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（4）ニンジン

（1）ハムスター（2）風鈴

(３)スズムシ

（5）イチジク（6）ラッコ

（7）太陽（8）納豆

〈昨日の自分〉を・・・

いま私がやっていることは
私が選んだことです
選んだときの状況は
問題ではありません

いま仕方なくやっているわけでも
ありません
数ある中から私が選んで
やっていることです

やっていないことは
私が選ばなかったことです

私は厳しい道を選びました
あなたの力になれる
自分になるために

問４）「うすい旅行」これな～んだ？

＜前号の答え＞

問５）むきやう○みふはなかしし、○に入
るひらがな、な～んだ？

（一部編集しました）

NO.156

問９）どこにいくにも死んだ仲間をいっ
しょにつれていく魚だ〜れだ？

問３）怒っている人の顔のなかにいる海の
生きものな～んだ？

問７）サラリーマンがいっちだんけつし
て仕事を放棄し続けると、とってもた
くましくなったよなんでかな？

夏は全員が天王山

（８

「選んだのは誰？」

（７

さて□に入る

11

問８）2 4 □ 9
数字な～んだ？

１階の入り口近くにおいてある「ア
クアテラリウム」は自然を模した水
族館です。
最初はエビも２種類、魚もメダカ
とアカヒレの２種類がいました。
しかし、徐々にエビがいなくなり、
気が付くとメダカが少なくなってき
ました。
そして、今はアカヒレだけの水槽
になっています。メダカはのんびり
と泳ぎ、えさを与えても慌てて食べ
ることはありませんが、アカヒレは
餌をやるとあっという間に気付いて
我先と、水面をぴちぴ
ちさせながら食べてい
ます。
結局、アカヒレだけ
が生き残りアクアテラ
リウムの支配者になっ
ています。
アカヒレはいつエビ
やメダカを攻撃してい
たのでしょう。私が水
槽の手入れをしている
ときにはそのような素振りはみじん
も見せませんでした。
夜誰もいなくなってからアカヒレ
同士で会議でも開いてメダカたちの
攻撃作戦でも立てていたのでしょう
か？
そう考えるとちょっと怖くなりま
した。
自然界は厳しいですね。まぁ、人
間も含めての自然界ですが・・・。

（６

７/９(日) 城ノ内中3生親子説明会
７/１６(日) 第2回高校生レベル記述模試(英数国)
公開授業（高1生対象） 講師；渡辺勝彦先生（英語）
７/２３(日) 難関大・有名大本番レベル模試
７/２９(土)・３０(日) 高校生の夏合宿in四季の里

あります。それが過去問演習講座で
す。

10

トップリーダーと学ぶＷＳ
期末テストの結果がもうすぐ出ま
すね。出来はどうだったかな？テスト
はこれまでの学習方法を見直すチャン
スです。満点ならこれまでの学習方法
が良かったという証、悪かったら改善
の余地ありということで学習方法を
もう一度見直してみましょう。教科、
単元ごとの分析が大切ですね。これが
テストの意義です。
ところが、劣等感が強く、あいつに
勝ったとか負けたとかで一喜一憂して
いるひとがいます。それはあまりにも
かわいそうです。考えてみてください。
ある中学校で一番になったとしても、
一流の進学校へ行けばビリですよ。他
人と比べると劣等感の塊になります。
やがて自信喪失、いつも不安におびえ、
やる気まで奪われ、挙げ句の果ては他
人をいじめるようになります。意地汚
くなります。
そうは言っても、比べることも大切
です。ただし、誰と比べるかは分かっ
ていますね？そうです。〈昨日の自
分〉と比べるのです。「昨日までの自
分より少し良くなってきたぞ。」と感
じられるとき、ひとは自信を持ちます。
自分のことを価値ある人間だと思い、
他人にもやさしくなれます。自分のな
まけ心に打ち勝とうとする日々の工夫
が、学力・知力そして豊かな人間力を
育てるのです。向上心を持って、日々
楽しく努力している人は、内面から滲
みでる魅力があります。その人を見て
いると、こちらまで元気になります。
「よっしゃー、自分もがんばるぞ
ー！」って。
さあ、わたしたちも〈昨日の自分〉
を乗り越えて、精いっぱいの君になれ
‼
（藤枝先生）

