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嘘をついたときは、
すぐに気づいて、
叱ってください。

頑張っているときは、
黙って見守って、
私にパワーをください。
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心が折れてしまったときは、
まあそんなこともあるさと、
微笑んでください。

問１）サバイバルゲームで威張る魚はなん
だ？

問７）お寿司屋さんの、あるネタとある
ネタが合体したら、ノロマな虫に
変身しました。さて、何と何？

問２）ふじこさんが太ったら何が起こる？

問３）皿から変な臭いがするのはいつ？

問８）買うときは黒く、使うときは赤く
て、捨てるときは灰色のものは何？

問９）半分にすると無くなってしまう数
字は何でしょう？

問５）イカが経営するお店で、ある鳥を飼
ったらとても怪しい店になってしまい
ました。さて、何を飼ったでしょう？

＜前号の答え＞
（1）金曜日（フライデー）（2）ごはん（５の半分）（3）雨の
日（全然雨天＜打てん＞）（4）日が暮れた（5）息（息が切れ
る）(6)わかめ（買いそう＜海藻＞だから）（7）モンスター
（8）氷 （9）父親がはげていた

＜前号の答え＞
（1）オオイヌノフグリ（2）カラスノエンドウ (3）スズメノカタビラ
（4）ノゲシ（5）ハコベ（6）オニタビラコ (7)ナズナ (8)ハハコグサ

問４）小声でヒソヒソ言いながら、焚き火を
しています。さて、何を燃やしているの
でしょう？

人を傷つけてしまったときは、
まっすぐ私の目を見て、
謝る勇気をください。

問６）静かな所で思いついたことは、良
いこと？それとも悪いこと？

こいのぼりたち
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「志」

（６

「そばにいて」

（５

四谷クラスは一つ上を目指す生徒
たちの集まりです。ですから、学力
をつけることを最優先しています。
しかし、学力をつけることは、簡単
ではありません。ゼミクラスの倍以
上の授業時間をこなし、宿題量も半
端ではありません。また、宿題が済
ませてあればよいというわけでもあ
りません。本当に自力でこなし、問
題を解いた後、答え合わせに時間を
つかい、それでもわからないことが
あれば、先
生に勇気を
もってたず
ねる必要が
あります。
そのような
地道で我慢
強い勉強が
圧倒的な学力を生んでいきます。先
輩たちの合格中学、その後の高校、
大学の実績を見ればそのことがわか
ってもらえると思います。
ありがたいことに、四谷大塚にあ
こがれを持っていただく生徒、保護
者様は多くいらっしゃいます。しか
し、そのあこがれをかなえるために
は努力を惜しまないでください。四
谷大塚といえども授業に参加してい
るだけでは学力は上がらないのです。
言い古されている言葉ですが「学問
に王道なし！」です。
（一部編集しました）

