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限られた時間の中で

験を充分に利用したとはいえません。

すます気持ちが焦ることでしょう。

たノートを作るのです。そして、
試験で判明した自分の弱点を一つ
一つ克服していくことで確実に前
の自分よりも成長できます。同時
に、受験直前には自分の弱点を網
羅したそのノートを見直すことで
自分の成長も実感でき自信と落ち
着きを得ることが可能です。これ
からも受験日が近づくにつれてま
けれども、しっかり試験を利用し
て少しでも着実な自分の成長を感
じることができたら、試験までの
限られた時間を有効に利用できる
ことでしょう。焦っているのは自
分だけではありません。同級生の
友達どころか全国の受験生たちが
同じ気持ちなのです。こんな気持
ちになるのは一生にも数えられる
ほどしかないのですから、いっそ
楽しんでやろうという気持ちにな
ることが出来たなら受験の勝利も
きっと間違いなしです。
（宇都宮先生）

小中学部ゼミコース
四谷大塚ＮＥＴ通信

に絡んでくる内容となってきます。

スト、基礎学力テスト等を通して、

お休みします。

スクラッチのプロジェクトや、テキストのオンライン練習につかってくださいね。

ハイブリッド通信

木曜日の午後３時から４時３０分の間、コンピューターラボを英語村の生徒に開放します。

Open Computer Lab

元気でいるために

※ 今回の雑学知識は紙面上の都合により

社会（統計資料から見る動向や事
象説明等）が複雑にしかも総合的
一つずつ問題を丁寧に見つめてい
きましょう！
★中３生学力診断テストを実施しま
した！
月 日（日）に学力診断テス
トを実施しました。今回のテスト
を受けた中３生達にテスト後の感
想を聞いてみたところ、英語のリ
スニング問題のスピードが速かっ
た、社会の問題量が多い、国語の
テスト時間が少ない、といったも
のでした。高校入試は３月初旬に
ありますが、それまでにはあと約
４カ月しかありません。今回のテ
ストも含め、学校で受ける実力テ
自分のウィークポイントを全部克
服していけるよう、一緒に将来に
向けて前進していきましょう。
★最近私が気になること
中学受験や高校受験に関して、
子供達だけでなく保護者の皆様も
神経質に成らざるを得ない時期が
今ですね。徳島第一ゼミでの受験
勉強、家庭学習、学校での先生と
の 情報交換、家族内での意思疎通、
進路の将来性等、色々な事を真剣
に考えていかなければいけない時
です ね。そのような今だからこそ、
子供達本人や保護者の皆様と一緒
に考え、悩み、そして解決してい
きたいと、いつもこの時期は思っ
ています。
誰でもたいてい悩み事は一杯抱
えているものです。それらの中で、

月は学校のテストや英検面接な
どもあり忙しいですが、塾内でも２
つの模試を実施します。１つ目は全
国統一中学生テスト、２つ目は駿台
学力テストです。全国統一中学生テ
ストは前回同様、各学年で問題が異
なりますから自分の進度に合わせて
問題を選択できます。決勝大会は受
験学年問題にチャレンジした生徒の
みですが、上位入賞を期待していま
す。
テストばかりですが、必ず復習は
行ってくださいね。面談をしていて
もテストを受けっぱなしでいる生徒
が多すぎます。自分のことだと心当
たりがある生徒は改めてください。
自分の失点したところの自己分析を
して目標や理想の自分に近づく為の
課題を見つけることは必要不可欠で
す。今後皆さんが学力を伸ばしてい
く為には客観視する力を身につけて
いかなければなりません。伸びてい
く生徒は、今の自分をしっかり自覚
し、理想の自分のイメージとの間を
埋めるために何をするべきか自己分
析し明確にして行動します。しかし
頑張っているのに伸びない生徒は、
宿題もやっているし授業もきちんと
聞いているのに…毎日３時間勉強し
ているのに…といったように一定の
努力はしているが結局は目の前の課
題だけをこなしていってギャップが
みえておらず努力の方向音痴になっ
ています。また伸びない生徒に至っ
ては大部分が「できない自分は自分
じゃない」と失敗を無かったことに
します。まずは、しっかり今の自分
に逃げずに向き合うことから始めな
いといけませんね。段階を経て力を
身につけていくことが出来るように
努力してください。
～お知らせ～
① 第７回 全国統一中学生テスト
（全員必須受験）
月４日（日）８時 分校舎集合
時 分終了予定
テスト科目：英語・数学・国語
当日受験できない生徒は、 月 日
（土）後日受験が出来るので事前に
先生に伝えて下さい。

