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12/17（日） 小５生公開組分けテスト（四谷）

12/21（木）～ 冬期講習会 各学年順次スタート

何気ない一言で傷つけて
些細な一言で引き立てる

言葉とは誰もが持っている
破壊の力
言葉とは誰もが持っている
癒しの力

使用方法は
あなた次第
使用効能は
あいて次第

一度使うと元には戻らない
取り扱いには要注意

問７）自分でぐるぐる回り続ける本って
なんだ？

NO.16１

（1）カンガルー（2）さくらんぼ (３)タマムシ（4）クルミ

＜前号の答え＞

（5）オナモミ（6）カブトガニ （7）冥王星 （8）寿司

何ができるだろう

（一部編集しました）

問４）タラちゃんの兄は誰？

問９）買うとお菓子が付いてくる家電は
なんだ？

問３）サザエさんの名字は？

問８）途中で投げ出してしまう掃除道具
は何だ？

問２）シャンプーのあとにかけるものは？

冬休みの落とし穴

「言葉」

（８

12/16（土） 小４生公開組分けテスト（四谷）

言い争いから始まる戦争
話し合いで終わる紛争

（７

12/10（日） 小６生合不合判定テスト（四谷）

今日のリトルクラスの授業では、
「何をしているときが一番楽しいか
？」ということを全員に聞きました。
「ピアノ」「テニス」「野球」「英
語」「トイレ」（笑）などと答えて
くれました。
そのあとで「その楽しいことを一
生懸命がんばっているのも勉強なん
だよ。」と言うと、みんなえっとい
う顔をしましたね。
本当にだれが「勉強は面白くない
などと言ったのでしょう！」「勉強
は面白いに決まっているではありま
せんか。」
大好きなテニスが上手にできるよ
うに素振りをしたり、長時間のプレ
ーに疲れない体力をつけるためにラ
ンニングをしたりするのは、勉強で
す。
分からないことを分かるようにす
ること、できないことをできるよう
にすることは全て勉強なのです。み
んなに大好きなことがある限り、み
んなは勉強が大好きなのです。
実は勉強が嫌いな子など、この世
の中にはほとんどいないのです。勉
強は面白くないと勘違いしている生
徒諸君、勉強とは学校で習っている
教科だけではないのですよ。
でも、塾の先生なので、最後にい
言わせてください。「学校の教科も、
結構面白いよ！」

（６

問１）日本で一番北にある県は？

大学へ行く意味

!!

「ありがとう。
」素敵な言葉です。
語源は〈めったにない有り難いこと
に出会って、心から感謝すること。〉
自分のためにしてくれた心遣いやお
もてなし。社会は「ありがとう。」
で溢れています。普段、何気なく使
っている「ありがとう。
」ですが、
「めったにない有り難いことなんだ。」
ということにまでは気が及びません
よね。奇跡的なことなんだと気づけ
ば、感謝の気持ちも深まります。
日々の生き方も、他人に求めるの
ではなく、相手のために何ができる
かを考えて実行する。
親が我が子のためにできること。
我が子が親のためにできること。
旦那さんが奥様にできること。
奥様が旦那様にできること。
先生が生徒のためにできること。
生徒が先生のためにできること。
おじいちゃんが孫のためにできること。
孫がおじいちゃんのためにできること。
父が母のためにできること。
母が父のためにできること。
あなたが家族のためにできること。
家族があなたのためにできること。
あなたが友達のためにできること。
友達があなたのためにできること。
あなたが社会のためにできること。
あなたが世界のためにできること。
大切な誰かのためにできること。
「ありがとう。
」が聞きたくて、さ
りげなくできること。
一日中、まわりの誰かのためにで
きることを考え続ける。そんな人が
社会に溢れれば、きっと素晴らしい
世の中になるでしょうね。「ありが
とう、ありがとう、ありがとう…。
」
「ありがとう。
」が飛びかう社会目指
して、 月も精いっぱいの君になれ
（藤枝先生）

（５

※年末・年始も毎日開校！！

冬休みが近づいてきました。さす
がに受験生は、クリスマスもお正月
も浮かれることなく勉強するとは思
います。年が明けると、もうセンタ
ー試験は目の前。「今年は勉強しな
がら年を越す」という人も多いでし
ょう。問題は高1、2生の人たちで
す。冬休み期間中一日もサボらずに
勉強をできる人は、果たしてどれほ
どいるでしょうか。
夏休みと違い、冬休みは約2週間
と期間が短いです。しかしその割に
はイベントが非常に多いですね。ク
リスマス、大晦日、お正月、初詣、
家族旅行、里帰り、親戚の集まり、
などなど･･･。これだけのイベン
トの誘惑を断ち切り、勉強だけに集
中するのは、やはりなかなか難しい
ように思えます。
これを実行するための最大のポイ
ントは、「家族の協力」です。よく
思い返してみてください。夏休み期
間は友達と遊ぶことが多いのに比べ
て、冬休みは家族の中でのイベント
が多いのではないでしょうか。今年
こそはひたすら勉強に打ち込むぞ！
と本人が気合いを入れていたとして
も、「今日はクリスマスだから、今日
くらいは家族でゆっくりしよう」「
年に一回のお正月なんだから、２～
３日の旅行くらい一緒に行こう」と
家族から言われたらどうなるでしょ
うか。冬休み前のモチベーションは
一瞬で消えてなくなります。「今日く
らい･･･」のちょっとした緩みの
気持ちが、思いもよらないくらい長
く引っ張ってしまうことがあるので
す。どうかご家族の皆さんにもご協
力をお願いいたします。
（小倉先生）

