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（一部編集しました）
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（７）木星（８）オムライス

（６）ダンゴムシ

（４）白菜（５）アボカド

(３)蚊

（1）キリン（2）はさみ

だから、失敗してもいい。
わからなくてもいい。
今は出来なくても大丈夫。
安心して、本気を出そう。

気付いていますか。
今、出来ることがたくさんあることを。
それは、
たくさん挑戦して、
たくさん頑張ったから。

覚えていますか。
生まれた頃は、何もできなかったことを。
でも、
何でもやりたがって、
何でも一生懸命だったことを。

＜前号の答え＞

問１）タカシくんはケヤキの木の前でミカ
コさんに告白したがお断りされてしま
問５）ある男が１枚の紙を切ったり破い
いました。あきらめの悪いタカシくん
たりすることなく、全く同じ大きさ
は翌日、ヤシの木の前で告白しました。
の１０枚の紙にすることに成功しま
今度はＯＫの返事をもらうことができ
した。だれでも簡単にできることら
ました。なぜでしょう？
しいです。男はどうやったのでしょ
問２）次の中で秘密を抱えていないのはどの
うか ？
職業でしょうか？ ①作家 ②イラスト
レーター ③手品師
問３）親が２人と子が２人います。しかし
＜前号の答え＞
全員で３人しかいません。こんなことが （1）219日（３日出勤すると、２日休むと推理できる。
つまり１年の５分の３が出勤日）（2）拾った一万円札の
あり得るでしょうか？
前後の番号が印刷された二枚の新札（3）赤ちゃんを見つ
問４）Ａさん、Ｂさん、Ｃさんの３人が会
けた（最初に見つけたのが赤ちゃんだったので、少なく
話をしています。しかしＣさん以外の
ても両親がいると考えた）

姉と妹

（６

繰り返しの重要性

（５

３月１２日(日) 新高1生保護者会(11:00～12:30)
高校生レベル記述模試
３月１７日(金) 合格者報告会（①19:00～ ②20:30～）

「覚えていますか？？」

（４

東進衛星予備校

リーダールーム

12

徳島駅前校には３階の奥にリーダー
ルームという部屋があります。この部
屋の座席は全て指定席となっていま
す。その机には参考書や問題集、赤本
が並んでいます。リーダールームに入
室するための条件には、テストの成績
や学年は関係ありません。１カ月ごと
に入れ替えがありますが、毎月、月末
に３階のカウンターに置いてある「リ
ーダーコース申請書」に、予定してい
る登校日数や受講コマ数、決意表明を
書いて提出してもらいます。昨年の受
験生の中には、宣言通り、 月の徳島
大学を会場にした東進模試の日以外
は毎日休まず校舎に来て、１年間、こ
のリーダールームで勉強した生徒もい
ました。この１年間は家で過ごした時
間より校舎で過ごした時間のほうが長
かったのではないでしょうか。自ら考
え、自ら計画し、自らのプライドにか
けて実行する。その生徒はこの１年で
学力だけでなく、人間的にも大きく成
長したことでしょう。リーダールーム
とは、頑張る仲間とともに切磋琢磨す
るところです。
大学受験も前期試験が終わり、リー
ダールームの顔ぶれも大きく変わりま
した。受験生がいなくなり、新高２
生、新高３生が増えました。４月から
高校１年生になる生徒も、先輩たちと
一緒にリーダールームで頑張ってみま
せんか。
（河野先生）

（３

今日は小１リトルクラスの「さん
すう」の授業でした。
今日の「目当て」は「かぞえかた」
です。数えるときに数字を使います
ね。みんなは当たり前のように数え
ていますが、ちゃんと数えるのは結
構難しいものです。今日は最初の算
数の授業であったこともあり、教室
の中の「つくえ」「いす」「チョー
ク」などを数えた後、教室の外へ出
ました。他の教室のイスの数をかぞ
えたり、２階にある時計の数を数え
たりしました。ちょっと遠足みたい
で楽しかったですね。
まだ、今日の時点では教材も渡し
ていません。次回から「国語の力」
「算数の力」という教材を渡してい
きますね。宿題は必ず出しますが、
最初の内は短時間で終わって、保護
者様と一緒にできるような宿題を心
がけています。今日の宿題も、一緒
に考えてあげてくださいね。
ノートは全員持ってきていました。
最初はノートが上手に使えないかも
しれませんが、少しずつ練習してい
きたいと思っています。しかし、厳
しい指導は禁物です。ノートの取り
方や、算数の計算力は確かに大切で
すが、小１で一番大切なことは、勉
強を好きになることです。極端に言
えば、それ以外は実は「大したこと
ではない」のです。こども達が２年
生になった時、算数って楽しい！国
語って面白い！と言っていれば、小
２からの勉強は必ず成功します。太
鼓判です！ 一番デリケートな時期
だからこそ、寛容な目が大切です。

