私立大学受験情報
「大学入試が変わります。」この
言葉でピンと来る人は多いでしょう。

効率的に学習するには

す。学校での模試も増えてきますが、

いよいよセンター試験の出願の時
期です。この時期は成績が伸びてく
る時期でもあります。夏休みまでに
身につけた基礎力と問題演習で培っ
た得点力が発揮され始める頃なので
実際に模試の問題を解いていても手
応えを感じたり、点数の伸びを実感
できたりするはずです。
ただ、まだ思うような結果が出な
かったり、点数が伸びていなかった
りしても焦らずに模試の見直しをし
て、できるようになったところ、で
きなかったと
ころをきちん
と把握するよ
うにしましょ
う。できなか
った問題の復
習がきちんと

月以降の学習について

幸せ

NO.171

＜前号の答え＞
（1）かつ丼 （2）パラグライダー (3）ホッチキス （4）
ひよこ（5）機関車 （6）クレヨン (7) 焼き芋 (8) 桔梗

やってみよう
どんなことでも
その先にある成
功に向かって

やってみよう
どんなことでも
失敗なんて恐れ
ずに

やってみよう
どんなことでも
失敗しない人なんていないんだから

やってみよう
どんなことでも
失敗したっていいじゃないか

「やってみよう」

（８

問５）カタカナ２文字が大喧嘩しました
。何と何でしょう？

遠目で見たら、分かるかな？

小１の生徒に出した宿題をみん
な頑張ってやってきてくれました！
できるだけお父さん、お母さん
といっしょに考えられる宿題でし
たので、それをご理解いただいた
保護者様に感謝します。
小学校低学年はなんといってもご
家庭でのコミュニケーションが大
切なのです。
「ねぇねぇ、お父さん（お母さ
ん）これ教えて・・・。」からい
ろいろな話に発展してほしいと願
っています。
すぐ答え
を教えては
もったいな
いと思いま
す。今回の
ようにしり
とりを 個
つなげてと
いうような
宿題の場合、
子どもに考
えさせてから、次にお父さんがつ
なげて、またお母さんがそれに続
けるというように、家族全員でや
ってみてはどうでしょう？語 彙が
増えるのもうれしいのですが、それ
以上に家族で知的な遊びができる
のが大切です。家族は知恵の源泉
です。私たちはそのお手伝いをし
ているにすぎません。
（一部編集しました）

（７

べられるという。それはいったい何？

できていれば、

これもやりたいと思うのは当然です。

と、ふうーっとほほに涼しい風が
…。「 幸 せ 、 幸 せ 、 し あ わ せ 、

ないでいく。自然も人々の営みも、

… 。 」 茜色の空の上、長く尾を引
くひこうき雲。誰かとだれかをつ

※カラーだと見やすいですよ。廊下に張り出してあるも
のか、HPにアップされているものを見てみましょう。

問３）世の中には、表と裏が一緒に見れる
不思議なモノがあるという。それはいった
い何？

10

日々少しずつ変化しながら、季節
は着実に移って行きます。 月も
幸せいっぱい吸い込んで、精いっ
ぱいの君になれ！！
（藤枝先生）

（６

７（日） 東大本番レベル模試
１４（日） 九大・北大本番レベル模試
２１（日） 受験学年保護者会、京大・東北大本番レベル模試
２８（日） 全国統一高校生テスト
１１月 ３（土） 全国統一小学生テスト
４（日） 全国統一中学生テスト
●１０／２８ 全国統一高校生テスト実施のため受講等での校舎利用は
出来ません。
●１１／３・４ 全国統一テストにより校舎開校時間が変更になります
。最終決定次第、校舎にて掲示しますので各自確認してください。

もう一度、問題
を解き直した
ときにすぐに
解けるはずで
す。解説を見
ただけで満足
してしまわな
いようにしま
しょう。その
積み重ねが今後、成果として表れて
くるはずです。
受験生にとって、やるべきことは
山のようにあり、あれもやりたい、

幸せになりたかったら幸せと言
９月が終わり、いよいよ秋です。
今年の夏は本当に暑さが酷く、外 ってみる。「幸せ、幸せ、しあわ
に出るのも億劫になるほどでした。 せ。」５回、 回と唱えているう
そんな中、皆さんはよく頑張って ちに脳は幸せなことを探し始めま
校舎に来て、勉強を頑張ってきた す 。 「 幸 せ 、 幸 せ 、 し あ わ せ 、 … 。
と思います。
」我が家があって幸せ、家族がい
これからは気候が涼しくなり、 て幸せ。緑に囲まれて幸せ。庭が
非常に快適に勉強ができる環境に あって幸せ。車があって幸せ。自
なります。継続して頑張っていき 転車があって幸せ。学校に行けて
ましょう。
幸せ…。幸せの風景が胸いっぱい
さて 月になると、受験学年の に広がっていきます。
皆さんにとっては演習を積んでい
台風
く時期となります。膨大な知識を でなぎ
頭に詰め込むインプット学習を終 倒され
え、センターまたは二次試験の過 たコス
去問演習によるアウトプット学習 モ ス
が中
が、
心と
大き
なりま
く 曲が
す。こ
った茎
れか
から根
ら先
を下ろ
にど
し、先
れだ
端は
けの
新し
演習
い緑
量を
を芽
積む
吹か
こと
せ天
ができるか。それが勝負を分けま を仰
す。学校でも東進でも模試が増え、 いで
毎週点数に一喜一憂することにな いま
るとは思いますが、普段の演習で す。
も模試でも間違えたところをどう 道を
フォローするのかが大切です。睡 ふさ
眠時間を削ってまでの学習は逆効 いだ
果となりますが、起きている時間 孟宗竹を、近所の農夫が片付けて
は全て勉強に費やす気持ちでやっ くれ、日常が戻って、感謝です。
ていきましょう。
たくさん採れたからとマスカット
高１・２生の皆さんは、次年度
を
いただきました。ありがとうと
の授業が 月からスタートします。
一
粒口に放り込むと、甘酸っぱい
必要な授業が何なのかは当然人そ
幸
せが広がります。
れぞれ違いますが、学年が一つ上
夕闇迫る田舎町、ご近所の窓に
がり、授業のレベルは当然皆さん
明かりが一つ、また一つ。夕ご飯
上がります。授業のコマ数は増え、
のサンマを焼くにおいがただよ
い、隣の赤ちゃんの泣き声が静
まり、気がつけばいつしか虫たち
の大合唱。しばらく聞き入ってる
１コマあたりの
学習時間も増え
ます。勉強時間
の捻出が大変に
なると思います。
しかしそれも合
格した先輩たち
がみんな通って
きた道です。憧
れの大学に合格した先輩たちもみ
な、その苦労を乗り越えてきてい
ます。しっかり努力を継続してい
きましょう。
（小倉先生）

