2018 年度

Ｚ会進学教室

葛西通信

３月号

葛西教室に通う本科生の皆さんは、以下の四点を心がけるようにしましょう。
１

進学塾に通う中学生としての自覚を持つこと。

２

信頼の土台となるあいさつをきちんとすること。

３

書くことを大切にし、ノートをしっかりとること。

４

自習室を上手に利用し、自分で考えてもわからないことは遠慮なく先生に質問すること。

葛西教室の声をお伝えします。

葛西教室より その１

「今年もやります、新高１対象スタートダッシュ講座！」

昨年から開講した新高１生を対象としたスタートダッシュ講座。昨年は多
くの生徒さんにご受講いただき、大盛況となりました。今年もこのスタート
ダッシュ講座を開講します。新高１の皆さん、ぜひご受講してみてください！
高１では、大学入試で出題の中心となる重要事項を多く学習します。新し
い概念が次々と登場し、気を抜くと苦手科目や単元が増えてしまいます。今
のうちに正しい学習法で受験に向けた基盤学力を確立することが東大をはじ
めとする最難関合格への近道です。最難関大入試で今求められているのは、
「自らの考えを相手に伝える力」
です。この力は今後、より重視されます。Ｚ会東大進学教室では、自分の意見や考えを表現する機会を多く
設け、知識を活用する力を育成し、大学入試だけでなく、その先も見据えた学力を養成します。まずは高校
入学に向けてこれまでの最重要事項について確認し、高校入学に向けて万全の体制を整えましょう。
また、昨年同様、高校１年生対象の本科授業も開講します！詳しくは次ページ、または葛西教室のスタッ
フまでお問い合わせください。

＜新高１生・保護者の方対象＞

最難関大入試研究会

～大学入試制度と 3 年間の学習スケジュール～

3 月 21 日（水祝） 葛西教室 11：00～12：00
大学入試は、大学、学部によって入試制度が大きく異なるため、勉強して
いても、志望大学の入試制度に合わせた勉強をしないと、成果は得られませ
ん。本講演会では、主要大学の入試制度や入試科目についてお話しし、さら
に志望校・選択科目決定、基礎の定着から発展問題演習まで、これから 3 年
間で皆さんが経験すること、その際に考えるべきことについてお話しします。

１

スタートダッシュ講座一覧(葛西開講分のみ)
スタートダッシュ講座【英語】

E1SC

英文法導入～高校英語最初のヤマ場～

3 月 29 日（木）12:20～14:20
担当講師…黒磯直行先生
標準的な進度で学習の方を対象に、仮定法・知覚動詞・使役動詞など高校入
学後の英語学習で苦手になりやすい単元の土台を学習します。本講座を受講す
ることで、春期講習・本科１期英語講座の理解がスムーズになります。

スタートダッシュ講座【数学】

M1SC

高校数学 I 絶対値・不等式導入
～高校数学のスタートを万全に～
4 月４日（水）12:20～14:20
担当講師…阿部真也先生

数学 I で学習する「絶対値」「1 次不等式」の二つのテーマは、初学者が
つまずきやすい「場合分け」を含む内容であるにもかかわらず、時間をかけ
て学習する機会が少ないものです。本講座を受講することで、高校数学の学
習に万全のスタートを切りましょう。

スタートダッシュ講座【国語】

L1SB

高校古文導入～最初に知っとく古文のルール～

３月２７日（火）10:40～12:40
担当講師…長妻美恵先生
大学入試において合否を分けるポイントとなる古文。単に文法・単語などの
知識事項を暗記するだけでは、点数を伸ばすことはできません。これから古文
学習を進めるうえでの心構えや差がつくポイントをつかみましょう。※高校の古
文学習では古語辞典が必須となります。すでに古語辞典を持っている人は授業当日、
持ってきてください。まだ持っていない人は事前に購入しなくて大丈夫です。どん
な辞書がお勧めかなど辞書の選び方も含めてお話しします。

