30

（４

（５

（６

（７

（８

東進衛星予備校

NO.167

問２）ベテラン俳優と、新人俳優がお茶を
していました。さて、二人のうち茶
柱が立ったのはどちらでしょう？

問６）一生懸命勉強したのに、９−４＝９
と答えてしまいました。何の勉強を
していたのでしょう？

問３）酔っ払った人、風邪をひいた人、下痢
ぎみの人。この中で一番お客が入っ
た映画を見に行ったのは誰？

問７）これ、何て読む？
「さしすせそ中」

問４）火も付けられるし、字も書けるものっ
て何？

＜前号の答え＞
（1）サバ（2）事故（「ふ」を取る）（3）再来週（皿異臭）
（4）ささ（囁いている）（5）わし（いかがわしかった）
（6）悪いこと（付近シーン）（7）トロとイカ（とろい蚊）
（8）炭（木炭）（9）８（半分にすると０が二つ）

＜前号の答え＞
（1）おおぐま座（2）おとめ座 (3）かみのけ座（4）からす座
（5）かんむり座（6）コップ座 (7)しし座 (8)ろくぶんぎ座

問１）いつも何かにチャレンジしてる国は
どこ？

問５）ラフな服装の人と、正装した人が
それぞれ別の森に入りました。果物
の木がある森に入ったのはどっちの
人？

さようなら
かつての自分
井の中の蛙だった自分
０点でも１００点でもいい
オレは今日から
みんなが知らないオレになる

新しいことを始めるときは
たいがい勇気がいるものだ
かつてのオレが邪魔をする
つまらない言い訳を
並べてしまう
まずは今日から変わろう
さあ、勇気を出して
やってみよう

「今日から変わる」

（３

6/3（日） 阪大・東北大・名大本番レベル模試
6/10（日） 全国統一中学生テスト
東大本番レベル模試
6/17（日） 全国統一高校生テスト
6/24（日） 高０・１生対象保護者会（13時～）
京大・九大・北大本番レベル模試

修学旅行の季節になりましたね。
今日もいくつかの学校が修学旅行で、
小６の何人かの生徒はいませんでし
た。
修学旅行なのだから多くのことを
学び、友人と楽しく過ごしてほしい
と思います。さすがに塾の教師とい
えども、修学旅行先まで勉強道具を
持って行けとは言いません。
（笑）
しかし、修学旅
行に振り回されな
いようにしてくだ
さい。修学旅行が
待ち遠しく、修学
旅行モードに早く
切り替わってしま
うと、一週間ほど
修学旅行の準備と
称して、そわそわ
と過ごしてしまう
ことになります。
また、帰ってきた後、余韻に浸り、
なかなか元の状態に戻れない生徒も
います。修学旅行に行っている間は、
完全にスイッチを修学旅行モードに
切り替えて、帰ってきた後は、勉強
モードに素早く切り替えてください。
これは一種のテクニックです。
学んでおくと多くの時間を無駄に
過ごすのを防ぐだけではなく、楽し
い時間を思う存分堪能できるのです。
（一部編集しました）

（２

第２２回全国統一小学生テスト
（小1～小6生、全員参加です）（小学部）
6/9（土） 小4生公開組分けテスト（四谷部）
漢字検定（小中学部）
6/10（日） 小５・６生公開組分けテスト（四谷部）
6/24（日） 夏期説明保護者会
6/30（土） 小６生月例テスト（適性検査対策）（ゼミ小学部）
7/1（日） 単元別レベルアップテスト（ゼミ中学部）

