第一新聞
Tel:088-655-5001

第63号

小中学部ゼミコース
四谷大塚ＮＥＴ通信

ゼミ中学部
【中１生
【中２生
【中３生
：

５/ （土）】
５/８（月）】
５/９（火）】

※中学部は各学年共に授業終了後

まで
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（内容）ゼミ小学部
サブノートの進め方、宿題ブロ
グ、毎週テスト、中学受験の概要、
塾内でのルール（留意事項）等
（内容）四谷大塚NET部
宿題ブログ、週テスト（クラ
ス別）、中学受験の概要、塾内での
ルール（留意事項）等
（内容）ゼミ中学部
各教科での勉強方法、サブノ
ートの進め方、宿題ブログ、高校受
験の概要、塾内でのルール（留意事
項）等
（工藤先生）

ではないかと思います。特に文理中
学生の皆さんは他の中学校とは違い、
月に１度のペースで学校のテストが
実施されるようになり、自分の学習
を進める間もなく、学校のテスト勉
強・宿題をすることに追われがちに
なってしまいます。皆さんの頭にも
う一度入れておいてほしいですが、
ハイブリッドコースでの目標は「難
関大学合格 大学入試に向けての学
習」です。もちろん、学校の勉強・
テストをおろそかにしてはいけませ
んが、こだわりすぎても最終目標に
近づくことは少しも出来ません。ま
た、範囲が設定されない模試で実力
を発揮できるようにならなければ、
大学受験を勝ち抜くことはできませ
ん。そのためにも、学校の順位を上
げるだけの『覚える』勉強ではなく
て、本当の力を蓄えるために『考え
る』勉強を日々意識して実行してい
って欲しいと思います。
また、単語・熟語・計算力など基
礎力は短期間で培われるものではあ
りませんから毎回欠かさず練習して
いきましょう
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ハイブリッド通信

ゴールデンウィーク明けから中学１
年生は通常時間 (時 分～ 時 に)
移行します。
部活動も本格的に始動していくと思
いますが、両立させていきましょう
ね。
～お知らせ～
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聞くは・・・ 聞かぬは・・・
タイトルの内容「聞くは… 聞かぬ
は…」…に入る言葉は知っていますよ
ね。
（ことわざ）「聞くは一時の恥、聞か
ぬは一生の恥」→知らないことを人に
聞くのは、その時には恥ずかしいと思
っても、聞かなければ一生知らないま
ま過ごすことになり、かえってそのほ
うが恥ずかしい。だから、知らないこ
とは知ったかぶりせずに、素直に聞い
て学びましょう、という教えです。
しかし、最近の生徒たちを見ている
と、「一時の恥」をかくのが嫌で、積
極的に質問に来ない生徒が多く、非常
にもったいないですね。せっかく塾に
来ているのですから、恥じることを嫌
がって、質問せずに帰るのは損ですよ。
そもそも、塾に来ている生徒が知ら
ないことを聞くことは恥なのでしょう
か。皆さんはなぜ塾に来ているのです
か？知らないこと、分からないことが
あるから塾に来ているのでしょう。分
からないことがあるからこそ塾に来て
いる人が、質問をするのはごく当たり
前のことで、私からすれば、聞くこと
は一時の恥にも感じません。（同じ質
問を何度も何度も繰り返す場合は別で
すが…。）
ですから、「聞くは一時の恥にもあ
らず、聞かぬは一生の損」ですよ。
ことわざついでにもう一つ、「損し
て得取れ」という言葉もありますが、
質問せずに損している人は、得を取る
ことも出来ませんよ。「損ぜず得取れ」
でいきましょう。
（姫野先生）
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全国統一小学生テスト

すから、全国での自分の位置は全く
分からないといってもいいでしょう。
それをいろいろなレベルで単元別に
理解度を測るのが「全国統一小学生
テスト」です。文部科学省が行う学
力判定テストとの違いは、単に学力
を測るだけではなく、間違えた理由
まで発見できることと、優秀生をよ
り詳しく分けることができることで
す。大学受験は全国区の戦いです。
小学生の内から井の中の蛙にならな
いように全国を見つめておくのは大
切な事だと思います。
全国統一小学生テストは多くの会
場で行われていますが、実施の雰囲
気・オプションの種類などは会場に
よってかなり異なります。徳島第一
ゼミグループは第１回から一回の漏
れもなく実施し続けている徳島唯一
の塾です。以下に当塾の実施の詳細
を書きます。内容の濃さをご理解い
ただけると思います。
（１）対策授業
本番のテストに備えて、心構えや全
国統一小学生テストの意義を生徒に
説明します。また、テストの過去問
を実際に解いてみて四谷大塚の教師
が解説するので、本番であわてませ
ん。
（２）全国統一小学生テスト本番
どのテスト会場で受けてもテスト用
紙の内容は同じです。しかし、テス
ト会場ごとに雰囲気はかなり異なり
ます。当塾では、試験前の口上、試
験中の緊張感の維持など受験の心構
え、試験の厳しさを生徒たちに伝え
ています。
（３）見直し勉強会
試験が終わった後、日を変えて「見
直し勉強会」を実施し、本番で出題
された問題の解説授業をします。受
けっぱなしではせっかく受験し、説
明・解説が最もインプットされやす
いチャンスを逃してしまうことにな
ります。
（４）保護者説明会
試験当日の保護者様の待ち時間に保
護者説明会を実施しています。内容
は全国統一小学生テストのご説明、
当塾の取り組みなどの他、文科省が
進めている、新教育改革の勉強会な
ど、保護者様への情報発信にも力を
入れています。