（４

東進衛星予備校

す。
まずは一つの目標として１年生は
向上得点月間 点を目指してくださ
い。復習したい、宿題が・・・、様
々な言い訳を聞きますが、関係ない
です。月間 点を取る東進での学習
量に、さらに復習と宿題の時間をつ
くればいいだけです。
皆さんは、志望大学を簡単に医学
部、薬学部、阪大、神大、といいま
す。目標は高いほうがいいともいわ
れます。ただ、目標を高く設定する
なら、それに見合った努力が必要に
なります。努力が伴わない口だけの
目標なら、ない方がましです。しか
し、努力が伴えば、高１生の今から
ならどの大学でも合格への道は必ず
作ることはできます。
（齋藤先生）
「私は小学三年生の時から塾に通
っています。当時はあまり算数が得
意ではなかったのですが、先生が熱
心に教えてくださり得意教科となり
ました。私もこのような素晴らしい
教師になりたいと思います。教師と
は、受け持った生徒の人生に良くも
悪くも影響する職業です。そのため
に勉強はもちろん、生活面でも生徒
の相談に乗り、生徒の良き見本・道
しるべとなれるように精進していき
たいです。」
これは卒業生がかつて書いた志作
文です。文章として拙い部分が少し
あるにせよ、彼がなぜ勉強を頑張る
のかがよく分かる文章です。ちなみ
に彼は今春、無事に大学に合格し、
教師への道の第一歩を踏み出すこと
ができました。
なぜ勉強するのか。その答えは当
然人によって違います。なりたい職
業、行きたい大学や学部、地元の徳
島県で活躍したい人や県外または海
外に飛び出したい人、本当に様々で
す。また特に高校に上がったばかり
の一年生にとっては難しい質問かも
しれません。今までそんな事を考え
たこともなかったという人もいるで
しょう。
東進では、勉強だけでなく、その
理由を徹底的に考えるように指導し
ています。ただ目の前のテストで良
い点を取るため、大学に合格するた
めだけでいいのでしょうか。もっと
先を見据えてください。どのような
職業に就き、何をしたいのか。どの
ような形で社会・世界に貢献してい
きたいのか。そう考えるとワクワク
してきませんか。今皆さんが勉強を
頑張っているのは、あなただけのた
めではありません。自分だけのため
ではなく、社会への貢献や発展にも
ちゃんとつながっているのです。
（小倉先生）
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ふと窓を開けると、青葉若葉が風
に揺れ、光の天使たちがふりそそい
でいるようです。コーヒーを飲みな
がら安らぎに浸っていると、ラジオ
から流れるいつもの天気予報が「お
昼までは晴れますが、午後から時々
曇り、夜は一時雨脚が強くなるでし
ょう。」と…。〈爽快な気分、時々
不安、のち絶望。〉天気も気分も
日々移り変わります。雨を楽しみ絶
望を楽しめたら嫌なことが無くなり
ます。つらい宿題が楽しみに変われ
ば、大変な受験勉強や仕事が楽しみ
に変われば、すべてのことが幸せ気
分でいられます。
そんな方法はあるのでしょうか？
普通の人なら「ある訳ないじゃん。」
と考えてもみないでしょう。それが
ちょっとした工夫で実現可能なんで
す。確かに自然災害など、どうしよ
うもないことがあるのも事実です。
不治の病で余命何日ということもあ
ります。し
かし、大概
のことは、
考え方や
「言葉の力」
でどうにか
なります。
この雨は
大地を潤し、
植物を育て、草食動物たちの腹を満
たします。しみ込んだ水は湧き水と
なって、川となり激流となり絶景を
創ります。わたしたちの飲み水とし
て命をつないでくれます。やがて大
河となり海につながり魚たちを育て
ます。そう考えると「雨もまたよし、
雨よ、ありがとう！たまには濡れる
のも気持ちがいいや 」
苦しくて嫌なことも同じように考
えます。アスリートが重いバーベル
を持ち上げ体を鍛え、晴れ舞台で感
動シーンを生み出すように、毎日の
宿題や受験勉強は脳を鍛え思考力を
強化し、創造力を育みやがて豊かな
未来をつくります。気力、知力、忍
耐力、分析力、決断力、創造力…、
さまざまな人間力を育て、命を輝か
せます。使う言葉も変えるのです。
「母ちゃんを喜ばそう！逆境は人を
鍛えるんだ！乗り越えられない試練
はない！絶対上手くいく！だって俺
はすごいから！大丈夫だいじょう
ぶ！どんどん良くなる！…」五月の
空高く泳ぐ、こいのぼりたち。夢に
向かって、精いっぱいの君になれ
（藤枝先生）
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5/2（水） 受験学年対象保護者会
5/13（日） 難関大・有名大本番レベル記述模試
5/27（日） 高校２年生対象保護者会
※GW期間中も通常時間で開校しています

