「ことば」

（６

（７

（８

NO.168

問６）同じ長さのマッチ棒５本を使って
円を作れるかな？

問１）【火×水＝〇】〇に入る数字な～ん
だ？

問７）【１＝G ２＝？ ３＝B】 ？に
入るアルファベット、な～んだ？

問２）肝臓が無さそうな国はどこ？

問３）ウサギのおしりを取った国ってど～
こだ？

そうすれば、きっと僕も
笑顔になるからね

問４）「幸」に直線を２本足してできる漢
字、な～んだ？

だから、僕はみんなが
笑顔になるためにつかうんだ

だけど、僕の一言が
だれかを傷つけることもある

たった一言で元気になるし
いつも一緒にいるあなたを
幸せにすることができる

ことばを話すのは
僕たちだけ

（５

安河内哲也先生 公開授業
会場：とくぎんトモニプラザ 開始時間：19:30
7/22（日） 難関大・有名大本番レベル記述模試
7/29（日） 高校生レベル記述模試

今日の小１の国語の授業は「説明
文」でした。
説明文というと難しげに聞こえま
すが、相手の知らないことを分かり
やすくかみ砕いて伝えるということ
です。
しかし、いざ説明しようとすると
かなり考えてしまう生徒もいました。
例えば最初の例は「象（ぞう）」で
した。象を知らない人に象のことを
分かりやすく説明してごらん。
一生懸命考えて、ある生徒は「鼻
が長いこと」「とても大きいこと」
に気づいてそのことをかきました。
確かにそうですね。わかりやすい特
徴に気づいたのはりっぱでした。
ある生徒は、足が遅いことに注目し
ましたが、残念ながら象は結構足が
速いのです（笑）。しかも、足が遅
いことしか言わなければ、カメやナ
マケモノと思われても仕方ありませ
ん。説明では、やはり一番大きな特
徴を言わなければいけません。その
もの（動物・人）の一番の特徴を発
見し、それを相手にわかりやすく伝
えるのは最初はかなり難しいと思い
ますが、これからの人生においてと
ても役立つことです。人に説明する
ということはコミュニケーションの
第一歩です。今日の国語の勉強はと
ても面白かったけど、とても大切な
勉強だったのですね。
（一部編集しました）

（４

＜前号の答え＞
（1）福島県 （2）愛知県 (3）千葉県 （4）徳島県
（5）東京都 （6）青森県 (7) 鹿児島県 (8) 新潟県

人生最後の一日
今日が人生最後の1日だとしたら、
あなたは何をしますか？好きな人に
「好きです。」と告白しますか。や
りたかったゲームをしますか。食べ
たかった料理を注文して、腹いっぱ
い食べますか。一度着てみたかった
ドレスを身にまといますか。見たか
った映画を見ますか。聞きたい音楽
を一日中、聴き続けますか。行って
みたかった憧れの場所に行きますか。
一日中寝ていますか。友達から借り
ていたものを返しに行きますか。心
の思いを書き綴りますか。「もっと
生きていたいよー！」と叫びますか。
祈りますか。何もできずに、只じっ
と待ちますか。「あれがやりたかっ
た。これがやりたかった。」といっ
て嘆きますか。後悔しますか。家族
と一緒に過ごしますか。お世話にな
った人に感謝を伝えますか。いつも
と同じように目の前の課題を一生懸
命やり続けますか。…。
人は残り少なくなると焦ります。
きっと。しかし、わたしはいつもの
ままでいたいと思います。最後の日
も楽しく授業できればと願います。
なぜって？ そりゃ、日々やってい
ることが何よりも一番楽しいからで
す。ただし、その日も健康が保証さ
れていればっていう条件付きですけ
どね。
「楽しい。嬉しい。面白い。母さん、
ありがとう。父さん、ありがとう。
絶好調、
絶好調。
『みん
な、国
民の4
大義務、
知って
るよね。
そう、
勤労、
納税、
教育、
そして、
そう、
そう、
笑顔だ
よね。
笑顔が一番大切だよね。蒔いた種が
実るんだよね。しゃべった言葉が現
実を引き寄せるよね。笑顔で一生生
きていきたいよね。だから、大変な
時こそ笑顔だよ。大変だ、だから絶
対良くなる！』大丈夫。だいじょう
ぶ。そう、どんどん良くなる。ます
ますよくなる。だって、あなたはす
ごいから。幸せ。しあわせ。しあわ
せ。しあわせ。……。」7月も精い
っぱいの君になれ！ （藤枝先生）