Free Day

だいぶ涼しく秋らしくなりました
ね。過ごしやすくなった半面、体調
を崩しやすい時期でもあります。今
年は早くからインフルエンザも流行
りはじめており、特に健康維持に気
を配ることが必須となっています。
みなさんは、健康のために何かして
いますか。意識したことなんてない、
という人も多いでしょう。しかし体
調を万全にしておくことが、気持ち
を安定させ、元気でいられる秘訣で
もあります。
では心身ともに元気でいるためには、
どんなことが出来るのでしょうか。
やはり、「食」と「運動」「ストレ
ス」が大きなキーワードです。
まず「食」に関してですが、朝昼晩
と３食、バランスよく食べられてい
ますか。ジャンクフードやスナック
菓子などをたくさん食べて、通常の
食事が食べられない、ということは
ありませんか。また、朝食抜きで学

校に行っている、ということなどはあ
りませんか。栄養バランスの整った食
事を心掛けることで、朝から元気に活
動できますよ。
つぎに「運動」ですが、部活などで
既に日常的に運動している人はそれで
充分でしょう。しかし、そうではない
人は朝起きた時や寝る前にストレッチ
を取り入れるだけでも良いと思います。
頭の疲労だけでは寝つきも悪くなりが
ちですが、身体の疲労も伴うことで、
ぐっすり眠ることもできるでしょう。
最後に「ストレス」に対する付き合
い方です。生活していると、嫌なこと、
不満に思うことなど、いろいろあるで
しょう。特に人間関係などで
悩んでしまう人もいるかもし
れません。そのような場合、
悩むのは程々にしておいて、
頭のスイッチを切り替えられ
る何かを見つけられると良い
ですね。例えば、趣味に没頭
する、軽い運動をする、気の
置けない友人とおしゃべりす
る、など。悩んでいる時間が
あるならば、楽しいこと、幸
せだな、と思うことに時間と
エネルギーを注ぎましょう。
毎日、様々な変化があるのは当たり
前です。その変化といかに付き合って
いくか、が大切です。
いつも健やかな状態でいられるよう
に自らをコントロールし、整えておく
と、良い結果が出せ、ほかの人も笑顔
になる、というような良い循環が生ま
れますよ。

【今月の一冊】
『なんたってドーナツ 美味しくて不
思議な の話』早川茉莉（ちくま文
庫）
ドーナツの
あなには何
がある？ド
ーナツにつ
いての美味
しくて笑顔
になる話が
詰まってい
ます。ドー
ナツのレシピも載っているので、料理
好きにもオススメ。読み終えたら、ド
ーナツを食べたくなること請け合いで
す◎
（野上先生）
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中学生・高校生の方を対象に、月に
1 回英語村の生徒さん以外にも自
習スペースを利用してもらえる日
を作りました。おともだちと一緒に
きてね。
今月は：10 月 27 日（土）
15 時～18 時

日時：2018 年 11 月 25 日
（日）
14 時スタート
場所：徳島第一英語村
テーマに沿ったアプリを決めら
れた時間内に作成します。プログ
ラミングクラスの生徒さんはぜ
ひ参加してください！

クッキングクラスでは、11 月
に Cafe を開きます。対象はク
ッキングクラスの生徒さんの
ご家族やお友達。招待状を受け
取った保護者のみなさま、ぜひ
ご参加くださいね。カフェでは
英語オンリーです。

