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プの塾生達も多く通ってくれており、

★徳島第一英語村のレッスンがスター
トしています！
９月から本格的にスタートした徳
島第一英語村。徳島第一ゼミグルー
私達は大変嬉しく思っております。
最初のうちはレッスンの雰囲気であ
ったり、原則として英語を主体とし
た言語でコミュニケーションにチャ
レンジをしたりするということは、
きっと大変なことでしょう。しかし
ながら、自分の気持ち一つですぐに
慣れてしまうものです。英語村で英
語をしっかりと勉強してバイリンガ
ルになりましょう。
★中３生学力診断テストを実施しま
す！
月 日（日）に学力診断テスト
を実施します。以前にもこのテスト
を実施しましたが、前回参加した中
学生はもちろんのこと、今回から参
加する中３生も増えてきています。
現時点で自分が勉強して身に付けて
きた学力でどのような志望校判定と
なるか、試してみたくありませんか？
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けたい心の一つであり、この 言葉
を毎日心の中で唱えています。私
は、いつも来てくれる塾生の皆さん
にとても感謝しています。そして、

私達と一緒に乗り越えていきまし
ょう！
★私達の行動指針を紹介致します
徳島第一ゼミグループには色々
な行動指針がありますが、その一
つに「自ら進んでありがとうの感
謝の気持ちを言葉と行動として見
せられる人になれ！」というもの
があります。私自身が特に持ち続

Tel:088-655-5001

が増えていく時期ではありますが、

かと仕切りたがる子、というふう
に千差万別ですが、私達は子供一
人ひとりの変化を、成長を見てい
きたいのです。これからも色々な
ことがきっとありますが、悩みな
がらでも共に乗り越えられればと
思っております。そのために私達
は全力で努力をして参りますので、
どうぞ引き続き宜しくお願い致し
（工藤先生）
ます。

ハイブリッド通信
第７回全国統一中学生テストが
月４日（日）に開催することに
なりました。このテストでは、前
回６月に受験してもらったように
各学年用の問題を受験するか、受
験学年用の難関高校入試レベルの
マーク問題に挑むかを選択できま
す。学習が進んでいる生徒はどん
どん受験学年用問題へチャレンジ
していきましょうね。成績優秀者
は 月 日（日）の決勝大会へ進
むことになっています。６月の全
国統一中学生テストでは中1生が
東京での決勝大会へと進みました。

模試などの模試を受けていますが、

今回も上位入賞し、決勝大会へ一
人でも多くの生徒が進むことを期
待しています‼
皆さんは駿台模試や全国統一中
学生テストを受験し学校ではZ会

分（英数国）

ハードで計画的な学習と生徒の競

（１）国境線を学ばせるため
（２）10850円 （３）コーンスープ味 （４）一番有力なもの
は、アメリカで商標登録をするときに「SEVEN ELEVEN」では
許可がおりなかったため （５）鏡には光だけでなく熱も反射
するという性質を利用しているため

第一未来館

その塾生達にどのようなことをし
ていけば、将来の役に立つ ような
勉強をさせてあげられるか、また
はそのきっかけを与えてあげられ
るか、ということをいつも考えな
がら行動をしています。考えすぎ
て眠れない日は多くありますが、
どんな時も言葉と行動で示してい
けるような強い人間になれるよう
頑張っていきましょうね。
★最近私が気になること
夏休みが明けて、１か月が経ち
ました。塾生の皆さんは、しっか
りと学校生活を送ったり塾と連携
した形で、ガンガン勉強を進めた
りすることができているでしょうか。
今の時期は、少しずつ新しい仲間