２

高１対象本科講座一覧(葛西開講分のみ)
葛西本科講座

高１東大英語メテウス

E1MS

土曜日

１９：２０～２１：２０
黒磯直行先生

講座内容

E1MS の講座では、
「読む」
「書く」
「聞く」
「話す」の４技能を徹底的に磨きます。難度の高い問題を題材
に、レベルの高い集団の中で、耳や口を最大限に使ってトレーニングを積むことで、英語の表現の幅、そし
て思考の幅をさらに広げます。

カリキュラム
本科１期(４月～７月)
高１英語
(全講座共通)

葛西本科講座

本科２期(９月～１２月)

文型、時制、助動詞、態、 関係詞、比較、仮定法、
不定詞、動名詞、分詞

高１東大数学Ｋ

接続詞、否定

Ｍ1JＫ

本科３期(１月～３月)
名詞、代名詞、冠詞、形容詞・副詞、
前置詞、譲歩、挿入、省略、
倒置・i t を含む構文

月曜日

１９：２０～２１：２０
阿部真也先生

講座内容

M1JK の講座は、数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂを１年間で速習する講座です。高校受験をした方や標準的な進度の
私立高校に通う方で、数学が得意で数学Ⅱ・Ｂまでの範囲を１年で学習したい方を対象とします。季節講習
もカリキュラムが進行します(夏期講習で三角比・整数、冬期講習でベクトルを扱います)。

カリキュラム

高１
東大数学Ｋ

本科１期(４月～７月)

本科２期(９月～１２月)

数と式、2 次関数、集合

式と証明、複素数と高次方程式、

と論理、場合の数、確率、

図形と方程式、三角関数、

二項定理

指数・対数関数

３

本科３期(１月～３月)
微分・積分（数学 II）
、
数列

葛西教室より その２

葛西教室の声をお伝えします。

「高２生対象の講座を開講します！」

葛西教室では 2017 年度より、東大進学教室の講座が開講し、高校１年生を対象とした授業が始まりまし
た。そして 2018 年！高校１年生と並行し、高校２年生を対象とした授業も開講いたします！志望大学へ
の現役合格をめざすには、早い段階から大学入試を見据えた学習を始めることが大切です。高３で、スムー
ズに本格的に入試実戦力を養成していくために、高２では基礎力を土台にして、応用力を伸ばしていける講
座体系を構築しています。講演会・ガイダンス・テスト・面談なども適宜開催し、一人ひとりの目標や学習
状況に応じて、細やかなアドバイスを行いながら、力を伸ばします。高校生になってもＺ会！皆さんの受講
をお待ちしています♪

葛西本科講座

高２東大英語

E２J

月曜日

１９：２０～２１：２０
黒磯直行先生

講座内容

東大をはじめとする難関大入試において英語を得点源にしたい方のための、ハイレベルな実力練成講座です。
英文法・英作文・英文読解・リスニングをバランスよく学習します。
カリキュラム

高２英語
(全講座共通)

葛西本科講座

本科１期(４月～７月)

本科２期(９月～１２月)

文型、名詞節、無生物主語構文、名詞句(名詞構文)、

不定詞、動名詞、分詞、比較、

時間構文、倒置、形容詞・形容語句・形容詞節、

関係詞、仮定法、譲歩、

副詞・副詞句・副詞節、助動詞構文、否定

省略・挿入、it を含む構文

高２東大数学

Ｍ２J

土曜日 １９：２０～２１：２０
阿部真也先生

講座内容

入試本番で数学を得点源としたい方を対象に、数学Ⅰ・A・Ⅱ・B の発展的な内容を扱います。東大をは
じめとする難関大入試で要求される思考力・数学力を養います。理系・文系を問いません。理系志望の方は、
「高２東大理系数学Ⅲ」との並講をおすすめします。
カリキュラム
本科１期(４月～７月)
高２
東大数学

本科２期(９月～１２月)

