受験期は、
合格者の声
家族や友人の
早く切り替え勉強しだすことが大切だ 存在がすごく
と思います。自分の進路を早く決めやる 力になりまし
べきことを逆算し、自分の可能な目標を た。グループ
ミーティング
立てそれに向かって努力して下さい。
京都大学合格 などを通して
、「あの子が
中高６年間、大学合格に向けて正しい 頑張っている
道のりを歩めたのは伊勢先生のお蔭です。 から頑張ろう」と思うことができまし
た。
静岡大学合格
６年間お世話になりました。
京都大学合格

東進でみんなが勉強している環境があ
ったことが非常に良かったと思います。
１度の模試で一喜一憂することなく、悪
い時も良い時も目標に向かって頑張って
下さい。
九州大学合格

くから本物の思考力を養うことができ
ます。
④担任の熱誠指導
効率の良い学習を進めていくために、
担任による熱誠指導を行います。授業
中の巡視で学習状況を把握したり、学
習スケジュールや進み具合などをチェ
ックしたりすることで、学習の方法を
一人ひとりコーチングします。その他
にも、やる気を持続して頑張り続けら
れる環境づくりにも努めます。

時のあなたのアドバイスで救われた」
という場面でも、アドバイスをした
側は「そんなこと言ったかな？」な
んてことはよくある話です。これは
受け手側が「聴く」態勢であった証
拠です。
日常あらゆるところに、自分のた
めになる言葉は飛び交っています。
それを少しでも、自分の活力として
いくためにも、「聞く」のではなく
「聴く」態勢を普段から心がけてお
（姫野先生）
きましょう。

桜咲く季節

「はる」

胸をはる
大地に根をはる
声をはる
わたしはがんばる

意地をはる？
見栄をはる？

いばる？
きばる？
しばる？
ねばる？

（８

（2）ジャンケン
ジャンケンのグー、チョキ、パーを指の数で表して、勝ち方
の説明をしている。グーは０、チョキは２、パーは５

遠目で見たら、分かるかな？

（２

今週は小５も小６も総合回で、組
み分けテストも兼ねています。
そこで、授業は過去問中心の問題
演習になっていますが、生徒の問題
の解き方があまり効率的ではないの
で、アドバイスしました。
まず、①問題を解く時間を本番の
テストと同じにすること。②問題を
解いたらすぐ答え合わせをして、点
数をつけ記録すること。③間違えた
場所の解答を詳細に調べて理解する
こと。④解答を見ても理解できない
ことは塾の先生に聞くこと。
以上の手順で過去問を解いていき
ましょう。単純なことですが、効果
てきめんです。
時間を本番と同じにする理由は、
どの問題に時間
を掛けるか、ど
の問題を後回し
にするかを決め
る勘を養うため
です。
問題を解いた
後すぐ丸付けを
し、記録する理
由は、結果を点
数化することで
自分の学力を客
観的に把握でき
るからです。
「ダイエットは体重の記録から」
と似ているかもしれません。（笑）
（一部編集しました）

（７

（1）□
一円玉から一万円札までのお金の形を図形にして並んでい
る。 ○は硬貨、◎は穴あき硬貨、□はお札
「？」の部分は千円札が当てはまるので答えは□

中学から第一ゼミでの指導で基礎力を
つけることができ、高校からの勉強につ
ながりました。中高とありがとうござい
ました。
神戸大学合格

桜咲く季節、卒業入学進学おめで
とう。振り返ると、喜び、悲しみ、
感動、感謝、そして少しの後悔や未
練。たくさんの思い出たちがキラキ
ラ輝いているね。
きみは今、新たなステージの扉を
開き、一歩また一歩と歩み続けよう
としている。志高く自分の信じる道
を歩んで行く。きみの志が高ければ
高いほど、出会う試練も多いはず。
「もうだめだ」とあきらめそうにな
る時もある。そんな時こそ、まわり
をそっと見渡してごらん。すると、
きみは気づくはず。様々なシーンの
中にきみを応援してくれている人た
ちがいることに。
だから大丈夫！思いっきりチャレ
ンジすればいい。失敗したっていい
じゃないか。人は失敗の中で学ぶん
だ。失敗の理由を探すとき、心はま
すます磨かれる。倒れても踏みにじ
られても君なら乗り越えられる。全
身全霊を振り絞り、試練を乗り越え
たその先に思いもよらない感動が…。
大きな試練を乗り越えたとき、今ま
で見たこともない光明が射す。
不安はどこからともなくやってく
る。かき消そうとしても次々と頭を
もたげてくる。いつの間にか居座っ
ている。でも、不安があるから計画
する。対策を練る。そう、不安は心
の栄養だ。心を強く豊かにする薬な
んだ。悲しみへの感受性をはぐくみ、
思いやり溢れる心を創る。だから、
まず初めの一歩。新しいステージへ
夢と希望を持って、レッツトライ！
根拠なんていらない。君ならできる。
大丈夫、だいじょうぶ！新学期も精
いっぱいの君になれ！！
（藤枝先生）

（６

＜前号の答え＞

＜前号の答え＞
（1）よつ葉のクローバー （2）ひしもち (3）いちご
（4）つくし （5）チョウチョ （6）救急車
（7) トラ （8）スズメ

問４）これ、どういう意味？ TURN → T RN

（５

問１）父親が遺言を残して死んだ。｢わしが
死んだら…我が家の牛は、長男が三分の
一、次男が四分の一、そして三男と四男
は六分の一に分けなさい。｣ ところが残
された牛は、１１頭しかいません。彼の
息子たちは、遺言どおりに牛を分る事は
可能か？

