月

ょうか。国語や数学の記述力や英語
４技能も必要ですが、現状のセンタ
ー試験で点数を取れるだけの基礎力
ももちろん必要です。ですから、今
残っている講座、新たに取った講座
を出来るだけ早い時期に終わらせ、
基礎固めをしましょう。
今の自分は何をしなければいけな
いのか。ホームルームの内容を忘れ
てしまっていた人も、改めて考え直
してみてください。そして、次はそ
の気持ちを忘れることなく、努力を
続けていきましょう。 （姫野先生）

はや

「わくわくすること」

今日はもう疲れた
これ以上は頑張れない
そんな時があるかもしれない

※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。

それでも
今日のご飯は何かな
早めに宿題が終わった
あぁ見たいテレビがあるんだった
明日は友達と何を話そう

そんなことを考えていたら
わくわくしてくる
明日も頑張ろうって思える

君のわくわくが
未来の幸せを育てるんだ

＜前号の答え＞
（1）アップルパイ （2）椿 (3）鳩時計 （4）電卓
（5）うまい棒 （6）ラクダ (7) 柄杓 (8) ハムスター

センター本番レベル模試（徳島大学）

っていた人、なかなか思うようにステ
ージが進まずに諦めそうになっている
人など、なかなかコツコツと取り組め
ていない人がいるのも事実です。
毎週、月水金に数学計算演習、火木
土に英単語に取り組みます。通期講座
で概念理解したことについて、高速基
礎マスターで計算演習の猛特訓をする。ま
た、定期的なトレーニングで修得した
知識を定着させる。自分ひとりではで
きなかったことでも仲間と一緒に取り
組むことで習慣にする。ハードトレー
ニングを乗り越えることで大巾学力向
上を果たす。想像してみて下さい、成
績が劇的に向上し、模試で目標点を突
破した自分の姿を。
数学計算演習、英単語、どちらか一
方だけの参加でもＯＫです。全力で取

り組み大飛躍のきっかけにしまし
ょう！
（河野先生）

受験直前 何すれば？

（８

がないので最初から解こうとしない生

NO.172

問３）蚊と蝿と蜂と蛾が皆で外国へ行く
ことになりました。ところが、こ
の中で１匹だけ行く事が出来なく
なってしまいました。さて行けな
かったのはどの虫？

いよいよ 月 日（日）は、「セン
ター試験本番レベル模試」です。今ま
での模試は校舎で実施していましたが、今
回はセンター試験の会場でもある『徳
島大学』でおこないます。また、学校
単位での参加もあるため、東進生以外
の生徒も多数受験する予定です。まさ
に本番同様の緊張感の中で挑戦する模
試です。これまでの努力の成果を十分
に発揮できるように頑張りましょう・
・・と、言うのは簡単ですが、残りの
期間で出来る頑張りについて考えて見
ましょう。
今まで行われた模試や演習を通して、皆
さんは膨大な量の問題を解いてきたこ
とでしょう。その中で、自分の苦手な
部分は分かっていると思います。出来
なかった問題も見直しをしたことでし
ょう。苦手な分野も力をいれて演習に

（７

徒と、 面白いクイズに出会ったときのよう
に面白がってトライする生徒がいます。こ
の生徒たちの違いは、学力や性格というよ
り、普段の自宅での勉強法の違いによるの
ではないでしょうか。教科間の差はありま
すが、算数においては、見たことのある問
題を記憶の中から掘り起こして問題を解け
たとしてもそれは算数の能力が優れていた
ためではなく、記憶力が優れていることの
証明にしかなりません。小学校の算数にお
いては、やり方を知らなくても工夫次第で
解ける問題があります。最初からあきらめ
ていては、考える力がつかないのです。解
き方をひとつずつ覚えていく方法は得点力
は上がりますが、考える力はさほど深まら
ないのです。保護者様の中には点数が取れ
ればそれでいいとおっしゃる方がいるかも
しれませんが、長期的な目で見ると、いい
結果は期待できません。特に、文科省の打
ち出した「思考力」重視の新指導要領が日
本の教育の基幹となり始めれば、今までの
できる子のタイプがかなり様変わりするの
は覚悟しておいた方がいいと思います。
（一部編集しました）

問２）何も考えずに穴の下にいると、何
が見える？

今日の授業に参加した生徒は、全国統一
小学生テストの「見直し勉強会」がただの
答え合わせでないことが分かってくれまし
たね。難しい問題をどのように解けば、わ
かりやすいか、時間内で問題を解くには捨
てなければならない問題があることなど、
勉強に対する姿勢やテクニックを伝えられ
たのではないかと思っています。
しかし、テクニックだけでは将来が心配
です。全国統一小学生テストのような学力
テストは普段どのような勉強をしているか
がはっきり出ます。例えば、初めて見るタ
イプの問題に対して、解き方を習ったこと

