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自分を知るヒント

＜前号の答え＞
（1）ジャコランタン （2）馬 (3）ヘリコプター （4）彼
岸花（5）栗 （6）ハサミ (7) ラーメン (8) バスケットボ
ール選手

そして今日も優しい嘘をつく

僕はいつも考える
あなたの心が晴れるよう

そう
嘘からはじまる奇跡

僕はあなたに優しい嘘をつく
あなたの心が温かくなるよう
あなたの表情も明るくなるよう

良い嘘はあなたの夢となる
そして奇跡を起こす糧（かて）となる

嘘（うそ）からはじまる奇跡
僕はいつも嘘を言う

「心が晴れる嘘」

（８

私立大学受験情報（先月の第一新聞）の訂正

ものすごく環境が恵まれています。

権でした。それが例えば徳島のよ
うな地方の学生が、チャレンジで
きる。こんな機会はなかなかあり
ません。
よくよく考えてみれば、「塾に
通える」というそれだけで、実は

に思う点がある場合には、必ず再度
受講して理解を深めるようにしまし
ょう。この理解の数を増やすことが、
目標点に到達するためのポイントで
すよ。
ちなみに、この問題は論理的思考
の問題でも、かなり難しいレベルの
問題です。一筋縄ではいかないとは
思いますが、ぜひチャレンジしてみ
（姫野先生）
てくださいね。

未来社会
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先月の第一新聞では『私立大学の入
学定員充足率を２０１８年度は１.１

高校１・２年生の中には話をして
いても、「まだ将来やりたいことが
見つからないんですよねぇ」という
生徒がいます。何をやりたいか聞か
れても困ってしまうという人は、自
分を知ることから始めてみるのもい
いでしょう。
自分の事は意外と自分ではわから
ないものです。まずは好きなことや
好きなもの、今まで打ち込んできた
ことなどについてどんどん書き出し
てみましょう。そして、なぜそれが
好きなのかということや、感じたこ
と考えたことなど、少し深く考えて
みましょう。
さらに体育祭や文化祭などの学校
行事に参加して感じたことや部活動
に取り組んで楽しかったこと、つら
かったことなども振り返ってみまし
ょう。
また、自分で思う自分の長所や短
所だけでなく、まわりの友人や家族、

世の中には勉強したくてもできな
い人は大勢います。しかしそのよ
うな中にも人財はたくさん隠れて
います。ブラジルのサッカー選手
は多くが貧
しい子供時
代を過ごし
ています。
学校に行く
までの ㎞
も ㎞もの
長い道のり
を、毎日裸
足でボール
を蹴りなが
ら走って登
校していた
そうです。
たとえ環境
が恵まれていなくとも、毎日の努
力で道は開けます。そのような全
国レベル、世界レベルの逸材を発
掘するのも、統一テストの大義と
いうわけです。
（小倉先生）

※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）牛が、ある事をしたら石になって
しまいました。一体、何をしたのでしょ
う？

さまざまな分野で新しい技術が
導入され、たくさんの人々が新技
術の開発に取り組んでいます。リ
ニアモーターカー、太陽光発電、
ロボット、スマートスピーカー、
４K・８Kテレビ、無人ロボット
タクシー、案内ロボット、ビルの
壁面に８Ｋプロジェクションマッ
ピング…。
囲碁や将棋の世界では、人工知
能が人間に勝ったり、医療の世界
で人間より正確に癌細胞を見つけ
たりと、そんなこと無理だろうと
思っていたことが、この 年で次
から次へと実現しています。山奥
に住むおじいさんやおばあさんが、
対話型AIに注文を出すと欲しい
商品が、まもなくドローンで運ば
れてくる。そのAIが話し相手に
もなってくれるとか。空飛ぶトラ
ック、無人運転の飛行機、スマホ
の機能をさらに進化させたウェア
ラブルのスマートウォッチ。

