＜前号の答え＞
（1）タヌキ （2）チェロ (3）ケイトウ （4）牛丼
（5）エッフェル塔 （6）タンチョウ (7) 寿司
（8）ダブルデッカーバス（ロンドンバス）

成人の日

（3）プラスチック、レタス

年生ではなく、気持ちを早く新学年
としてスタートしていくようにしま
（姫野先生）
しょう。

＜前号の答え＞
（1）福袋 腹黒い人＝腹部、黒

遊びに変える

「風邪」

風邪をひくと、熱が出る
風邪をひくと、鼻水が出る
風邪をひくと、せきが出る
苦しいかもしれないけれど、
これは全て風邪を治すため

（８

問５）買うときは黒く、使うときは赤くて、
捨てるときは灰色のものは何？

勉強も同じこと
スポーツも芸術も音楽も、みんな同じ
こと
苦しまないと良くはならない
苦しまないと先へは進めない
今は苦しいと思っていても
これで良かったと思う日がきっと来る

※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。

（4）八
漢字の「八」に鍋蓋をつけると「六」、４分の３になりま
す。

問４）■に入る文字は何でしょう？
柿＝傘 星＝端 足＝飯 西＝■

まわりから見ると同じような行動
なのに、幸不幸全く違う心の状態が
あります。ある人は言います。「こ
の試練を乗り越えれば楽になる」と。
そして毎日必死で頑張ります。死に
ものぐるいで頑張ります。やっとの
思いで乗り越えたにもかかわらず、
一向に楽になりません。そうです。
残念ながら、この考えは間違ってい
ます。試練の先にはもっと大きな試
練が待っているのです。ますます困
ったことが起こります。
一方、試練を楽しむことのできる
人はすべてがいい方向に向かいます。
この問題はどうすれば楽しく解決で
きるか？どうしたらみんなに喜んで
もらえか、いろいろな角度で考え、
挑戦していきます。粘り強く行動し、
解決していきます。そうやって一つ
乗り越えれば、次はもっと大きな楽
しいたのしい試練がやってきます。
その試練をまたまた楽しいたのしい
と言って乗り越えていきます。乗り
越えられない試練はない。だいじょ
うぶ、きっとうまくやれる。「どん
な試練も楽しい遊びに変える！」と
覚悟が決まると楽しくなります。す
べてを遊びに変える。すべてをゲー
ムに変える。毎日の仕事や勉強を遊
びに変える。大変なことを遊びに変
える。
そんなこと言ったって無理だよと
いう人は、だまされたつもりで次の
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（2）ビョー 時計の針、短針、長針、秒針

問３）花子さんは、果物が大好き。おいし
そうなメロンとリンゴとイチゴがの
った大皿が出てくると、待ちきれな
い様子で、ある果物を見ています。
花子さんが見ている果物は何？

と国公立の二次試験。センター試験の
結果によって、出願する大学は人それ
ぞれかとは思いますが、本番までにど
れだけの対策ができるか。私立大学や
国公立の難関大学に出願する人は特に、
勝負は二次です。センター試験の結果
にくよくよしたり浮かれたりせずに、
どれだけ早くこの対策をできるかの勝
負です。一刻も早く気持ちを切り替え
ましょう。
高２生の人にとっては、これからが
本当に大切な１年間です。最後の１年
間で驚くほどの伸びを見せる人はたく
さんいます。現時点で点数が足りない
のは当然のこと。まだ受験生モードに
なりきれていない人は、周りを見渡し
てみてください。あなたが思っている
以上に、周りは危機感で溢れています。
まずは夏休み前を目標に、センター
試験レベルの基礎学力を固めましょう。
そのために最初にやるべきことはでき
るだけ早く未習範囲を潰すことです。
毎回受けているセンター試験本番レベ
ル模試の合格者平均点のグラフに、自
分の点数を早く乗せましょう。それが
達成できた人から、二次試験対策レベ
ルの演習へと移っていきます。大切な
ことは、来年のセンター試験本番まで
にたまたま合格点を上回るということ
ではありません。もちろんそれで合格
はできるのですが、一生に一回の大学
受験をそんな運否天賦に任せますか？
回受験したら 回合格する学力をつ
けることこそが大切です。本番にたま
たま上手くいく人がいれば、逆に思っ
た点数が取れない人もいます。自分の
最低の出来だったとしても合格ライン
を上回れるように、しっかり力をつけ
てください。
（小倉先生）

