＜前号の答え＞

（1）ウォンバット（2）扇風機

(３)イカ

（4）オクラ

（5）栗

（7）月

（8）ピザ

（6）タツノオトシゴ

褒めてあげて！

問４）お父さんが大切にしている庭のしばふ
に除草剤をまいたらどうなったかな？

「第一こべつ」開講！

しあわせとは何だろう？
自分が満足したときだろうか？
それとも
友達、家族、愛する人が
満足したときだろうか？

そう・・・
しあわせは
いつも自分の心が決めるもの
そしてしあわせへの道は
自分が開くもの

しあわせを蓄える器は
あなたとわたしの心だよ

問８）した=かつ なり＝いけ
よる=◯◯ ぬし＝ちゅう
◯◯に入るひらがな、な〜んだ？

心の器が
しあわせであふれたら
毎日充実！
元気モリモリ

問２）秘密にしたい移動で使ってはいけない
交通手段とはなんだ？

in Spring

（一部編集しました）

NO.154

問９）土を水で割ってつくる漢字な～ん
だ？

問３）くるまのなかをのぞくと出てくる数
字ってな～んだ？

良いものは真似をしたくなるのが
塾教師の悪い癖（笑）で、中学生の
理科の授業で「ロウソクの科学」の
真似をしてみました。やってみると、
ロウソクが燃えるというとても単純
に見えることの中に数えきれないほ
どの科学的な出来事が含まれている
ことに改めて気づかされました。今
度は小学生の四谷の理科の授業の時
にトライしたいと思っています。

問７）いなくなると品がなくなる建物っ
てな～んだ？

大学学部研究会

（８

問１）弟に釣り道具を二つ持たせたら、と
てもこわがった。
なにを持たせたのかな？

向上得点

（７

「しあわせ屋さん」

（６

「ロウソクの科学」という名著があ
ります。1861年に出版された書
籍で、イギリスの科学者マイケル・
ファラデーが、1860年のクリス
マス・レクチャーとして英国王立研
究所で連続講演した6回分の内容を
編集したものです。
ロウソクが燃えるということ関し
て話しなさいと言われたら、あなた
はどのくらい語ることがでしょうか？
ファラデーは６日間にもわたってロ
ウソクが燃えることを主軸に実験し、
話し続けたのです。「ロウソクの科
学」の日本語訳
は、あとがきま
で含めると８万
文字を超える大
作です。どれほど、多角的な目と深
い洞察力を持っていたか驚かされま
すね。

（５

問６）せんはせんでもあなたが勝利する
せんってな〜んだ？（難）

高１生も東進になれてきた時期です。
グループミーティング、ホームルーム、
掲示物などで、よく耳にする言葉に「向
上得点」という言葉があります。今回
は「向上得点」について説明します。
東進では、「向上得点１点」＝「セン
ター試験本番レベル得点１点の伸び」
として定義されています。では、向上
得点が具体的に何をしたら何点上がる
かを簡単にまとめたので、参考にして
くださいね。
「A君のいいところ、5つ挙げ
て！」「優しい、頭がいい、面白い、
頼りがいがある、いつも元気。」
「Bさんのいいところは？」「明る
い、字がきれい、勉強できる、いつ
も笑顔、可愛いい、…。」これは授
業中の一シーンです。
「おかあさん、お子さんのいいと
ころを5つ挙げてください。」「え
っ、朝はなかなか起きてこないし、
学校に行く支度は遅いし、いつもぎ
りぎりに家を出て、ひやひやです。
宿題は中途半端で、テストではミス
だらけ、いいところなんてないです。
いつもダラダラする姿を見て、イラ
イラして怒ってばかりです。」懇談
の時のあるお母さんとの会話です。
そのお母さんの子供は、授業中、
いつも自信なさげで、びくびくして
います。物思いにふけっていたかと
思うと、休憩時間に友達と口喧嘩、
いざこざが絶えません。とても気が
かりな子でしたが、その謎が解けた
瞬間でした。
これはちょっと極端な例ですが、
大なり小なり似たようなケースに出
会います。お預かりしている子供た
ちはいろいろなタイプがあります。
志を持った優等生タイプ。ヒマワリ
のような元気溌剌タイプ。キノコの
ようなじめ
じめタイプ。
檻に入れら
れた子犬の
ようなびく
びくタイプ。
他人と比べ
て一喜一憂
タイプ。「別
に。」と何に
対しても無関
心タイプ…。
ああ、子供が壊れます。褒めてあ
げてください。我が子のいいところ
だけ見つめてあげてください。でき
ていないことを責めないでください。
誰にだって未熟さゆえ、できないこ
とがあります。この子だってわかっ
ています。何とか解決しようとがん
ばっています。そんなに焦らさない
でください。もう少し待ってあげて
ください。この子の遺伝子はお父さ
ん、お母さんから譲り受けたもので
す。もうすぐ、本来の姿にたどり着
きます。大丈夫です。よくなります。
だってこの子はすごい人だから。我
が子をほめて五月晴れ。
保護者の方々も精いっぱいの君に
なれ！
（藤枝先生）