（４

なぞなぞ未来くん

今回から新企画です！今回のテーマは世界遺産

第一ゼミ・四谷大塚

世間では新しい「大学入学共通テ
スト」や新設される獣医学部につい
てなど大学についての話題もいろい
ろとありますが、受験生はセンター
試験まであと１カ月となり、毎日１
分１秒を惜しんで勉強に励んでいま
す。
日本では、少子化がますます進展
し、受験生世代にあたる 歳人口は、
１９９２年をピークに減少傾向が続
いています。また一方で国公立大学
の数はそれほど大きく変化していま
せんが、私立大学の数は２０１３年
度までひたすら増加傾向が続いてい
ました。その結果、実際に数字の上
では大学を選ばなければ希望者全員
が大学に入ることができる「大学全
入」の状態が現実のものとなっている
のです。
ひと昔前の少数の限られた人のみ
が大学へ進学し、大学での教育は一
部のエリート層に英才教育を施すと
いう役割を果たしていた頃とは違い、
希望すれば誰もが大学へ進学する機
会を得られるようになったと言える
でしょう。
さて、そんな中で皆さんは何故そ
の大学を目指しているのでしょうか
？ 将来の夢、目標のため、やりた
い仕事、研究のためなど明確な志望
理由がある人もいるでしょう。でも、
なんとなくという人はよく考えてみ
ましょう。
どうしてもその大学に行きたいと
いう強い思いが受験勉強を頑張る原
動力になるはずです。その思いが志
望校合格に繋がる大切な要素のひと
つということです。もちろん大学に
進学したあとの過ごし方も大きく変
わるでしょう。受験生も１・２年生
も大学に行く意味を考えてみましょう。
（河野先生）
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オリジナル課題合宿
お正月に勉強をするのは、受験生だ
けではありません。ということで、お
正月に合宿します。
（受験生は対象外です。）
『オリジナル課題合宿』
日程：１月３日（水）朝 時～１月４
日（木）昼 時
内容：基本は、各自の課題に取り組む
流れになります。
■ 冬休みの課題が終わってないのな
ら、この日に終わらせましょう。書き
初め等は家でやってください。
■ 冬休みが終わると、学校では即テ
ストです。お正月に家でさぼって、テ
ストが悪かったとなるぐらいなら、皆
で一緒に頑張りましょう。質疑応答可
。
■ １月には英検の試験を受ける人も
いることでしょう。スタッフを揃え、
英検準１級まで対応できるよう準備万
端でお待ちしております。
■ それ以外の課題でもＯＫです。
■ 初詣
■ 餅
注意事項
■ 取り組む課題は、必ず自分で持っ
て来てください。
■ 当日はアパホテルでの宿泊になり
ますが、ボイラー工事の為、お湯が使
えません。必然的に、お風呂も使えま
せん。希望者は、近隣の銭湯をご利用
下さい。家のお風呂がいい場合は、お
風呂の帰宅はＯＫです。
■ 恒例の餅つき大会は、餅をつくの
か、機械に頼るのかは検討中です。決
まっていることは、餅を丸めることで
す。
■ ４日の朝から、学校の補習がある
場合、皆で学校に行きましょう。荷物
はお預かりします。
■ 初詣の前に既にお参りしている場
合は、初詣という言葉が適当でない気
がしますが、４日の朝にお参りに行き
ます。
■ 食事にアレルギーがある場合は、
申込用紙の余白にご記入お願い致しま
す。
以上、多数の頑張る皆さんの参加を
お待ちしております。 （齋藤先生）

（３

12/17（日） 最終12月センター試験本番レベル模試

＜前号の答え＞
（1）苺（イチゴ）（2）空気（食う気）がない（3）獅
子舞（4）鰤（ブリ）（5）音階（ドレミファソラシ）の
数（6）なべぶた（漢字の部首） (7)野球（７と１０＜
納豆＞の間）（8）千＋一＝手（9）蜆（シジミ）

問６）とある少年が言いました。 「僕は将
来 ０－３ になりたい！」一体何に
なりたい？

（２

東進衛星予備校

問１０）お日様とお月様が一緒に出ると
どうなる？

問５）とある青年が「倍倍倍倍 差差差差」
と言って去っていきました。 何をす
る？

（１

12/9（土） 小６生公立中高一貫校適性検査模試（ゼミ）

この写真の世界遺産は何？
四谷大塚NET徳島駅前
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《
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