第一新聞
勉強を日常の中に
さて、皆さんは一日に何時間くらい
勉強していますか。受験生であれば毎
日４，５時間くらい勉強できていると
いいですが、実際には通学の時間や家
の手伝いなど様々な理由で、もっと少

楽しいことです。他の人と話し合っ
てみても面白いですね。このように
普段の生活の中でも勉強のアンテナ
を張って、疑問を発見し、それにつ
いて思考することはそれほど苦では
なく、むしろゲーム感覚で楽しめる
のではないでしょうか。それに、
将来今ある仕事の大部分がコンピ
ューターなどの最新技術に取って

★第 回全国統一小学生テストを実施！

環として言わなければいけません。
しかしながら、全ては子供達が人間

（工藤先生）

で頂きます様、宜しくお願い致しま
す。

ていきますよ！

性を成長させていくためにとても必
要な事なのです。だから、私達は
可能な限り、全力で皆さんに接 し

ハイブリッド通信

11

ことがあれば先輩として優しく教え
てあげてほしいと思います。

～ 月・ 月行事・お知らせ～
① 月 日（木） 駿台学力テスト
（中１・中２）実施しました。
返却予定： 月下旬・三者面談随時
実施します。
② 月 日（日）高校部模試のた
め、 校舎は利用できません。
③ 冬休みの予定に関しては生徒を通
じてお知らせいたしますので御確認
ください。
（伊勢先生）
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第一こべつで冬期講習！

29

代わられたときに人間に必要とされ
る能力は「問題発見の能力」だと言
われています。今から、自分の思考

24

（宇都宮先生）
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力を鍛えるためにも普段から考え
る癖をつけていきましょう。

12

今年も総まとめの時期に差し掛かっ
ています。小中学生ともに、今年の総
復習をしているところでしょう。（た
ぶん）
さて、そんな時に、自分の苦手とす
るところが曖昧で、どこから手をつけ
て良いのか分からない、自分で解答・
解説を読んでも訳が分から
ない、という人もいるかも
しれません。また、冬は寒
い季節ですから、家から出
たくない→家でゴロゴロし
て勉強しない→眠たくなる
→一日があっという間に終
わる、というループにはま
ってしまう人もいるでしょ
う。
それらを断ち切るのにベ
ストなのは、やはり個別指
導です！
冬休みも、こべつ授業に
毎日来るという習慣をつけ
ることで、勉強習慣も身につき、さら
に苦手分野も克服できる。まさに自分
だけのオリジナル・プログラムが組め
ます。
そして、こべつ授業の前後に自習室
に通えば、冬休みの宿題も終わり、一
石二鳥！
クラス授業に来てい
る人は、授業での取り
こぼした部分を補強す
るのに、ぜひこべつ授
業を活用しましょう！
講習会中はどうしても
先生達も質問対応に割
く時間が少なくなって
しまうのが現実です。
ですから、講習会中だ
けでもこべつ授業を取るのは大いにオ
ススメします。
今から冬の計画を練って、ベストな
状態で冬休みを過ごしましょうね！

【こべつ冬期講習会】
月 、 日・ ～ 日 申込期限
月８日（土）まで
※詳細は各担任の講師まで
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【今月の一冊】
「つむじ風食堂の夜」吉田篤弘（ちく
ま文庫）
月舟町という町の十字路の角にある食
堂を舞
台に、
はじめまして、舩井春奈です。
さまざ
５階のこべつを担当しています。 まな愛
すべき
好きな科目は国語と社会です。
お客さ
どうぞよろしくお願いします。
んたち
が織り
なす日
常。寒
い冬に
ほっこりと温かい物語をどうぞ。
（野上先生）
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12
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日時：１２月２３日
（日）１５時〜１７時
場所：徳島第一英語村
定員：先着８０名（定員になり次第、申込〆切）
参加費：１０００円（プレゼント付）
申込〆切：１２月８日
（土）
※参加希望の方は、徳島第一英語村まで連絡
してください。
FAX 088-612-7600

