英語 ３４点 UP！
中２ 岸中　     英語 ２３点 UP！
中２ 岸中　     英語 ２５点 UP！
中２ 岸中　     社会 ３２点 UP！
中２ 南浦和中　 理科 ２６点 UP！
中２ 岸中　　   理科 ２４点 UP！
中２ 原山中　　 理科 １６点 UP！

中２ 芝西中 　  理科 ２６点 UP！
中３ 大谷口中　 ５科 ４２点 UP！
中３ 大谷口中　 ５科 ３８点 UP！
中３ 岸中　　　 ５科 ２８点 UP！
中３ 原山中　　 ５科 ２４点 UP！
中３ 大谷口中　 国語 ２２点 UP！
中３ 大谷場中　 国語 １４点 UP！
中３ 岸中　     国語 １７点 UP！
中３ 南浦和中　 数学 １４点 UP！
中３ 南浦和中　 数学 １８点 UP！
中３ 大谷口中　 数学 ２３点 UP！
中３ 原山中　　 数学 １７点 UP！
中３ 小谷場中 　英語 １３点 UP！
中３ 南浦和中 　社会 １６点 UP！
中３ 南浦和中 　社会 ２１点 UP！
中３ 大谷口中 　社会 ２４点 UP！
中３ 大谷口中 　理科 １６点 UP！
中３ 大谷場中 　理科 １６点 UP！
中３ 岸中　     理科 ２３点 UP！
中３ 岸中　     理科 １６点 UP！

スペースの関係でここまでしか載せられませんが多くの生徒が頑張ってくれました！

次回の学年末の定期テストも頑張りましょう！


