高２生の君達へ

一番のライバルは自分自身といわれる りません。
こともあります。自分のイメージして
いる受験生像がそのライバルだとして、 ③ 高速基礎マスターをどんどん進めま
それに負けないだけの努力をしてもら しょう
高速基礎マスターの英単語や数学計
いたいと思います。
算演習はどんどん進めてください。英
そして、夏以降に伸びしろのある単
単語や熟語、漢字、古文単語などを覚
元・ジャンルの演習や過去問に取り組
えるのに学年は関係ありません。先に
むためにも、夏までに通期講座の受講
終わらせてしまったほうが後々の勉強
を修了させて、全科目を受験レベルへ
効率は圧倒的に上がります。しんどい
高めましょう。
（河野先生）
ことは先に済ませてしまいましょう。
早い人は既にセンターレベルの英単語
高1生ホームルーム
や熟語は終わっていますよ。
（小倉先生）

緑の両手を広げて

新緑がまぶしい木々たちも厳寒の
冬を耐え忍び、今青空に一斉に緑の
両手を広げています。太陽の光を浴
び精いっぱい伸びをしています。父
さんや母さん、まわりのみんなの歓
声が聞こえます。だから自分を信じ
て初めの一歩を踏み出そう！試練は
魂を磨いてくれます。どんな逆境の
中でもキラキラ輝く光を見つける力、
それが知性。不完全だけれど、その
小さな一歩が大きな感動を生む未来
がきっとくる。5月も精いっぱいの
君になれ！
（藤枝先生）

第一英語村通信

この好奇心の塊のような男の功績は計り
知れず、
今や彼を否定する人は誰一人としていな
い。

「一度も失敗をしたことがない人は、何も
新しいことに挑戦したことがない人であ
る。」
「大切なのは、疑問を持ち続けることだ。
好奇心はそれ自体に存在の意義がある。
」
「一見して人生には何の意味もない。しか
し一つの意味もないということはあり得な
い。」
「私には特別な才能などない。ただ単に好
奇心がものすごく強かっただけだ。」
「創造力は知識よりも重要だ。知識には
限界があるが、
創造力は世界を包み込む。
」

晩年の彼は言った。

「アル」と呼ばれてい
る青年がいた。
彼は大学を受験する
も失敗。翌年入学して
もすぐ休む。
けっして褒められる
ように青年ではなか
った。
ただし、好きなことは誰にも負けなかった。

「ある男の言葉」

（８

そして、人々はこう呼んだ「20世紀最高
の物理学者」

※今回のなぞなぞ未来くんは紙面上の都
合により、お休みします。

高１生の皆さん、遅くなりましたが
ご入学おめでとうございます。新しい
高校生活に向けて期待と不安が入り混
じっているでしょう。期待８割不安２
割の人、不安８割期待２割の人、色々
だと思います。しかし高校の勉強は、
普段の努力をきちんと怠らずに進めれ
ば何も怖くありません。特に高１生に
習う内容は基本的なことばかりですが、
今後の３年間を左右する重要なことば
かりを学習します。高１のスタートダ
ッシュをしっかりと決めて、有意義な
高校生活をエンジョイしてください。
さて４月に高１生のホームルームを
開催しました。主に毎日の学習におい
て何をどのように進めるべきなのかを
重点的に話しました。ホームルームを
欠席した人もいますので、話した内容
をもう一度確認しましょう。

＜前号の答え＞
（1）厳島神社 （2）ハト (3）お好み焼き
（4）金魚 （5）カピバラ （6）パルテノン神殿
（7) 天津飯 （8）たき火

（4）Uターン禁止
No U turn

◆ デイビッド先生のSilly
Science
そろそろGW。み
なさん、いろいろな
ご予定がおありかと
思います。でも、もし！
４月 日（日） 時
から予定が入ってな
ければ、ぜひ英語村
に来てください！み
んなで楽しみながら、
英語でサイエンストリックをやって
みようという企画です。きっと楽し
いと思いますから、お友達を誘って
来てみてください。英語村の生徒さ
んじゃなくても大丈夫ですよ。参加希
望の方は、締切日までに英語村へご連
絡くださいね。