２次関数、整式、方程式、式と証明、 指数・対数関数、図形と方程式、軌跡・領域、
平面図形、空間図形、三角関数、

平面ベクトル、空間ベクトル、空間図形の方程式、

場合の数、確率、整数

数列、漸化式、数学的帰納法、微分・積分(数学Ⅱ)

４

葛西本科講座

高２東大数学

Ｍ２JＤ

月曜日 １７：００～１９：００
阿部真也先生

講座内容

冬期講習までの約 10 ヵ月で、数学Ⅲの全内容を未習段階からやや応用的な内容まで、段階的に学習して
いく講座です。数学Ⅱ(微分と積分)、および数学Ｂ(数列)の内容を前提としています。本科１期では極限、
微分法の基本を学び、本科２期では２次曲線、積分法、冬期講習にて複素数平面を扱います。
カリキュラム
本科１期(４月～７月)
高２東大理系数学Ⅲ

極限、微分・積分(数学Ⅲ)の基礎

本科２期(９月～１２月)
極限、微分・積分(数学Ⅲ)の応用

＜新高２生・保護者の方対象＞

最難関大入試研究会

～大学入試制度と２年間の学習スケジュール～

3 月２１日（水祝） 葛西教室 13：00～14：00
主要大学の入試制度や入試科目についてお話し、さらに志望校・選択科目決定、基礎の定着から発展問題
演習まで、これから数年間で皆さんが経験すること、その際に考えるべきことについてお話しします。

葛西教室の声をお伝えします。

葛西教室より その３

「夢とハピネス」
サポート社員 木下広大

Tokyo Disney Resort―Where dreams come true というフレーズ、皆さ
ん一度は耳にしたことがあるかと思います。このフレーズには Where という
単語が入っていますが、疑問文でないことは高校受験を終えた皆さんなら当然
のようにわかるでしょう。
「夢が叶う場所」という意味ですね。このような街
中のちょっとした英語がわかるとき、一年前からの自分の成長を感じるのでは
ないでしょうか。
受験に向けた長い戦い、本当にお疲れ様でした。４月からの生活が楽しみで
仕方ない人も、悔しくてリベンジに燃えている人も、まずは入学式まで思う存
分遊んでください。そして少しでも良いので、中学校よりも高校の３年間を刺
激的で充実したものにできるように、自分の３年後を想像しながら、高校で何をしたいかを考えてみてほし
いです。そのヒントになるよう、Ｚ会卒業を迎える皆さんに、私からメッセージを送りたいと思います。

５

高校生活を考えるヒントと言いながらタイトルが「夢とハピネス」とは何事か、この人はまたディズニー
の話をするのか、と思う方もいるでしょう。私は好きなことにひたすら突き進んでしまう性格なのです。そ
して、自分のこの性格に気づいたのが高校２年生のときでした。はまったものとは世界史です。先生がユニ
ークな方だったことに加え、資料集の絵がすごく魅力的に思えたこと、教科書を全部読み終えたときに今の
世界がこの 5000 年間でどう変わってきたのかをもっと知りたいと思えたこと、これらが要因となって、初
めて授業が楽しい、知るって面白いと思うことができました。
世界史が好きになったことで、私の高校生活に変化がありました。周り
から頼られるようになったのです。数学はまるでダメで国語も弱くて英語
はそこそこ、というレベルの僕でも、世界史だけは東京大学を志望するよ
うな友達にも教えてあげられるようになりました。大学入試に向けた勉強
は、二度とやりたくないと今でも思うような骨の折れるものでしたが、そ
んな日々にもどこか楽しさがあったり、モチベーションを高く保つことが
できたりしたのは、自分にも輝けるときがあると知ったからでした。
何かを好きになってそのことに誰よりもまっすぐ取り組んだら毎日がもっと楽しくなる、承認欲求が強い
と言えばそれまでですが、私の高校生活、そして４年間の大学生活を変えることになった発見でした。高校
生としての新しい日々を始める皆さんにも、何か夢中になれるものを見つけてほしいです。または、自分が
どんな性格なのか、どんなときに嬉しいと感じ、どんなときに悲しいと感じるのか、自分を探ってみてほし
いなと思います。これをすることで、高校３年間を少しでも色濃いものにすることができるはずです。
さて、現在私は、就職までの残りわずかな期間を、ディズニーキャストとして全力で過ごしています。ゲ
スト（お客様）にハピネスを感じてもらうこと、ハピネス溢れるディズニーという世界を作る一つのピース
になっていることに、ハピネスを感じています。しかし夢中で取り組んでいるからこそ、自分の限界も感じ
ています。それは、
「夢を見せることはできても、夢を叶えることはできない」ということです。ディズニ
ーは「夢が叶う場所」でありながら、キャストである私はゲストの夢を叶えることはできません。何言って
るのこの人、という皆さんの反応が想像できるので、もう少し具体的に話を進めるために、先に「夢」や「ハ
ピネス」とは何か、私の考えを述べたいと思います。
まずハピネスとは何か。ディズニーに遊びに行くことを想像してみましょう。食べ物はなんでもおいしい
です。ミッキーはいつもかっこよくてミニーは美人です。アトラク
ションはスリルがあり、時に笑いもあります。ショーは感動に満ち
ています。これだけでも十分にハピネスです。しかしもう一声。一
緒にいるのは誰でしょう。その大切な人が笑顔で、周りにいる知ら
ない人もみんな楽しそうだというその景色が、私にとっては一番の
ハピネスです。そして、その空間を「『夢』の国」と呼ぶのではな
いでしょうか。
「夢が叶う場所」とは「夢のような時間を過ごせる
場所」という意味だと思うのです。

