2020年、今年も残り１ヶ月を切
テスト本番はすぐ目の前です。受験生

ました。年が明けると、大学入学共通

早いもので今年もあと１ヶ月となり

共通テスト同日体験受験

り「もう早くも2021年なのか」と
のみなさん、１分１秒を大切に頑張り

冬がきましたね

いうくらいこの１年あっという間でし
ましょう！
今回、初めて実施される共通テスト

たね。今年は日常的に話題に上がって
ィルス」ですね。そしてこれからはイ
ですが、東進ではその同じ日に同じ問

いたのは言わずもがな「新型コロナウ
ンフルエンザも流行してくる時季です
題に挑戦する「共通テスト同日体験受
東進の「共通テスト同日体験受験」

から、いつも以上に体調管理に気を引

は、日本全国1,100以上の会場で

験」を予定しています。

最近、我が家で寒い冬を健康に過ごせ
一斉に実施します。昨年のセンター試

き締めていかないといけません。実は
るようにと、
「ゆず」がブームになって
験同日体験受験では、日本最大の人数
である67000人が受験しました。

うのもありですが、手軽にゆずジャム
を作ってパンにぬって食べたり、ゆず
だから、自分が全国の同学年の中でど

います。晩御飯に薬味としてゆずを使

ジャムを紅茶に入れてゆずティーにし
のくらいの位置にいるかを正確に把握

高３生にとって１年後に迫った大学受

「共通テスト同日体験受験」は、新

することもできます。

今では12月となるとイメージはクリ
験へのスタートを切る絶好の機会とな

みなさんは冬至を知っていますか？

て飲んだりと楽しんでいます。

は日本の大切な行事として存在してい

スマスかなと思いますが、昔から冬至
ります。本番1年前に先輩が受ける共

「人の嫌がることこそ、成長のチャンス」

徳島第一ゼミは今年で開業32年とな
りますが、開業当時の広告が残っていま
した。決して現代風とは言えないかもし
れないですが、徳島第一ゼミの歴史を感
じさせるような、どこか味のあるポスタ
ーです。
ポスターの少年は、今ではもう４０歳
を過ぎ、社会の中枢を担う人財となって
いるのでしょうか。色々と想像が膨らみ
ますね。
私たちも皆さんも、これまでの先輩方
に負けないように、努力を重ねていきま
しょう。

「ポインセチア」

「祝福」、
「幸運を祈る」

「私の心は燃えている」、
「清純」

ポインセチアの花言葉

クリスマスのディスプレイに映える赤い花

見た目は立派な花だけど とても繊細

その燃える火のように真っ赤に染まった花は

病気になりやすいし、

室内で風通しのいい日向で育てなくてはいけない

人間も一緒

日々の観察、お手入れが大切

でもまた前へ向いて進んでほしいし、

時には落ち込んだり、病気になったりする

元気になってほしい

そのために私は毎日君たちを観察し、

問８）「じゅうごえん』で
『さんじゅうえん』を作るには
どうしたらいいでしょう？

ます。冬至とは１年で最も昼間が短く
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できることならなんだってするよ

問６）『(就寝中)ぴぷぺぽ』
これな～んだ？

お手入れしているよ

問４）５と２だと２、２と０だと０
では２と２だとどうなる？

＜前回の答え＞
（１） かだん（花壇)
（２） くろ
（３） トゥモロー
（４） 海（貧しい→まずsea）
（５） 野球（７と１０の間）
（６） 粉砕

問５）ニセモノのはんこを持ってる人
の職業って何？

ポインセチアのように

問２）文字を数えたら、ちょうど10000
文字だった話は何？

大きな赤い立派な花になってほしいもの

問７）食塩水が発見されたのって、
いつの時代？

島田くん、木藤くんおめでとう!

