模試のたびに必ず次のセリフを聞き
ます。「時間が足りなかったので、読
むスピードを速くしたいです。」時間
がたりる人は、速読でもしているので
しょうか。解けないのは本当に読むス
ピードだけでしょうか。
例１：「呆っけに取られた」「生一
本」「あてつけがましい」。これは、
2017年度センター試験に出題され
た語句です。本文中における意味とし
て正しいものを選択肢から選ぶ語句問
題です。正しいものとありますが、言
葉の意味が分かれば本文を読まずして
正解が分かります。国語が得意な生徒
は、この3つの問題を 秒ぐらいで終
えます。知ってるから簡単に正解です。
苦手な生徒は、素直に文脈判断です。
選択肢と文章とのにらめっこです。時
間を掛けた上に、正答率もそれほど高
くないです。そもそも、文章を読んで
る段階では意味が分からず読んでいた
ことになります。
例２：センター試験本番レベル模試
では「拡大・成
長期」の「・」
と「枢軸時代／
精神革命」の「
／」の違いを問
われる問題があ
りました。日本
語の論文などで
は、「・」は「
and」の意味
で使い、「／」は
「and」「or」
の意味で使われ
ることがありま
す。細かい部分は文脈判断です。国語
の得意な生徒はこの部分を意識せずと
も、正しい読み方をします。普段から
そのような読み方をしているからです。
苦手な生徒も、なにも意識せず読みま
す。本当に意識しないために「／」自
体の存在を消して読みます。その結果、
文章の意味を間違えて捉えることも多
々あります。問われて初めて考える人
と、知っている人では解くスピードも、
正答率も大きく差がでます。
確かにセンター試験の国語は、時間
がかなり短いです。しかし、「読むス
ピードを速くしたい」生徒は、根本的
に力不足な事が多いです。知識という
力の欠落です。そして一番の問題は、
自分の足らない力が何かが分かってい
ないことです。国語だけでなく、英語
や数学でも同じことが言えます。英語
なら単語や文法。数学なら公式といっ
た知識は、確実に身につけてください。
おのずと解くスピードが、飛躍的にあ
がりますよ。
（齋藤先生）

模試での名言？迷言？
生徒のみなさんが日々の受講におい
て、第一志望校合格を意識しながら、
主体的・能動的に受講を行うことがで
きる環境を提供するために、東進の持
つビッグデータを活用した「進化した
新しいＷｅｂ授業」がスタートしま
した。
受講開始前や、確認テスト開始前に
おいて、みなさんの志望大学グループ
に合格した先輩達の確認テストの平均
点や平均解答時間を表示します。そし
て、その先輩の得点・時間との競争結
果が棒グラフと表の一覧で表示されま
す。また、講座の内容や教科への取り
組み方
などに
ついて
のアド
バイス
も併せ
て表示
されま
す。新規開講講座などデータ数が少な
い講座は、目標として 点・９分（制
限時間 分の場合）が表示されます。
表示される得点・時間は初回受験時
のもののみです。２回目以降の結果は
反映されません。毎日の積み重ねこ
そ、第一志望校合格への近道です。合
格した先輩に続けるよう、集中して受
講し、必要な復習をし、１回で確認テ
スト 合格・先輩に勝利を目指し頑張
りましょう。
先輩たちにどんどん勝って、目指せ、
第一志望校合格！
（河野先生）

進化した新しいWeb授業
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「長くて短いもの」
それは「人生」
目的なく過ごせば、
際限なく長く辛く、
夢を実現するには、
あまりにも短い

「長くて短いもの」
それは、
「時間」
待っている時は、とても長く、
楽しい時間は、早く過ぎて短い

NO.155

今、君はその人生の岐路にいる
今、君がやりたいこと
今しかできないこと
今、君は何を選ぶ？

問２）一人だと男性ですが、後ろに人がくる
と女性になってしまうのは誰でしょう？

問３）とても白は「しろ」です。とても黒は
「くろ」です。すごい赤は「か」です。
ではとても青は？

問５）箱の中に５円玉だけで５０００円
入っています。 ５００円分数える
のに３分かかるとした場合、４００
０円分数えるには何分かかりますか？

問１）横4ブロック、縦5ブロックのチョコ
レートを全てバラバラにする場合、最
も少ない回数で割るとしたら何回でし
ょか？割ったもの同士を重ねて割るこ
とはできません。

がいます。どんな人でしょう？

なぞクイズ未来くん

（一部編集しました）

「長くて短いもの」

（５

※ 6/4(日) 校舎開校時間13：00～
（全国統一小学生テスト実施の為）

一度「はしか」にかかった人が二
度目はかかりにくいのは、免疫のは
たらきです。人間の体には外から入
る異物から体を守る仕組みが備わっ
ています。
しかし、その免疫が過剰に反応し
てしまうと「アレルギー」や命に係
わる「アナフィラキシーショック」
になってしまいます。蜂毒によるア
ナフィラキシーショックで毎年 人
近くの人が死んでいます。
これらの反応はもともとは自分を
守るためのものの
はずなのに、逆に
自分を傷つけてし
まう過剰反応なの
です。
自然界の出来事
というのは人間の
社会生活にも当て
はまることが多い
ものです。守ろうとする気持ちが強
いばかりに、過剰反応を起こしてし
まい、守ろうとしたものを助けられ
ない例はないでしょうか？
私も人の親・塾の教師としてこの
ことを考え、思い悩みます。守ろう
とした行動が過剰反応ではなかった
か。守ろうとしたおかげで子どもの
力を奪ってしまったのではないだろ
うか？いや今助けなかったら・・・。
「なるようになるさ！とりあえず
自分で解決してごらん！」と言える
勇気があればと思います。