６

さて話を戻しましょう。先ほどの話の裏を返すと、
「夢が叶う」のはディズニーで遊んでいるときの話だ
ということになります。ディズニーから帰宅し、次の日に待っているものは楽しいものばかりではありませ
ん。テスト勉強、親の一言、難しい人間関係など。現実ですね。そこまで考えたときに、キャストはゲスト
の夢を叶えることはできなくて、夢を見せることしかできないなと思うのです。
では、自分も、大切な人も、周りにいるみんなも楽しそうな空間という「夢」を見て、その夢を叶えるに
はどうすればいいのでしょうか。やり方は人によって様々ですが、これから高校生になる皆さんは夢を叶え
られる可能性が高いと言えます。それはなぜか。まず、
「楽しい」と感じる瞬間、言い換えれば何が自分に
とってハピネスなのかは人によって違い、それが人それぞれの価値観を形成するのだと思うのですが、その
価値観が似た人とは、ある瞬間に同じような楽しさを感じることができるため、ディズニーでいう「夢のよ
うな空間」を一緒に創りやすいと言えます。そして、その価値観がなんとなく似た人が集まるのが大学では
ないかと思うのです。高校時代に何かに一生懸命に打ち込むと、それが部活であっても勉強であっても、そ
の結果として進んだ大学では、自分と同じハピネス傾向を持つ人と出会えるでしょう。そこで出会った人と
共に過ごすとき、そこが皆さんにとっての「夢の国」となります。こうして「夢を叶える」ことができるの
です。
だからこそ、私は高校生活では、自分がどんなときに楽しいと感じるか、どんなときに悲しいと感じるか
を探る、自分との会話を大切にしながら、何かに一生懸命取り組むことが大事だと思います。ここで再び、
しかしいきなり「悲しい」という単語を出した理由の説明を、皆
さんへのメッセージの結びとしたいと思います。
ディズニー映画の『インサイドヘッド』という作品を見たこと
はあるでしょうか。この映画では、ライリーという女の子の頭の
中に住む「ヨロコビ」と「カナシミ」というキャラクターが活躍
するのですが、何度も状況を悪化させるカナシミは厄介な存在の
ように描かれつつ、物語の最後に、カナシミがライリーの幸せの
ために重要な役割を果たします。この映画から言えることは、悲
しい瞬間があるからこそ大きなハピネスが生まれるということ
です。高校生活は３年間といえども、残念ながらいつも楽しいわ
けではないと思います。しかし、それを乗り越えたところに「夢
の国」があるはずです。いろいろなチャレンジをして、忙しい毎
日を過ごして、３年後に皆さんが今はまだ想像もできない新しい
自分に出会えることを祈っています。