（４

東進衛星予備校

大学学部研究会は日本を代表する一
流講師陣が一堂に会し、先生方に人生
を懸けて取り組む研究内容を熱く語っ
ていただく貴重な機会です。
昨年２０１６年８月に東京で実施さ
れた「大学学部研究会」全 講義の映
像が期間限定で t-POD
受講できます。
（一人３コマまで受講できます。）
皆さんの中には、すでに将来の夢を見
つけている人もそうでない人もいるで
しょう。
夢は、やる気の原動力です。その夢を
人生を懸けて取り組む志へ高めること
で、より一層努力することができま
す。夢を見つけ志へと高める糸口は、
自分の興味・関心を広げ、掘り下げて
いくことです。
そのためには、今の自分の頭の中だ
けで考えるのではなく、的確な情報を
集めて具体的なイメージを持つことが
重要となります。ぜひ各分野の最先端
で活躍されている先生方の講義を受け
て、自分の目と耳でキャッチした情報
から、「大学学部で何を学ぶのか」を
考えてください。そして、将来どのよ
うなことに取り組みたいのか夢を見つ
け膨らませてください。夢に向かう努
力がひとつずつ実を結ぶことで、どん
どん自信がついていきます。
将来の日本を担う高校生の皆さんに
は、このような成功体験を重ねること
で「独立自尊の社会・世界に貢献する
人財」へと成長してほしいと思いま
す。

徳島第一ゼミグループに新しく、
「第一こべつ」が５月より開講され
ることとなりました！小中学部では
集団授業、高校部では東進の映像授
業をメインに行ってきましたが、今
までも「個別指導で集中的に見てほ
しい･･･」という声はありました。
満を持しての開講となります。
下記のようなお子様に、オススメし
ます。
・徳島第一ゼミのクラス授業を受け
る前に、習っていない単元を個別に
学びたい。
・クラス授業の曜日や時間が合わな
いため、自分に合う時間帯で学びた
い。
・苦手科目を集中的に学びたい。
・テスト対策や、学校課題のヘルプ
として、学べる時間が欲しい。
・クラス授業と併受講して、予習復
習用に勉強したい。
学力や志望校、得意科目や苦手科
目は人それぞれ違います。第
一こべつでは、お子様一人ひ
とりの学習状況や生活状況に
合わせて、具体的にどのよう
に学習を進めていくかをご提
案します。またお子様の性格
もそれぞれです。中には積極
的に先生に質問に行くことを
ためらってしまうような人も
いるでしょう。個別指導の形
態であれば、逆に質問や疑問
を持つように促して授業を進めてい
くことも可能となります。
また個別指導に、このような疑問
を持っている方も多いのではないで
しょうか。「行く度に先生がコロコ
ロ変わる。」これではせっかくの個
別指導の利点が台無しです。せっか
く密な人間関係を築き、生徒ごとの
長所短所が分かってきたというのに、
講師がコロコロ変わってはまた人間
関係の作り直しです。このようなこ
とが起こらないように、第一こべつ
では講師は専任制としています。徳
島第一ゼミの正社員である我々がし
っかり責任を持って、最後まで指導
します。
初回面談や体験授業の期間となっ
ていますが、早速多くの方からのお
問い合わせをいただいております。
本当にありがとうございます。少し
でもご興味のある方、ご質問ご相談
等ございましたら、ぜひお電話また
は直接お声かけください。
第一こべつでも、精一杯の君になれ！
（小倉先生）

