東大入試同日体験受験（1日目）

自分を見つめること
そうすることで
あなたの道は示される
自信を持って 前へすすめ！

「先生！」
「一番大切なことって何？」

人生って悩むことばかり
油断することもあるけれど
気高い心を持って
ん～と背伸びすればいい！

立派なことって何ですか？
頑張ることって何ですか？
とらわれないことって何ですか？
うらやましいことって何ですか？

NO.163

(1)富士山に登ったときの感想は？
(2)エベレストに登りましたか？
(3)あなたの名前は？
登山家は何と答えたのでしょうか？

問２）お父さんと息子が交通事故で病院に
運ばれました。そして病院の先生が、
こう言いました。「この子は私の息子
です。」と。何故でしょうか？

問５）ある登山家に３つの質問をしたら
答えがすべて同じでした。

問１）ある法則で集められた４つの言葉が
あります。「ステーキ、サッカー、シ
ーソー、チーズ」ではこの４つの言葉
と同じ仲間に入るのは次のどの言葉？
「ビール、ジュース、スープ」

問４）アルファベット２文字が表す英単語
は何？
Ｓ
Ｇ

旅 立 ち

2/26（月） 東大入試同日体験受験（2日目）

2次試験に向けて

（８

2/25（日） 国公立大学試験開始

センター試験同日体験受験

!!

目 標 得 点

（７

2/18（日） 第一回センター試験本番レベル模試

英語132点 国語146点 数Ⅰ
Ａ54点 数ⅡＢ37点 社会50点
理科50点
これは、神戸大学（文系）に合格し
た生徒が高２生時に受けた「センター
同日体験受験」の平均点です。
英語116点 国語112点 数Ⅰ
Ａ57点 数ⅡＢ10点 社会45点
理科46点
これは、高１生時の平均点です。数Ⅰ
Ａの成績が高２の方が悪いのは、数Ⅱ
Ｂの学習をしていたら数ⅠＡを忘れて
いたということでしょう。

（６

東進衛星予備校

「あなたの道」

（５

春期保護者説明会（ゼミ小・中、四谷）

2/25（日）

中１・２生基礎学力テスト（各中学校）

2/14（水）

受験生は国公立大学の二次試験や
私立大学の一般入試に向けて頑張っ
ているところです。そんな受験生た
ちが受けたセンター試験当日に、高
校１・２年生はまったく同じ問題に
チャレンジしました。
大学入試センター試験の問題を実
際に体感したことで、見えてきたこ
とはなんでしょうか？ センター試
験同日体験受験では自分の志望校に
合格した先輩たちの１年前、２年前
の成績と今回の自分の成績とを比べ
ることができます。もちろん、ただ
点数を比べて良かった、悪かったと
いうだけでなく、現在の自分の実力
を知ったうえで、先輩たちの点数に
追いつき、追い越すには何をやらな
ければいけないのか、課題を明確に
することができたはずです。自分た
ちの入試本番から逆算して何をいつ
までにやるのか、それをもとに毎月、
毎週の目標と予定を立てて実行する
ことが大切です。
一週間の目標が 「とりあえず今で
きる学習量」になっていませんか？
それでは「とりあえず今いける大
学」にいくことになりませんか？
いきたい大学があるなら、やらなけ
ればいけない学習量を目標にして、
それができる予定を立てて実行して
ください。一週間の自己管理をきち
んとして目標を達成することが自信
にもつながり、その積み重ねが入試
本番での目標点突破への鍵となりま
す。
（河野先生）

（４

2/19（月）～ 学年末テスト実施期間（各中学校）

今日の小１はお買い物ごっこの準備を
しました。
まず、ひとりひとり「何やさん」にな
るか決め、そこで売るものを考えました。
ケーキ屋さん、お花屋さん、パン屋さん、
八百屋さん、果物屋さん、ゲーム屋さん
（？）、トイレ屋さん（？？）
いろいろなお店が出てきましたね。
売るものも一生懸命考えていました。
ケーキ屋さん
ではチュロス
は売っている
かな？とか、
パン屋さんで
ロールケーキ
は売っている
かな？など・
・・。
素直な疑問が
いっぱい出てきましたね。
とてもいいことだと思います。頭の中に
〇〇屋さんのイメージができてきて、そ
のイメージの中に具
体的な品物が並べら
れていくのはとても大
切な勉強です。
また、品物を書い
ていった後に値段も
決めましたね。高す
ぎては誰も買ってく
れないし、安すぎる
ともうからないというアドバイスはしま
したが、みんな、適切な値段をつけてい
ました。「おかいものごっこ」はかなり
レベルの高い算数（生活）の勉強だなと
感じました。
（一部編集しました）
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新小５（現小４）・新小６（現小５）中学受験対策授業

皆さん、センター試験お疲れ様で
した。思い通りの結果となった人、
思った以上の結果に喜んでいる人、
自分のイメージ通りの点数が取れな
かった人、結果は人それぞれだと思
います。しかし勝負はこれからです
ね。大半の人は国公立大学の2次試
験がこれから待ち受けています。今
までの経験から言って、毎年センタ
ー試験でこけても、逆転合格する生
徒は存在しています。しかもかなり
の人数でいます。国公立大学の場合、
やはり2次試験のほうが合否を分け
るポイントとなっています。センタ
ー試験があまりできなかった人は逆
転を信じて、またセンター試験が良
かった人も絶対に慢心せずに、2次
試験に向けての勉強を進めてくださ
い。
2次試験に向けての勉強で何をす
べきかは、当然人によって違います。
大切なのは、何をすべきなのかを、
きちんと相談することです。センタ
ー試験に比べて2次試験は教科が少
なくなる分、１つ１つの教科の重み
が非常に大きいです。2次試験まで
約1ヶ月しかないですが、1教科あ
たりの学習量はかなりのものです。
どのような戦略で進めていくか、何
をどのようにどれくらいやり込むの
か、しっかり自分で考えて、その上
でしっかり相談して決めましょう。
さて高1・2年生の皆さんは、受
験勉強に励む先輩たちの姿をどのよ
うに見ているでしょうか。来年、再
来年はいよいよあなたの番ですよ。
精一杯、悔いを残さないよう頑張り
ましょう！
（小倉先生）

