けれど 思う気持ちは強いのに
現実は なかなか叶わない。

負けるな私！ 挑めよ俺！

思う力が強いほど
願いの光は珠となり
自分自身を包み込む。

さて 君の願い珠は何色だ？

＜前号の答え＞
（1）木星 （2）かかし (3）カメ （4）ダーツ
（5）柏餅 （6）そら豆 (7）菖蒲 （8）白い恋人

向上得点を上げるには

ための努力をしっかり続けられていま
す。
東進では、勉強だけでなく、なぜ勉
強するのかという理由を徹底的に考え
るように指導しています。志作文、グ
ループミーティング、トップリーダー
と学ぶワークショップなど、それを一
緒に考える様々なイベントを行います。
例えばただ「医者になりたいから」と
いう漠然としたものではなく、「医者
になってどのように社会貢献をしてい
きたいのか」「なぜ医者を志そうと思
ったのか」「その大学を目指す理由は
何なのか」一緒に深く考えていきまし
ょう。
（小倉先生）

※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。

願いは何でも思うまま
または 自分の意のまま叶うもの。
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東進衛星予備校
５月２７日（月）～６月１日（土）
６月 ２日（日）校舎開校時間変更 13:00～
第２４回全国統一小学生テスト 対策授業期間
（全国統一小学生テスト実施のため）
６月 ２日（日）
８日（土）中３・高１保護者会 19:00～
第２４回全国統一小学生テスト＆統一テスト当日保護者説明会
９日（日）全国統一高校生テスト
３日（月）～８日（土）
（※当日、自習室利用は出来ません）
第２４回全国統一小学生テスト 見直し授業期間
１５日（土）高２保護者会 19:00～
８日（土）小４生公開組分けテスト（四谷部）
１６日（日）東大本番レベル模試
９日（日）小５・６生公開組分けテスト（四谷部）
２２日（土）受験学年保護者会 19:00～
２３日（日）京大・北大・九大本番レベル
２３日（日）夏期直前保護者説明会（ゼミ小学部・中学部）
模試
小学部 10:00～11:30 中学部 13:00～14:30
全国統一医学部テスト
２９日（土）６月度月例テスト（小６生適性検査対策生）
漢字検定（小・中学部）
３０日（日）
６月度単元別レベルアップテスト（ゼミ中学部）
中１
9:00～10:40
中２ 13:00～14:40
中３ 13:00～15:05
※ゼミ中学部の塾生は原則参加です。

命輝く

（８

問４）あるお笑い芸人は番組の収録でギャグが
すべってしまいました。後日そのオンエ
アを見ながら食べたチョコの菓子は何で
しょう？

「如意宝珠」

（７

2019年6月の予定

遠目で見たら、分かるかな？

（２

ＧＷも終わりましたね。皆さんは
どのようにすごしましたか？
どこかに出かけた人もいるでしょ
うし、インドアを決め込んで読書や
ゲーム三昧だった人もいるかもしれま
せん。
皆さんの中に、やることを一つに
決めて実行した人はいませんか？も
し、徹底的にそのことだけに集中し
た人は「悔いのない時間」を過ごせ
たのではないでしょうか。
あれもこれもというのは、結局ど
れも中途半端になってしまい、後悔
することが多いような気がします。
私は塾の先生なので、受験生が一
日中過去問を解いていました、など
と聞くととても嬉しくなるのですが、
勉強以外でも「春の花」をスマホで
２００枚撮って全ての名前を調べた
とか、ボーカロイドで作曲をしてＮ
ＥＴで発表したとか、近所の公園で
写生してスケッチブックを１冊使い
果たしてしまっ
たとか・・・。
なんでもいいの
です。１週間と
いうのはかなり
まとまったことが
できる時間です。
ぼんやり過ごせ
ば、あっという
間ですが、一つ
に絞ればかなり
充実できるだけの長さがありますよ。
皆さんの人生は限りがあります。
「今年のＧＷは〇〇をして過ごした
！」と言い切れる時間をどれだけ重
ねるかが、楽しい人生を過ごせるか
どうかを決めるような気がします。
（一部編集しました）