好奇心を持って

い合いが実を結んでいるような気
右記日程で実施を検討していま
がします。やはり、集団学習の威
す 。都 合 が 悪 い 生 徒 は 申 し 出 て 下
秋といえば、読書の秋、勉強の秋、
力ですね。一人でできないことも
さい。
芸術の秋、食欲の秋、スポーツの
みんなで競い合ったり情報交換し
また、会員生の皆さんで興味の
秋
・・・いろんな秋がありますが、
たりすると効率が全く違うもので
あ る生徒は先生に声をかけて下さ
皆
さんはどうでしょうか。
す。
いね。
（伊勢先生）
今年は大型台風や地震などの自然
よく、その生徒に合わせる個別
災害が猛威を振るっています。
学習の効率が一番良いように言わ
大学受験は大変だよ
やはり、人間が地球上でやりたい放
れますが、経験的には、いろいろ
題しているツケが回ってきているの
な要素が欠けた意見のような気が
私は、９月から小・中学部から
かもしれません。
します。確かにその子にぴったり
高校部へとフィールドが変わりま
皆さん自身が将来どんなふうにな
合った難度の出題、集中した苦手
した。高校部に関しては、まだま
る
か
分
か
りませんが、なりたい自分
単元の演習などいかにもオーダー
だ分からないことだらけですが、
になるために幅広い興味を
メイドでその子にぴったり合って
２つ小・中学部と高校部との大き
持って取り組むことはとて
いるような気がします。しかし、
な違いを感じています。
も大切です。
ま ず １ つ 目 は 、 高 校 生 の 勉 強 は 、 相手は人間です。なかなか思い通
せっかくの過ごしやすい
りにはいかないのです。その子に
高校生になってからがスタートで
秋ですから、じっくりと物
ぴったりの難度の問題とはどのレ
はありません。たとえ中学受験を
事に取り組んでみませんか。
ベルでしょう。苦手単元を集中し
経験しても、どこの学校も一斉に
もちろん、勉強でも良いで
て勉強することは本当にその子の
同じ内容から始まるので、中学生
すし、科学に興味のある人
性格にあっているのでしょうか？
になった時点でみんなが一緒にス
は科学館に足を運んでみる、
その子は、大人の計算通り勉強に
タートしていきます。しかし、高
本の好きな人は読書に没頭
前向きになれるでしょうか？個別
校生は小学生、中学生のときに積
してみる、身体を動かすの
の場合には、大変多くの不確定な
み上げた力によって、スタートは
が好きな人は、公園で思い
要素を考えなくてはならず、一筋
大きく遅れをとってしまいます。
切りスポーツを楽しむ・・・
縄 で は い か な い こ と が 多 い の で す 。 など。また、秋はイベントの多い時
場合によっては、スタートを切る
それならば、集団授業でも同じだ
ことすら出来ないこともあります
期ですから、家族と一緒に出掛けて
と思われるかもしれませんが、食
ので、中学生で習う単元は、必ず
みるのもいいかもしれません。そう
物連鎖がそうであるように、集団
中学生のうち
すると思わぬ発見があり、それが人
で生物が（子どもが）存在してい
に理解してお
生の転機になることだってあるかも
るだけで、細かい計算など必要が
きましょう。
しれません・・・！
ない切磋琢磨が作り上げる自然な
２つ目は、
何でも好奇心旺盛であるという姿
形に落ち着くのです。これは、信
大学受験に向
勢は、勉強においても大切で、「勉
け て の 勉 強 は 、 じてもらうしかないのですが・・・。 強＝辛いもの」という捉え方をする
私たち第一ゼミが「第一こべつ」
１年生の時点
のではなく、勉強は様々な新しいこ
を「集団授業にもどるための個別」
から始めなけ
とを知ることができる楽しく面白い
と位置付けているのはそのためな
れば間に合いません。特に、徳島
ものなのだ、というふうに思えるよ
県 の 高 校 受 験 は 取 り か か り も 遅 く 、 のです。個別授業が必要な局面は
うになると、もっと毎日が充実する
当然あります。しかし、個別だけ
勉強量も決して多いとは言えませ
でしょう。
で高いハードルを越えるのは、簡
ん。しかし、そのままの感覚で大
勉強が楽しい！そんな皆さんにな
単ではありません。特に、最初に
学受験を考えていると、全国の受
ってほしいと思っています。
述べた階段を飛ばしながら駆け上
験生たちと対等には戦えません。
【今月の一冊】
るような学力アップは食物連鎖系
中３生は、３月に受験が終わった
『東海オンエアの動画が６.４倍楽
の助けが必要なのです。
直後で、すぐに大学受験に向けて
しくなる本 虫眼鏡の概要欄』虫眼
（竹下先生）
の勉強と言われると、気が重くな
鏡（講談社新書）
るかもしれませんが、心しておい
チャン
てください。
ネル登
この文章は決しておどしたいと
録者数
いうわけではなく、みんなに頑張
３００
ってもらいたいというエールです。
万人超
応援していますよ （姫野先生）
の最注
目
You
学力に応用！食物連鎖
Tuber「東海オンエア」の動画
に添えられた概要欄の傑作選。著者
は元教師であり、巧みな文章にニヤ
リとすること請け合い。読書が苦手
な人でも、するすると読めてしまう。
ちなみにタイトルの６.４倍も著者
の名前「むし（６４）」にかけてい
るとのこと。
（野上先生）
毎年、今頃になると四谷クラス
の中に学力が急に伸びる生徒が出
てきます。今年も明らかに階段を
いくつも飛ばして駆け上った生徒
が何人もいました。（拍手）
特に高学年の生徒は夏期講習の

