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4/14（土）

毎週テスト新年度スタート（ゼミ小学部）

4/28（土）

新小４生公開組分けテスト（四谷部）

4/29（日）

新小５・新小６生公開組分けテスト（四谷部）

4/22（日） センター試験本番レベル模試

東進衛星予備校

4/29（日） 高校生レベルマーク模試

＜前号の答え＞
（1）サクラソウ（2）サクラ (3）ハナモモ （4）ハナミズキ
（5）ハクモクレン（6）ジンチョウゲ (7)コブシ (8)ナノハナ

今、この日々を、今、この瞬間を、
目一杯生きること。
大好きな家族と、友達と、仲間と、
過ごすこと。
幸せを全身で受け止めること。

問１）揚げ物が出るのは何曜日だ？

大切なものは当たり前のなかに
埋もれているよ。

問５）切れないのこぎりを使うと切れるも
のってなんだ？

＜前号の答え＞
（1）蔵（くらっ！）（2）すいか（3）ジンジャーエール
（4）トナカイ（5）後悔 (6)キリン （木＋林）
(7)ストッキング （8）鉄（金＋失） （9）ポパイ

大切なものは失くしたときに初めて解る。
でも失くしてからでは遅い。

大切なものは何ですか。
「愛こそすべて」
「夢を抱いて」
「希望を持とう」
そんな言葉をよく耳にする。
でも、それが実感として解っている人は
どれくらいいるだろうか？
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問９）子供とその両親が雨に降られて家
に帰った。3人のうち、2人だけ髪
が濡れていた。それはなぜ？

問４）朝から晩まで仕事をしたら給料以外
にくれるものは何でしょう？

問８）さむくなるほどあつくなるものって
なんだ？

問３）野球をやっています。晴れの日、雨の
日、曇りの日。全然打てない日はいー
つだ？

問７）世界で一番恐れられているスター
ってなーんだ？

問２）5÷2の答えはどんな食べもの？

問６）かつお、わかめ、たら。お店で店員
さんにやけに勧められるのは誰で
しょう？

新しい世界で

（７

新小６生合不合判定テスト（四谷部）

「大切なもの」

（６

4/8 （日）

にとって初めての東進模試となる高
１レベルマーク模試は４／ （日）
にあります。今までの中学校での定
期テストとは様子が違うので、戸惑
いもあるかもしれませんが、試験の
形式に慣れるためにも、自分の現在
の学力を知り今後の課題を見つける
ためにも、必ず受けるようにしまし
ょう。
そして４／ （日）にはセンター
試験本番レベル模試がありますが、
受験生にとって入試本番までに東進
のセンター試験本番レベル模試はあ
と５回しかありません。これから実
施される模試を連続して受けること
で、その間の自分自身の「学力の伸
び」＝「努力の量」をしっかりと把
握していくことができます。また、
東進模試の特長のひとつである「絶
対評価」により志望校合格まであと
何点必要かを具体的に知ることで今
後、取り組むべき課題も明確になる
でしょう。
もし、まだ受験生という自覚のな
い人（そんな人はいないと思いたい
ですが）は志望校に合格した先輩の
その時期の点数と比べることで意識
も変わるのではないでしょうか。や
らないといけないと思っていてもな
かなかできないという人は、とにか
く校舎に来るようにしましょう。校
舎に来れば、まわりに頑張っている
仲間がいます。いやでも勉強に集中
できる環境があります。大学入試本
番の日に「やれるだけのことは全部
やった」と自信をもって言えるよう
に今から本気で取り組みましょう。
（河野先生）