（６

３、地球

東進に通う中でよく耳にする言葉に「
向上得点」があります。日替わりの掲示
にも常に張りだされ、階段にも掲示され
ています。新しく入学した生徒も多数い
ますので、今回は「向上得点」について
説明します。※去年とほぼ同じ内容です。
東進では、「向上得点１点」＝「セン
ター試験得点１点の伸び」として定義し
ています。模試を受けることにより、現
状の成績が分かります。そこから、実際
に大学に合格するための努力量の目安に
なります。模試の成績が３００点の生徒
が、合格得点が７００点の大学に合格す
るためには、後４００点の努力は必要に
なります。では、向上得点が具体的に何
をしたら何点上がるかを簡単に説明しま
す。
幸せ、不幸せ繰り返す歳月。いつ
も、笑顔の絶えない暖かい家族。一
家団欒。このままずっと続いてほし
いと願っていても、突然一人欠け二
人かけ、悲痛のどん底に突き落とさ
れることもあります。がんばってい
るのに何事も上手くいかず、くじけ
そうになったり、不安で逃げ出して
しまいたいときもあります。でも、
逃げない！前を向いて進んで行く！
精いっぱい生きようとする。
突然の事故。生老病死、悩んでも
仕方のない宿命。動物も植物もすべ
ての命は時が来れば朽ち果ててしま
います。人も必ず終焉を迎え土に還
ります。限りある人生だからこそ、
今を精いっぱい生きる。笑顔で生き
る。すべての命に敬意を持って生き
る。逆境にさらされ、もがき苦しみ、
やがて魂が磨かれる。弱い自分と悟
ったときから、すべての命に思いや
りを持って生きていけます。
曇りのち雨。家族総出の田植えか
ら一か月。黄緑色の頼りない苗たち
が、いつしか田んぼにしっかりと根
を張り、空に向かって伸びをしてい
ます。緑の苗の葉先を風が渡り、そ
の少し向こう側、シラサギがゆっく
りと歩きながら、時折餌をついばん
では、しばらくじっとしています。
やがて、カエルたちの大合唱。近く
の竹やぶの笹が時々南風に揺れ、若
竹が天に向かってまっすぐ伸びてい
ます。さっきま
で雲間から薄日
が差していたの
に、気が付くと
辺り一面、灰色
の雲に覆われて、
ついにぽつりぽ
つりと雨音が赤
紫のアジサイの
花に響いていま
す。まもなく梅雨。命輝く季節。繰
り返す季節。６月も精いっぱいの君
になれ！
（藤枝先生）

（５

第一ゼミ・四谷大塚

受講編
○確認テスト…SS判定で０.５点。S
判定で０.２５点
○講座修了判定テスト（最終講受講日か
ら８～ 日経過すると得点は半減、 日
以上経過すると得点4分の1になる。）
例） コマ講座 中間テスト１回・修了
判定テスト１回の場合
講座全体 点↓そのうち中間テスト２点、
修了テスト８点
例） コマ講座 修了判定テスト１回
（中間テスト無し）の場合
講座全体 点→そのうち修了テスト５点
例）５コマ講座 修了判定テスト１回の
場合
講座全５点→そのうち修了テスト２.５
点
テスト判定結果により向上得点は異なる。
①SS判定 満点 ②S判定 半減
※授業を受けるだけでは、向上得点は上
がりません。という事は、成績も上がら
ないというわけです。聞いて分かって自
分でやる。出来てはじめて成績は上がり
ます。受講したら、必ず確認テストの
SS合格を目指しましょう。確認テスト
は真剣に授業を聞いていたら、必ずSS
合格できるはずです。テストはテキスト
の中に答えや、やり方がのっています。

