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お空に浮かぶ太陽に
にっこり笑顔をかいてみよう
すると ほら
ぽかぽか陽気の春の日を
みんなに届けてくれているね

NO.153

道端に咲く花たちに
にっこり笑顔をかいてみよう
すると ほら
蜜を求める虫たちを
優しく迎えてあげているね

問７）「く」がキライな動物はだあれ？

問８）米を分けるとなにになる？

問４）重なり合った二人ってどこへ行く？

自分のまわりのいろんなものに
にっこり笑顔をかいてみよう
すると ほら
まわりにつられてキミが今
にこにこ笑顔になっているね

問３）『吸いそう=９％』これなんて読む？

問９）お昼ピッタリにあらわれる子ども
って何年生？

問２）『2=黒』これなんて読む？

あって花にない、しりにあってはら
にない、これな～んだ？

（一部編集しました）

東進衛星予備校

（４）ピーマン（５）桃

(３)蛾

（1）ヒョウ（2）めがね

（７）オーロラ（８）ハンバーガー

すとっぷ、すとっぷ！

（５

4/23（日） センター試験本番レベル模試
4/29（土） 高校生レベルマーク模試（高１生必須）

新高1生へ

（４

「にこにこ笑顔」

（３

「いないいないばぁ！」は赤ちゃん
を喜ばせるかなり有効なコミュニケ
ーション手段です。赤ちゃんにとっ
ては、手で隠されている顔は存在し
ていないものなのです。それなのに
手をどけると大好きなお父さんやお
母さんの顔が急に現れるのです。
大人になると面白さがわからなく
なりますが、隠されていたことが急
に目前に示されると喜ぶ人は結構い
ますね。例えば推理小説のなぞとき
であったり、誕生日プレゼントのサ
プライズだったりはどうですか？ド
キドキしたりワクワクしたりするの
ではないでしょうか。
今日の小１の授業は「いないいな
いばぁ！」の単元（？）でした。積
み木が積んであり見えない積み木を
数える練習です。大人にとっては何
でもない問題ですが、子どもにとっ
ては練習が必要な問題です。
今日の問題がよくわからなかった
生徒はいないいないばぁ！で不覚に
も喜んでしまうかもしれませんね。
（笑）

第一ゼミ・四谷大塚

（６）ザリガニ

問６）かがみにあってガラスにない、草に

（２

問１）ルービックキューブを5面そろえる
のに55秒かかるはじめ君は6面そろえ
るのに何秒かかるかな？

＜前号の答え＞

＜前号の答え＞
（1）木が変わったから。（気が変わった）（2）③（①
と②は書く仕事（隠し事）だから）（3）あり得る。（祖
父、父、息子の３人） （4）ＡさんとＢさんは違う国の
人同士、Ｃさんは通訳 （5）1万円札を千円札10枚に両
替した

問５）上をかくすと森になり下をかくすと
野菜になるこの生き物な〜んだ？

（１

なぞなぞ未来くん

食べ物・動物などいろいろだよ！

４月２日（日）2017年春期講習会 春期学力テスト
新小４、新小６生
９：００～１０：１５
新小５生
１０：４５～１２：００
新中１生
１３：００～１５：１５
新中２、新中３生
１６：００～１８：１５
～７日（金） 2017年春期講習会 終了
８日（土） 【ゼミ小学部】 各学年クラス 通常授業スタート
【四谷大塚ＮＥＴ部】 新小５、新小６四谷理社
通常授業スタート、 四谷週テスト スタート
９日（月）
【四谷大塚ＮＥＴ部】
新小１～新小３、新小４～新小６生 通常授業スタート
【ゼミ中学部】
各学年クラス 通常授業スタート
１５日（土） 【ゼミ小学部】
毎週テスト 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》
》
》 2017.3.15
のブログより

2017年4月の予定

新学期
早くから受験生という自覚を持っ
て頑張っている生徒もいますが、４
月になり、新学期がスタートすると
ようやく受験生という気持ちがでて
くる人もいることでしょう。ひょっ
とすると６月の総体が終わってから
頑張ろうと考えている部活生もいる
かもしれません。
しかし、今のうちからコツコツと
基礎固めをしていくのと総体が終わ
ってからスタートするのとでは大き
な差があります。大学受験の日はも
う決まっています。受験日を迎えた
ときに、あと１カ月あれば・・・な
んていう後悔をしないように今から
本気で取り組みましょう。まずは基
礎基本を徹底するために、高速基礎
マスター講座を毎日やりましょう。
英単語などは一度合格していても、
しばらくやらないと忘れてしまうも
のです。校舎に来たら、まず最初に
取り組むように習慣化しましょう。
やらないといけないと思っていて
もなかなかできないという人は、と
にかく校舎に来るようにしてくださ
い。それも毎日来てください。校舎
に来れば、まわりに頑張っている仲
間がいます。いやでも勉強に集中で
きる環境があります。「東進の一番
の活用法は毎日校舎に来ること」と
言っている先輩もいました。自分を
勉強する環境に追い込んでください。
一日でも早く本気でスタートするこ
とが、志望校合格への第一歩です。
（河野先生）