（５

東進衛星予備校

《
過去問演習講座》
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もうすぐ夏休みとなります。楽し
みに思っている人は多いでしょう。
家族との時間、友人との時間、部活
に明け暮れる時間･･･。たくさん
の予定で埋まっていく手帳を見ると、
思わずにやけてしまいますね。そし
てその様子を見て、隣の友人は別の
意味でにやけているかもしれません。
「こいつには勝ったな」と･･･。
「夏は受験の天王山」という言葉
があります。確かにその通りではあ
るのですが、私は実はあまりこの言
葉が好きではありません。夏休みが
大切なのは、受験生だけではありま
せん。どの学年も等しく、夏休みの
学習時間は本当に大切です。「夏は
全員が天王山」です。しかし、
2017年センター試験の結果が
位という現状の徳島県では、受験生
同様に勉強に打ち込む高１・２生ま
たは中１・２生は残念ながら少ない
ようです。
これをあなたはど
う思いますか？「ま
わりはやってないか
ら、まあ自分もそん
なに頑張らなくていい
かな」と思うか、「
まわりはやってない
なら、一気に抜け出
すチャンスだな」と
思うか。もしあなたが
後者ならば、中途半
端はやめましょう。
どうせやるなら、とこ
とんやり抜きましょう。
人間は平等に1日に 時間が与え
られています。ここから必要最低限
の生活に必要な時間（睡眠、食事、
登下校時間、入浴など）を引いてく
ださい。最適な睡眠時間は人それぞ
れ違うとは思いますが、残った時間
はせいぜい 時間前後でしょうか。
この 時間こそが、あなたが毎日勉
強できる時間の最大値です。夏休み
に毎日5時間勉強して満足している
人もいますが、実は最大値の3分の
1程度なのです。まだまだ精進が必
要ですね。
別に夏休み 日間、毎日 時間絶
対勉強しなさいと言うつもりはあり
ません。息抜きも必要でしょう。友
人との時間も大切にしたいでしょう。
部活との両立も考えたいでしょう。
しかしその裏では、本当に毎日 時
間やり抜いている人がいるというこ
と。それは絶対忘れないでください
ね。
（小倉先生）