（２

新しいステージへ
三月となりました。受験生はいよい
よ卒業となり、次のステージへ旅立つ
こととなります。大学では各自思い思
いの専門的な勉強に打ち込むことにな
ります。もちろん内容はより一層難し
くなり大変だとは思いますが、自分の
やりたい勉強に集中できるのできっと
充実することでしょう。また大学では、
今までと違い顔馴染みの友人はほとん
どいません。新しく人間関係を構築し
ていくことになります。不安もあるで
しょうが、それもまた大学生活の楽し
みの一つです。
当然のことですが、全員が第一志望
の大学に入れるわけではありません。
第二、第三希望の大学に入学すること
になった人もいるでしょう。しかした
とえ本意ではない入学だったとしても、
そこで新しくやりたいことはきっと見
つかります。夢や志は途中で変わって
もいいんです。むしろ夢や志が一生変
わることない人のほうが、圧倒的に少
数です。新しい学び舎で思いっきり人
生を楽しんでください。
また新高１生の皆さんにとっても新
たなスタートですね。高校の勉強につ
いていけるか不安もあるでしょう。東
進では高校入試が終わる三月八日から、
早速高校内容の先取り特訓がスタート
となります。高校入試が終わってゆっ
くり休みたい気持ちもあるかもしれま
せんが、せっかく受験勉強で努力する
癖が身についているのに休んでしまう
のはもったいないです。マラソンでも
一度歩いてしまうと、また走り出すの
は本当に大変ですが、それと同じです。
むしろこの春休みをスタートダッシュ
の絶好のチャンスと捉え、全員が高校
初めのテストで上位を狙えるように、
しっかり春休みに先取りを進めていき
ましょう。
（小倉先生）
「復習をちゃんとやりましょう。」
とよく言いますが、我々の求める復
習と、皆さんが考える復習では隔た
りを感じます。
①分からない問題を聞いて分かる。
②直後に、教わったことを考えなが
らやってみる。
③時間をおいて、実際にもう一度取
り組んでみる。
勉強が苦手な人は、①～②で終わ
ることが多いです。聞いて分かるの
と、出来るは根本的に違います。ま
た、聞いた直後も出来て当然です。
③の時間を少し開けて、実際に出来
るか確かめることは必要です。
しかし、私が求める復習とは③で
はありません。次のレベルを求めて
います。③まで取り組んだ人は、問
題を解くときに考えながら解きまし
たか。計算することと、考えること
は違います。問題を解く方針が瞬時
に出来たのか、思考の時間がちょっ
とでも必要だったのかということで
す。瞬時に解法がでれば、その問題
は十分でしょう。しかし、考えなが
ら解くようでは、まだ力不足です。
今後挑戦するセンター試験は時間と
の競争です。実際考える時間などほ
とんどありません。問題を読むと同
時に解法への道筋を見つけ、あとは
ひたすら計算するテストです。とい
うことで復習には、瞬時に解法がで
るまで③を繰り返すことが必要にな
ります。
③の復習でノートに書くことはお
勧めしません。解法が浮かべば終了
です。大量の問題を復習していくの
で、書く時間が無駄です。見て分か
れば終了です。ただ、取り組んだ問
題はそのレベルまで繰り返し取り組
んでください。
（齋藤先生）

第一ゼミ・四谷大塚

２人は会話を半分ほどしか理解でき
ませんでした。それでも全員が満足して
会話を終了しました。なぜでしょう？

食べ物・動物などいろいろだよ！

３月７日（火） 高校入試 一般選抜
８日（水） 高校入試 一般選抜（面接）
現中３生（新高１生）
東進ICT授業体験会
１０日（金）
各小学校 卒業式
１２日（日）
中３生がんばったね会
２４日（金）
各小中学校 終業式
２５日（土）～ 小中学部 春期講習会 スタート

この中にかくれている物は何？
四谷大塚NET徳島駅前
《
《
《ブログ・アーカイブから》
》
》 2017.2.15
のブログより

2017年３月の予定

（１

なぞなぞ未来くん

!!

（１）本来は書き直すものだから。
（２）準備したと思われるから。
（３）お札
（４）ごちゃまぜ

長く、塾講師をしていると、さま
ざまなドラマがあります。お母さん
との懇談で思わず涙したお話です。
双子の姉妹がJ中学を受験したこと
からドラマは始まります。それは以
下の通りです。《ご両親は、受検結
果が出た時、どのようにするかを二
人に約束させていた。「もしも二人
のうち、一方が受かってもう一方が
落ちた場合は、二人とも地元の中学
へ行くこと。」と。一週間後、結果
が郵送されたとき、両親が危惧して
いた通りになってしまった。合格し
たのは姉のＡ、落ちたのは妹のＲ。
二人は小さいころから仲良しで、い
つも一緒の部屋で助け合いながら勉
強していた。わからない問題は二人
で協力し合い、傍から見てもほほえ
ましい仲良しの姉妹だった。合格通
知を見て姉のＡは当然Ｊ中学に行き
たそうだった。しかし、約束を守ら
なければいけない。姉は、妹の悔し
い気持ちを察して「いっしょに地元
の中学校へ行こうね！」と言った。
両親も約束通り地元の中学へ進学す
ることを二人に告げた。当然、そう
なるはずだった。しかし、入学手続
き期限が迫ったある日のことだった。
二人はいつも通り勉強部屋にいた。
しばらく沈黙が続いた。不意に妹が
言った。「お姉ちゃん、行ったら。
私が行きたかったJ中学、お姉ちゃ
んも行きたいよね。私に気兼ねせず、
行って。私の分までがんばって。私は、
地元の中学でがんばるから…。」と。
その夜の食卓で、妹は両親に言った。
「お姉ちゃんを行かせてあげて…！」
と。》ああ、なんて健気な妹。お母
さんも話しながら泣いていました。
今は、二人別々の中学を経て別々の
高校生としてがんばっています。日
常には思いもよらない感動がありま
す。３月も精いっぱいの君になれ
（藤枝先生）
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