Tel:088-655-5001

小中学部ゼミコース
四谷大塚ＮＥＴ通信

月４日（日）第７回全国統一中
学生テストを実施しました。前回６
月と同様に、学年別問題で実施しま
したが、中１生・中２生ともに受験
学年問題にチャレンジしてくれた生
徒もいました。時間配分を誤って、
最後まで問題を解くことが出来なか
ったなど反省点はそれぞれある事と
思います。普段学校で実施している
定期考査では見つけることが出来な
い修正点を、模擬試験を通して発見
して欲しいですし時間配分なども経
験しなくては身につきません。 月
日（木）には駿台学力テストを実
施しますから、今回間違えたことを
しっかり復習して出来なかったこと
が出来るように学習を進めてくださ
い。また解説授業もあるので復習に
役立てて下さいね。
日々頑張った成果として、中１生
部門としてO・Yさん（中１）が成績優
秀者として発表されていますし、受
験学年部門の決勝大会へはK・M君
（中３）が見事進むことになりまし
た。今後の受験勉強に良い経験・モ
チベーションアップ につながればと思
います。Oさん、K君おめでとう！！
また、中１・中２生とも次年度の
学習計画をたてて新学年としてスタ
ートする時期になりました。個々で
進み具合はもちろん違いますが、今
回の駿台模試の返却もかねて面談を
随時実施していく予定です。そして
もう間もなく、中学受験の時期にさ
しかかってきます。小６生の後輩た
ちも２か月後には新中１生として教
室内で見かけることもあると思うの
で、パソコン操作などで困っている
11
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月３日（土）に全国統一小学生
テストを実施しましたが、今回から
年長生対象のテストも導入されまし
た。私達は基本的に全学年のテスト
を毎回実施していますが、今回は初
めてのクラスもあるので、上手くテ
スト運営が出来るかどうか、そして、
振替の授業も同時進行でできるかど
うか不安がありました。しかしなが
ら、テスト当日はお手伝いスタッフ
中１生の積極的な頑張り、そして保
護者の皆様のご協力によって何とか
無事終了することができました。大
変感謝しております。今回のテスト
で得られた経験をもとに次回のテス
トでは、さらに改善した状態で実施
できるよう取り組んで参りますので、
どうぞご期待下さい。お手伝いス
タッフの中１生達、 とても助かり
ました！ありがとう！
★今年も正月合宿・特訓を実施！
今年度の冬期講習会でも正月合宿
（中３生）、正月特訓（小６生）を
実施します。中３生にとっては、集
中的に各単元の復習や要注意ポイン
ト徹底確認、テスト過去問にもチャ
レンジするものとなります。小６生
では、中学入試の直前の時期となる
為、宿泊はありませんが、正月の間
で実施できる集中演習、要注意ポイ
ント等の解説も実施していきます。
そして、毎年恒例の天神社合格祈願
もありますし、正月だからこその特
別企画も準備予定なので、併せて楽
しみにしておいて下さいね。
★最近私が気になること
中学部で実施する単元別レベルア
ップテストへの参加率が、少しずつ
ですが回復してきております。テス
トというと、できることなら受けた
くないと思う子が多いことはわかっ
ていますが、テストを受けていかな
ければ自分自身の力を確認すること
がなかなかで
きないという
ことも、理解
してくれてい
るのだと感じ
ます。また、
小６生では
国・私立中学
入試模擬テス
ト（算数・国語）や公立中高一貫校
適性検査模試を実施していますが、
お互いのライバル心や向上心を高め
ていってくれればと思います。私達
は場合によっては子供達に嫌われる
ようなことも指導やアドバイスの一
11

第一未来館

★冬期保護者説明会（小中学部）＆中
３生ＨＲを実施！
月 日（日）に小学部と中学部
にて冬期保護者説明会を実施しまし
た。冬休み前ということで、中３生
と小６生の保護者の方々には、当日
ご都合を頂き多数ご参加頂けたこと
を大変感謝しております。保護者会
のお話としては、中学部では冬期講
習会の概要
はもちろん
のこと、高
校入試の現
状と新傾向、
合格基準ラ
イン、大学
入試への関
連性（特に
英語）、高
校生への歩み方、徳島第一ゼミグル
ープの取り組み等でした。また、小
学部では中学入試への激励や心構 え、
小中高と一貫した勉強の重要性、冬期
講習会の概要、大学入学共通テスト、
徳島第一ゼミグループの取り組みと
いう内容構成でした。
中３生ではＨＲという位置づけで
したが、当日は自分の事ということ
で、いつもよりもさらにまじめな表
情で臨んでくれていました。私達の
徳島第一ゼミグループに通ってくれ
ているすべての子供達が、きちんと
自分の目標を見定められるよう一生
懸命に取り組んで参りますので、可
能な限り保護者会等には御足を運ん

（１）ハト時計で飛び出してくる鳥は何？
（２）肖像画のベートーベンはなぜ不機嫌そ
うな顔をしているのか？
（３）マジックではなぜハトがよく使われるの
か？
（４）君が代の歌詞にある「さざれ石」の正式
名称は？
（５）カルピスのパッケージは何をイメージし
ている？

Congratulation!!
English Village
Christmas Party

はじめまして！

29

雑学知識にチャレンジ！

発行所
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ないかもし れ ま せ ん 。 こ こ で の 「 勉 強 」

は、机に向かって問題集を解いたり教
科書を読んだりすることを指していま
す。しかし、勉強は机に向かってする
ことだけではありません。以前にテレ
ビで、ある東大生が「普段、街を歩い
ているときなどに視界に入った車のナ
ンバープレートの数字を足したり掛け
たりして答えが０になるように計算す
るのがクセになっている」と話してい
るのを見ました。これは勉強というほ
ど大げさなものではありませんが、机
に向かう以外の勉強のヒントになると
は思いませんか。
最近では徳島でも外国人向けに英語
の表記のある看板や案内などが街にあ
ふれていますが、そういったものを積
極的に探して、日本語と比較してみて
はどうでしょうか。それほど難しい単
語は使われていませんが、日本語と英
語で意味は同じでもニュアンスが違う
ことがあってそれぞれの言語の特徴が
感じられることもあります。たとえば
「staff only」と書かれた
ドアを見たことはありませんか。これ
は日本語では通常「関係者以外立ち入
り禁止」と表記されます。両方とも伝
えたいことは同じなのに、英語ではド
アを通ることが出来る人を表現してい
るのに対して日本語では通れない人に
ついて言及しています。原則として英
語では否定文よりも肯定文が好まれる
と聞きますが、このドアの例もそのせ
いなのかもし
れません。あ
るいは単に文
字の量の問題
なのかもしれ
ません。残念
ながら、私は
この答えを知
りませんが、
ある事象に対
してなぜだろ
う、とあれこ
れ考えるのは
11

（月刊)
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