という言葉が今も頭に
今号で『
片桐英数塾通 す」
残っています。学生が「
成
信』
も１４４号となりま
果」
を気にしなくてはなら
す。何を中途半端な数
ないとは。まるで企業で働
字を持ち出しているん
予算・
ノルマ
だ？と思った人もいるか く営業が利益・
もしれませんが、１４４ を気にするように、学生が
成果」
を気にしているとい
とは十二の二乗というこ 「
とで、毎月発行の塾通信 うのは、どこか私には違和
感がありました。しかし、
を年十二回、十二年（
干
それは何も特別ではなく、
支でいう一回り）
も繰り
返してきたという、何と むしろ今や当たり前だと
もありがたい数字なので 言っていたことにも驚きま
した。
す。しかし、我ながらよ
一方で好んで利益を求め
く書き続けているものだ
る？人もいました。当時、
と感心します。
彼は中２だったか中３だっ
ある程度キリの良い
号の塾通信を書く時は、 たかは忘れましたが、塾の
これまであったことを振 ブログを始めたばかりの私
今日は三十人くらいの
り返ることが多く、昔、 が「
人がブログを見てくれた」
卒塾生とした話を思い
出して懐かしがったりも と、得意げに授業で言って
へ？
します。今回も、何を書 おりますと、彼は、「
三十人？ 何それ。少な過
くかを考えながら懐か
と、つれない態度。
しくいろんなことを思い ぎん？」
当時、彼は中学生ながらネ
出しました。
大学に進学し、大学院 ットでわずかながらも広告
に進み研究している子が 収入を得ていたとのこと
長期休暇の帰省ついでに で、そりゃ私の三十人など
お話しにもならなかったの
塾に顔を出してくれた
でしょう。「
中学生がお金を
時、彼の口から出た「
研
と
究は大変です。好きな基 稼ぐのはどうなのか？」
思います。当時も今もあま
礎研究だけをやらせて
り良いようには感じていま
もらえるなら楽しくて
仕方ないんですが、成果 せんが、彼は高校生の時に
株式会社を設立し、今はと
を出さなければならな
いからそれが大変なんで あるＩＴ企業で働いている
とか、そんなことを風の便
りに聞き、「
本当にそうい
うのが好きだったんだな」
「
今の時代はそれもありか
もしれない」
と思うに至っ
ております。
「
マネタイズ」
という言葉
があります。要は、ネットの
サービスをうまくお金に変
えることです。正直なとこ
ろ、私には全く分かりませ
ん。それに、お金を稼ぐこ
とをここに書くのもどうか
と思ったのですが、これから
の時代を考えると、いかに
お金を稼ぐか、ということ
を考えることも必要なよう
に思いましたので、一つの例
として書かせて頂きまし
た。
話は変わりますが、卒業
した塾生が大学院に進み学
会で英語で発表したり、海
外に留学したり、世界でい
ろいろしています。そんな
彼らがやってきて、時折口
にする言葉に「
受験英語が
いけないということをよく
聞きますが、受験で学んだ
英語で不足なくやれてま
すよ」
があります。中学か
ら通っている子には、「
嫌な
ことも続けているうちに感
覚がマヒしてきて嫌かどう
かも分からんよになってき
て、ほんで、知らん間に気持
ち良（
よ）
になっとるもんじ
ゃ」
と、半ば嫌がらせのよう
に続けている「
塾テスト」
と
呼ばれるものがあります
が、「
確かに毎回のテストは
辛かったけど、それはそれ
で語学学習の基本が身につ
いて良かった」
とうれしいこ
とを言ってくれる子もいま
す。たぶん、社交辞令でしょ
うが……。