（４

受験学年保護者会（15：00～16：15）
北大・九大・京大本番レベル模試
6/11(日) 高1・２年生保護者会（13：00～14：15）
東大本番レベル模試
6/18(日) 阪大・東北大・名大本番レベル模試
6/25(日) センター試験本番レベル模試

（7）火星（8）ドーナツ

ッシュ（5）ドリアン（6）シャチ

（4）ラディ

(３)カタツムリ

（1）ハイエナ（2）蚊取り線香

問４）人間の体内には心臓が１つしかありま
せん。でもときどき心臓が２つある人

（３

東進衛星予備校

＜前号の答え＞

＜前号の答え＞
（1）びく（2）船（航海→公開）（3）三（車から中を取
り去る）（4）しばかれた（芝枯れた）（5）セメント
（6）紫外線（UV→You V）(7)迎賓館（「い」がなくな
り下品になる）（8）えき（「さんずい」をつけたときのよ
み方）（9）水圧

（２

6/4(日)

問６）「已己巳己」と書いて「いこみき」
と読む四字熟語がありますが、これ
には正にその通りと思わず唸ってし
まう意味があります。 どういう意
味があるでしょうか？
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（１

精いっぱいの親になれ！
自分の幸せを考えるのはエゴ。相手
の幸せを考えるのが愛。世間を気にし
て我が子に押し付けるのはエゴ。我が
子の幸せを考え、導いてあげるのは愛。
エゴで生きる人には魅力がないけれど、
愛で生きている人には魅力がありま
すよね。分かってはいるけど、ついつ
い言い過ぎちゃうというお母さん。心
配するより信じてあげてください。そ
んなに慌てないで少し待ってあげてく
ださい。この子も一生懸命もがいてい
るのです。何とか良くしようとがんば
っているんです。そのがんばっている
姿を愛おしく感じてあげてください。
応援してあげてください。大丈夫です、
時間が来れば上手く
いきます。
でも、信じられな
い方は、強引に我が
子を自分の理想に当
てはめてみてくださ
い。親の強引を、我が子が楽しんで受
け入れてくれているのならばいいです
が、大概は嫌がるでしょう。
親にとっては無意味なことでも子供
が夢中になっていることは、将来、社
会で役立つことかもしれません。少し、
じれったくてイライラすることもあり
ますが、信じてあげればきっといい結
果になりますよ。愛で生きる方が人生
楽しいですよね。我が子のいいところ
だけを見て、がんばっている姿だけを
見て、時にはぐっと我慢して、笑顔い
っぱい、魅力いっぱい、精いっぱいの
親になれ
（藤枝先生）
!!

こべつだからできること
第一こべつが開講となって一ヶ月
が経ちました。たくさんの生徒達が
こべつで勉強を頑張っています。こ
れからもその努力をしっかりと続け
てもらえるように精一杯指導させて
いただきます。
さて皆さんご存知の通り、大学入
試改革によって、2020年度より
大きく入試問題が変更されようとし
ています。今回は、大学入試改革に
伴い、個別指導だからできる様々な
ことを取り上げます。
大学入試の大きな変更点は、以下
の通りとなります。
①一つの問題に複数の教科の知識が
必要となる「合教科型」の問題が出
題されます。例えば数学の問題の中
に、身の回りの科学的知識が必要と
なるもの、問題文が非常に長く国語
的な読解力が必要となる問題などが
出てきます。今までのただの計算問
題などは縮小されます。
② 小論文形式などの記述問題
も増えることも予想されます。
自分の考えや思いをいかに文
章に落とし込むか、表現力が
試されます。
③ 従来の推薦・AO入試をや
めて、スピーチコンテスト、
科学技術チャレンジ、数学オ
リンピックなどの全国規模な
結果を重視する推薦・AO入
試に変更されます。少し部活
動や英会話ができる程度では太刀打
ちできないものとなります。当然で
すが、相当な学力も要求されます。
このように、非常に多様な能力が
大学入試では重要となってきます。
必要な能力が多様化されると、やは
り集団授業だけで全てを賄っていく
ことは困難となります。おなじ「数
学が苦手な人」でも、計算力が低い
人、問題文の読解力がない人、自分の
考えを記述する表現力の乏しい人、
様々です。そこで個別指導です。人
それぞれ勉強方法は様々になってき
ますので、個別に細かく指導するこ
とが必要となってくるのです。
もちろん集団授業も大切です。友
人との切磋琢磨、友人とともに頑張
り社会性を向上させることは集団授
業の大きなメリットです。よってま
ず集団授業で総合力を養い、個別指
導で弱点強化や各々必要な能力を磨
く。この形こそがベストだろうとい
うのが徳島第一ゼミグループの結論
です。これからもしっかり指導して
まいりますので、今後ともよろしく
お願い致します。
（小倉先生）

2017年6月の予定

食べ物・動物などいろいろだよ！

6/3（土） 漢字能力検定
6/4（日） 第２０回全国統一小学生テスト＆当日保護者会
6/5（月）～10日（土）
第２０回全国統一小学生テスト ～ 見直し授業 ～
6/10（土） 小４四谷生公開組分けテスト
6/11（日） 小５・小６四谷生公開組分けテスト
6/18（日） 塾生用保護者会（小学部→11:00～ /中学部→13:00～）
6/21（水） ～30日（金）
第２０回全国統一小学生テスト ～成績返却面談・～

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》
》
》 2017.5.20
のブログより

第一ゼミ・四谷大塚

(月刊)
木曜日
2017年6月1日

第一新聞
（2）東進衛星予備校/第一こべつ/その他