東進衛星予備校

今日も一日よく頑張りました。皆さんにとって
「できればあまりやりたくないなあ・・・」と
思うようなことはあるでしょうか。
本音を言えば、私にもやりたくないことは本
当にたくさんあります（笑）掃除、洗濯、皿洗
い、早寝早起き、嫌いな教科・・・細かいこと
まで数え上げればキリがないのではないでしょ
うか。勉強だけでなく、社会にも家庭にも、で
きればやりたくないことは本当にたくさんあり
ますね。
しかし、それらこそが信頼できる人物かどう
かを分けることになります。放っておけば誰か
がやってくれるけれど、それを自分がやれば、
周りのみんなはどう思うでしょうか。きっとあ
なたのことを、本当に信頼できる人だと思って
くれるでしょう。
また、それを自分でやり遂げた後の達成感や
成長を想像してみてください。その成長を繰り
返すことで、とても大きな人間力を持った人に
なります。そして将来に、社会に貢献できる人
財へとなっていくのです。
勉強だけでなく、人のためにできること。何
かできることはないか、探してみてはいかがで
しょうか。
（一部編集しました）

問１）ブリの弟はベル。
ではカニの弟は何？

問３）『ぴひびひ◯ぴひぴ◯ぴ』
○に共通して入る文字は何？

〈ハイレベル〉

〈ふつうのレベル〉

？

なぞなぞ未来くん

？

先輩たちに続けるように後輩の皆さ
んは頑張っていきましょう。
そして、中1・中2生ともに次年度の
学習がスムーズに移行できるように計
画的に学習していきましょうね。

（伊勢先生）

12日（土）
13日（日）
22日（火）
27日（日）
28日（土）

小６合不合判定テスト（四谷部）
中３学力診断テスト（中学部）
小６中学入試模擬テスト（小学部）
小４公開組分けテスト（四谷部）
小５公開組分けテスト（四谷部）
2020年度冬期講習スタート
単元別レベルアップテスト（中学部）
１１月度月例テスト（小学部）
中1… 9:00～10:40
中2…13:00～14:40
中3…13:00～15:05
6日（日）
12月

～お知らせ～
① 12月13日（日）高校生の模試
のため教室は利用できません。
② 冬休みの予定に関しては、生徒を
通じてお知らせいたしますので御確認
ください。

第一ゼミ・四谷大塚

見直しをして、やり方を知り出来るよ
ハイブリッド通信
うになったはずです。しかし、それは
11月1日（日）に第11回全国統
数日？数週間？数ヶ月前の話です。
一中学生テストを実施しました。前回
「今、出来ますか？？」
すでに出来る問題をどれだけ頑張って 6月と同様に学年別問題で実施しまし
取り組んでも残念ながら点数は変わり たが、飛び級をして他学年の問題にチ
ません。成績を上げるには、×を〇に ャレンジしてくれた生徒もいました。
変えなければなりません。間違えた箇 時間配分を誤って、最後まで問題を解
所、出来なかった問題が出来るように くことが出来なかったなど反省点はそ
なり始めて点数が上がります。新しい れぞれある事と思います。普段学校で
問題を演習することも重要です。しか 実施しているテストでは見つけること
し間違えた問題を確実に出来るように が出来ない修正点を、模試を通して発
することが最も重要です。人間は忘れ 見して欲しいですし、時間配分なども
る生き物です。その時は出来るように 経験しなくては身につきません。自分
なったとしても、今出来るとは限りま には何が欠けているのかそして改善す
せん。苦手分野なら尚更です。様々な るにはどうしたらいいか考えてみてく
問題を解きたくなる気持ちも分かりま ださい。また、11月は模試が多く、
す。しかし時には過去に戻ってみるこ 23日（火）には駿台学力テストも実
とも必要です。成績アップのヒントが 施しました。今回間違えたことをしっ
そこに隠されているかもしれません。 かり復習して出来なかったことが少し
でも次回は出来るように学習を進めて
もう一度問います。
ください。
「今、出来ますか？？」
日々頑張った成果として、全国統一
（齋藤先生）
中学生テストで島田航貴くん（徳島文
理中学校・2年）が決勝大会へ選出さ
れました。また、中学NET卒業生で
ある木藤みのりくん（徳島市立高校・
2年）も全国統一高校生テストの決勝
大会へ選出されました。残念ながら、
コロナ禍の影響で予定していた決勝大
会は中止になりましたが、中高ともに
決勝大会へ選出されたことは、うれし
く思います。