（５

通常授業スタート（ゼミ小・中学部、四谷部）

次は君たちの番

（４

4/7 （土）

今日は班に分けてアクティブ・ラーニ
ング授業をしました。
①何をグラフにするかを決めること
②数える作業 ③グラフ記入 ④デコレ
ーション（笑）これらすべてを生徒たち
にやってもらいました。
私は生徒たちがグラフづくりから外れ
そうになったときだけ軌道修正に入り、
基本的には生徒たちに任せました。
ある班は、中心になる子が色々決めて
みんなを引っ張っていき、その子以外の
子ども達も自分の得意なこと
で参
加し、最終的に凝ったグ
ラフができました。
また、ある班は何も
しないで見ているだ
けの生徒がいたので、
それを責めたり先生
に告げたりして、ち
ょっと険悪なムード
になってしまいまし
たね。
しかし、それも含めて
ア
クティブ・ラーニングなんだ
と思
います。当然グラフづくりは算数の大切
な授業ですが、今日の目的は主体的にグ
ラフづくりに参加したか、自らの得意な
ことをそれに生かせたかということです。
チームワークが良かった班、グラフを山
の形にしたアイデアが優れていた班など、
良いところがいっぱいありました。今日
は２年生のアクティブ・ラーニングの始
まりでした。次回にやる時に今日の反省
を生かすと、今日の授業に意味が出てき
ますよ。
（一部編集しました）

（３
２０１８年春期講習会 終了

出会いと別れの春。卒業式。「こ
のまま、ずっとみんなといたいよー。
離れるのは嫌だよー。」ときみは顔
をくしゃくしゃにしていたよね。ク
ラスのみんなも肩を震わせて泣いて
いた。先生もこみ上げる感情を抑え
るのに必死で、じっと天井を見上げ
ていたね。…あの日から、もう幾日
たったかなあ。いつもの仲間と、毎
日顔を合わせることもなくなって、
寂しさにも少しずつ慣れてきたかな。
蕾だった桜も、はや満開だね。巡り
ゆく季節の中で、人の心も少しずつ
だけれど移っていくね。日増しに暖
かくなる４月。校門を通り抜け、新
しい校庭に足を踏み入れ、間もなく
きみは入学式。新しい世界で、新し
い友との出会いの予感。ほんの少し
の不安もあるけど、大きな希望を胸
に抱き、新しい世界へ羽ばたこう！
春は心ウキウキ解放感に浸れます
ね。踏み出す力が湧いてきますね。
失敗を恐れず、自分の信じた道を突
き進んでください。これからの生活
にも、試練は付きものです。そのた
びに悩み苦しみ絶望的になるかもし
れませんが、一生懸命考え抜いて最
善の解決方法を見つけてください。
本当に行き詰った時は、周りを見渡
してみてごらん。一人じゃないこと
に気づくはず。あなたを見守ってく
れる沢山の人がいることにも気づき
ます。あなたの力になってくれる人
がたくさんいます。成功と失敗。人
がより多くを学ぶのは失敗からです。
だから、新しい世界で自分がやりた
いことに、どんどん挑戦してくださ
い。新しい世界がどんなに苦しくて
も、つらくても、失敗を恐れず、い
や「失敗してやろう！」くらいの心
意気で、逆境を楽しみ、どんなとき
でも、精いっぱいの君になれ
（藤枝先生）

（２

なぞなぞ未来くん

今回は春の草花を選んでみました。

第一ゼミ・四谷大塚

ん。人生、山あり谷あり。だから、
人生は楽しい！新しい目標に向かっ
て、しっかり頑張ってください。大
学受験で培った経験や苦難は、きっ
と役に立つはずです。
さて、次は新学年の皆さんの番で
す。先輩の姿を見て「大学受験は甘
いものじゃない」というのが分かっ
た人も多いと思います。どれだけ勉
強しても終わりなどありません。合
格に近づくことはできたとしても、
100％合格することなどありえま
せん。
逆に、
毎年必
ず逆転
組が存
在しま
す。一
年前に
は思い
もよら
ないよ
うな大
学に、
ラスト
1年間
で一気に追いつく人がいます。当然
ですが、並大抵の努力では届きませ
ん。人の何倍もの努力が必要です。
勉強の質ややり方を追求するのはも
ちろんですが、まずは勉強量で他の
人には負けないようにしましょう。
大学受験に今の成績はほとんど関係
ありません。大切なのは、1年後に
合格点が取れるかどうかです。
以下は、合格者より後輩の皆さん
へのメッセージ。
「悩んでいることがあったら、担任
の先生や担任以外の先生でも相談し
ましょう。英語が苦手な人はとても
大変なので、早いうちに少しでも苦
手を克服しておきましょう。本当に
行きたい大学や学部があるなら、誰
に何を言われても志望を変えない方
がモチベーションが上がります。頑
張って下さい。」
（小倉先生）

（１
4/6 （金）

この写真は何の草花
四谷大塚NET徳島駅前
2018.3.7のブログより

《
《
《ブログ・アーカイブから》
》
》
2018年4月の予定

!!