（６

問５）ある法則で並んでいる文字があり
ます。□に入る文字は何？
お ひ □ く こ

も取り組んだことでしょう。とこ

（５

東進衛星予備校

りません。７割方の基本問題が確実
にできるように練習してください。
・もちろん時間は計って、目標タイ
ム内に解けるようにスピードも意識
しましょう。
・数ⅠAの「数と式」「２次関数」
「図形と計量」は数ⅡBの成績にも
大きく影響します。この中に苦手単
元があるなら最優先で取り組んでく
ださい。数ⅡBは配点の高い微積分
から演習をするのが良いです。
【国語】
・直前期に最も伸ばしやすいのは古
文・漢文です。特に漢文は覚えるべ
き必須事項が少なく、短い勉強時間
でも結果を出しやすい単元です。基
本的な句法などは必ずマスターし、
センター試験の過去問演習をどんど
ん進めてください。
・現代文に関しては、読解の練習を
進めましょう。毎日１題は演習を行
い、読解力を落とさないようにして
ください。
・漢字は確実に高得点を取りたい問
題ですが、漢字が苦手な人が今から
勉強を始めるのは、途方も無くあま
り得策ではないと思います。
（小倉先生）

（４

１２月１６日（日）センター試験本番レベル模試
（受験会場：徳島大学常三島キャンパス・教養教育4号館）
詳しい場所は、徳島大学HPもしくは校舎掲示にて確認して
ください
※当日校舎は閉まっていますので自習等の利用は出来ません。
３０日（日）・３１日（月） 千題テスト特訓（希望者のみ）
年末・年始の校舎利用時間は後日教室内に掲示しますので各自
確認してください。

一年は本当に早いですね。春夏秋
冬３６５日もあるのに終わってみる
とあっという間です。振り返ればい
ろんなことが走馬灯のようによみが
えります。３月、卒業とともにたく
さんの教え子たちが巣立っていきま
した。出会いは別れの始まりと、分
かってはいても心のどこかに寂しさ
を覚えます。「でも大丈夫！卒業す
る君たちは幸せになる心の持ち方・
考え方を掴んでくれたよね…」あの
別れの日、散りゆく桜の花びらを見
ながら、自分に言い聞かせていまし
た。

（３

問１）「秘密を持ってはいけない」とい
う法律を作ったら、貧富の差がなく
なりました。さてどうして？

＜前号の答え＞
（1）聞かざる 着飾るだから
（2）０時 「キョウノョガノニナルノハナンジ？」
「キョウ」 の「ョ」が「ノ」になるのは何時
（3）うがい 「うし」の「う」が「い」になったら「いし」
になる
（4）北京 お月様は「月」太陽は「日」 「背景」と言う
字から月と日を取ると、北京になる
（5）ライオン 猛獣（もう１０）だから

問４）月・火・水・木・金・土、仲間ハズレはど
の曜日？

（２

なぞなぞ未来くん

遠目で見たら、分かるかな？

第一ゼミ・四谷大塚

ホームルームの内容を覚えていますか

12

（１

１１月度月例テスト（適性検査）（小学部：ゼミ）
中３生学力診断テスト（中学部）
公立中高一貫校適性検査模試（小学部：ゼミ）
小６生合不合判定テスト（小学部：四谷）
小４生公開組分けテスト（小学部：四谷）
小５生公開組分けテスト（小学部：四谷）
２０１８－１９年冬期講習会スタート

１２月１日（土）
２日（日）
８日（土）
９日（日）
１５日（土）
１６日（日）
２０日（木）～

ろで、 今、それらの問題を解いたらで
きますか？見直しをして、やり方を知
りそのときは出来るようになったかも
しれません。しかし、それは数日～数
ヶ月前の話です。今、出来ますか？？
成績を上げるには、出来る問題をどれ
だけ頑張っても点数は変わりません。
間違えた箇所、出来なかった問題が出
来るようになることにより点数が上が
ります。ひたすら演習をすることも重
要ですが、間違えた問題を確実に出来
るようにすることも重要です。人間は
忘れる生き物です。その時、出来るよ
うになったとしても、今出来るとは限
りません。苦手分野ならなお更です。
様々な問題を解きたくなる気持ちも分
かります。しかし、時には過去に戻っ
てみることも必要です。膨大な取りこ
ぼしが、後ろに控えていると思います。「
あのときやったけど、やり方忘れまし
た。」という事がないように、残りの
期間も頑張っていきましょう。
（齋藤先生）
27