河合ｻﾃﾗｲﾄﾈｯﾄﾜｰｸ校
全統模試実施校

坂本教室 OFFICE

だから少しでも早く英語
を学ばなければならない、
というのはとても分かりや
すいお話しです。ですが、
ひらがなを覚える前にアル
ファベットを覚える幼児も
いるという話を聞き、
「いくらなんでもそれ
は……」と思ってしまい
ました。もちろん、ごく
一部のケースなのでしょう
が……。
「ダブルリミテッド」とい
う言葉を最近聞くように
なりました。「
ダブルリミ
テッド」とは第一言語（母
国語）
の習得が中途半
端なときに中途半端
に第二言語を学ばせ
ると英語も日本語も
中途半端になって論理
的思考が身に付きに
くいというもので
す。論理的思考と
は、言葉を使って、
まるで建物を建て
るかのように思考
を組み立てていく
ものだと思います。
良い論理を組み立てようと
すると、良質の道具である
しっかりとした言葉がどう
しても必要です。中途半端
な思考力にしてしまわない
ことを考えると、母国語が
固まっていない幼児に対し
ての英語教育はいかがなも
のなんだろう、と正直に思
ってしまいます。
当塾にも「こどもえいご」
という小学生を対象にし
た講座があり、みんな一生
懸命に英語を勉強していま
す。この講座の指導は「
日
本人の英語学習者としての
指導」
でありたいと考えて
います。彼らのアイデンテ
ィティのためにも。
英語やプログラミングに
してもこれからの時代、今
以上に必要になるのは間
違いないと思います。プロ
グラミングは論理と数学の
塊です。だから、英語、プロ
グラミングを考える上で、

今やっておかな
ければならない
のは「論理的思考
力を鍛える」
こと
だと思います。
「論理的思考
力」という幹が
あって、その幹
から、英語であ
るとかプログラ
ミングであると
かの枝が出てい
るのだというこ
とを、今、あら
ためてよくよく
確認しておかな
ければならない
と思います。
では「論理的
思考力」を鍛え
るにはどうすれ
ば良いのか？
とにかく深く
集中した思考を
繰り返して頭を
使うことだと思います。
そのためには、ネット、スマホ、
ＰＣを使うのではなく、
本を読んで考え、考えを
文字に書き出すことが良いの
ではないかと思います。デジタ
ルデバイスを使うと、ハイパー
リンクなどの興味に引っ張ら
れ、一つの思考に集中すること
を妨げられる可能性が高いか
らです。
今後、教育改革の名の下、
様々なことが変わっていくこと
になろうとは思いますが、まず
何よりも「論理的思考力」
を鍛
えておくことが大切だと思い
ます。

前を送信してください。映像授業の予約、変更や面談などの予約、欠席のご連

絡などＬＩＮＥでいつでも受付けています。ご協力どうぞよろしくお願いいた

します。
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しみじみと思い出
しながら、今という
時代に目を移してみると
「この数年で随分と変わっ
たなぁ」と思ってしまいま
す。ですが、本や雑誌やテ
レビからの情報では、どう
やらこれからの方が変化は
激しいとのこと。時代が移
ろい変わろうとする時に
は、古今東西例外なく、人
の心理は不安になるものな
のでしょう。多分に漏れず
私の心理もそんなところで
す。
人々の心理が不安に傾
くと、その不安に乗っかる
形でいろんなものが現れま
す。これは私が思っている
ことですが、英語の早期教
育やプログラミン教育も根
っこは同じような気がして
います。
小学校での英語も教科
となり、どんどん早い時期
に英語を習う人が増えて
きました。それが良いこと
か悪いことかは分かりませ
ん。これからはグローバル
でもやれないといけないの

塾生の皆さんで LINE 登録がまだの方は、こちらのＱＲコードを読み取り、名

☆求める人材 子供と接することが好きな方
☆仕事内容
キッズコースの教務補助など
勤務時間については相談に応じます。
週一日からでも大丈夫です。（月曜、土曜）
※面接にて決定致しますので、まずは坂本教室までご連絡ください。
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天神教室・坂本教室の６月のお休みは、
3 日(日), 10(日), 17 日（日）, 24 日（日）です。

お迎え時の車の混雑について、保護者の皆様にご理解とご協力をお願いします。お迎えの
際には、駐車場内での安全走行、エンジン停止にご協力いただくとともに、ご近所出入口
などでの路上待機、他の駐車場の無断使用などはご遠慮いただきますよう、重ねてお願い
申し上げます。

