
夏期講習から引き続いて、新学期がはじまります！
これからの季節、ますます授業が「熱く」なっていきます。

とくに受験学年では、そうとう熱い授業が展開されるはずです。

各種ペース配分を考えながら、今月も燃えましょう！

誠之館高校の入試問題の形式が大きく変わってきています。若竹塾ではこのような誠之館入試

突破に必要な力を多面的に分析し、誠之館対策模試として具体化しました。

基本的に公立高校の入試において内申点が重要なのは変わりないのです

が、最近の入試では公立の上位校の誠之館は内申点だけで合格できるとい

う保証がなくなりつつあります。誠之館独特の独自問題の傾向をしっかり

つかんでその対策を立てておく重要性が増してきているのです。

若竹塾の誠之館対策模試は、難化・複雑化傾向にある誠之館入試に向け

て、現時点での皆さんの合格可能性と、今後の合格へ向けての取り組み方をアドバイスするため

の模試です。是非、ご参加ください。なお、受験料は塾生・一般生ともに無料です。
また、塾生のみなさんにとどまらず、お知り合いの方で誠之館を受験する方がおられましたら、

是非、ご紹介ください。

ɝషɝ ２０１６年９月２５日（日） １３：0０～１７：５０

ɝԅᯃጪۇ■

■出題範囲

英語：1・2年の全範囲、中３の受動態・現在完了

数学：1・2年の全範囲、中３の式の展開と因数分解・２次方程式まで

国語：小説、説明文、古文の読解、条件作文

理科：中1・中2の内容、中3化学

社会：地理・歴史分野全般、私たちと現代社会
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今年度予定しております、若竹塾の秋季職員研修の日程が変更となりましたので、お知らせいた

します。変更後の日時：１０月２８（金）～１１月１日（火）

（変更前が１０月３０日～１１月３日でしたので、全体的に２日早まります）

この期間は、通常の授業が休講となりますが、１１月３日（木）は祭日でも授業がございますの

で、お間違えありませんようにご確認ください。

★８/２７(土)～９/５(月)は「後期準備期間」のためお休みです!!
※期間中の12:00～19:00は宿題の受渡しができます。高校生のみ自習室の使用可。

2016年度後期授業開始日

学年 コース（クラス） 開 始 日 時 間 科 目

小２ Ｓコース（S） 9月8日（木） 17：00～18：50 国算

小３ Ｓコース（水曜クラス） 9月7日（水） 17：00～18：50 国算

Ｓコース（金曜クラス） 9月9日（金） 17：00～18：50 国算

小４ Ｓコース（S1/S2） 9月6日（火） 17：00～18：50 国算

ＬＳコ－ス（LS） 9月7日（水） 17：00～18：50 国算

土曜コース（Ｎ） 9月10日（土） 14：00～17：40 国算

※ Nで「理科・社会」を受講する方の最初の授業は９月９日(金) 17:00～です。

小５ Sコース（S1/S2/SS/SL） 9月6日（火） 18：00～20：25 国算

土曜コース（Ｎ） 9月8日（木） 18：00～20：25 理社

総合コース（PJ） 9月6日（火） 17：00～18：50 国算

小６ Sコース（S1/S2/SS/SL） 9月6日（火） 18：00～20：25 国算

土日コース（Ｎ） 9月10日（土） 14：00～20：00 国算演

総合コース（PJ） 9月7日（水） 17：00～18：50 国算

※ Nで「適性講座」を受講する方の最初の授業は９月８日(木) 17:20～です。

中１ S1/S2 9月6日（火） 19：15～21：45 英数

中高一貫（FZ/K1/K2） 9月6日（火） 19：15～21：45 英数

中高一貫（FC） 9月7日（水） 19：15～21：45 英数

中２ S1/S2 9月7日（水） 19：15～21：45 英数

中高一貫（FZ/K1/K2） 9月6日（火） 19：15～21：45 英数

中高一貫（FC） 9月7日（水） 19：15～21：45 英数

中３ AF/AS 9月6日（火） 19：15～21：45 理科・社会

中高一貫（FZ/K1/FC） 9月9日（金） 19：15～21：45 英数

※ FZ/K1/FCで「国語特講」受講者の授業開始は９月８日(木) 20:35～です。

共通 リスニング(初級) 9月10日（土） 18：00～19：00 英検対策

リスニング(４級) 9月10日（土） 16：40～17：40 英検対策

リスニング(３級) 9月10日（土） 15：20～16：20 英検対策

リスニング(準２級) 9月10日（土） 14：00～15：00 英検対策

リスニング(２級) 9月10日（土） 16：40～17：40 英検対策



中学クラス表示 - FZ(属)、FC(市立)、AF(ｵｰﾙ附属)、AS(ｵｰﾙ誠之館)