前号の解答

月６日（土）に適性検査（理系・

時

（１）宇宙で生命が生まれる確率はどのくらいか？
（２） ファミレスのメニュー表の製作費は？
（３） ドラミちゃんの本職は？
（４） 真空の中には何がある？
（５） 銀閣寺はなぜ銀色ではないのか？

またその結果が出ることで、今後の
自分の改善点が明確になりますね。
自分をより高みに引き上げていくた
め、どんどんチャレンジをしていっ
て下さいね。
★公立中高一貫校模試を実施します！

分～

第３回駿台学力テスト（予定）

時

10

生の皆さんは自分の学力を高めつつ、

一番大事なのは受験後にきちんと
復習することです。毎回みなさん
は出来ているでしょうか？ 模試は
普段の勉強法や試験でやってしま
いがちなミスを自覚し、繰り返さ
ないようにするために必要なもの
ですし、何より自分の出来ない所
を発見する機会です。模試がなけ
れば自分の弱点やミスの傾向に気
付かず、間違った勉強をし続けて
しまうかもしれません。必ず原因
分析をして自分のミスや弱点を改
善していきましょう。
また、東進模試には必ず解説授
業というものがついています。解
説授業では問題を解く時の方針な
どを説明してくれるので、受験後
にする復習のツールの１つとして
利用して下さいね。
そして、模試の解答解説や解説
授業で理解が出来たら、再度自分
の力でどれくらい解けるか挑戦し
てみてください。
～お知らせ～
① 第７回全国統一中学生テスト
月４日（日）８時 分校舎集合
日（金）
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②

月
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逆に去っていく仲間もいます。
私達は、一人ひとり子供達を大
切に思って、日々の授業に臨んで
います。また、毎回元気に子供達
に会えることを本当に楽しみにし
ているのです。多くの子達が集ま
る私達の塾では、色々な子がいま
す。静かに勉強をする子、かまっ
てかまってと接してくる子、仲間
と一緒に
やれば集
中できる
子、発言
を積極的 に
する子、姿
勢の悪い
子、小テ
ストでは
早く解け
たら偉い
と思って
いる子、
そして何
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文系）の中学入試にチャレンジする
小６生を対象に、公開模擬試験を実
施します。徳島県の中学入試は中学
受験を要する学校数が少ないことも
あり、競争倍率が毎年高めになりま
す。そのことを把握した上で、小６
ライバル達と戦っていかなければい
けません。また、ライバルは自分の
友達でもある為、本番の入試の時で
は「友だちであっても勝たなければ
いけない相手」ということを理解し
ていても、小６生の皆さんにとって
は大変心の負荷がかかるものとなる
でしょう。しかしそれでも耐えて乗
り越えていかなければいけないも
の、それが中学入試なのです。自分
自身の輝かしい未来を掴み取る為、

雑学知識にチャレンジ！
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