７月 日（日）、渡辺先生の特別公
開授業が実施されました。今回は高1
生対象で行いました。模試直後の疲れ
を感じさせない高1生。また、多くの
中学生も参加し非常に熱気に包まれた
会場となりました。授業は、所せまし
と動き回る渡辺先生が楽しい話と真剣
な話を織り交ぜ、受講者全員を強烈に
引き付け、時が過ぎるのを忘れてしま
うほどです。当初、中学生には内容が
若干難しいと思ったのですが、授業中
の生徒の顔は学年・学力に関係なく真
剣な表情で授業に集中していました。
英語に苦手意識を持っている生徒も、
本当に楽しくてためになる授業だった
でしょう。これこそ東進の授業であり、
日本で最高峰の授業です。勉強とは本
来楽しいものです。この授業を通して
一人でも多くの生徒が英語を好きにな
ってくれるきっかけになればと思いま
す。
さて、渡辺先生は今回の授業の中で
様々なことを教えてくれました。その
中で、最も印象に残った言葉は、「英
語は高2の3月 日までに仕上げろ！
」です。英語は受験生のほとんどが受
ける科目です。いわば受験勉強の中で
は、基本中の基本。絶対必要な科目だ
からこそ早期習得しライバルに差をつ
ける。そして、英語は努力の科目です
。やれば誰でも伸びます。今回参加し
てくれた高1生・中学生の皆さん。公
開授業で学んだことを胸に、まずは一
歩踏み出しましょう。 （齋藤先生）

渡辺先生特別公開授業
計画の確認と見直し

夏こそ毎日登校

（河野先生）

夏休みに入りましたが、学習は予定
通り進んでいるでしょうか？目標に向
かって立てた計画が、もう崩壊してし
まった・・・という人はもう一度計画
を見直しましょう。
まず、計画というと、時間で区切っ
てきっちり隙間なくパンパンに詰め込
む人もいますが、それは崩壊のもとで
す。ひとつ予定がずれると、その後の
予定がすべて実行できなくなってしま
います。無理な計画を立てて継続でき
ずに挫折してしまっては意味がありま
せん。時間に縛られるのではなく、１
週間にやる目標の課題を日数で割るよ
うにしましょう。あえて週末を予備日
として空けておくのもよいでしょう。
そうすることで柔軟に修正していくこ
とができます。計画を立てたら、あと
は実行。迷うことなく、ドンドン課題
を進めていきましょう。
そして、１日の終わりにはその日の
計画がちゃんと実行できたのか確認し
ましょう。計画していた課題の量をチ
ェックするのは当たり前のことです
が、内容もきちんと理解できているの
か、自分で「確認テスト」をしてみる
のも効果的です。「思っていた以上に
時間がかかった」「量が多すぎた」な
ど、できなかった分は週末の予備日を
活用しましょう。もちろん、１週間の
課題がきちんとできたのか確認するこ
とも忘れないでください。そうするこ
とで、学習の成果や新たな課題も見え
てきます。
充実した夏休みを過ごしてライバルに
差をつけよう
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夏休みとなりましたが、皆さん勉
強は捗っているでしょうか？受験学
年の夏休みとなれば、毎日勉強に明
け暮れることは当然かと思います。
しかし受験学年の人だけではないで
すよ。高1・2生、さらには中学生
にも、毎日登校している人はたくさ
んいます。徳島駅前校ではもはや、
夏休みの毎日登校・毎日勉強は当た
り前のこととなりました。学校があ
る日の勉強量の差はそれほど大きい
ものではありませんが、夏休み期間
の学習量の差は非常に大きいです。
毎日しっかり取り組む人もいれば、
正直全く勉強に手を出さない人も世
の中たくさんいます。約 日間で本
当に大きな差となり、2学期以降の
成績に大きく影響します。
特に主要科目の英語と数学。これ
らは他の教科に比べ、学習量は膨大
です。少し勉強しただけでは、すぐ
に成績には反映されません。だから
こそ夏休みのように、自分の勉強時
間をたくさん取れる期間はチャンス
です。一気に苦手科目を得意科目に、
得意科目を満点科目にさせるチャン
スです。英語と数学に苦手意識を持
っている人は、絶対にこの夏休みに
克服してください。2学期以降はさ
らに学習が進んでいきます。どんど
ん取り戻すことができなくなってい
きますよ。手遅れになる前に、しっ
かり取り戻しましょう。
ではこの夏休みに何をすればいい
のか。もちろんそれは人それぞれ違
いますが、全員に共通なことは「宿
題を早く終わらせること」です。少
なくとも7月中には宿題を一通り終
わらせましょう。そして「毎日受講」
すること。8月までに受講講座を一
通りやりきりましょう。「講座をや
りきる」とは「とりあえず終わらせ
る」のではありません。受講講座を
きちんと理解するまで夏休み期間中
に復習してください。最後に「高速
基礎マスター」です。英単語センタ
ー1800、英熟語750、英文法
750、数学計算演習のⅠAⅡBま
では一周してください。
これだけ多くのことをやり抜くに
は、やはり毎日登校は不可欠ですよ
ね。そのために校舎はお盆期間も含
めて毎日開けているのですよ。大変
ですが、不可能ではありません。む
しろ毎日努力を続けることができれ
ば誰でもできます。学力の差は時間
の差。夏休みはそれを意識して、頑
張っていきましょう！（小倉先生）
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8/12(土)～15(火) 校舎開校時間 9時～17時
8/14(月)～18(金) イングリッシュキャンプ
8/20(日) 東大本番レベル模試
8/27(日) センター試験本番レベル模試