※ K1・K2は近大学校準拠。【中1】K1(難関)、K2(文理選抜)【中2・3】K1(難関+文理選抜)、K2(文理選抜+文理）

高１ 英語（ S/α/β ） 9月7日（水） 19：15～20：25 英語

数学（ S/α/β ） 9月7日（水） 20：35～22：00 数学

英語・数学（ 誠 ） 9月8日（木） 19：15～22：00 英語・数学

化学 9月9日（金） 20：35～21：45 化学

国語 9月6日（火） 20：35～21：45 現・古・漢

高２ 英語（ S/α/β ） 9月7日（水） 20：35～22：00 英語

数学（ S/α/β ） 9月7日（水） 19：15～20：25 数学

ハイレベル化学 9月10日（土） 16：40～19：00 化学

ハイレベル物理 9月11日（日） 18：00～19：10 物理

高３ 英語（ S/α/β ） 9月9日（金） 19：15～20：25 英語

数学（ S/α/β ） 9月9日（金） 20：35～22：00 数ⅠA,ⅡB

ハイレベル微積 9月10日（土） 16：40～19：00 数Ⅲ

スタンダード微積 9月10日（土） 16：40～19：00 数Ⅲ

ハイレベル理系化学 9月8日（木） 18：00～20：20 化学Ⅱ

ハイレベル理系物理 9月11日（日） 15：00～17：20 物理

センター国語 9月7日（水） 20：35～21：45 国語

センター化学 9月12日（月） 18：00～19：10 化学

センター生物基礎 9月8日（木） 20：35～21：45 生物

高校 英数 クラス表示 -S：難関、α：応用、β：総合、誠：誠之館

☆原則として、夏期前の教室に戻りますが、初日にクラスの掲示でご確認ください。



馬渕 寛子

「宮本算数をたいらげろ」リポート
さる７月23日(土)、８月６(土)に松本センセイがナビゲートする宮本算数に関するイベント

が開催されました。（宮本算数とは数学教師の宮本哲也氏が考案したペンシルパズル。例えば

右のパズルに足したり引いたりしながら

重複しないように1,2,3,4,5,6を入れていく）

この手の数字パズルを８題ほどこなし慣れてきたとこ

ろで、文字パズルも取り入れる松本センセイ！

算数やりながら、国語のテイストも入れる

なんて、すご～い ★★★

イベントっぽくなってきます。

そして最後には面積も学びました。

「面積とは正方形がいくつあるかという意味。例えば縦1

cm、横1ｃｍの正方形は1×1で1平方センチメートルとい

います！」と、先取り学習をカットイン！ これは本格

面積を学ぶときに余裕ができますね。はじめての面積パ

ズルもノリノリ♪で制覇していく生徒たち。こうなって

くると学んだパズルやルールを競争したくてたまらなく

なったようで、興奮度MAX!!!

盛り上がって「まとめテスト～」！ この日の「宮本算数チャンピオン」を決めました。

採点を待つ間、モスバーガーをほうばる生徒たち。

ソースが袋の底にたまって食べにくい、と口々にもらす生徒たちに

松本センセイは口のまわりが大変なことになるところまでがモスバーガーだと言い聞かせ

るのでした（間違ってないね）。

この夏のイベントがきっかけで、ますます算数好きになってくれるといいなあと思います。

モスバーガー

OhmyGod!

とはそういう もんだ。

小４
限定



辻田 武

The West Wing PartXXⅣ (ザ・ホワイトハウス パート２４)

Vote for the person who shares your ideals, your hopes, your dreams. S6E22 2162 Votes

「理想や希望そして夢を共有する人に投票してほしい」

Written By John Wells. Translated By Takeshi Tsujita.
では、大統領選挙に戻そう。バートレット大統領の再選の話だったが、せっかくなので、現在

