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のになります。毎回、全国の子達と
一緒にクラスを競って算数・国語・
理科・社会の各テストに臨んでもら
っています。自分の力がきちんと発
揮できるように、予習シリーズや演
習問題集等のテキストでしっかりと
復習し、過去問も解いて出題傾向を
つかんでおいて下さいね。頑張れ四
谷生
（工藤先生）
じ事を繰り返すことになりますね。
その原因が、途中式を丁寧に書いて
見直しができるようにする事で解消
するのであれば、普段の学習から式
を丁寧に書くことを心がけなければ
なりませんし、計算方法が間違って
いたのであれば教科書・ノートを見
て確認し、類似問題を解けるように
演習しなければなりませんね。
６月９日 金( )第１回駿台学力テ
ストを実施します。中１生には初め
ての全国模試になります。どのよう
な形式でどれくらいのレベルの問題
が出題されるか気になっていると思
うので授業中に昨年度の問題を解い
てもらいますね。今回の模試で、自
分が全国でどのくらい位置にいるか
しっかり
確認して
ください
今回中
間考査が
なかった
附属中生
はその分テスト範囲が広くなるので、
普段からしっかり復習してテスト期
間に入って課題を終わらせることだ
けになってしまわないようにしまし
ょう。また、解らないことを溜めて
いるとテスト前に後悔することにな
りますから普段の学習から解らない
ことは、その都度解決していって下
さい。
～お知らせ～
① ６月４日 日( )全国統一小学生
テストのため校舎開校時間が 時か
らになります。
② 第１回 駿台学力テスト 中(学
１・２年対象 )
実施日 ６月９日 金( ) 時 分～
時 分
通常時間の時より遅くなるので注
意してくださいね。都合が悪い場合
は先生に相談してください
（伊勢先生）

『第一こべつ』の利点

第一こべつは５月６日より本格始
動し、約１カ月が経ったところです。
すでに始められている生徒は目的に
応じて選定されたテキストに沿って
快調に学習を進めていっています。
「第一こべつ」の利点については保
護者説明会でお伝えさせて頂きまし
たが、今回は日々生徒の横について
指導する中で気付いた「第一こべつ」
の利点についてお話しします。
それは何といっても目的意識を高
く持てることです。小学生でいえば、
特にクラス授業と併用で受講されて
いる生徒は、週末のテストでいい結
果を出そうと必死です。普段の授業
で完全に理解したと思っていても、
いざ帰って
宿題に取り
掛かる頃に
は何だか曖
昧になって
いることも
あるでしょ
う。その辺
をはっきり
させて演習
量もしっかりこなし、次のテストで
はもっといい点数を取りたい。人よ
り苦労して成果を出したい。そうい
う意気込みがドーンと伝わってきま
す。「第一こべつ」が自ら高い目的
意識を持って取り組める絶好の場と
なっているのです。「もっと先まで
やってくるからまた分からん所教え
てな」という言葉に感動しました。
弱点を克服したいという要望が多
い中、それを実行に移し自分からそ
れに向かわなければ意味がありませ
ん。今「第一こべつ」に通う全員が
高い意識を持って取り組んでいます。
このまま精一杯の努力を続けていき
ましょう！
（武富先生）
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2017年夏期講習会

年の経験の中で四谷大塚ＮＥＴへの
加入、ハイブリッドコースの立ち上
げ、アクティブ・ラーニングの導入
など、より良い形を模索し続けてき
ました。集団授業はライバルとの競
争、自主性・社会性の育成など、総
合的な学力・人間力を身につけるた
めに適した形態です。しかし、もう
一歩踏み出そうとしたとき、①集団
授業の入口まで届いていない生徒の
水先案内 ②生徒一人ひとりの固有
の問題（苦手単元克服、勉強の仕方
がわからないなど）の解決 ③集団
授業と併受講したときの相乗効果な
ど、個別授業ならではの特長が必要
となり、「第一こべつ」がスタート
しました。
このようにして世に出た「第一こ
べつ」なので、夏期講習会も「個別
授業と集団授業をコラボさせる」方
向性で練り上げました。
夏期講習会はいつも通り全員出席
をお願いしています。年間カリキュ
ラムでは夏期講習会を含めて計画を
立てていますので、夏期講習会の学
習はすべて必要になります。また、
復習中心の授業ですが、予習が一部
入ります。夏期講習の抜けは２学期
の学習に影響しますので、欠席は最
小限に留めてください。
「集団授業だけ」という選択肢が
基本ですが、その他「集団授業＋個
別授業」、「個別授業だけ」という
選択肢が可能になりました。個別授
業に関してはカスタマイズ（既存の
商品などに手を加えて、好みのもの
に作り変えること）が可能です。ご
相談の上詳細を決めます。
「宿題をすませる合宿」は学校の
夏休みの宿題を二日間で終わらせて
しまう合宿です。目標を定め班ごと
でチェックをしながら完成を目指し
ます。「受験必勝夏合宿」は小６受
験生専用の合宿です。中学受験をす
る生徒は必須です。夏期講習会をス
タートするための勢い付け合宿です。
中３受験生は（集団授業＋個別＋
自主学習＝）パーフェクトコース、
（集団授業＋自主学習＝）フルタイ
ムコース、部活などで長時間塾にい
られない生徒のための（集団授業の
み＝）ハーフコースと３つのコース
と学力別Ｔ Ｈ/ Ｓ/３つのクラスが用
意されています。
自習室は条件を満たしている生徒
は自由に使えます。最新の環境をぜ
ひ利用してください。（竹下先生）
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「個別授業と集団授業で最強の夏講」
が今年の夏期講習会のキーワードで
す。ＧＷ明けから本格始動した『第
一こべつ』の存在がこのキーワード
を生みました。
徳島第一ゼミは集団授業の塾とし
て徳島に根付いてきました。その長