(３)ヒグラシ（4）ジャガイモ
（7）イオ（土星の衛星）

＜前号の答え＞
（1）オラウータン（2）かき氷
（5）ミニトマト（6）クジャク
（8）しらす干し

＜前号の答え＞
（1）方眼紙（砲丸紙）（2）かまくら（3）クジラ（目
くじら）（4）国内旅行（濃くない旅行）（5）さ（五月
は「さつき」）（6）パイン（パンの中に「い」）
（7）ストライキがロングでストロング（強い）
（8）６（小の月） （9）ししゃも（死者も）

じりじりとアスファルトが溶けている
夏を突っ走れ！
クーラーの効いた
コンクリートの教室で
アスファルトより熱く闘え！
目の前の分厚い問題集の
向こうに広がる
未来に突っ走れ！
動いているのは
エンピツだけだが
１４０億の脳細胞が
スパークする！
もう二度とこない今年の夏を
まっすぐ突っ走れ！
ヒグラシの鳴く頃
１ミリの悔いも残すな！

NO.157

問７）日本で一番高いところにある駅は
何駅でしょうか？

問３）ある村に８８軒の家があった。おとと
しの１年間で１１世帯がＡという村に引っ
越していった。去年の１年間で２２世帯が
Ｂという村に引っ越していった。この２年
間で村に引っ越してきた家族はいない。
いま村には何軒の家が残っているか？

問６）オリンピックに参加することので
きる動物を２つ答えよ。

問２）未來くんはくだものやさんにきていま
す。りんご、みかん、いちご、バナナ、がうっ
ていました。このなかでかわなかったもの
はどれでしょう？

問５）フルマラソンの国際大会で最下位
の選手を追い越したらどうなる？

問１）三角定規を１つ使って平行な２本の
線を引け。ただし、三角定規は最初に置
いた場所から動かしてはいけない。

問４）フタが開かない色鉛筆の箱がある。
中身をあけなくても欠けている色があ
るのは分かった。何色だろうか？

なぞなぞ未来くん

（一部編集しました）

東進衛星予備校

「夏を突っ走れ！」

（２

私が保護者会の時によく引用する
「ゲノム（遺伝子）は体の設計図で
はなく、体の作り方レシピである。」
という言葉は、「タイム」というアメ
リカの雑誌に乗っていたものです。
私たちはよく「蛙の子は蛙」「こ
の親にして、この子あり」などと遺
伝によって定められたものは変えら
れないと暗黙の了解をしています。
しかし、このタイムの言葉は料理の
レシピのように作り手のアイデアや
技量でいくらでもおいしくできると
教えてくれているのです。お子様が
料理で保護
者様がシ
ェフです。
お子様の
学力を嘆い
たり、行
動を非難し
たりする
ことは自分
の料理の
腕が稚拙だ
と言ってい
るのと同じ
なのです。
「鳶が鷹を生む」のではなく「鳶を
鷹に育てるのです」
私たち塾教師はシェフの料理の下
ごしらえや食堂の掃除、皿洗い等の
お手伝いをする係です。シェフの邪
魔をしないように、シェフの望んだ
味になるようにバックアップをする
のが仕事です。
できる限りの協力をさせていただ
きます。しかし、主役は保護者様と
お子様なのをお忘れなく。

（１

までの力
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「合格」それは〈までの力〉 受験
当日までに何をやってきたか？その密
度で合否が決まります。小6や中3高
3の受験生は近づいた受験日を意識
します。だから「このままではいけな
い、もっと勉強しなければ…」。と思
い、日々、全力で改善策を考え実践し
ます。〈夏は天王山。〉この問題集を
お盆までに仕上げる。過去問を８月
日までに2回通り解く。9月からはで
きなかった問題の類題にチャレンジす
る。つねに〈までの時間〉を意識して
着実に実践していきます。しかし、ま
だまだ先だと実感の湧かない低学年
生たちは「今」という大切な時間を無
駄に過ごしてしまいがちです。大丈夫
ですか？
受験生たちは思います。「ああ、も
っと早くから取りかかればよかった。
あのころにもどりたい。」しかし、そ
れはかなわない願い。あるのは〈まで
の時間〉だけ。人は、だれでも直前に
ならなければ、なかなか実感できない
みたいです。受験日から逆算して時間
を有効活用できる人は少ないですね。
手遅れならば、不合格になってしまう
のもいいかもしれないですね。後悔し
て、泣けばいい。そこから学ぶことも
ありますよね。今の大人たちもそうい
う道をたどってきて、時間管理ができ
るようになりました。遅かれ早かれ、
どんな人でもできるようにはなりま
す。ただ、今、われわれ大人たちが見
ている世界は一人ひとり違っています。
見ている世界の高い低いは、気づいた
時期に大きく左右されているのかもし
れません。
ちょっとでも早く気づいて、この夏
も精いっぱいの君になれ！
（藤枝先生）

2017年8月の予定

食べ物・動物などいろいろだよ！

～8/31（木） 【ゼミ小中学部・四谷大塚NET部】
2017年 夏期講習会
9/1（金）～ 【ゼミ小中学部・四谷大塚NET部】
通常授業 順次スタート
9/2日（土） 【四谷大塚NET部】 小４生公開組分けテスト
【ゼミ小学部】 小４生～小６生各クラス
「毎週テスト」再開
9/3日（日） 【四谷大塚NET部】 小５生・小６生公開組分けテスト

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》
》
》 2017.7.15
のブログより
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