ちょうどアメリカでは共和・民主の両党とも党大会を終え、正式に指名候補が決定されたばかり

なので、ドラマでも党大会を取り上げてみる。

実はこの間あった予備選の最終場面の党大会は両党とも私はもめるかなと思っていた。共和党

の主流派は暴言の多いトランプ氏を敬遠していいるし、民主党もサンダース氏がなかなか選挙戦

を降りなかったからだ。例年なら二大政党のどちらか指名候補が決まればそのまま本選挙となる

が、党が分裂してしまうケースもなくはない。日露戦争の講和の斡旋をした共和党セオドア=ルー

ズベルトの三選目は、彼が離党して立候補して党が分裂。民主党のウィルソンを当選させてしま

っている。

両党ともにあまりに激しい予備選が激しくなると、本選挙を一致して戦えなくなるのはまだい

い方で最悪、党が分裂して対立政党に有利に働く。予備選も終盤になるとアメリカ人も日本人顔

負けの「和」を優先させることがある。党の団結を優先し始めるのだ。指名獲得が難しくなると

自分から選挙戦撤退、指名獲得を確実にするためポストや地元利権を持ちかけて選挙戦を撤退さ

せたりする。慣例では大抵、予備選終盤には党を結束させるために、党大会前に事実上指名獲得

が決まってしまう。今年も例年に違わず、党大会での代議員の投票待たずにすんなり決まった。

予備選を確認しておきます。各党ともに数ヶ月中に50の州を回って予備選挙が行われる。その

各州での投票で最多の票を獲得したものが勝利者として、党大会に投票するであろう州の人口に

よって割り振られた代議員全員を獲得する。それを積み重ねて行くのだが、ドラマ上では共和党

はすんなりとヴィニック氏が指名を獲得していた。前号までに紹介した原発推進派だ。バートレ

ット大統領が所属する民主党は党大会前に指名候補が決まらず、その決定は党大会までずれ込ん

だ。その党大会もどの候補もなかなか過半数をとれず、有力な副大統領に考えていたベーカー氏

が突然党大会で大統領に立候補を表明。彼は突然票を集め始めたが夫人の鬱病の病歴を隠してい

たことが分かった。そんな時２位につけているマット・サントス氏は最後の演説を行った。

実はこのサントスというキャラクターにはモデルがいる。バラク・オバマ上院議員（当時）だ。

言うまでもなく現大統領である。このドラマの制作者は当時のオバマ上院議員の演説に心を動か

され、彼をモデルにしたキャラクターを創造した。黒人の大統領こそ想定しなかったらしくヒス

パニックの大統領候補を作り上げたのだ。

youtube: 検索 West Wing - 2162 Votes Episode #133 - Santos Convention Speech

https://www.youtube.com/watch?v=SXoLaMhx-zI

https://www.youtube.com/watch?v=SXoLaMhx-zI


SANTOS: You know, I hope to be standing

here tonight under very different circumstances.

And I have been asked by people that I respect to

take this opportunity to support one of the other

find candidates who have made this race to be….

AUDIENCE: No.

SANTOS: To help decide who our nominee will

be. But I can’t do that. I can’t do that because it’s

not my place to decide who the nominee should

be. That decision is yours and yours alone.

We made a great deal today on Governor

Baker’s decision not to disclose his wife’s mind

or medical condition. Many people believe that he

should have. I don’t believe Governor Baker failed

to disclosed it because he was ashamed or

embarrassed. I think he didn’t disclose because it

we are the hypocrites, not Bakers’.

Because we are all broken. Every single one of

us. And yet we pretend that we are not. We all

live lives of imperfection. And we yet claim to

this fantasy that there is a perfect life and our

leaders should embody it. But if we expect leaders

to live in some higher moral plane than the rest

of us, or we are just asking to be deceived.

Now it’s been suggested to me this week I

should try to buy your support with jobs and the

promise of access. It’s been suggested to me that

the party unity is more important than your

democratic rights as delegates. That’s right it’s

not. And you have a decision to make.

