第一新聞
「
国語」
について
今日は「国語」という科目について
お話します。既にご存知の方も多いと
思いますが、現在私は主に国語を担当
しています。ここに至るまでの話は長
くなるので割愛させていただきますが、
私自身は国語という科目が昔から好き
でした。元々、小説を読むのが好きだ
ったこともあり国語の勉強で特別苦労
した記憶もありません。と言うと、国
語が苦手で困っている方にはケッと思
われることでしょう。しかし、私も高
校生になり難関大の過去問の国語に挑
戦したときにはかなり苦労させられま
した。大学の二次試験で問われるのは
記述問題が多く、特に文章の量が多い
記述問題で完答するのは至難の業です。
問題文をなんとなく読んでいては、と
てもじゃあ り ま せ ん が 、 答 え ら れ ま せ ん 。

への近道です。手間だと思いますが、急
がば回れの精神でがんばりましょう。

れていますが、以上のように論理性
が求められる科目です。だからこそ
文系理系を問わず、全ての人が「国
語力」を鍛えるべきでしょう。「国
語力」とはいわば「日本語力」であ
り、日本語を母語とする限り、生活
の中で常に試される力なのです。そ
して、意識しないといつまでたって
も向上しない厄介な力でもあります。な
まじ、日本人にとって日本語は特別
に意識することなく使えてしまうた
め、仮に「国語力」が十分でなくと
も生活に困ることはありません。
では、科目としての国語の勉強は
どのようにすればいいのか？こうし
た質問も頻繁に耳にします。短期間
で国語力を伸ばすことは残念ながら
難しいと言わざるをえません。では、勉
強しても無駄なのか、といえばそう
でもありません。国語の問題を解く
ときには、問題さえ解ければいいと
いう考えを捨てましょう。問題では
問われていないとしても、その問題
文の文章の内容をしっかりと自分な
りにまとめることが大事です。でき
れば、それを実際に書いておくと尚
いいでしょう。一問一問を丁寧に読
み解くことこそ、「国語力」の向上

ではあなた の 感 想 は 不 要 で す 。 こ こ に 、

ここで改めて指摘しておきたいことは、
国語の問題で問われることは、問題文
の文章が「客観的」「論理的」に読め
ているかどうかということです。そう
でなければ、国語の解答など無数に存
在してしまうからです。それは、みな
さんが小説や評論を読んでどのように
受け止めるか、どのように思うかは自
由だからです。けれども、国語の試験

傾向が強いため、少しでも点数アッ
プをさせたいという中３生は参加す
るようにしましょうね。
★最近私が気になること
すでに何度か記載しておりますが、ゼ
ミ中学部の単元別レベルアップテス
トへの参加が、特に中２生で少なく
なってきています。このままでは中
３生になってから、自分の基本的な
積み残し分野が多いことに気付き、
勉強に焦ってしまいますよ。自分に
は先の事とは考えずに、もっと自分
の事として認識して参加するように
して下さいね。
（工藤先生）

ハイブリッド通信

事ではありません。

冬休みの学習は予定通り進んでい
るでしょうか？中学NETの内容も
各学年ともに終盤へ近づいています
が、受講や高速基礎マスターの修得
は進んでいますか？現在進めている
講座の受講は２月
末までですが、２
月末のギリギリま
でに受講を終わら
せればいいという
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１月７日（月）～通常時間に戻り
ます。
② 年末年始の校舎開校時間
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～お知らせ～
① 冬休み授業時間（
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９時から 時まで
前記以外の日は通常時と同じ開
校時間となります。

③ 第４回 駿台学力テスト
（中１・２対象）
日（火）～ 日（金）
実施予定
１月

詳しい時間については授業中に案
内します。また会員生で興味のある

（伊勢先生）

生徒は先生に声をかけてくださいね！

第一英語村通信

時～ 時
１F
（遠藤先生）

● プロジェクトコースについて
プロジェクトコース
の第１期が終了し、発
表会がありました。ど
のプロジェクトの発表
会も大成功でした。
月からは第２期が
始まっています。 今期
は、「クッキング」「ド
ラマ」「アート」の３
つです。
● クリスマスパーティー
月といえばクリスマスですね。英
語村でもクリスマスパーティーを開き
ます。
Bingoやクラフトメイキングな
どいろいろあります。参加申し込みし
てくれたみなさん、ありがとうござい
ます。楽しみにしていてくださいね。

日時： 月 日（日）
場所：徳島第一英語村
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（１）カッコウ （２）その日に家政婦が作った料理がとても不
味かったため （３）暗くなるとおとなしくなる習性があるから
（４）石灰質角礫石
（５）カルピスが初めて発表されたのが７月７日の七夕の日
なので、天の川をイメージしている

第82号
（宇都宮先生）

その後の復習も考
えて冬休み中での修了を目指して進
めてください。また、受講をこなす
だけにはならずにじっくり理解しな
がら進めていき、添削問題も提出し
ていきましょう。そして、中１生は
次年度の内容に向けて、中２生は高
校内容に向けてしっかり準備してい
って下さい。
冬休みの間は毎日開校しています
ので、勉強の習慣を途切れさせない
ように大いに利用して下さい。もち
ろん、年末年始も校舎は開いていま
すが閉校時間が通常時とは異なるの
で注意してください。同じ教室内に
は、高３生の受験生達がセンター試
験に向けて追い込みをかけています。４
年後・５年後には大学受験に挑むこ
とになるのでしっかり先輩たちの頑
張りを目に焼き付けておいてくださ
いね。
また、小６生たちもあと数週間で
受験が終わります。中学NETを体
験する生徒を見かけるようになると
思いますが、先輩らしく中学生活の
事や勉強の仕方についてもアドバイ
スしてあげて下さいね。
新年、気持ち新たに頑張っていき
ましょう！！
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雑学知識・前号の解答