あなたは今幸せですか？
あなたは今幸せですか？楽しいで
すか。嬉しいですか。人は幸せにな
るために生まれてきました。人は生
まれてきたからには、幸せになる義
務があるのです。権利じゃありませ
ん。義務です。不幸だと周りの人が
迷惑します。心配します。心配かけ
るのは悪です。それと、自分が不幸
だと、他人をいじめてしまう傾向が
あります。周りの人のためにも、幸
せでないといけないのです。義務は
果たさなければいけないのです。
幸せになるため
の方法を、考えて
ないと不安になり
ます。悩みます。
考えてないから悩
みが出ちゃうので
す。お先真っ暗に
なるんです。幸せは意志です。大変
なことが起こったら、過去を見直す
チャンスです。悪いことが起こった
ということは過去に原因があるので
す。その原因を分析し、楽しいこと
が起こるように今を改善するのです。
起こりそうな不幸に備え、準備をし
ておくのです。覚悟が弱いと、逃げ
腰になって悩みが出てきます。悩み
は次々と不安を生じさせます。不安
は覚悟ができていない証拠です。な
んとなく生きている人も、しょっち
ゅう不安に陥ります。まわりを見渡
せば楽しいことしかないのに、わざ
わざ全力で不幸に向かっているので
す。
「それじゃあ、いつも幸せでいる
にはどうしたらいいの？」とあなた
は言うでしょう。簡単です。いつも
幸せになる方法を考えていればいい
のです。今、この瞬間に幸せになっ
ちゃえばいいのです。笑顔になっち
ゃえばいいのです。手があって幸せ。
目があって幸せ。○○もある。△△
もある。どうしても思えない人は、
息を止めてみるとわかります。しば
らくすると、「あぁー、空気があっ
て幸せ。」と感じます。青空も、太
陽も、大地も、水もいつも身近にあ
ります。
勉強をいやいややるのはもったい
ないです。こうやって受験勉強がで
きる環境に感謝です。勉強そのもの
が嫌な人は、受験勉強を100点満
点取るゲームに変えちゃえばいいの
です。取れるかなーじゃなく取るた
めにどうすればいいかを考えるので
す。人が死の床で本当に後悔するこ
とがあるとしたら、あれもできたの
に、これもできたのに…。と 6月
も、精いっぱいの君になれ！！
（藤枝先生）

第一ゼミ・四谷大塚

勉強ができる幸せ
皆さんは「勉強が好きですか？そ
れとも嫌いですか？」こう聞かれた
ときに、「好きです」と即答できる
人はおそらくあまりいないと思いま
す。毎日の継続が大切なのは分かっ
てはいるけれど、正直に言って面倒
になる時もあるでしょう。逆に「嫌
いです」と即答する人もあまり多く
ないのではないでしょうか。好きな
教科もあれば嫌いな教科もある。そ
う答える人が圧倒的に多いでしょう。
私自身もそうでしたし、きっとそれ
が普通だと思います。
では質問を変えてみましょう。「勉
強ができて幸せですか？」この質問
には全員が「幸せだ」と答えてほし
いと願っています。嫌いな教科を勉
強して面倒だと思ったとしても、そ
の面倒ささえも幸せを感じてほしい
です。
当たり前ですが、ほぼ全員にとっ
て勉強は人生で最も大切なものでは
ありません。「健康が一番大切」「経
済力が一番大切」「家族が一番大切」
色々な意見があると思いますが、「勉
強が一番大切」と答える人はほとん
どいません。勉強ができているのは
前述した大切なものが揃っているか
らです。
「健康だから勉強できる」心身と
もに健康で普通に生活できているか
ら、勉強はできるものです。病気や
怪我などで入院している人が、健康
な人と同じ集中力で勉強などできま
せん。
「経済力があるから勉強できる」
はっきり言って、塾に通えているの
はご両親の経済力によるところが大
きいです。勉強したくてもお金がな
く仕方なく働いている人はたくさん
います。
「家族のサポートがあるから勉強
できる」学校や塾の送り迎え、毎日
の食事、洗濯、これらは全てご家族
の方々のサポートです。これを当た
り前と思っては絶対にいけません。
勉強に集中できることがどれだけ
幸せなことか。絶対忘れないでくだ
さい。
（小倉先生）
初めまして。３月
より東進衛星予備
校にて勤務してお
ります橋本です。
生徒の皆さんが笑
顔で元気よく挨拶
してくれるので、毎日元気をもらってい
ます。徳島にはこんなに元気で頑張って
いる子達が多いのか！と嬉しい驚きがあ
りました。私からも皆さんに何かお返し
できるように、精進していきたいと思っ
ております。勉強だけでなく、なんでも
気軽に話しかけてください。特に今は読
書がマイブームなので、面白い本があれ
（橋本先生）
ば教えてくださいね。