※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。

（3） 約束

時～

Part3

（2）８
横に半分にすると０が２つ。

開催日時：４月 日（日）
時 分
場所：徳島第一英語村
参加費：無料
年齢制限：なし
申込締切：４月 日（土）

（７

（1）可能
１１プラス１で１２頭にして計算する
と、長男３分の１で４頭、次男４分の
１で３頭、あとの二人は６分の１の２
頭ずつの４頭。これを全部足したら
１１頭なので、うまく分けられる。

遠目で見たら、分かるかな？

今日までの小２の宿題は ①コロ
ッケ ②アリジゴク ③卒業式 の
３つの説明文を書いてくることでし
た。
例えばコロッケというのはお店で
売っているものと思っていた子もい
れば、ジャガイモが入っていること
を知らなかった子もいたようです。
（笑）
授業の最初にその発表会をしまし
た。みんな頑張って、辞典で調べた
り、インターネットで調べたり、保
護者様にたずねたりして、説明して
くれました。当然、その言葉につい
て知ることができたのは大きな収穫
ですが、調べた言葉を決まった字数
以内にまとめる練習ができたことも、
いい勉強になったと思います。
これからのコンピューター・イン
ターネット時代に生きる子どもたち
は、検索能力とわかりやすく説明す
る能力がたいへん大切になってきま
す。覚えたことを再現する能力も大
切ですが、これからの時代はそれだ
けでは足りないのです。わからない
ことを調べる手段を知っていて、そ
の調べた情報から必要な情報を、選
別しまとめ上げる力が求められるの
です。今回の宿題はそういう意味で
意味のある宿題でしたね。
今日は体験の生徒が二人も来てく
れました。考える問題が多くて大変
だったけど面白がっているようで、
先生もうれしかったですよ。
（一部編集しました）

（６

＜前号の答え＞

◆ ゴールデンウィーク中のおやすみに
つ
いて
４月 日（日）～５月６日（月）
※通常レッスンは５月７日（火）か
ら
（遠藤先生）

（５

なぞなぞ未来くん

① 高１の勉強量が勝負
当たり前のことですが、大学入試は
合格した人も不合格の人もいます。そ
して合格の人も不合格の人も、高２・
高３の勉強時間に差はほとんどありま
せん。両者の勉強時間に最も大きく差
が出るのは高１の勉強時間です。 年(間
の勉強時間は、合格者は９０７時間、
不合格者は６９４時間というデータが
あります。 特)に難関大学や医歯薬な
どを志望している人は、今年が勝負の
年だと認識してください。

想像してみてください。 年後
年後のあなたはどんな生活をしてい
るのでしょう。どんな仕事をしてい
るのでしょう？どこの中学・高校を
出て、どこの大学へ行き、どんな会
社に就職し、どんな仲間に囲まれ生
活しているのでしょう。想像力を働
かせれば、いろんな未来が浮かびま
す。
自分の好きなこと・やりたいこ
と・自信のあること・一生涯続けら
れること。心に浮かんでくる未来の
夢を紙に書き出し、少しずつ具体化
し行動に移す。たしかに、「これ
だ！」と見つけて実行していく人も
いる
でし
ょう
が、
たい
てい
の人
は
「そ
んな
の無
理」
とあ
きら
めて
しま
いが
ちです。過去の失敗にとらわれ、自
分の弱気な心が出ちゃうんですね。
せっかくの夢がしぼんじゃう瞬間で
す。誰かに「絶対大丈夫！きみなら
できる！」と保証して欲しいのに、
誰もしてくれない。結局自分で決め
るしかないのです。そんなとき、
「えーい！」と勇気を出して、自分
の未来は自分で切り開く！失敗した
っていいじゃないか。人生は一度限
り。いつ途絶えるかもしれない命。
ならば人に何と言われようが自分は
自分。今を精いっぱい生き切る。未
来を切り開くために今は勉強に集
中！大丈夫！自分ならできる！絶対
できる！