（１） 新撰組の近藤勇の稽古着に妻が刺繍した
ものは？
（２）輸送量を高めるため六本木ヒルズに初めて
導入されたエレベーターとは？
（３） アメリカのカップヌードルの長さが日本のもの
より短い理由は？
（４）サッカーのグリーンカードはどのような場合に
出される？
（５）ザ・ビートルズの「イエスタディ」元々ついてい
た仮のタイトルは？
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ハイブリッド通信
中学内容の初めてのテストが実施
され、結果が思い通り残せなかった
生徒の中には、もしかしたら「次頑
張ればいい」と楽観的に考えている
生徒がいるかもしれません。もちろ
ん、気持ちの切り替えをする事は悪
い事ではありませんが、「どうして
この点数になったか」をしっかり考
えた上で、次の学習に進まないと意
味がありません。
学校で行われるテストのみならず、
今後受験していく模試においても同
じです。
自己採点をし、間違い箇所は解答
解説を参考に復習をする。終われば
もう一度きちんと理解できているの
か間違えた問題を解きなおし確認す
る。解説だけ読んで自己満足して終
わることは決してないようにしない
といけません。そして、返却された
答案をしっかり自分なりに分析して
反省して欲しいと思います。
例えば、数学で計算間違いが目立
った生徒は、単に「計算間違いして
しまった。次は気をつけよう。」で
済ますのではなくて、計算間違いを
してしまった原因は何か自分なりに
考えて対処しないとこの先ずっと同

雑学知識にチャレンジ！
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梅雨は嫌なもの？
6月といえば梅雨。雨の日が続き、
湿度も高くなることから、梅雨は嫌い
だ、梅雨なんてなければいいのに、と
いう人も少なくないでしょう。毎日自
転車通勤をしている私も、雨ばかりで
本当に勘弁してくれと思ってしまいま
す。しかし、これはあくまでも自分目
線での意見です。もし、本当に梅雨が
なかったらどうなるでしょうか。
梅雨がなかったときに、まず起きる
問題は水不足です。旧暦6月（今の7
月にあたる）は、「水無月」と書くよ
うに、梅雨明けは降水量が少なくなり
ます。梅雨の間にダムにたっぷりと水
が溜まっていなければ、節水・断水な
ど、私たちの生活に直接影響が出ます。
また、農業へも深刻な影響を与えるで
しょう。
さらには、漁業にも影響が出ます。
雨が大量に降ることで山の土が川に流
れ出し、その養分でプランクトンが育
ち、プランクトンを餌にするエビなど
が育ちます。そして、そのエビを餌に
する魚が育ち、その魚を餌にする大型
魚が育つという食物連鎖に大きく関わ
っています。
このように、梅雨のありがたみを知
れば、嫌な気持ちも少しは晴れるので
はないでしょうか。そして、そのあり
がたい梅雨に対して、楽しみを見出し
てみてはいかがでしょう。
梅雨の定番の花であるアジサイを愛
でる、雨上がりに虹を探す、長靴をは
いて思いっきり水たまりに飛び込むな
どしてみてはどうでしょう。また、雨
が続いて外に出たくないなぁと思うこ
の時期は、いつも以上に勉強を頑張る。
そんな期間にしてもいいですよね。
（姫野先生）
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「宿題をすませる合宿」の様子

発行所
★ 第 回全国統一小学生テストを
実施します
６月４日（日）に実施する全国統
一小学生テストにおいて小１生から
小６生の皆さんは自分の力を存分に
発揮してください。緊張してそれど
ころではない子や、多くの人数の中
で一斉に受けるイベントなので、い
つもとは違う雰囲気でテンションが
アップする子もいるかもしれません
が、今回の経験は日々の勉強に活か
すことができます。諦めることなく
全力で頑張りましょう。
また、当日お手伝い生として集ま
ってくれる中学１年生の皆さん、君
達の協力のおかげで毎回、最高の環
境で実施することができます。本当
にありがとうございます。そして当
日保護者会にお越し頂く保護者の皆
様、新しい内容を盛り込んで保護者
会をさせて頂きますので、宜しくお
願い致します。
★ ２０１７年夏期講習会について
今年の夏期講習会は、昨年とはま
た異なる取り組みを入れております。
今回より集団授業と個別授業をミッ
クスし、子供達がより勉強しやすく
課題解決能力等も伸ばしやすい環境
を小中学生の皆さんに提供します。
より白熱した楽しくまじめな勉強が
できる講習会となっておりますので、
楽しみにしておいて下さいね。
★ ６月度サブノートKing＆
Queenを決定します！
お待たせしました！サブノート優
秀賞を決定します。今回も各学年か
ら「まとめ方が上手」、「問題量を
こなしている」、「オリジナリティ
ーがある」等の観点より該当者を選
出したいと思います。
「我こそは！」
と思うクラス小学生、中学生の子達
は各クラスの先生にアピールしてみ
て下さいね。
★ 公開組分けテストについて
四谷大塚NET生の皆さんは６月
日（土）、 日（日）に公開組分
けテストがあります。基本的には５
の倍数の回で実施される総合回のも
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