（５

東進衛星予備校

センター試験の廃止や４技能試験の
導入など、ニュースにも取り上げら
れて有名です。これは今の高１生か
らのスタートなので、まだこれから
のことです。その影で隠れています
が、実はここ数年、大学受験で大き
く変わったことがあります。それは
私立大学の難化です。
２０１６年度から、文部科学省が
国の施策として、私学助成金不交付
の基準を厳格化しました。
今まで、入学定員充足率が１.２
倍以上で助成金カットでした。２０
１６年度は１.１７倍。２０１７年
度は１.１４倍。２０１８年度は１.
１０倍。２０１９年度は１.０倍。こ
れがどれ程の影響力なのかを関西の
Ａ大学で説明します。今年の合格者
数は２４,９９５人です。対前年度
比マイナス３,１４７人。一割以上
のカットです。２０１５年度から比
べると、３０,８４８人の合格者を
３年間で２４,９９５人にしていま
す。２割カットです。大学入試は 合
格点付近に受験生は集まりますが、そ
こがカットされるわけです。厳しい
ということは容易に想像することが
できます。
入試が変わるとき、高校や受験生
は非常に大変です。しかし大学側も
大変なようです。関東の大学では、
右記の規定の１.１０倍を超えてし
まい数億円の補助金がカットされた
大学もあるそうです。しかし、Ａ大
学は逆に、１.０倍を割ってしまっ
たようです。非常に慎重な対応をし
すぎた結果らしいです。逆に少なす
ぎて、このままなら別の条件に引っ
かかる可能性が
しかし、入試までの限られた時間を
有効に活用するためには、どの科目
の、どの単元・ジャンルに時間をか
ければ効率がいいか、その上で何を
やらなければいけないのかを考えて
取り組
むこと
が大切
です。
入試
が近づ
くにつ
れて悩
みや不
安も出
てくる
でしょ
う。そ
んなと
きは担
任や担任助手に相談してください。
きっと役立つアドバイスをもらえま
すよ。
（河野先生）

（４

問１）しゃぶしゃぶ、おすし、焼肉。名探
偵が一番好きなのはどれ？

＜前号の答え＞
（1）筆（先駆け＝先が毛）（2）じゃがいも（蛇が
芋）（3）クスリ（リスク）（4）74（7番目ま行の上
から4番目）（5）４（穴の数）（6）10円玉の上に5
円玉を重ねる（10円玉の外側の円、5円玉の外側の
円＆内側の円で、さんじゅうえん＝三重円）（７）
上（あいうえおかきく）

問４） あるモノは、旅に持っていくととて
も便利で、もし遭難したら「伸ばす」と食

（３

問６）定規君、消しゴム君、ハサミ君、
この中で一番お金を貯めているのはだれ
？

問２）次のアルファベットと数字は何かを
表しています。○に入る数字は何でしょう
？
Ｔ＝１ 、 Ｄ＝１ 、 Ｆ＝２ 、 Ｋ＝○

10

（２

なぞなぞ未来くん

これ、なんだろう？

１０月 １日（月） 中学入試模擬試験（附属中・文理中対象）
（ゼミ小学部）
６日（土） 小４生公開組分けテスト（四谷部）
公立中高一貫校適性検査模試（ゼミ小学部）
７日（日） 小５・６生公開組分けテスト（四谷部）
１４日（日） 中３生学力診断テスト（ゼミ中学部）
２１日（日） 中３生保護者会（１３時～１４時半）
２７日（土） 小６生公立中高一貫校月例模試（ゼミ小学部）

四谷大塚NET徳島駅前校
2018.9.6のブログより

2018年10～１１月の予定

（１

１０月

出てきたそう
です。という

ことは、 他大学
ほど厳しくはな
らないのではな
いでしょうか。
これらのことは
Ａ大学の入試広
報の人から直接
聞いた話です。
受験は情報戦
の一面もあります。比較的に合格し
やすい入試方法。人気が集まってい
る学部・学科。私立大学の影響が、
国公立大学にも影響します。
ただ言えることは、私立大学は想
像以上に難化しています。
（齋藤先生）
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《
《ブログ・アーカイブから》
》
第一ゼミ・四谷大塚
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