徳島第一ゼミは、今、春期講習ま
っただ中で、たくさんの子供たちの
熱気で溢れかえっています。春講初
日、フォローアップ講座の授業中の
ことでした。その日は教えることが
たくさんあったので、わたしは教室
に入るや否や、すぐに授業を開始し
ました。みんなも興味津々で大事な
個所をノートに取り始めます。ふと
気がつくと、一人の男の子がノート
を忘れています。すかさず、いつも
の歌を歌い始めました。♪友達は大
事やで、ほんまにほんまに大事やで。
絶対無くしたらあかんのやで、友達
は大事やでー♪と。いつもなら、歌
いだした途端、あちこちから、バリ
ッ、バリッ、バリ、バリッーとノー
トを破る音が響き、わたしは「すと
っぷ、すとっぷ 」と飛び跳ねなが
ら制止するのだけれど、その日はシ
ーンと静まり返って誰一人行動しま
せん。それもそのはずでした。今日
の授業は、初めて参加した子供たち
ばかり。わたしの意図に気づく人は
誰もいません。そ
こで、授業内容を
一時中断し、私は
話し始めます。
「みんなは何のた
めに勉強している
の？」「それはね、困っている人を
助けてあげるためだよ。大切な人を
笑顔にするためだよ。『ありがと
う。』を一杯いっぱいもらうためだ
よ。今、となりで困っている友達が
いるよね。その子、どんな気持ちか
なあ？その子に気づいたのに無関心
で自分だけ勉強し続けて、気持ちい
いかなあ？もし、自分がノート忘れ
ていて焦っているとしたら…。」し
ばらくして、バリッ、バリッ、バリ、
バリッーっといつもの音があちらこ
ちらから響き、「すとっぷ、すとっ
ぷ。」といつものように飛び跳ねな
がら止めました。授業後、そのシー
ンを思い出し、また第一ゼミ生と同
じ心を持った友達ができたと嬉しく
なりました。ノートを破ったりして
はいけないと躾けられていることは
重々承知です。しかし、困っている
友達を救う健気な行動はとっても美
しいと思います。思いやり溢れる徳
島第一ゼミ生、新学期も、精いっぱ
いの君になれ！
（藤枝先生）
!!

合格者報告会
三月十七日、合格者報告会を校舎で
実施しました。今年度は、できるだけ
合格者と在校生の対話の時間を長めに
取りました。そのおかげもあって、在
校生が能動的に話を聞くことができた
ように思います。我々が思っていた以
上に、皆がたくさんの疑問、相談を合
格者にどんどんぶつけていました。こ
ういうところで、受験生の意識が芽生
えてきてるのだと実感します。
発表してくれた合格者の皆さん、本
当にありがとうございました。忙しい
なか打ち合わせなどの時間を作ってく
れて、皆さん気持ちのこもった本当に
素晴らしい報告だったと思います。東
進をどのように活用していたのか？学
年ごとにどのような勉強をしていたの
か？高速基礎マスターの活用法は？部
活との両立は？様々な角度から、自分
のやってきた学習法などを話してもら
いました。
また受験生にはそれぞれドラマがあ
ります。受験勉強が100％うまくい
った人などいません。進路や学習に関
する悩み事、躓き、トラブルなどは必
ずあります。そういった部分も含めて
包み隠さず発表してくれました。スラ
スラと勉強しているように見えたあの
先輩も、意外と苦しんでいたんだな、
と思ったことでしょう。
在校生の皆さんは、実際に話を聞い
て、行動が変わりましたか？メモをと
りながら話を聞いていた人も多かった
ですが、大切なのは話を聞くことでは
ありません。良い話だったなぁ、で終
わっても意味はないです。その話を聞
いて、自分の今までの行動などを見直
し、受験勉強に真剣に取り組むことが
できるかどうかです。発表者が口を揃
えて言っていたのは、まずは毎日登校。
そして基礎･基本の徹底ですよ。先輩
は大学で各々の進む道で一層頑張るこ
とだと思います。その先輩たちに負け
ないように、皆さんも受験勉強をしっ
かり頑張りましょう。
（小倉先生）

（１）ゼロが「全くないこと」をさすのに
対して、レイには「極めて小さい」
という意味があるため。
（２）地面に埋まっていればその土
地の所有者のもの。埋まってい
ないときは発見者のもの。
（３）5時間
（４）ころがっても元に戻ってくるように

まもなく入学式。皆さんは、これ
からの高校生活に期待に胸を膨らま
せていることでしょう。部活もした
い。友達とも遊びたい。やりたいこ
が一杯でないでしょうか。皆さんの
理想通りの高校
生活がまもなく
スタートです・
・・だといいの
ですが、ここか
らは現実的な話
です。
新高1の皆さ
んは自分たちが
おかれている立場をご存知でしょう
か？大学進学を目指す人にとって、
現行の大学入試が最後の学年です。
試験がかわるだけですが、受験では
非常に大きな出来事になります。こ
のことがどのように受験に影響する
かのお話しします。
いきなりですが、浪人をすると非
常に苦労することが分かっています。
残念ながら、浪人してしまった場合
は、今までの学習範囲では足りませ
ん。英語ではスピーキング等が必要
になります。今までのセンター試験
対策では通用しない可能性がありま
す。となると必然的に浪人を避け、
現役合格にこだわります。結果、目
標大学が決まっている生徒は学年関
係なく早期に動きます。また全国的
な動きで、大学レベルを一つ下げ、
安全に受かろうとする流れができま
す。平年ならば合格する学力でも、
この年には通用しない可能性があり
ます。
高校3年間はあっという間に終わ
ります。大学進学を考えているのな
らば、三年後に後悔しないように行
動してください。楽しいだけの生活
ではなく、毎日少しの努力。高1生
関係なく、受験はすでに始まってい
ます。
（齋藤先生）
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