（３

東進衛星予備校

忘れ物しないために
最近校舎では忘れ物が多発してい
ます。大抵のものは翌日以降に持ち
主が現れるのですが、中には持ち主
が誰だか分からずに、仕方なく処分
しなければならないことがあります。
よくある忘れ物としては、傘、弁当
箱、筆記用具、イヤホン、時計、体
操服などがあります。体操服などは
必ず名前が書いてあるので大丈夫な
のですが、傘やイヤホンなどは名前
を書いてあることが非常に少ないた
め、処分せざるを得な
いことが多いです。
忘れ物が多い人は、
少し物に対しての考
え方を見直しましょ
う。 均などの店が
増えてきたこともあ
り、物を大事にしよ
うという意識が薄れ
ていることを感じま
す。なくなったらろ
くに探しもせずに、
安いし新しい物をすぐに買い直せば
いいや、とついつい考えてしまいま
す。かく言う私自身もつい探すのが
面倒になり、なくなったらすぐに新
しいペンやメモ帳などを買ってしま
うので、正直あまり偉そうなことは
言えません。反省です。私自身も含
め、以下の２点をもっと深く考えて
ください。
まず、物を作るには当然資源が必
要です。例えば高さ mの樹から何
と約 万本もの鉛筆が出来るそうで
す。そう考えると、鉛筆なんて忘れ
てもたいしたことないと思うかもし
れません。しかし鉛筆の忘れ物は、
この校舎で毎日何本も出てきていま
す。全国の小中高生が鉛筆を忘れた
ら本当に大量の樹が無駄に切り倒さ
れていることになります。物を処分
する時は、それだけ資源を無駄にし
ているという意識をきちんと持ちま
しょう。
次に考えてほしいのは、無駄な出
費についてです。皆さんが物を買え
ているのは、そのほとんどはお父さ
んお母さんが一生懸命に働いて収入
を得ているからです。皆さん自身が
自分で稼いでいるわけではないはず
です。皆さんが買っている傘や筆記
用具は、ご両親のお金です。あなた
自身のお金ではありません。忘れ物
をする度に、お父さんお母さんの働
きを無駄にしている。そういう意識
を持ってくださいね。
※ちなみに靴を間違えて履いて帰る
人も結構います。似たような靴を履
いている人は多いですので、必ず名
前は書いておいてください。
（小倉先生）

第一ゼミ・四谷大塚

オープンキャンパス
夏休みに多くの大学が実施してい
るオープンキャンパス。
みなさんが実際に大学の様子を見
たり、聞いたり、肌で感じるチャン
スです。大学のホームページやパン
フレットだけではわからない雰囲気
や大学周辺の様子を知ることもでき
るいい機会です。卒業した先輩の中
にはオープンキャンパスに参加して
イメージと違ったため、志望校を変
更した人もいました。入学してから
イメージと違う・・・なんてことの
ないように、自分自身で参加してみ
ることで、より具体的に大学生活が
イメージできると思います。まだ志
望校が決まっていない人も、貴重な
志望校選びのポイントになるのでは
ないでしょうか？
オープンキャンパスでは各大学に
よってさまざまなイベントが実施さ
れています。大学内の施設や設備を
見てまわるキャンパスツアーや模擬
授業、サークル紹介、質問・相談コ
ーナーなどもあります。実際に講義
を受けたり、先輩たちの話を聞いた
りすることで受験勉強のモチベーシ
ョンアップにもなります。もちろん、
大学の教育方針やカリキュラム、留
学制度や就職の情報など、大学紹介
や入試説明会なども行われています。
入試説明会では入試方法や過去の
入試データ以外にも入試問題の傾向
と対策について話をしてくれたり、