７

月 日 曜 受付時間

3

授業・テスト・模試など

1

木

2

金 14 ～ 22

3

土 10 ～ 22

休講日

4

日 10 ～ 20

新中２・３
３月度①

5

月 14 ～ 22

6

火 14 ～ 22

7

水 14 ～ 22

8

木

9

金 14 ～ 22

休室

千葉県立高校入試（後期）

休講日
新中１対象「Ｚ会進学教室からの難関高校受験」
11：00～12：00

休室

中学準備講座 授業報告会
13：00～15：00

10 土 9 ～ 22
11 日 9 ～ 20

保護者会・研究会など

新中２・３
３月度②

新中１
３月度①

12 月 14 ～ 22
13 火 14 ～ 22
14 水 14 ～ 22
15 木

休室

16 金 14 ～ 22
17 土 12 ～ 22
18 日 9 ～ 22

新中２・３
３月度③

新中１
３月度②

13：00～15：00 全学年対象
高校入試研究会＜千葉県入門編＞
11:00～12：20 新中３対象
難関校で求められる国語の力

13：00～14：00
春期・本科説明会

13:00～14：00 新高２対象
最難関大入試研究会

15：00～17：00
自校作成入研

19 月 14 ～ 22
20 火 14 ～ 22
11:00～12：00 新高１対象
最難関大入試研究会

21 水 10 ～ 22
22 木

休室

23 金 14 ～ 22
24 土 12 ～ 22
25 日 10 ～ 17

休講日

26 月 14 ～ 22

休講日

27 火 9 ～ 21
28 水 9 ～ 21
29 木 9 ～ 21
30 金

17：00～19：30
卒業パーティー

３Ｋ 英数国理社
講習①
３Ｋ 英数国理社
講習②
３Ｋ 英数国理社
講習③

２Ｖ 英数国理社
講習①
２Ｖ 英数国理社
講習②
２Ｖ 英数国理社
講習③

２Ｋ 英数国
講習①
２Ｋ 英数国
講習②
２Ｋ 英数国
講習③

１Ｖ 英数国
講習①
１Ｖ 英数国
講習②
１Ｖ 英数国
講習③

２Ｖ 英数国理社
講習④
２Ｖ 英数国理社
講習⑤
２Ｖ 英数国理社
講習⑥

２Ｋ 英数国
講習④
２Ｋ 英数国
講習⑤
２Ｋ 英数国
講習⑥

１Ｖ 英数国
講習④
１Ｖ 英数国
講習⑤
１Ｖ 英数国
講習⑥

２Ｖ 確認テスト ２Ｋ 確認テスト １Ｖ 確認テスト

高1スタートダッシュ
国語 10:40～12:40

高1スタートダッシュ
英語 12:20～14:20

休室

1

日 9 ～ 21

2

月 9 ～ 21

３Ｋ 英数国理社
講習④
３Ｋ 英数国理社
講習⑤
３Ｋ 英数国理社
講習⑥

3

火 9 ～ 21

３Ｋ 確認テスト

4

水 14 ～ 22

5

木

6

金 14 ～ 22

休講日

7

土 14 ～ 22

休講日

8

日 10 ～ 20

４月度①

31 土 9 ～ 21

4

16：00～16：45
東大進学教室説明会

高1スタートダッシュ
数学 12:20～14:20

休講日
休室

〒134-0084 江戸川区東葛西 6-2-3 第三須三ビル 6 階 ℡03-5878-0844
Ｚ会進学教室 葛西教室 受付時間 平日 14：00～22：00 日曜日 10：00～20：00 休室日 木曜日
『葛西通信』の記事（バックナンバー）は Web からもご覧いただけます。

８

Ｚ会 葛西

検索