東京大学、京都大学、東北大学、名古屋大学、東京医科歯科
大学、神戸大学、神戸市外国語大学、東京海洋大学、静岡大
学、岡山大学6名、愛媛大学、香川大学２名、徳島大学１６名
、鳴門教育大学３名、愛知教育大学、北九州市立大学、防衛
医科大学校、防衛大学校２名、慶應義塾大学２名、早稲田大
学２名、上智大学、東京理科大学、中央大学２名、明治大学
、立教大学、関西大学５名、関西学院大学７名、同志社大学
７名、立命館大学６名、順天堂大学・・・その他多数
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今年度の大学受験が、一通り終了
しました。卒業生の皆さん、まずは
卒業おめでとうございます。卒業生
たちの進路が各々確定し、新しい道
へと進んでいきます。どの道を選ん
だとしても、平坦な道などありませ

面談でいろいろと話をしたことで気分転換にもなり、
モチベーションも高めることができました。学校の
先生や家族も応援してくれたので頑張ることができ
ました。将来、社会に貢献できる人財になるため大
学でも頑張ります。
その他、

卒業生からのメッセージ
■東進は自分のスケジュールに合わせ
て学習できるので、部活との両立がで
きた。
鳴門教育大学（教育）
■周りの人が勉強しているので、刺激
になり家でやるよりも集中して取り組
めた。
徳島大学（医）
■英語が苦手でしたが、勉強方法を教
えてもらい、本番までに大きく伸ばす
ことができました。ありがとうござい
ました。
岡山大学（理）
■1年生の頃から志望校を決めていた
ので早くから受験科目を知ることがで
き、早く受験勉強に繋ぐことができま
した。 神戸市外国語大学（外国語）
■どの教科を重点的にやればよいかア
ドバイスを貰うことができたので、時
間がない中で効率よく勉強を進めるこ
とができたと思います。ありがとうご
ざいました。
岡山大学（教育）
■サポートありがとうございました。
人生学んできます！妹たちをよろしく
お願します。慶応義塾大学（環境情報）
■今日できることは今日のうちに。今
できることは今のうちにしておいて下
さい。
関西学院大学（商）
■授業をコツコツ受けて復習が大事！
明治大学（理工）
■頑張れ！ 早稲田大学（文科構想）
■分からない問題を丁寧に教えてくれ
たり、時期に合わせた勉強法を教えて
くれたりしてくれました。今まで３年
間ありがとうございました。
名古屋大学（工）
■グループミーティングで決めた目標
や、担任の先生と決めた目標は必ず達
成できるように頑張りました。期限や
目標は絶対守りましょう。
徳島大学（看護）
■最後まであきらめず強気でいったら
いけます。判定が悪くても自分を信じ
て頑張ってください。京都大学（農）
■志望大学を変えるときに背中をおし
てくれました。なかなか踏ん切りがつ
かなかったけど、やってやれないこと
はないだろうと勇気がもらえました。
東京大学（文Ⅱ）
■勉強はもちろん、いろいろな話をし
て楽しかった。大学生との話はモチベ
ーションにつながった。
岡山大学（工）
■１年・２年のときも毎日来る。1時
間でもいいので毎日来ることが大切だ
と思う。
徳島大学（看護）
（齋藤先生）

模試がスタートします！
４月になり新学期がスタートしま
す。この春から入学した高校１年生

理科に不安があり徳島駅前校に入学。理科はずっと
苦労したけど、気がついたら得点源になっていまし
た。学校を初め東進の先生が応援してくれたので、
最後まで諦めずに強気でいくことができました。本
当にありがとうございました。
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日本史、世界史の論述は成果が出るまで時間がかか
りましたが、土日も毎日来て取り組みました。進路
について悩んだときには背中を押してもらえたこと
で、やってやれないことはないと思い頑張ることが
できました。お世話になりました。

(月刊)
日曜日
2018年4月1日

第一新聞
（2）東進衛星予備校/その他

3/16(金)合格者報告会