これ、なんだろう？
四谷大塚NET徳島駅前校
2018.11.7のブログより

《
《ブログ・アーカイブから》
》
2018年１２月の予定

12

やがて４月、新しい出会いととも
月 ～ 日まで毎日、学年別の
にやってきた春期講習。新しい子供
ホームルームを行いました。ホーム
たちとの出会いが心の隙間を埋めて
ルームに限らず、研修会や講演会な
くれます。新学期、「いつも笑顔で
ど話を聞いた直後は、気持ちも引き
いるんだよ。大丈夫。大変なことが
締まりやる気も高まるものです。し
起こったら、チャンス。飛躍のきっ
かし、１週間も経つと熱が冷め、１
かけを与えられたんだから、楽しく
カ月も経つと内容すら覚えていない
乗り越えられるからね。《大変だ。
という人も少なくありません。そこ
だから良くなる。どんどん良くなる、
で今回もう一度、記憶と気持ちを呼
さらによくなる。大丈夫！だいじょ
び起こすために、簡単に確認しまし
うぶ！だって君はすごいから》」あ
ょう。
の日、「べつにー」、と無関心な新
まず高３生。自信を持って受験に
顔さんたちに、幸せになる魔法の言
臨むために、計画を立て直し、決め
葉を伝えている自分がいました。夏
たことをやり続けていますか。やら
期講習でもたくさんの出会い。その
なきゃいけないと不安にかられて、
たびに幸せになる呪文。「できる、
あれこれとやろうとするのは、中途
できる、できる、できる…」
半端な状態になってしまうので逆効
そして秋、やがて冬、今年も中学
果です。残り２カ月弱、もう一度自
受験のシーズン到来です。プレッシ
分の計画と向き合い、それを信じて
ャーで揺れ動く心たちに寄り添いつ
貫き通しましょう。
つ、わたしの使命は毎年同じ。出会
次に高２生。合格登山ルートの話
った一人ひとりが笑顔になれるよう
は覚えていますか。一段上のルート
全力で応援すること。勉強の楽し
に上がるためには、２年生の間が最
さ・喜びを感じてもらうこと。君が
後のチャンスです。間もなく期末テ
ストもあって大変だとは思いますが、 生まれながらに持っている才能に気
づいてくれれば…。わたしは、どん
テスト後の学習計画を今のうちに考
な試練にぶつかっても、「楽しい、
えておきましょう。間違っても期末
テストで燃え尽きる事はないように。 たのしい。幸せ、しあわせ」と逆境
をものともせず、歩み続ける子供た
また、センター同日の目標点もきち
ちが見たいと思っていま
んと立てておきましょう。
す。日々楽しく受験勉
最後に高１・高０生。まずは、統
強！一年の総まとめです。
一テストの結果はどうでしたか。記
月も精いっぱいの君に
述式の問題も入ってきて、やるべき
なれ！
（藤枝先生）
事が少し見えてきたのではないでし
22

16

“
高速基礎マスター特訓コース”
がスタートしました

月となり、いよいよ受験本番が
近づいてきました。既に合格点を模
試で取ることが出来ている人、もう
少しで届きそうな人、もっともっと
点数を上げないといけない人、現在
の立ち位置は様々だと思います。受
験直前に何をすれば良いのか？具体
的なやるべき内容は現在の学力や弱
点によって違いますが、ほんの一例
を紹介します。やるべきことに困っ
ている人は実践してみてください。
【英語】
・単語や熟語といった語彙力の強化
は当然やるべきですが、今の時期か
ら新しい単語帳などをスタートする
のはかなり危険です。自分が今まで
覚えてきたものを確実に、なおかつ
瞬間的にできるようにするほうがベ
ターです。高速基礎マスターの英単
語、英熟語を徹底しましょう。
・長文読解は必ず時間を計ってやり
ましょう。時間配分を意識して練習
し、受験本番で「
時間が足りなかっ
た！」ということ
には絶対ならない
ようにしてくださ
い。センター試験
の過去問などを最
低１日１題は必ず
取り組んでくださ
い。
【数学】
・最低限の知識として、教科書レベ
ルの例題は確実に解けるようにして
ください。まずはそれがスタートで
す。あとはとにかく演習なのですが、ポ
イントは自分の目標点を決めておく
ことです。目標点が７割の人が全て
の問題を解けるようになる必要はあ
10

12

高速マスター基礎力養成講座は「知
識」と「トレーニング」の両面から、
効率的に短期間で基礎学力を身につけ
るための講座です。この講座に徹底的
に取り組むのが高速基礎マスター特訓
コースです。
第一志望に合格するため、成績を上
げるために勉強の習慣を身につけ、基
礎学力を身につけることが必要だとい
うことは誰しもわかっていることだと
思います。しかし、わかっていても習
慣化するまでに３日坊主でやめてしま

12

(月刊)
土曜日
2018年12月1日

第一新聞
（2）東進衛星予備校/その他