なる日ですが、この日を境に太陽が出 通テストと同じ問題を解いて、どのく
ラストスパート
ている時間が長くなっていく為、かつ らい取れるかが、1年後の合否の大き
今年も残り一か月です。それぞれが
ては冬至を１年の始まりにしていまし く影響します。1年前に8割得点でき
年の初めに立てた目標に向かって、頑
た。また日に日に日照時間が短くなっ ていると難関大合格率がぐんと高まり
張ってきたと思います。達成状況はど
ていたものがこの日からまた太陽の力 ます。また、早くから大学受験を意識
うですか？やる気に満ち溢れ、突っ走
が蘇っていくので昔の人はこれを「一
している新高２生・新高１生にとって
っていたあの日、どうも思うようにい
陽来復（いちようらいふく）
」といい、 は大学受験を知る絶好の機会です。さ
かずに心が沈んだ日、目標さえ忘れ、
太陽の復活を祝っていました。これは らに、君の志望校に合格した先輩の同
惰性に流されてしまった時期、人の心
日本だけでなく、世界中でも祝われて 時期の得点（成績）と比べることもで
は日々刻々と変わっていくものです。
います。では、冬至にかぼちゃを食べ き、目標設定に役立ちます。
特に結果がでないときは、「もうダメ
てゆず湯につかるということをよく聞
大学入学共通テストと「同じ問題」
だ」とあきらめそうになってしまいま
くのですがなぜ、かぼちゃやゆずなの を「同じ日」に挑戦できるチャンスは
す。あきらめてしまっても本当にいい
か…古来、黄色は魔除けの色とされて 年に１度だけです。入試本番同様の真
ですか？
いました。そこで栄養価の高い、黄色 剣勝負を体感して、夢と志望校合格の
あきらめる、あきらめない、それは
いかぼちゃを１年の区切りである冬至 ための一歩を踏み出してください。
す
べて自分次第です。人はなぜ勉強す
に食べて無病息災を祈ったというわけ ＊時間割等については校舎内に掲示す
る
の？それは幸せになるため。幸せに
です。また、ゆず湯もこちらも黄色い る予定です。
な
るためには自分のまわりすべてを喜
ゆずをお風呂に入れて入ることで、邪
（河野先生）
ば
す。まわりの人に感謝され「ありが
気をはらうという意味がこめられてい
と
う、ありがとう」と言ってもらえる
今、出来ますか？
ます。ゆずには血行促進や鎮痛成分も
人
生って素敵ですね。そんな魅力的な
含まれており、風邪予防にもなると昔
人
になる。信頼される人になる。その
から言われています。その他にも冬至
た
めに今、精いっぱい勉強する。人は
にこんにゃくや小豆粥を食べるなど地
成
長発展し続けるものです。限界はな
域によってまた違う風習があるという
い
はずと思いたい。
ことも。ちなみに2020年の冬至は
残り一か月、いよいよラストスパー
12月22日です。みなさんの冬至は
トのときです。目標達成まであと何を
どのように過ごす予定でしょうか？ゆ
やればいいのか、どこを改善すればい
ずのいい香りを吸って一度リラックス
いのか。いろいろな視点で自分を見つ
して、勉強に挑んでみるのもいいのか
めなおし、工夫して、日々試行錯誤し
もしれませんよ。
てみる。君の目標はきっと達成できる
（稲見先生）
はず。かけがえのない君の夢に向かっ
て一二月も精いっぱいの君になれ！
（藤枝先生）
いよいよ大学入学共通テストまで残
るとこ1ヶ月半。悔いを残さないため
にも、残された期間を全力で頑張りま
しょう・・・頑張れと言うのは簡単で
すが、それではなにを頑張るのかにつ
いて付け加えます。
今まで行われた、模試の結果や演習
を通して、自分の苦手な部分は否応に
もわかっていると思います。模試の直
後に見直しはしたことでしょう。苦手
な分野は力をいれて演習にも取り組ん
だことでしょう。ところで、今同じ問
題を解いたら満点取れるでしょうか。

12月 13日（日） 共通テスト本番レベル模試
※12/30(水)～1/3(日) 開校時間が 9:00～17:00です。

徳島第一ゼミ開業当時の広告が
見つかりました！
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