当塾の塾生は全員受験手続をとっ
ていますので、申込の必要はありま
せん。
（竹下先生）

あなたのために

徳島第一ゼミでは今年度より個別
クラスを開講致しました。これによ
り「普段のクラス授業の予習・復習
がしたい」「苦手科目を集中的に克
服したい」「希望に合う曜日で受講
したい」などの要望に各個人に合っ
た形で、お応えすることが可能にな
りました。クラス授業との併受講の
他、『第一こべつ』だけの受講も選
択できます。手元をみながら目的を
明確にして徹底的に指導していきま
す。
授業形式は『1対1もしくは1対
2』です。時間内での質問はもちろ
ん自由です。たくさんしてください。
対話しながら進められるのが個別指
導の最大の利点です。
また、月末には面談日を設けてい
ます。お子様の一か月の進捗状況を
ご報告させて頂いた上、必要であれ
ば授業レベルや宿題の量などに変更
を加えていきます。
まずは現在の状況をお聞かせ下さ
い。一人ひとりに合った学習計画を
カスタマイズします。「燃える教師、
頑張る生徒。」目標に向かってとも
に考え、ともに歩んでいきましょ
う！
（武富先生）

（１） 点滴の成分は何と同じ？
A.血液 B.オレンジジュース
C.ポカリスエット D.砂糖水
（２）この中でホワイトハウスに無いものは？
A.テニスコート B.映画館
C.ボウリング場 D.水族館
（３） 外国人の嫌いな日本食のトップ３に含
まれないものは？
A.天ぷら B.刺身 C.納豆 D.生卵
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全国統一小学生テストが６月４日
（日）に実施されます。今回で 回
目となる歴史ある全国最大レベルの
小学生学力テストです。今の小学生
は自分の学校での順位、偏差値など
について知るチャンスがあまりあり
ません。学内においてもそうなので

雑学知識にチャレンジ！

!!

‼

①４月 日 土( ～)５月７日 日( )
ＧＷ休み
ＧＷ休み中、自習室は利用可能で
す。登校時、３階にて先生の指示に
従って下さい。
②駿台学力テスト 中(学１・２年対
象 ) 範囲に関しては後日配布しま
す。
実施予定 ６月９日 金( ) 時 分
～ 時 分
（伊勢先生）
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中学１年生の皆さん、高校１年生
の皆さん入学おめでとう
これまで私服姿をみていた皆さん
が、少し大きめの新しい制服で教室
に入ってくる初々しい姿をみている
と、先生たちも自然と笑顔になって
しまいます。自転車での通学や学習
時間など小学生の時とは生活リズム
も変わってきますが慣れていって下
さいね。また、部活動をすれば先輩
との上下関係など勉強以外にも色々
なことを経験することと思います。
学校生活を通して、色々なことを学
んで一回りも二回りも大きく人間的
に成長してくれることを期待してい
ますよ。
新入生テストの結果も返却されま
したが、自分の思い描いていた結果
だったでしょうか？時期が違う中学
校もありますが、５月中旬から実力
テストや中間テストが開始されます
ね。中学生になって初めての順位が
つくテストになります。学校のテス
トに関しては、番数や平均得点など、
それぞれ自分に合った目標を１年間
通して設定してそれを毎回クリアし
ていく形で臨んでいくのが、ベスト
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第一未来館

★ GW連休について
４月 日（土）～５月５日（金）
の期間にて、徳島第一ゼミグループ
（小中学部）ではゴールデンウィー
ク連休となります。連休中は皆さん
誰しもがワクワクすることと思いま
すが、しっかりと毎日の勉強はこな
していくようにして下さいね。学年
や教科によっては、ゴールデンウィ
ーク連休用の課題が出されているの
で、暇な時間はないはずですね。頑
張って下さいね。
★ 公開組分けテストについて
ゴールデンウィーク明けの５月６
日（土）に小４生の公開組分けテス
ト、７日（日）には小５生・小６生
の公開組分けテストがそれぞれあり
ます。通常授業の内容をしっかりと
復習して自分の持っている力をきち
んと発揮できるように備えておきま
しょう！
★ 第 回全国統一小学生テスト
今年も６月４日（日）に全国の小
学生達が一斉にチャレンジする全国
統一小学生テストが開催されます。
今回で第 回を迎える大イベントと
なりますが、毎回多数の子供達が参
加してくれており、私達としまして
も大変誇らしく、そして責任感を強
く感じております。塾生の皆さんが
精一杯実力を発揮できるように、最
高の環境を準備しておりますので、
どうぞ楽しみにしておいて下さいね。
★ 新年度ホームルームについて
小学校、中学校共に新学期を迎え
て塾生の皆さんは少しずつ新しい環
境に慣れてきてくれていると思いま
す。そこで、新学期から新しい小中
学部の塾生達と併せて、新年度ホー
ムルームを開催する運びとなりまし
た。小学部については各クラスの中
で実施していきますが、中学部につ
いては授業後にホームルームを実施
させて頂きますので、御都合を頂き
ます様、宜しくお願い致します。
◎新年度ホームルーム
ゼミ小学部・四谷大塚NET部
通常授業時間内で実施
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