Don’t vote for us because you think we are

perfect. Don’t vote for us because of what we

might be able do for you only. Vote for the

person who shares your ideals, your hopes, your

dreams. Vote for the person who most embodies

what you believe we need to keep our nation

strong and free and when you have done that,

サントス：今夜、私は全く異なる状況でここに

立っていたかったのです。私の尊敬する人たち

からこのレースをもり立ててきた他の候補者の

一人を支援するようにと…

聴衆：止めてくれ。

サントス：…言われました。でも、それはでき

ない。私はそれはできません。なぜなら、誰を

候補者と決めるのは私でない。それを決めるの

は代議員であるあなた方だ。あなた方だけのも

のだからだ。

今日ベーカー知事が奥様の精神的健康状態に

ついて公開しないと決めたことについて議論が

ありました。多くの方が、彼は公開するべきだ

ったと思っていらっしゃる。ベーカー知事が恥

だとか恥ずかしくて公開しなかったのではない

と思います。それは私たちの方が偽善者であっ

て、ベーカー家の人たちではないからです。

私たち全てに欠点があります。一人一人がそ

うです。しかし欠点がないよう振る舞っている。

私たちはみな不完全な人生を送っている。だが

完璧な人生があるという幻想を信じ、リーダー

達はそれを体現しなければいけないという。だ

が、もしリーダーが他の私たちより高いモラル

をもつべきなら、自分たちを騙してくれと言っ

ているようなものです。

今週あなたたちの支援を仕事とか、利権で支

援を得るように言われた。あなた方の代議員と

しての民主党での権利より党の一体感が大切だ

と言われた。それは違います。決めるのはあな

た方なのです。

私たちを完璧だと思って投票しないほしい。

何かやってもらえそうだと言うことだけで投票

しないでほしい。理想や希望そして夢を共有す

る人に投票してほしい。私たちの国が強く、そ

して自由であり続けるために必要なことを体現

する人に投票してほしい。それができたなら、



you can go back Seattle, and Boston, to Miami,

to Omaha, to Tulsa and Chicago, and Atlanta

with your hand held high, and say “I AM A

MEMBER OF THE DEMOCRATIC PARTY!”