目標を持って毎日学習
新学年になり、はや１ヶ月が過ぎ
ようとしています。
学校のクラスの雰囲気や部活での
人間関係など、１年生も高校生活に
慣れてきた頃だと思います。
勉強の習慣についてはどうでしょ
うか？部活生も練習時間のことなど
を考えて校舎での時間割を設定する
ことができていますか。
この時期にきちんと勉強するクセ
をつけることで、梅雨入りして雨の
多い日も、太陽が照りつける夏の暑
い日も、弱い自分に負けずに勉強に
取り組むことができます。そして、
勉強する習慣をつけて継続していく
ために、も
うひとつ
大切なこと
は 目｢標 ｣
を持つこと
です。目
標があるか
らこそ頑
張れる。それ
は勉強に
限らず、スポ
ーツでも
何でも同じで
しょう。
県｢大会で優
勝する と｣
いう目標があるからこそ厳しい練習
も続けられるのと同じで、継続して
勉強していくためにも「目標」を見
つけましょう。
将来の夢、行きたい大学・学部な
どはもちろん、志望大学に合格する
ためのテストでの目標点、そのため
に日々やるべきことなど、大きな目
標から小さな目標まであると思いま
す。目標達成のために今月やるべき
ことを考えて取り組みましょう。ま
ずはゴールデンウィークにどれだけ
勉強しますか？ダラダラした一日を
過ごすなんてもったいないですよ。
朝から校舎に来て勉強しましょう。
（河野先生）

（２

4/30（月）～5/6（日） GW休み
※２Fは休みですが３・４Fで自習はできます。
東進衛星予備校の先生の指示に従って使用してください。
5/7（月）
通常授業再開
漢字検定申込み締切り
※検定日⇒６月９日（土）１０時～
５階大会議室
5/26（土）
５月度月例テスト
（ゼミ小学部⇒小６生公立中高一貫校受検生対象）
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向上得点
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高１生も東進での勉強に少しずつ慣
れてきたことだと思います。東進に通
う中で、「向上得点」という言葉をよ
く耳にすることがあると思います。今
回は「向上得点」について説明します。
東進では、「向上得点１点」＝「セン
ター試験得点１点の伸び」として定義
されています。センター試験はなくな
りますが、成績の伸びの目安です。で
は、向上得点が具体的に何をしたら何
点上がるかを簡単に説明します。
【授業編】
○確認テスト…SS判定で0.5点。
S判定で0.25点
○講座修了判定テスト
例） コマ講座 中間テスト１回・修
了判定テスト１回の場合
講座全体 点⬇そのうち中間テスト2
点、修了テスト8点
例） コマ講座 修了判定テスト１回
（中間テスト無し）の場合
講座全体 点⬇そのうち修了テスト5点
例）5コマ講座 修了判定テスト1回
の場合
講座全5点⬇そのうち修了テスト2.5点
テスト判定結果により向上得点は異なる。
①SS判定 満点 ②S判定 半減
※最終講受講日から8～ 日経過する
と得点は半減、 日以上経過すると得
点4分の1になる。
【高速基礎マスター編】
○英単語センター1800…修得5点、
完全修得5点
○今日のコラム…テスト合格0.01点
※ただし当日または前日配信分を初回
合格した場合のみ得点付与。
○数学計算演習 数学Ⅰ…学習項目ご
とに、確認テスト2回連続合格で
0.5点。完全修得5点
【東進模試編】
○当日受験かつ全科目受験2点
○当日受験かつ科目不足or 志望校
記入無し0.5点
○後日受験0点
この向上得点は、どれだけ頑張った
かの努力量の数値価とも言えます。授
業を受けたら、確認テストのSS合格
を目指しましょう。確認テストは真剣
に授業を聞いていたら、必ずSS合格
できるはずです。修了判定テストも必
ず受けましょう。その為に、しっかり
復習もしていきましょう。部活で忙し
くても、高速基礎マスターは空いてい
るちょっとした時間に取り組めます。
英語が苦手なら、まずは英単語センタ
ー１８００を頑張って覚えましょう。
数学が苦手なら、数学演習で基本的な
練習を繰り返しましょう。この点数で、
どれだけ努力しているかが一目瞭然で

（１

なぞなぞ未来くん

今回は春の星座を選んでみました。

第一ゼミ・四谷大塚
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この写真は何の星座
四谷大塚NET徳島駅前
2018.4.9のブログより

《
《
《ブログ・アーカイブから》
》
》
2018年5月の予定
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