NO.172

問２）次のように時刻を聞かれた、さて
何時？ 「キョウノョガノニナルノハナ
ンジ？」

大切なのは答えではなく道筋

（７

皆さんの先輩のすごいニュースが入ってき
ました。
去年四谷を卒業し、当塾の中１ハイブリッ
トコースに通っているT.AさんとT.S
くんが駿台学力テストで素晴らしい結果を
手に入れました。
T.Aさんは全国第１位、T.Sくんは
全国第２位です！！！
駿台学力テストは難度が高いことでも有
名な学力テストなので、受験するのは高い
学力の生徒だけです。
ですから、
受験人数は
各学年
3000人
弱ほどです
が、その選ば
れし精鋭た
ちの中の全
国１位、２
位なのです。
本当にす
ごいことだと
思います。
首都圏をは
じめ学力レベ
ルが高い生
徒たちと闘
ってベスト１・
２位の栄冠を得たのです。
心から拍手を送りたいと思います。皆さ
んも、素晴らしい先輩を持ったことを誇り
に思い、この頑張りに続くよう努力しましょ
う！
（一部編集しました）

（６

３日（土）全国統一小学生テストの為、開校時間変更（１３時～）
４日（日）全国統一中学生テストの為、開校時間変更（１３時～）
阪大・名大本番レベル模試
２３日（金）難関大・有名大本番レベル記述模試

先生から性格など自分について言わ
れたことも書き出して整理すると、
今まで気づかなかった自分を発見で
きるかもしれません。
これまでの自分の経験や行動から
「自分は何が好きなのか」「どんな
ことにこだわりを持っているのか」
そんなことがわかってくると将来の
夢や目標、志望大学や学部を見つけ
る大きなヒントになるかもしれませ
ん。
（河野先生）

テストに挑戦することができます。

（５

東進衛星予備校
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人と機械、人とロボットの間で自
問題です。「Ａ・Ｂ・Ｃの３人が
然なやり取りができるようになる
運動会を行いました。各競技では１
と、人工知能の弁護士や月給1０
位・２位・３位にそれぞれＸ点・Ｙ
点・Ｚ点が得点として与えられます。 ００円のAIアナウンサー、ＡＩ
得点は全競技で常に同一で、Ｘ 大な タレントが現れるでしょう。そし
て、ついに人工知能の学校の先生
り Ｙ 大なり Ｚ 大なり ０を満たす
や年俸３６５円のAI塾講師が登
整数です。全競技が終わり、Ａは
点、Ｂはやり投げで1位になり９点、 場し、わたしも退場させられる日
を迎えます。
Ｃは９点でした。さて、走り幅跳び
単純作業はどんどんAIに置き
で２位になったのは誰でしょう？」
換わっていき、今ある仕事がどん
「えっ、こんなの答えが出るの？」
と思った人もいるかもしれませんが、 どんなくなっていきます。でも一
論理的に正しい手順で考えていけば、 方で新しく生まれる仕事も出てく
るはずです。その兆しにいち早く
きちんと答えは出ます。ここで大切
気づき準備を求められる、今の子
なのは、答えが何であるかではあり
供たちにとってはホントに大変な
ません。答えはＡ・Ｂ・Ｃのどれか
時代ですが、未来をしっかり見つ
ですから、何も考えなくても３分の
め進んで行ってほしいと願います。
１の確率で当たってしまいます。し
そう遠くない未来、テクノロジー
かし、勘で当たった答えには何の価
の発展により想像を超える社会が
値もありません。どうしてその答え
訪れます。その未来に、順応し発
に辿り着いたのか、という道筋が大
展していくのか、それともついて
切なのです。
いけずに淘汰されてしまうのかは、
これは普段の勉強でも同じで、解
今からの考え方や行動にかかって
いた問題の答えが合っていたとして
います。そう遠くない未来に向か
も、解法が正しくなければ、理解し
ってアンテナ全開、精いっぱいの
たとはいえません。確認テストで答
君になれ！！
えが合っていても、答えまでの思考
（藤枝先生）
過程が間違っている、あるいは不安

（４

問１）東照宮には、「見ない・聞かない
・言わない」の意味を持つ有名な３猿が
いますが、３猿の中で一番オシャレな猿
はだれ？

＜前号の答え＞
（1）おすし 酢入り（推理）が好きだから
（2）４３ 都道府県を表している。 Ｔ(都)＝１
Ｄ(道)＝１ Ｆ(府)＝２ Ｋ(県)＝43
（3）野球のスコアボード 裏と表の得点が見れる
（4）地図 「ちず」伸ばすとチーズになる
（5）バとル バトルしたから
（6）はさみ君 ちょきん（貯金）できるから