シアトルへ、そしてボストン、マイアミ、オマ

ハ、タルサそしてシカゴへ、アトランタに手を

高く掲げて帰れる。誇りをもって言って下さい。

「私は民主党の一員なのです」と！

彼はこの演説は代議員の心を動かし、彼への投票が相次いだ。二日も指名候補が決められなか

たのにあっさりと過半数の票を集め、彼が民主党の大統領候補に指名された。選挙戦が終盤にな

ったときに原発事故が起こり、原発も大統領選の争点となった結果、彼は大統領に当選する。

このドラマが放送された数年後、オバマ上院議員も大統領選に立候補。得意な演説で聴衆の心

を動かし、ヒラリー・クリントンを抑えて彼は民主党の大統領候補となり、本選にも勝利して大

統領になった。彼はリアル・サントスだったのだ。今年６月現職大統領として広島を訪問、演説

を行ったが、大統領の立場上の言葉であったものの、自分の言葉で語りかけ人々の心を動かした。

このドラマはいかに現実の政治や社会を直視し、綿密な分析の上で制作されているのが分かる。

その綿密さために放送後、現実にそれが起こっているのだ。福島と似た原発事故もそうだし、オ

バマ大統領の登場もそうなのだ。このドラマをよく見ると今後のことが予測できるかもしれない。

さて、日本では参議院議員選挙と東京都知事選挙があったばかりだ。18歳で選挙権をもった高

校生が塾生にもいたのかもしれません。実は投票する権利というのは大変な労力と血がながれた

歴史があるのです。古代ギリシアのアテネではポリスの防衛のために貢献できる重装歩兵に参政

権がありました。武器は自弁だったのです。しかしペルシア戦争で海軍の漕ぎ手として財産のな

い者も国防に参加するようになると彼らも参政権を得ました。古代ローマでも同じことでした。

平時の時には閉じられるのが習わしになっていた戦いの神、ヤヌス(Janus)の神殿の扉が開きっぱ

なしと言うほど戦争が多かったローマの平民がストライキ（聖山事件）を起こして獲得したのが

投票権なのです。このヤヌス(Janus)神。ローマの入り口の神でもあるため、物事の始まりの神で

もあった。一年の始まりである１月を司る神である。英語の１月（January）の語源となった。

女性が投票権を得たのは第一次世界大戦で男性が出征した後の男性が働いていた軍需工場で男

性に代わって働いた結果、社会に貢献できることを見事に証明して初めて認められるようになっ

た。そして日本が男女の参政権を得たのは太平洋戦争後である今からほんの7１年前のことでした。

多大な犠牲があってこそ、ポツダム宣言を受け入れて民主化を実現させた。このように投票権と

は参政権獲得の努力と戦争での犠牲があって得た権利なのです。投票を棄権することや政府のポ

ストや地元への利権の見返りなどで実際の投票結果よりも票の読み具合で指名候補を裏で選んで

しまうのは投票権獲得のために流した汗や血をないがしろにすることにも等しい行為なのです。

この演説は私にとって投票権の重みを想起させるのです。果たして先日の選挙はそれがあったの

でしょうか。参院選の結果、憲法改正発議が可能となった衆参三分の二の議席を与党に与えまし

た。サントスがいうような完璧な人は存在しない以上、せめて理想や希望、そして夢を共有でき

るような人を国会に送れたのならばよいのですが、選挙後になって改憲される可能性が出てきて

初めて投票権の重さを感じたのでは遅すぎるのです。



辻田 武

７月は本当に多くの質問が来ました。本当にありがとうございます。よい質問も多くあった

ので、もし該当者なしの月があればですが、良いものなら採用しようと思います。

虫にも感情があるんですか？ 中２F

先生は小学生の頃、カブトムシやクワガタなどよくとっていたものです

が、今はそんな「虫」を見ても「虫」だけに完全「無視」しています。昔の

幕山教室（現東福山校）に配属されていた頃は、窓を開けていると虫が入っ

た時が一度ありました。蜂が入ったときは男子がいの一番に逃げていました

ね。さすがに無視できず対応しました。先生はゴキブリ以外はどんな虫でも

対応できます。蜂も駆除して事なきを得ています。「どんな」とは言いましたが、毒のありそうな

ムカデ、サソリ、タランチュラ、セアカゴケグモはさすがにご勘弁を。

さて社会性のあるその蜂ですが、怒る？と刺してきます。虫も感情があるようにも感じます。

先生が唯一嫌いなゴキブリは人に会えば「やべ！人間だ！」と思うかもしれません。

どんな生物も何か刺激を受けると何らかのリアクションをします。それは神経系が司っていて、

電気の電位差で脳に送られます。ヒトのヒザ下を叩くと足が無意識に前に跳ね上がるのはまさし

く反応の速度の速い反射です。有名なのはパブロフの犬でしょうか。条件反射です。

さて、上のゴキブリの話は「本能」なのだそうです。ゴキブリには人間を記憶して逃げるとい

う学習は出来るそうです。そもそも逃げるという行動は先天的なことなので逃げることを生後に

学習をしてもあまり意味はありません。ゴキブリの学習という実験が行われたのですが、（よく出

来るわ…）ゴキブリを閉じ込めて「熱いという苦痛」を与えます。そのエリアには一箇所だけ安

全な場所が決まっています。やがてゴキブリは迷わずそこに逃げ込むことを学習します。

ゴキブリは生後体験の結果、自分を守っているのですから学習はする。しかしゴキブリに「怖

い」という感情は発生していない。我々が「怖い」と感じると、苦痛を与えられる前にそこから

逃げ出すという行動に出ます。ゴキブリは安全な場所は学習しましたが、ゴキブリは熱いという

苦痛を与えられるまでその記憶を使うことができません。ですから「反応」なのです。

昆虫のような虫は残念ながら「感情」はないようです。虫のリアクションは本能による反応と

いうことです。でも学習能力はあるそうです。食べている最中の方、誠に失礼いたしました。

今月も募集します。採用された方には景品を差し上げます（塾生に限る）。

キ リ ト リ

2016年9月号広報 素朴な質問コーナー

（ ）年（ ）クラス 氏名（ ）



編集後記

８月号でお伝えした通り、夏期講習中につき、大抵のコーナーはお休みしています。いつもの

体裁で発行するのは次号10月号からです。

夏期講習後の通常授業再開日時に注意しましょう。広報に転載しておきます。

（担当：辻田）
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小学部

９月 予 定
１ 木 後期準備期間（休講）

（8/28～9/4まで）

２ 金

３ 土

４ 日

５ 月 後期授業準備日(休講)

６ 火 後期授業開始

７ 水

８ 木

９ 金

１０ 土 小６育伸テスト

１１ 日

１２ 月

１３ 火

１４ 水

１５ 木

１６ 金

１７ 土

１８ 日

１９ 月 敬老の日(授業あり)

２０ 火

２１ 水

２２ 木 秋分の日（休講）

２３ 金

２４ 土

２５ 日

２６ 月

２７ 火

２８ 水

２９ 木

３０ 金

中学部

９月 予 定

１ 木 後期準備期間（休講）
（8/28～9/4まで）

２ 金

３ 土

４ 日

５ 月 後期授業準備日(休講)

６ 火 後期授業開始

７ 水

８ 木

９ 金

１０ 土

１１ 日 中２ボーリング

１２ 月

１３ 火

１４ 水

１５ 木

１６ 金

１７ 土

１８ 日 中１バーべキュー

１９ 月 敬老の日(授業あり)

２０ 火

２１ 水

２２ 木 秋分の日（休講）

２３ 金

２４ 土

２５ 日 中３ 誠之館対策模試

２６ 月

２７ 火

２８ 水

２９ 木

３０ 金

高校部

９月 予 定

１ 木 後期準備期間（休講）
（8/28～9/4まで）

２ 金

３ 土

４ 日

５ 月 後期授業準備日(休講)

６ 火 後期授業開始

７ 水

８ 木

９ 金 まとめテスト（～10日）

１０ 土

１１ 日

１２ 月

１３ 火

１４ 水

１５ 木

１６ 金

１７ 土

１８ 日

１９ 月 敬老の日(授業あり)

２０ 火

２１ 水

２２ 木 秋分の日（休講）

２３ 金

２４ 土

２５ 日

２６ 月

２７ 火

２８ 水

２９ 木

３０ 金