過去問を配布していたり、受験勉強
に役立つ情報もたくさんあります。
推薦入試やＡＯ入試を考えている人
は面接時にオープンキャンパスにつ
いて感想など話をすることもあるの
で是非、参加することをおすすめし
ます。ただ、事前に予約が必要な場
合もあります。まずは気になる大学
のオープンキャンパスの日程を調べ
てみましょう。
（河野先生）
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模試
東進の模試には、センター試験本番
レベル模試をはじめ、各学年に合わせ
た模試、さらには東大や京大、各大学
を冠とした模試が多数あります。東大
本番レベル模試は、名前からして東大
志望の受験生が対象です。しかし、受
験生の中には、できないからまだ受け
ない。範囲が終わっていないから、受
けるのはまだ先と考えている生徒もい
ます。このような考え方をしている生
徒は要注意です。
まず、出来ないから受けない人。言
い換えると、出来るようになってから
受けるつもりでしょう。それなら、受
験者平均点が２割ぐらいの模試が出来
るようになるのはいつでしょうか。そ
のころには受験が終わっています。で
きないからこその模試です。模試とは、
高得点を取ることだけが目的ではあり
ません。高得点を取ることが目的なの
は入試本番です。模試を通して、自分
の目標、弱点、強みを明確にする。ま
だ力不足なのは誰もがわかっています。
その中で、出来る単
元があるかもしれま
せん。そこはあなた
の強みです。また、
全く出来なくとも実
際にレベルを体感す
ることにより、今後
に向けての戦略を考
えることが出来ます。
その問題を解くにど
のような知識が必要
なのか。それには今後どのような学習
が必要なのか。何もしなければ、戦略
も戦術もありません。まずは挑戦し敵
を知ることが必要です。
次に範囲が終わっていない人は、本
当にそのペースで間に合いますか。大
学受験とは全国のライバルとの勝負で
す。進度は学校ごとに異なりますが、
受験範囲は一緒です。それなら早く取
り掛かった人が有利です。範囲が全然
終わっていない人は、その段階でライ
バル達に大きく差をつけられているこ
とに気付いてください。そして、全範
囲が終わっていなくとも、履修範囲だ
けで挑戦する生徒もいます。実際に過
去に東大や京大に合格した人たちは、
遅くとも高２生から東大・京大模試等
を受けていました。そして、高３生に
なっても、まだ早いと言っていた人た
ちは、最終的に受験大学が変わること
が多いので、お気を付けください。
模試の成績は、皆さんに厳しい現実
を突きつけることがあります。そんな
時は、東進の渡辺先生の言葉より「戦
って負けたのならそれは結構。でも、
逃げて負けたら明日はないからな。」
（齋藤先生）

（２

7/9（月）

＜前号の答え＞
（1）朝鮮（2）ベテラン俳優（演技がいいから）
（3）風邪をひいた人（度混んでいるから）（4）ライター
（5）ラフな服の人（果樹ある）（6）語学（５が９）
（7）作業中（さ行 + 中）

問５）ハチを上下に分けると出てくる動物、
な～んだ？

（１

なぞなぞ未来くん

日本の県の形です。分かるかな？

小６生合不合判定テスト（四谷部）
中３生学力診断テスト（中学部）
7/14（土） 小４生公開組分けテスト（四谷部）
7/15（日） 小５生公開組分けテスト（四谷部）
7/23（月）～24（火）
2018年夏期講習会 夏合宿（小中学部）
「宿題をすませる合宿」「受験必勝夏合宿」
7/25（水）～ 2018年夏期講習会 本格スタート（小中学部）
7/29（日） 7月単元別レベルアップテスト（ゼミ中学部）
7/8 （日）

このイラストは何県？

《
《
《ブログ・アーカイブから》
》
》 四谷大塚NET徳島駅前校
2018.6.14のブログより
2018年７月の予定
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第一新聞
（2）東進衛星予備校/その他