（７

問２）イカが経営するお店で、ある鳥を飼
ったらとても怪しい店になってしま
いました。さて、何を飼ったでしょ
う？
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高2生はもう受験生

（６

２月１０日（日）共通テスト対応高１模試
２４日（日）センター試験本番レベル模試
２５日（月）東大入試同日体験受験
２６日（火）東大入試同日体験受験

１月２日～３日の小６受験生「カウ
ントダウン特訓」、中３受験生「高校
入試正月合宿」お疲れさまでした。
受験学年だけの特別イベントにした
のには意味があります。受験生は年末
まではマイペースを崩さず勉強できて
いるのですが、家族の特別イベントが
あったり、テレビなどでスペシャル番
組が放映されたりで、ペースがみだれ
がちになります。そのような時に「喝
を入れ、ペースを取り戻す」のが特訓
であり、合宿なのです。外食や、クイ
ズなど若干の息抜きはありますが、基
本的には一日中勉強でした。本来の目
的は達成できたと思います。
小６の生徒たちは本当のカウントダ
ウンに入りました。だからといって特
別なことをやろうと焦らないでくださ
いね。ペースが崩れ、精神的に不安定
になってくるものです。今まで通り、
過去問を解き続けて
ください。自分が受
験する学校の過去問
の２度目３度目をす
るのはとても良いこ
とですが、それだけ
に終始しないで、い
ろいろな学校の問題
にトライしてくださ
い。本番と同じよう
に問題を指定の時間
で解き、丸付けをし、解答を理解し、
点数を記入し、次の問題に移る・・・
この繰り返しのペースを守ってくださ
（一部編集しました）
いね。

（５

東進衛星予備校
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高３生は、センター試験→二次試
験・併願私大等、試験本番が続く時
期となりとても大変であることは言
うまでもありません。ただし、これ
から自発的に大変さを感じ取ってい
かなければいけないのは高２生です。
高校受験は３月でしたから、３年
生になると立場は自然に「受験生」
となり、意識も自然に「受験生」と
ことを実践してみてください。今日
なったでしょう。しかし、センター
から、いやなことをする前に「楽し
試験は１月ですから、最高学年に上
い、たのしい…。」とつぶやきなが
がる前の今の時期から「受験生」に
ら取り組んでみてください。階段を
なります。そのため、自ら意識しな
上がるときも「今日はいいことがあ
ければ、「まだ２年生」のままで、
る。どんどん良くなる。ついてる、
学年が上がるころには他の人よりも
ついてる。楽しい、たのしい。」と
遅れを取ってしまいます。
つぶやきながら登ってください。す
意識を変えることは決して簡単で
ると不思議なことにラッキーなこと
はありませんが、意識を変えられる
が起こります。奇跡が起こります。
のは自分しかいません。周りの人に
「寒いとますますやる気になるね」
流されることなく、今から「受験生」 大変を楽しいに変えながら、２月も
の意識をきちんと持ちましょう。
精
い
っ
ぱ
い
の
君
に
な
れ
！
もちろん高１生も、いつまでも１
（藤枝先生）

（４

問１）店の中にいつもある寿司ネタは何？

（5）目 目頭、目尻、鳥目、目くじら

（３

なぞなぞ未来くん

（２
（１

１日（金）四谷新年度スタート（四谷部）
３日（日）単元別レベルアップテスト（ゼミ中学部）
９：００～１０：４０（中１生）１１：０５（中３生）
１３：００～１４：４０（中２生）
９日（土）週テスト（新学年）スタート（四谷部）
１１日（月）現中３生（新高１生）ホームルーム（ゼミ中学部）
２１：３０～２２：００
２３日（土）新中３生（城ノ内中２年・英数クラス）保護者説明会
（ゼミ中学部）
２４日（日）２０１９年春期保護者説明会（ゼミ小・中学部）
１０：００～１１：３０（小学部）
１３：００～１４：３０（中学部）