（３

5/14(日) 難関大・有名大本番レベル記述模試
5/28(日) 大学合格基礎力判定テスト
6/4(日) 受験学年対象保護者会
6/11(日) 高校1・2年生対象保護者会
※GW期間中も通常時間で開校しています

＜前号の答え＞
（1）55秒（2）通学路（3）吹奏楽部（4）天（二＋人）
（5）イモリ （6）下にもちが付く言葉
（7）スカンク （8）粉 （9）小学五年生（正午→小5）

問５）ひらがなの「と」だけには攻撃をし
かけないものってな〜んだ？

（２

なぞなぞ未来くん

食べ物・動物などいろいろだよ！
第一ゼミ・四谷大塚
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（１

4月29日（土）～5月5日（金）
ゴールデンウィーク連休
6日（土）【四谷大塚NET部】 小４生 公開組分けテスト
【ゼミ小中学部】 各学年クラス 通常授業再開
【ゼミ小学部】
毎週テスト再開
７日（日）【四谷大塚NET部】 小５生、小６生 公開組分けテスト
６月４日（日）
【ゼミ小学部、四谷大塚NET部】
第２０回全国統一小学生テスト・保護者説明会

授業
○確認テスト…SS判定で0.5点
○講座修了判定テスト…講座全体の向
上得点÷2÷修了テスト設置数
※ただし最終講受講日から8～ 日経
過すると得点半減、 日以上経過する
と得点4分の1になる。

15

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》
》
》 2017.3.31
のブログより

2017年５月の予定

36

（１）③（0.08㎜の紙だと３５万キロ）
（２）この風習は「ファイヤーホールド」と呼ばれるも
ので、アメリカの消防署で、消防士が緊急出動
指令を受けた際にトイレに入っていても迅速に緊
急対応ができるようにと考案されたもの。日本で
は帝国ホテルの清掃作業員が清掃済みの合図
として使っていたらしい。
（３）Happy Birthday to you.（ギネスブックにも登録）
（４）足をかける部分があるものをショベル、ないもの
をスコップとＪＩＳには記されている。
（５）南極（南極は陸の上、北極は海の上にあるから）

受講期間：２０１７年５月８日（月）
まで
申込方法：受講申込用紙に必要事項
を記入し、担任まで提出してくださ
い。
（河野先生）

びっくり雑学知識に
チャレンジ！前号の解答
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高速基礎マスター例
○英単語センター1800…修得5点、
完全修得5点
○今日のコラム…
テスト合格
0.01点
※ただし当日また
は前日配信分を初
回合格した場合の
み得点付与。
○数学計算演習
数学Ⅰ…学習項目ごとに、確認テスト
2回連続合格で0.5点。完全修得5
点
この向上得点には、学力は一切関係
ありません。どれだけ頑張ったかが数
値で表されるのが向上得点です。英語
が苦手なら、単語、熟語は頑張って覚
えましょう。数学が苦手なら、数学演
習で基本的な練習をしましょう。部活
で忙しいなら、高速基礎マスターは、
空いているちょっとした時間でできま
す。
まずは一つの目標として１年生は向
上得点月間 点を目指してください。
復習したい、宿題が、などと様々な言
い訳を聞きますが、関係ないです。月
間 点を取る東進での学習量に、さら
に復習と宿題の時間をつくればいいだ
けです。
皆さんは、志望大学を簡単に医学部、
薬学部、阪大、神大などといいます。
目標は高いほうがいいともいわれます。
ただ、目標を高く設定するなら、それ
に見合った努力量も必要になります。
努力量が伴わない口だけの目標なら、
ない方がましです。ただ、高１生は今
から、こつこつ努力していけば、どの
大学でも合格への道は必ず作ることは
できます。
（齋藤先生）
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