問４）背景に、太陽も月も無い場所とはどこ？

（３

問５）ちょっと会わなかった間に、１０
歳になっていた動物がいます。その動物
とはコアラ、ヒツジ、ライオンのうちど
れ？

遠目で見たら、分かるかな？

１１月 ３日（土）全国統一小学生テスト（小中学部）
１１月４日（日）分の日曜講座振替授業（小学部、四谷部）
※小４ゼミ（水土）、ゼミ中学部の授業は通常実施です。
４日（日）全国統一中学生テスト（東進部、中学部）
小４・５・６生週テスト（四谷部）
１１月３日（土）分の通常授業振替
１０日（土）小６生公立中高一貫校適性検査模試（小学部）
小４生公開組分けテスト（四谷部）
１１日（日）１０月度単元別レベルアップテスト（中学部）
小５生公開組分けテスト（四谷部）
第５回小６生合不合判定テスト（四谷部）
１８日（日）冬期直前（中学受験直前）保護者説明会（小中学部）
１２月 １日（土）１１月度月例テスト（適性検査）（小学部）

これ、なんだろう？
2018年１１～１２月の予定

全国統一高校生テスト
月 日、全国統一高校生テス
トが行われました。ＴＶのＣＭな
どでも大々的に取り上げられ、テ
ストの名称自体も昔に比べて随分
知名度が上がってきたように思い
ます。年２回行われている無料の
模試なのですが、皆さんは何故無
料なのか理由を考えたことがある
でしょうか。実はきちんとした大
義名分があるのです。
最も大きな理由は、「教育の機
会均等」です。小学生テスト・中
学生テストも含めれば、計 回も

位置にいるのかを知ることができ、

しかも自分が今全国レベルでどの
なおかつ学習アドバイスを受ける
ことができます。他の塾や予備校
ではなかなかできない、本当に貴
重な経験となります。また「地域
格差の解消」も挙げられます。こ
のような大きな模試は、今までは
大抵が都市圏だけに与えられた特
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四谷大塚NET徳島駅前校
2018.10.8のブログより

《
《ブログ・アーカイブから》
》

第一ゼミ・四谷大塚
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０倍。２０１９年度は１.０倍にす
る』 と書きましたが訂正させていただ
きます。
文部科学省は 日までに、私立大が
入学定員を１人でも超えた場合２０１
９年度から助成金を減額するとした罰
則強化を、当面見送ることを決めまし
た。現状維持ということです。
年度以降、都市部の大学への学生
集中を緩和するため、入学定員におけ
る超過数における罰則を段階的に強化
してきました。都市部の私立から地方
の大学へ流れていくことには一定の効
果があった模様です。しかし、大学が
合格者数を抑制することにより、倍率
は上昇。追加合格を小出しにして調整
するケースも相次ぐなど、多数の問題
が浮き彫りとなりました。
大学は定員超過を避けるために初期
の合格者数を減らし、追加合格で生徒
数を調整します。追加合格によって他
大に学生を奪われた大学は、別の追加
合格を出します。追加合格の連鎖で
す。その結果、入学直前に進学先が急
遽変更となる学生が増え、精神的・経
済的な負担が発生するという事態にな
りました。
また、受験競争自体も激化。 年に
３.３倍だった私大５３９校の倍率は
年に４.１倍に。首都圏では３.７
倍から４.６倍に上昇しました。４倍
に達したのは３年度ぶりだそうです。
こうした状況を踏まえ文科省は 年度
の厳格化を当面見送り、３年後をめど
に実施の是非を改めて判断することに
しました。
なぜ誤った情報を載せてしまったか
というと、この発表が出たのは 日。
新聞が作られるのは 日。まさかその
ような短期間で変わるとは想像しませ
んでした。しかし、これは良い教訓で
す。受験情報などはネットで調べれば
わかります。しか
し、それは正しい
ですか？？去年が
そうでも、今年は
そうだとは限りま
せん。各大学のホ
ームページや入学
者選抜要綱などで
確認することが必
要です。今回の規
制のように、古い
情報をもとに話を
しているかもしれませんよ。最終的に
信用できるのは、自分の目で調べたこ
とですね。
（齋藤先生）
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（２

なぞなぞ未来くん
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