身近な人の旅立ちに直面するたび、
考えさせられます。「人の一生って
何なのだろう。この人は幸せだった
のだろうか…。一方、自分の人生は
このままでいいのだろうか…。」と。
生者必滅、会者定離、生きとし生け
るものは必ずこの世を去ります。そ
れもいつなのかは分かりません。
「あなたに出会えて本当に良かっ
た。嬉しくてうれしくて…。」と心
満たされるときもあります。一方、
鉛色の空気の中、やつれた母親の手
を握り、
「お母さんありがとう、私、…。
わたし、お母さんの子供でよかった。
今まで育ててくれて…、本当にほん
とうに、ありがとう…。」しばらく
して、母は、最後の力を振り絞って
声にならない声で、「生まれてきて
くれて、…。ほんとに、あ・り・
が・と…ね…。」と。涙の雫が、真
っ白いベッドにポタリと落ちるとき
もあります。
人は、生ま
れてきてこれ
まで、さまざ
まな出会いと
別れを繰り返
して、今があ
ります。喜怒
哀楽、その
時々のできご
とに揺れ動か
されるのが心
です。めちゃ
くちゃがんば
ったり、もうだめだとあきらめてしま
ったり…。生まれてきたからには、き
っとなすべき使命があるのでしょう。
ことあるごとに、探し求めるのだけ
れど、なかなか核心までたどりつけ
ません。ある時これだと悟った気に
なっても、もうあくる日はまた新し
い何かを探しています。人はいつも
心の隙間を埋めようともがきます。
一時期、満たされるときもあるのだ
けれど、またすぐ隙間風が忍び込み
ます。
「余命半年と宣告されたら、あな
たは何をしますか？」あるドラマの
ワンシーンです。日々の生活の中で
は全く思いもしない場面です。〈今
日と同じような日が明日もちゃんと
やってくる〉とわたしたちは思い込
んでいます。未来は〈「今」という、
この瞬間の連続〉その先にやってき
ます。やってこない場合だってあり
です。だからこそ、この一瞬いっし
ゅんに全身全霊を傾け生きる！大切
な人のために、この2月も精いっぱ
いの君になれ
（藤枝先生）

第一ゼミ・四谷大塚

高１･２生にとって受験はまだ先の
事と考えがちです。目指す大学は自由
ですが、実はすでにこの時期の目標得
点は存在しています。そして、目標得
点ぐらいの生徒が、残りの期間コツコ
ツ勉強してようやく入れる点数です。
これに届いていない生徒は危機感をも
ってください。「頑張るから」等とす
ぐに言いますが、目標得点付近の生徒
は、すでに頑張っています。そして、
この点数に追いついても彼等はすでに
先を走っています。
「センタ
ー同日体験
受験」の流
れで「東大
同日体験受
験」の紹介
をします。
これは、東
大の前期試
験の日に、
同じ問題に
挑戦するものです。普通に考えて難し
いです。しかし、過去に東大や京大を
受験した生徒は、実は高1から受けて
いる生徒がほとんどでした。学力が優
秀な生徒でも、試験の結果は悲惨です。
数学一桁の点数でもめずらしくないで
す。しかし、「難しかったです。」で
終わる生徒たちではありません。出来
なかったことに対する悔しさ。自分の
力と必要な力の分析。そこから1～2
年間で攻略する為の戦略をたてる。こ
の「東大同日体験
受験」を通して、
闇雲に勉強する生
徒と、やるべきこ
とが明確な生徒に
分かれます。この
二者の差が2年後
の合否を大きく分
けているように感じます。「彼を知り
己を知れば百戦殆からず。」 （孫子）と
いうことでしょうか。 （齋藤先生）

（２

スタート（ゼミ・四谷）

（1）エアーズロック（オーストラリア）（2）カナディアンロッキー

＜前号の答え＞

（カナダ） (3）ガラパゴス諸島（エクアドル）（4）グレートバリアリーフ

（オーストラリア）（5）ブルーモスク（トルコ）（6）アンコールワット

（カンボジア）（7）ウユニ塩湖（ボリビア）（8）ペトラ遺跡（ヨルダン）

＜前号の答え＞
（1）ソフトボール（祖父と）（2）タクシー（3）柿（火気厳禁）
（4）事故（「ふじこ」ー「ふ」）（5）にくまん（6）植物
(7)ハイキング（8）ハスキー犬 （9）お酢（雄）（10）ガソ
リンスタンド（油を売っている）

問３）「大きい」「やっぱり」「かたい」３つ
の言葉のうち、イラストレーターが「挿
絵」に出来なかったのはどれでしょう？

（１

なぞなぞ未来くん

今回は日本の城です。案外知らないものですね。
2/3（土）～ 新学年通常授業スタート（四谷）

この写真は何城（日本の城）？
四谷大塚NET徳島駅前
《
《
《ブログ・アーカイブから》
》
》 2018.1.10
のブログより
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