Tel:088-655-5001

小中学部ゼミコース
四谷大塚ＮＥＴ通信

下さいね。
一方、中学部では中３生達が高校
入試前の第３回基礎学力テストが間
近に迫ってきているため、本当に全
力を出して臨んでいかなければいけ
ません。そして
中２生の子達は
もうすぐ中３生
になるのですか
ら、気持ちを強
く持って勉強に
努めなければ、
自分の志望する
高校に行くことは難しいです。学校
でする勉強や宿題をすることは当た
り前であり、＋αの勉強を塾でしな
ければ総合的な学力アップは見込め
ません。頑張りましょうね。
各学年の子達にはそれぞれの立場・状
況がありますが、冬期講習会を通し
て少しずつでも自分のすべきことを
きちんと考えていくようにして下さ
いね。
★新年度保護者説明会＆ハイブリッド
コース選抜テストがあります！
１月 日（月）に新年度保護者会
（ 時～ 時半）、ハイブリッドコ
ース選抜テスト（ 時半～ 時半予
定）があります。新年度保護者会で
は、小中学部の新しい授業スケジュ
ールや中学部の各クラスの紹介、中
学入試・高校入試等の内容説明等に
ついてお話をさせて頂きます。また
ハイブリッドコース選抜テストは、
徳島第一ゼミ中学部のハイエンドク
ラスである、ハイブリッドコースの
入会判定テストとなり、その後学習
計画を相談の上決定していきます。
保護者会等、是非御都合頂きます様、お
願い致します。
★新中１準備講座、中３生高校入試
対策講座が各日曜日でスタート！
冬期講習会終了後に、新中１準備
講座は１月 日（日）から、中３生
高校入試対策講座は１月 日（日）
から、それぞれスタートします。新
中１準備講座は、新入生テスト対策
はもちろんのこと、５教科における
先取りを進めていきます。中学入試
終了後の小６生、または中学校で好
スタートダッシュを切りたい小６生
は、是非ご参加下さい。
中３生高校入試対策講座は、数学、理
科を中心に高校入試への最終仕上げ
を行っていきます。どうしても高校
入試では数学や理科といった理系科
目で総合点の点数差がついてしまう
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第一未来館

★２０１８/１９冬期講習会が始ま
りました！
さあ今年度の冬期講習会も勢いよ
く始まり、塾生達は日々勉強に頑張
ってくれています。特に小６生は中
学受験を間近に控えている子達が多
くおり、時間の余裕がない状況です
ね。しかし、そのような状況の中で
も小６生の子達は、自分の学力を少
しでも上げるために一生懸命受験勉
強に励んだり、中学校へのスタート
ダッシュを切ろうとしてくれたりし
ています。また、小学部他学年の子
達は小６生の様子をみて次は自分達
の番だという思いをもって、今後は
勉強生活を過ごしていくようにして
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発行所
「国語力」を問うのに要約を書かせる
ことが如何に効果的なのかの答えがあ
ります。すなわち、長い文章を短くま
とめて第三者に伝えることが出来ると
いうことは、その文章を自分の中でし
っかりと消化し
ておかないと出
来ないことだか
らです。試しに
自分が好きなド
ラマ・アニメ・
映画・小説・漫
画、なんでも結
構ですから、そ
れについてその
作品を知らない
友達に簡単に説
明してみてください。「国語力」がな
ければ、それらの魅力をうまく伝えら
れるわけがありません。
国語は文系科目の代表のように扱わ
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雑学知識にチャレンジ！

12

（１）「ひとりぼっち」の「ぼっち」の意味は？
（２）テレビに初めて映ったものは？
（３）セブンイレブン１号店で最初に売れたものは？
（４）にわとりは、なぜ朝になると鳴く？
（５）鉛筆１本で書ける距離は？
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（月刊)
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第一新聞
（1）徳島第一ゼミ/四谷大塚ＮＥＴ/第一こべつ
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神社にまつわるエトセトラ

ここの神様には、

明けましておめでとうございます。
平成最後のお正月が幕開けました。皆
さんは初詣に行きましたか？初詣では、
神様へ新年のご挨拶や願い事のおまい
りをします。おみくじをひいたり、お
守りを新調した方もいるでしょう。中
には絵馬に受験や勉強への
意気込みを誓った方もいる
ことでしょう。
神社には、自宅近くから
遠くにある大きな神社まで、
日本各地にたくさんありま
す。そして、神社ごとにま
つられている神様はそれぞ
れに違います。オオクニヌ
シノミコトやスサノオノミ
コトという日本神話に基づ
く神様にはじまり、スポー
ツの神様に芸事の神様、学
問の神様もいます。
学問の神様といえば、菅原道真とい
う神様がまつられている徳島眉山天神
社があります。第一ゼミでは、毎年小
学六年生と中学三年生の受験生の皆さ
んがご祈祷してもらいます。七五三で
お参りした方もいるかもしれません。

たぬきのお母さ
んもいます。勉
強にスポーツ、
芸事等すべての
勝負事の神様で
す。いつか探し
てみてください
ね。
さらに神様はあなたの家の中にもい
ます。台所やトイレにも神様がいるの
です。
日本には、八百万と書いて「やおよ

（舩井先生）

ろず」の神様がいると言われています。あ
まりにもの多さにビックリしますね。

【今月の一冊】
小川糸「あつあつを召し上がれ」新潮
文庫
食べ物にまつわる、７つの物語が収
録された短編集。あたたかな食卓を囲
む機会
の多く
なる冬
にぜひ
読んで
ほしい
一冊。
美味し
いごは
んを大切な人と食べれば、心も身体も
ほっこりしますよ。
（野上先生）