第一ゼミ・四谷大塚

『トップリーダーと学ぶワークショ
ップ』とは、各界一流の講師の先生に
よる講演会（映像配信）とワークショ
ップがセットになった特別授業です。
世界の第一線で活躍されている先生の
知見を身につけるとともに、ワークシ
ョップでは限られた時間内にチームの
意見をまとめて発表するコミュニケー
ションと発信力が鍛えられます。
前回、ケニアナッツカンパニー創業
者佐藤芳之先生に続き、7月は「竹中
平蔵先生」を予定しています。
～竹中平蔵先生の紹介～
1951年和歌山
県和歌山市出身。一
橋大学経済学部卒業
後、日本開発銀行入
行。その後ハーバー
ド大学客員准教授を
経て、現在は慶應義
塾大学名誉教授、東洋大教授。小泉純
一郎内閣のもと経済財政政策担当大臣、
総務大臣など内閣の参謀として国務大
臣を歴任。有名企業の取締役会長や社
外取締役を務めるほか、国家戦略特別
区域諮問会議、未来投資会議など国の
政策会議のメンバーに多数選出。日本
を代表する経済学者である。また、早
稲田塾の人材育成プログラム『世界塾
』でも教鞭をとり、日本の最先端リー
ダーの育成にも力を入れている。
このようなトップリーダーである竹
中平蔵先生の話を聞くチャンスです。
皆さんの参加を待っています。（強制
は一切しません。）
（齋藤先生）
◆ センター対策
センター試験対策を万全に行うこと
は国公立・私立を問わず難関大受験を
勝ち抜くための必須条件といえます。
本番で高得点を取るための仕組み・
ノウハウがギッシリと詰まった講座
です。出題形式・出題傾向を熟知す
るために、全科目 年分の過去問を徹
底して演習します。もちろん一流講師
による解説授業もありますので、合格
するための戦略・戦術を獲得し、合格
点を取るための効率の良い学習法を身
に付けることができます。自分の苦手
な分野は類題演習として同分野・同形
式の問題に「大問別・分野別演習」で
集中的にトレーニングすることができ
ます。そして、センター試験で高得点
を取るために欠かせないスピードと正
確性は「制限時間短縮機能」を使っ
て、本番で実力を発揮できるように
練習します。
◆ 国公立二次・
私大対策
東進が実施したアンケートで「過去
問を解いていて困ったことはあります
か？」と質問したところ、最も多か
った回答は「記述問題の採点ができ
ない」、次に「部分点がわからない」
「設問ごとの配点がわからない」とい
うものでした。問題を解いて、できた
か、できなかったかということはわか
っても、正確に自己採点ができないの
が難関大の記述問題です。
国公立二次・私大対策の過去問演習
講座では採点を各科目のスペシャリス
トが迅速に実施し、５日以内でスピー
ディーに答案を返却します。配点・部
分点がわかるので、どの教科で何点取
るのかを戦略的に考え、合格点を目指
すことができます。
また、各大学・学部は理念に沿った
人財を入学させるために、特徴ある出
題をします。これが入試問題に傾向と
なってあらわれるのです。本番で大き
く出題形式が変わったとしても本質的
な出題意図を掴んでいればしっかり対
応できるのです。講座を通じて出題形
式と求められる力を把握し、志望校対
策を万全にしましょう。
過去問 年分の問題演習をやりき
ることは決して容易なことではありま
せんが、それをやりきることで成果が
生まれ、自信に繋がります。 過｢去問
演習講座 を｣合格への切り札としまし
ょう。

（４

問２）雪（ゆき）でできているまくらってな～
んだ？

＜前号の答え＞
（1）１９回（縦に3回、それぞれを4回＝16回、3＋16
＝19）（2）夫（夫人になる）（3）さお（真っ白、
真っ黒、真っ赤、真っ青）（4）妊婦（5）６分（1000円
数えた残り）（6）「似ている」という意味

問６）いなかのパンで作ったフルーツって

（３

な〜んだ？

食べ物・動物などいろいろだよ！

７/２（日）【ゼミ中学部】 中３城ノ内中クラス 保護者説明会
９（日）【四谷大塚NET部】 小６生合不合判定テスト
１５（土）【四谷大塚NET部】 小４生公開組分けテスト
１６（日）【四谷大塚NET部】 小５生公開組分けテスト
２１（金）～ ２２（土）
2017年夏期講習会 夏合宿スタート
「宿題をすませる合宿」、「受験必勝夏合宿」
２４（月）～
2017年夏期講習会 本格スタート

この中にかくれている物は何？
四谷大塚NET徳島駅前
2017.6.8のブログより

《
《
《ブログ・アーカイブから》
》
》
2017年7月の予定

（２

問１）金属の球でできている紙ってな～ん
だ？

44
15

（１

なぞなぞ未来くん
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過去問演習講座
６月は「センター試験本番レベル模
試」や、旧帝大の２次試験（前期）と
同じ出題形式の「本番レベル記述模試」
がありました。模試を受けることで自
分の実力を把握し、志望校に合格する
ためにはどれだけの力が必要なのかを
確認できたと思います。
大事なのはこれから何をするかで
す。何を使ってどんな方法で学習する
かを決めましょう。英単語や英熟語、
英文の音読など毎日取り組むものも
あるでしょう。また、未習分野の学習
や読解問題、応用問題の考え方など講
座を受講する必要があるものがあれ
ば、いつまでに受講するかも考えて計
画を立てましょう。
そして、入試本番で実力を ％出し
切り、合格を勝ち取るために、限りあ
る時間を徹底的に効率化する講座が
100
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