（１

なぞなぞ未来くん

今回は日本の県の形です。難しいかな？
6/3（日）

このイラストは何県？
四谷大塚NET徳島駅前
《
《
《ブログ・アーカイブから》
》
》 2018.5.14
のブログより

2018年6月の予定

特別公開授業
毎年、徳島駅前校で実施している
特別公開授業。今年は英語の安河内
哲也先生が来てくれることになりま
した。いつもは画面を通して授業を
受けている先生が目の前で授業をし
てくれます。
２０２０年から始まる新テストで
は、英語は４技能試験が活用され、
すべての国立大学受験者に４技能試
験が課されます。それに先行して、
多くの大学での４技能試験の利用が
激増しています。活用される民間の
試験では、４技能が均等に試され、
日本語を使った問題は出題されませ
ん。また、同時に受験するマーク式
の共通テストでは、発音・アクセン
ト、文法等の知識は出題されなくな
り、リスニング・リーディングのみ
の試験となる予定です。この新テス
トには、今までの古い英語勉強法は
通用しません。今回の特別公開授業
では、新高校１年生と、中学生、そ
の保護者の皆様を対象に、文部科学省
において、新テストの設計にも深く
関わった安河内哲也先生が、４技能
英語の勉強法について楽しく、具体
的に講義してくれます。塾生の兄弟
やお友達も参加できます。是非、声
をかけてあげてください。
講師 安
: 河内哲也 （東進ハイスクー
ル講師）
東進ハイスク
ール・衛星予
備校にて、
年間英語講師
を務めている。
また、著書の
発行部数が３
５０万部を越
えるベストセラー作家。中学生・高
校生に加えて大学生・企業人・英語
教員の指導を熱心に行っている。テ
レビ・ラジオ・雑誌等にも多数出演。
文部科学省においては、国の英語教
育の方向性を策定した「英語教育の
在り方に関する有識者会議」の委員
を務め、 ２０２０年度から始まる新
テストの発案者の一人。各所で４技
能融合型の最先端の英語教育を実践
している。
日時＝ ７月９日（月）
時～ 時 分
とくぎんトモニプラザ
（河野先生）
会場＝
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基礎

10

大学に合格した生徒のこの時期の成
績を見てみると、到底合格するとは思
えないような点数の生徒達がいます。
そのような逆転合格する生徒達にはあ
る共通点がありました。それは、夏に
かけて「基礎」を徹底的に繰り返し行
うことです。英単語・英熟語・文法・
古文単語・助詞・助動詞・数学などで
は問題集の例題レベルぐらいまでと、
最低限の知識と簡単な演習がメインで
す。模試の成績に即反映というわけで
はないですが、それでも徹底的に繰り
返していました。
英語の長文を読む時に、知らない単
語が何十個も出てきたらまず読めませ
ん。頑張って知らない単語が 個ぐら
いになったとしても、まだ読めません。
単語を思い出しながら読んでいたら時
間が足りません。単語を見た瞬間に意
味を理解できる状
態までもっていく
ことが必要です。
だから徹底的に単
語を繰り返し覚え
ます。他の勉強で
も同じです。まず
はゆっくりでもい
いですが、反射的
に出来る状態まで
持っていくことが
「基礎」の最終目
標です。
６月にもなれば、
成績的に焦りを感
じている受験生は多数います。周りの
生徒が難しい問題演習をしているから、
自分も取り掛かるかもしれません。演
習は成績を伸ばそうと思う中で絶対に
必要です。また、難しい問題演習に取
り組むと、自分も勉強を頑張っている
ように感じることも出来ます。しかし
その前に、問題を解く為の最低限の知
識は入っていますか。演習には知識を
正しく理解しているかどうかの確認作
業という一面があります。確認するに
も、もともと知識が入っていないなら
何の確認ができますか。
今やらなければならない事は、人そ
れぞれです。ただし、全ての学習の土
台に「基礎」があります。少しでも不
安があるなら、「基礎」に立ち戻るこ
とをオススメします。なぜなら、「多
分できます。」と言う生徒は出来てい
ませんので。
基礎とは・・・建築用語で、建築物
の重量を支え、安定させるために設け
る建物の最下部の構造のこと。この部
分が建物を支えています。「多分大丈
夫」と言われた家に住みますか？
（齋藤先生）
はじめまして！橋本です
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