Hackathon
English Village Cafe

（１）バラバラにした時計の部品を学校
などにある５０ｍプールに入れ、プー
ルの水をかき回し、水の流れだけで時
計が組み上がる確率と同じ
（２）１万円 （３）大学教授 （４）空気
は入ってないが、「ヒッグス粒子」とい
う素粒子が無数に存在する （５）銀
箔を貼るお金がなかったから

徳島第一英語村通信
雑学知識・前号の解答

祝 第80号

★小６生中学受験模擬テストを実
施しました！
月１日（月）に中学受験模擬
テスト（附属中・文理中受験生が
主な対象）を実施しました。小６
生達はいつもの授業時間とは異な
る時間帯でテストを受けたので、
いつもより緊張は大きかったよう
ですが、皆、本気で受けていまし
た。志望校判定付きの成績 表は
月下旬には発行されるので、今後
の勉強のため、徹底的に自己分析
をしておきましょうね。

る、自分自身の存在意義を見出す、

私達で共有できるものがあればと
ても幸いです。自分自身の問題と
して、将来・未来への葛藤が描か
れるケースは大変多いですが、実
際は色々な人の協力や支援・知恵
がなければ、自分の未来を勝ち得
ることはとても難しいことが多い
ですよね。
これらのように自分自身で何も
かも抱えてしまうと、かえって自
分の夢や目標を見失ってしまいま
す。そうなると、自分の心に虚無
感が漂い、自分の人生に失念して
しまう、というような状況になっ
てしまったら、私達はとても悲し
く思うのです。自分の考えを深め
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Tel:088-655-5001

験・観察）、文系なら課題作文（統
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第一未来館

★公立中高一貫校模試を実施しま
した！
月６日（土）に適性検査（理
系・文系）にチャレンジする小６
生を対象に、公開模擬試験を実施
しました。これからも実施してい
く適性検査の模擬テストは総合内
容の問題ばかりとなる為、理系な
ら算数（算術）と理科（記述・実

11

② 第３回駿台学力テスト
月 日（木） 時 分～ 時５分
テスト科目：英語・数学・国語
都合が悪い生徒は必ず連絡してくだ
さい。また、会員生の皆さんで興味
のある生徒は先生に声をかけて下さ
いね。
（伊勢先生）
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並びに将来に対するビジョンをよ
り明確にしていくためにも、何で
も相談をしていって下さい。待っ
（工藤先生）
ていますよ！
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計資料型・要約型・感想型等）と
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受験生の皆さんはそろそろ焦り始
める時期かもしれません。そうなる
と、もちろん勉強時間は増えている
でしょう。しかし、だからといって
やみくもに勉強すればいいというも
のでもありません。がむしゃらと一
生懸命は違うのです。というのも勉
強というのは量はもちろん質も大事
だからです。そして、質の高い勉強
とは今の自分に最も必要な勉強をす
るということです。そのためには自
分の弱点を知ることが必要です。そ
れぞれで異なる弱点を知るのにいい
方法は、学校や塾で受ける試験をし
っかり利用することです。試験とい
うのは無料で受けられるものではな
く、受ける時間もそれなりにかかる
ものなので利用できるところは利用
し尽くさないともったいないです。
例えば、試験結果が良かったとか悪
かっただけで一喜一憂するのでは試
では、どうすればいいのでしょう
か。それは試験結果をこれからの勉
強の指標にするのが効率的です。け
れども、注意して欲しいのはこの試
験結果というのは受験してから一週
間以上も後で内容も忘れた頃にやっ
と返ってくることです。確かに実際
に返ってきた自分の答案を見て反省
することも大事なのですが、『 鉄
は熱いうちに打て』と言われるよう
に試験の反省をするのに最適なのは
試験を受けたその日のうちに見直し
をすることです。何も全部解き直せ
と言っているわけではないのです。
もらった解説をしっかり読み込むこ
とをして
欲しいと
いうこと
です。そ
して受け
た試験と
その解説
をしっか
り残して
いって、
自分が受
けた試験
集とその
反省をし

受験者募集中！
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