（４

５日１９日（日） 大学合格基礎力判定テスト
２６日（日） 難関大記述模試
有名大本番レベル模試
全国統一中学生テスト
※GW中は通常時間で開校しています。

NO.178

（３

東進衛星予備校

受験に向けて

② 週間時間割を活用しましょう
各自それぞれ年間の学習ロードマッ
プがあります。最低限そのペースは守
って、受講を進めてください。高２・
高３の学習量は当然今よりもっと量が
多く、内容も難しいです。余裕を持っ
て次年度以降の学習が進められるよう
に、今の基本
的な内容は早
めに修了して
ください。そ
のための週間
時間割です。
時間割通りに
学習を進めれ
ば、遅れるこ
とは絶対にあ

20

（２
（１

４月２９日（月）～５月５日（日）ＧＷ休み
（２Ｆでの小中学部の授業はお休みとなりますが、３・４Ｆで自
習ができます。その際は、高校部の先生の指示に従ってどんどん
利用して下さい。）
５月 ６日（月） 通常授業再開
１９日（日）ゼミ中学部 単元別レベルアップテスト
新中１
９：００～１０：４０
新中２ １３：００～１４：４０
新中３ １３：００～１５：０５
※ゼミ中学部の塾生は原則として受けるようにして下さ
い。
２５日（土）５月度月例テスト
（ゼミ小学部⇒小６生公立中高一貫校受験生対象）

第一ゼミ・四谷大塚

15

これ、なんだろう？
四谷大塚NET徳島駅前校
2019.3.21のブログより

《
《ブログ・アーカイブから》
》
2019年5月の予定
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27

28

28

30
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４月新たな気持ちと始まった新学期。
咲きほこった桜は過去の記憶。いまや５
月。ゴールデンウィークから始まり、高
校総体まで一直線。気が付けば６月。部
活の先輩の引退と共に受け継ぐ想い。そ
して高校生活最大行事、修学旅行。楽し
い思い出と共に、はや７月。期末テスト
が終われば、球技大会。その後にまって
いる８月夏休み。そんなこんなで、９月
です。文化祭・体育祭とスタートし、あ
っという間に夏から秋へ。そして冬です。
高校生活の中で、高２は中だるみの時
期とよく言わ
れます。しか
し、だらける
というよりも
イベントごと
に振り回され
ている感じが
します。目の
前のイベント
に全力で取り
組む裏で、勉
強が後回し。
これが終わっ
たら頑張ろうと思っても、次のイベント
が始まります。結局皆言うセリフが、「
夏に頑張ります。」からの「時間が足り
ません。」これが高２生の大半が通る道
です。何となく日々を過ごしていたら、
周りに流されてしまいます。しっかりと
自分の目標を見据えて進んでいきましょ
う。周りがまだやっていない今動き出せ
ば、逆転の可能性も出てきます。忙しく
とも、時間はつくれます。
昔の偉い人が言いました。「実のとこ
ろ、自分が選んだことをやるための時間
は大概作れる。足りないのは時間ではな
く意志だ。」
（齋藤先生）

10

４月に高校３年生のホームルームを
実施しました。
その際に 受験生は休日に何時間勉強
｢
すると思いますか？ と
｣ 質問したとこ
ろ、 ｢時間以上 と
｣ いう返答がありま
した。みなさんの頭の中では受験生が
どれだけ勉強するものなのか、どれだ
け努力しなければならないのかという
イメージがあるかと思います。
では、実際にはどうでしょうか。イ
メージしている受験生と同じように努
力できているでしょうか。部活生、と
くに運動部に所属してい
る生徒は県総体も間近に
控えて練習も厳しいとき
だとは思いますが、勉強
も毎日必ず取り組みまし
ょう。何をするにしても、

10
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