センター同日体験受験

20

20

センター試験と同じ問題で、高１・２
今年は１月 日が成人の日でした。何
生の段階でどれだけとれるのか？センタ を基準にして「成人」とするかは国に
ーの日に行われる、東進恒例の模試です。 よって違います。日本では、２０２２
（学校の模試の影響で一日ずれる受験と 年からは 歳から 歳に引き下げられ
なりました。）高２生は、来年の事なの ますが、年齢も国によって違います。
で緊張感が出てきました。しかし、高１ また、一定の年齢に達したら、「バン
生は受験がまだ先のことや、センター試 ジージャンプをする」、「ライオンを
験の廃止も相まって、どこか他人事のよ 狩る」、「サメを素手で捕獲する」とい
うに感じている生徒もいます。しかし、 った「試練」が与えられ、それをクリ
試験が変われどもこの難易度なら何点ぐ アしなければ成人と認められないとこ
らい必要という目標得点は存在します。
ろ
もあります。
日本ではそういった試練はありませ
【目標得点】
ん。定められた年齢に達すると成人と
○東京大学
認められます。私の経験上、同じ 歳
高２（英）１８２．１（国）１４６．８ といっても、実にいろいろな人がいま
（数ⅠA）９１．７（数ⅡB）８３
す。大学生や専門学校生もいれば、仕
高１（英）１５８．１（国）１４０．３ 事をしている者、結婚している者、中
（数ⅠA）８２．５（数ⅡB）６８．６ にはふらふらして何もしていない者も
○京都大学
います。テレビのインタビューで夢や
高２（英）１６５．４（国）１３２．２ 目標を語る者や両親への感謝の言葉を
（数ⅠA）８５（数ⅡB）７５．６
述べる者がいる一方で、残念ながら成
高1（英）１２５．４（国）１３４（数 人式でトラブルを起こし、迷惑をかけ
ⅠA）７２（数ⅡB）４４．７
る者もいます。
○大阪大学
では、みなさんは
高２（英）１４６．２（国）１１９．１
その年齢になったと
（数ⅠA）７６．２（数ⅡB）６５．９
きに、どんな人物に
高１（英）１１６．３（国）１１６．２
なっていたいと思い
（数ⅠA）６４．３（数ⅡB）４４．４
ますか？ 大学入試に
○神戸大学
向けて日々努力して
高１（英）１３５．１（国）１１５．５ いるみなさんは受験勉強を通して様々
（数ⅠA）６９．３（数ⅡB）５６．８ なことを学ぶことができます。夢を育
高１（英）１０７．４（国）１１０．２ み、志へと昇華させることで、目標と
（数ⅠA）５９（数ⅡB）４５．４
力が生まれます。「自分の人生を賭け
○岡山大学
て成し遂げたい」というライフミッシ
高２（英）１２３（国）１０７．５（数 ョンを見つけることが、自ら求めて努
ⅠA）６５．２（数ⅡB）４８．３
力
する原動力になるのです。みなさん
高１（英）９１．９（国）１０７．７（
に
は仲間と夢を語り合い、励ましあい、
数ⅠA）５３．５（数ⅡB）３５
自ら考え行動することのできる人物に
○徳島大学
成長して欲しいと願います。
高２（英）１００．３（国）９４．８（
受験勉強を通して人間力を鍛えまし
数ⅠA）５５．１（数ⅡB）４０．７
ょう。
（河野先生）
高１（英）７９（国）９０．９（数ⅠA）
４２．３（数ⅡB）１９
いよいよ本番
○国公立大学医学科
高２（英）１８０．５（国）１４５．９
今年もセンター試験が終わりました。
（数ⅠA）９１．４（数ⅡB）８６．５ 個人的な話ですが、私自身がこの徳島
高１（英）１５９．３（国）１４１．４ 第一ゼミに勤めるようになって、７回
（数ⅠA）８１．８（数ⅡB）６５．７ 目のセンター試験となります。何年経
※英語 ２００点 国語 ２００点 数Ⅰ っても、入試本番のこの時期だけは本
A １００点 数ⅡB １００点満点です。 当に慣れないです。試験時間はソワソ
ワ。試験終了して
から「どうだった
？」と出来を聞く
のもソワソワ。自
分の受験のとき以
上に緊張感を持っ
て臨んでいるよう
な気さえします。
さて、あとは私
立大学の一般入試

今の段階では目標点オーバーの生徒、
届かない生徒と様々です。届いていない
生徒は、逆転できるように頑張りましょ
う。ただし、目標得点に届いている生徒
はかなり努力しています。その生徒を追
い抜くのは、生半可な努力では無理なこ
とは肝に銘じてください。何時間ぐらい
勉強したらいいのか？？他の誰よりも。
（齋藤先生）

2019年２月の予定

遠目で見たら、分かるかな？
２月

これ、なんだろう？
四谷大塚NET徳島駅前校
2019.1.4のブログより

《
《ブログ・アーカイブから》
》

第一ゼミ・四谷大塚

(月刊)
金曜日
2019年2月1日

第一新聞
（2）東進衛星予備校/その他
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