※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）理想
口 土 十 王 で「理」、目 心 木 で「想」ができる。

問３）触れることなく、破ることができるも
のは何？

（４

なぞなぞ未来くん

NO.177

（3） に
後ろから読むと、「日月火水木金土」の一週間になるが最後
「に」が足りない。

問２）半分にすると無くなってしまう数字は
何でしょう？

（３

５日（金）新高１ホームルーム
８日（月）新高３ホームルーム
１０日（水）新高２ホームルーム
２８日（日）センター試験本番レベル模試

４月

「聴く」態勢をつくろう
３月に入ってから、各学年の保護
者会や合格者報告会、渡辺先生の特
別公開授業など、いろいろなイベン
トがありました。こういったイベン
トでの言葉には重みが加わったよう
に感じられ、皆さんの心に響き、意
欲を高めてくれます。では実際に話
している内容はどうでしょうか？
実は話の内容は、普段の話と大き
く変わることはありません。では、
なぜイベントの言葉には重みが加わ
るのでしょうか。それは、皆さんが
聴く態勢になっているからです。
イベントの有無に関わらず、私た
ちは普段から声かけを行っています
が、日常のありふれた雰囲気から、
皆さんが「聞く」態勢にしかなって
いないので、なかなか心に響かせる
には至りません。しかし、先生たち
の言葉に限らず、家族からの言葉、
友達からの言葉など、受け手側が意
識して「聴く」ことで、何気ない言
葉であっても、心に響く言葉はたく
さんあるはずです。実際に、「あの

東進衛星予備校

高速基礎マスターほど良い教材は無
クラス編成による競争意識と仲間意
いのでは！と思います。やる前と後で 識を持ちながら、一人ひとりの学習状
は、明らかに実力が違いました。コツ 況と目標に合わせた個別カリキュラム
コツ毎日欠かさずやれば大きな成果が で勉強して
得られます。
東京農工大学合格 いく「バイ
キングコー
面談を通して、色々アドバイスを貰 ス」。得意
えて自分の勉強に活かすことが出来ま 科目は先取
した。大学生になって り学習でど
も頑張ります。
んどん力を
大阪府立大学 つけること
ができます
し、苦手科
目は基礎か
ら取り組む
ことも可能
です。自分
だけの時間割を組みますので、自分に
合う曜日、時間帯で学習することがで
きます。ですから部活動と勉強の両立
ができます。
もっと具体的に詳しく話を聞きたい
という人は河野までお気軽にご連絡く
ださい。
（河野先生）

（齋藤先生）
合格して嬉しい気持ちはとても大きい
ですが、塾に来て先生たちと話すことも
ないと思うと少し寂しいです。本当にあ
バイキングコース始動！
りがとうございました。 神戸大学合格
この春から新しくバイキングコース
が始動しました。バイキングコースっ
東進は受験生だけでなく他の学年の子
てなに？ と思われるひともいるかも
も意識が高いので、多くの刺激を受け頑
しれません。今回は、そんなバイキン
張れました。
岡山大学合格
グコースについてご紹介させていただ
きます。
成績があがっていても、とても不安な
気持ちがあったので担任の先生がこの点
①学習システム
数なら大丈夫と言ってくれた時はうれし
すべての授業をオンライン上で実施
かったです。ありがとうございました。
します。一人ひとりの学習と、その学
徳島大学合格
習で得られる成果を、常に最新かつ客
観的に把握することができます。その
志望校がなかなか決まらなくて、将来
ため得意分野はどんどん伸ばし、苦手
何がしたいか自分ではっきりと決められ
な分野は時間をかけて理解を深めるな
ていないときにも、面談で相談に乗って
ど、一人ひとりに合わせた個別学習が
くれたり、一緒に調べてくれたりして、
可能。くり返し学習することで確かな
第一志望を決める事ができました。
学力を積み重ねながら飛躍的に学力を
徳島大学合格
向上させていきます。
②高速学習
面談を通して、模試の結果より自分が
東進中学ＮＥＴはすべての授業を映
今何をするべきかを明確にし、合格まで
像化しているため、授業を個別に受講
のナビゲーションをしてくれました。あ
することができます。オーダーメイド
りがとうございました。 徳島大学合格
カリキュラムで学習を進められるので
中学の学習内容を２年で修得すること
勉強の仕方が分からなかった私に、１
も可能です。
つ１つアドバ
③実力講師の授業
イスして下さ
映像による授業なので、地元にいな
りとても助か
がら日本全国から選りすぐった実力講
りました。あ
師の授業を受けることができます。授
りがとうござい
業では新たな知識を得て、それがつな
ました。
がりあって視野が広がっていく「楽し
福岡県立大学
さ」を実感するだけでなく、「なぜ、
合格
そうなるのか」「どう考えればよいの
か」などを自ら考えるようになり、早

2019年4月の予定

（１

～３日（水）２０１９年春期講習会 終了
６日（土）新年度通常授業スタート（ゼミ小学部、四谷部）
８日（月）新年度通常授業スタート（ゼミ中学部）
１４日（日）新小６生合不合判定テスト（四谷部）
２７日（土）新小４生公開組分けテスト（四谷部）
適性検査対策 月例テスト（ゼミ小学部）
２８日（日）新小５・新小６生公開組分けテスト（四谷部）
４月

これ、なんだろう？
四谷大塚NET徳島駅前校
2019.3.5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)
月曜日
2019年4月1日

第一新聞
（2）東進衛星予備校/その他