のです。
上級英文法３００ 学部別英単語
受験生にとって、全国統一高校生テ
（医歯薬学部１８０、法政治学部１０
０、経済商学部１８０人文学部１４０、 ストはセンター試験本番に向けて、そ
理工学部１８０） センター漢字１０ して、各大学別の本番レベル記述模試
００ 国語力７０００読み編 国語力 は、それぞれの大学の２次試験（前期）
７０００意味編 国語力７０００書き に向けて、同じ出題形式で同じレベル
編 国語力７０００外来語編 今日の の模試に取り組むことで、合格に必要
コラム センター古文単語２５０ 基 な学力と現在の学力との差を具体的な
礎古典文法４４０ 百人一首 古文常 点数で知ることができるのです。そし
て合格する為に今の自分に何が必要な
識３５０ 数学基礎演習（中学数学
数学Ⅰ 数学Ａ 数学Ⅱ 数学Ｂ 数 のかを考え、目標達成までの具体的か
学Ⅲ） 長文速読トレーニング 英語 つ的確な学習計画を立てることができ
総合問題演習基礎１００ 英語毎日の ます。
ただ、模試を受験しても毎回同じ反
志望校別 マンガ日本史 センター日
本史２０００基礎編・標準編 センタ 省では意味がありません。前回の反省
ー世界史２０００基礎編・標準編 セ を生かし、学習してきたことが今回の
模試でどれだけできるようになったの
ンター地理２０００基礎編・標準編
センター日本史年号暗記編 センター か、さらに上を目指すためには何をす
世界史年号暗記編 センター日本史テ るのか、考えて行動しましょう。その
一つひとつの積み重ねが合格するため
ーマ別編センター世界史テーマ別編
物理基礎５００・化学基礎５００・生 にはとても大切なことなのです。
（河野先生）
物基礎５００・地学基礎５００総合問
題演習
なぜ勉強するのか
※理科・社会は講座を受講している生
徒のみできます
なぜ勉強するのか。その答えをきち
高速基礎マスターは、部活で忙しくて
も空いているちょっとした時間に取り んと明確に答えられる人はどれだけい
組めます。英語が苦手なら、まずは英 るでしょうか。小学生、中学生のうち
単語１２００・１８００を頑張って覚 は、ただ単に「テストで良い点を取り
えましょう。数学が苦手なら、数学演 たいから」「よく分からないけど勉強
習で基本的な練習を繰り返しましょう。 しないと怒られるから」という人が多
かったと思います。また正直私自身も
小中学生の頃はそんな大それた理由も
東進模試編
なく、ただ漠然とそれなりの勉強をや
○当日受験かつ全科目受験２点
っていただけ、という感じだったと記
○当日受験かつ科目不足or 志望校
憶しています。
記入無し０.５点
しかし高校生になっても同じようで
○後日受験０点
は厳しいです。小中学生とは違い当然
高校の学習内容は難しいですし、勉強
まずは一つの目標として１・２年生 する理由がないと、はっきり言って毎
は、向上得点月間 点は目指してくだ 日勉強するモチベーションが続きませ
さい。復習したい、宿題が・・・、様 ん。何事に対しても、三日坊主の一番
々なことを言いたくなると思いますが、 の理由はそれを行う意義の理解ができ
関係ありません。月間 点を取る東進 ていないことです。
での学習量と、復習と宿題の時間をつ 「私は小学三年生の時から塾に通って
くりましょう。向上得点は、小さな積 います。当時はあまり算数が得意では
み重ねの結果が現れます。今はちょっ なかったのですが、先生が熱心に教え
とした差でも、１年２年と日を積み重 てくださり得意教科となりました。私
ねると、大きな差が生じてしまいます。 もこのような素晴らしい教師になりた
（齋藤先生） いと思います。教師とは、受け持った
生徒の人生に良くも悪くも影響する職
業です。そのために勉強はもちろん、
６月の模試
生活面でも生徒
の相談に乗り、
生徒の良き見本・
道しるべとなれ
るように精進して
いきたいです。」
これは卒業生
がかつて書いた
志作文です。現
在彼は大学に通
い、教師になる

（４

１、水星 ２、木星

10

10

６月は、全国統一高校生テストだけ
でなく、東京大学、京都大学、北海道
大、九州大学の旧帝大を目指す受験生
を対象とした各大学別の「本番レベル
記述模試」もあります。
東進の模試受験の目的は、学力を測
り志望校の合否を判定することだけで
はありません。模試を受験することで
自分の弱点や、やるべき課題が明確に
なり、学力を伸ばすヒントが得られる

（３

問３）消防署で「好きな太陽系惑星は？」
というアンケートをとると、いつも
トップになるのは次の内のどの惑星？

31

高速基礎マスター編
○英単語１８００…修得５点、完全修得
５点
○今日のコラム…テスト合格０.０１点
○数学計算演習 学習項目ごとに、確認
テスト２回連続合格で０.５点。完全修
得５点
○高速基礎マスター一覧
英単語１２００ 英単語１８００ 英熟
語７５０ 英文法７５０ 基本例文標準
３００ 英単語１８００日本語入力編
上級英単語１０００ 上級英熟語５００

問２）好きな人に想いを伝えられない人ば
かりが働く国際的機関は？

30

20

10

（１

問１）関西に住むある家族が怪談大会をし
ました。家族の中で一番みんながゾ
っとする話をしたのは誰？

20

10

これ、なんだろう？
四谷大塚NET徳島駅前校
2019.5.6のブログより

《
《ブログ・アーカイブから》
》
なぞなぞ未来くん

(月刊)
土曜日
2019年６月1日
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