「勝ち」とはどういうことなん
だろう、と考えてしまいます。
塾を生業とする者としては誠
に心苦しい限りのことを書く
のですが、「勝ち・負け」は合
否には無いと思います。
受験というものが合格とい
う目標に向かうものであると
いうことは否定しようがあり
ません。しかし、入試問題を見
ていると、合否を選別するため
の試験というよりも、もっと深
く力強いものを感じます。入試
問題には、「これだけのことを
考え、理解できるだけの力を付
けておいてくれよ。この問題を
見て何かを感じてくれよ。」と
いうような出題者の思いが詰
まっています。出題者の思いを
汲み取れるだけの力を身に付
け、そして、そこから何かを感
じられるようになるまでの見
識を高める事が、受験の本当に
目指すべき目標ではなかろう
か、と思います。そして、その
力は、これからの人生におい
て、更なる高い思考を可能に
し、更なる広い見識を持つこと
ができる、更に力強く人生を進
んでいける力を授けてくれる
ように思います。だから、受験
において最も大切なのは、受験
において成功することではな
く、人生において成功すること
にあるのだと考えております。
それに、本当の力を身に付け
ていくと、次第に出題者の思い
が見えてきます。それが見えて
くると、自ずと答えは見えてき
ます。そうすれば自ずと合格す
るものです。
受験の目標が合格であると
短絡的に考えてしまうと、思考
はそのレベルで止まります。学
問の海は、そんなに浅くはない
はずです。より深い思考、学問
を目指して、受験が本質的に意
味しているものに気づいて下
さい。それが合格への秘訣で
す。

katagirijuku@docomo.ne.jp

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

物理・化学ｺｰｽを設置。

http://www.katagirijuku.com

英文法・英文解釈・古文文法・数学

HP ｱﾄﾞﾚｽ

体験したい人は坂本教室までどうぞ。

24-1337
82-6185
TEL
FAX

天神教室

TEL 23-1899
E-mail

info@katagirijuku
.com

この勝負という
瞬間だけで判断するならば、カ
メ が 立 派 で ウ サ ギ が ダ メと い
うことになるのですが、そんな
に 単 純 に は 人 生 は で き てい ま
せん。今、勝っても後で負けり
ゃ負けでしょうし、今、負けて
も後で勝てば勝ちでしょう。
私 の あ ま り 好 き で は ない 言
葉に「勝ち組・負け組」という
言葉があります。なぜ好きでは
ないかと言うと、「勝ち」「負け」
なんて、今、勝っていても先で
は負ける事なんてよくあるし、
今、負けていても先で勝つこと
なんてよくあることです。
だから、今だけを見て、
「勝ち組」だの「負け組」
だのと、分ける事の意味を見出
すことができません。「勝ち・
負け」なんて、時間軸をずらす
だ け で 変 わ っ て し ま う もの な
のだから、そもそも概念として
は お 粗 末 な も の だ と 思 って い
ます。
しかし、敢えて受験において
の「勝ち・負け」を考えてみま
す。先ほどにも書きましたが、
どの時点で考えるかによって、
「勝ち・負け」は変わってきま
す。受験においての「勝ち・負
け」を考える時、受験の合格の
みによって「勝ち・負け」を考
えるのは、ウサギとカメの物語
においての、ただその勝負の結
果だけを見るようなものです。
合格すれば勝ちで合格できな
け れ ば 負 け だ と 考え る
ことなん
て、はっき
り言ってナン
センスです。
では、受験での
本当の意味での

＊坂本教室の５月の休日は、３日(木) ４日(金) ５日( 土)

に活用しましょう。

６日(日) １３日(日) ２０日(日) ２６日(土) ２７日(日)です。

「ｋａｅｌ」は、基礎固めにおすすめ！

全統模試実施校

坂本教室 OFFICE

があるの
ですが
（２０１ ０年１ ２月
号）、
「ウサギとカメ」の物語
に、何かしらのヒントがある
ように思います。物語の内容
としては、ウサギに足が遅い
ということでバカにされた
カメが、ウサギとの勝負に挑
んで見事に勝利するという
お話です。これだけを見る
と、さぞやカメが立派で、ウ
サギはダメなヤツだった、と
いうことになってしまいま
す。しかし、本当にカメが立
派でウサギがダメなヤツだ
ったのか…？ そんなこと
を考えてしまう私は、さぞ
や奇異な思考を持つ人間な
のでしょう。が、考えてしま
ったものは仕方がないので
書いてし まいま す。
確かに、勝てる見込みも無
い勝負に勇気をもって挑ん
で見事に勝利したカメは立
派です。この勝負に勝利した
カメはさぞや嬉しかったで
しょう。一方で、負けるはず
のないカメに負けたウサギ
の悔しさたるや、いかほどの
ものか想像すらできません。
カメはこの勝負の勝利が、人
生におけるピークだったの
でしょうし、一方で、この勝
負に負けたウサギは、人生の
底だったのだろうと思いま
す。カメの人生のピークがこ
の勝利ならば、後のカメの人
生は、下り坂ということに
なります。一方で、この
敗北が人生の底である
ならば、ウサギの今後の
人生は上 り坂、
ということになります。

授業の予習復習に、苦手分野の克服

河合塾が開発した画期的な学習システム

片桐英数塾通信
今だから こそ書 ける思 いを 、
柔らかかった春の日差し
書いてみ ようか と思い ます 。
も、時折強さを感じるよ うに
受験に合格するってどう
なってきました。どうや ら、
いうことなんだろう？ こ
今年も５月がやってきま す。
んなこと を考え ること 自体 、
年が明け、３月が終わる 頃ま
立場上、失格なのかもしれま
では、受験に追われ、心 の休
せんが、受験シーズンを終え
まる時もなく、４月になると、
た今は、こんなことばかり考
これまた募集に追われ、 心の
えてしまいます。合格するた
休まる時 もなく 、やっ と
めには、合格するだけの力が
ゆっくり と季節 の変わ
無いといけない。それは、当
り目を感 じるだ けの
り前のことと言い切っても
ゆとりを 持てる ように
いいと思います。まぐれなん
なれた自分にホッとして いる
て、大学受験ではほとんど考
今日この 頃です 。
えられないことなのですか
受験というものは、毎 年経
ら。
験している身とは言え、 やは
では、逆に、受験に合格し
り毎年、心底疲れます。 喜び
ないということはなんなの
ばかりなら、さぞや疲れ も少
だろう？ それは力が無い
なかろう、いや、疲れな んて
ってことなのか？ ある意
感じないのだろう、と思 いま
味では、そうなのだろうと思
す。が、喜びばかりが受 験で
いますが、そうとも言えない
はなく、むしろ、そうで はな
ことが多 いよう に思い ます 。
いことの方が多いのが受 験な
力が無い から合 格しな
のではないだろうかと、 毎年
かったと も言い 切れな
毎年、思ってしまいます 。今
い場合が あると 思いま す。
年も、そんなことを思っ てし
私の考えで恐縮ですが、受
まった自分がいました。 ３月
験に合格することは何なの
を乗り越え４月を終え、 ５月
かと言いますと、それは受験
を迎えようとしている今 、ど
での成功です。人生において
こかでまだ受験の興奮の 冷め
の成功ではありません。受験
切ってい ない
に合格できなかったことは
自分がい
受験での失敗であり、人生に
ます。
おいての失敗ではありませ
ん。受験 に向け て、み んな 、
本当に必死に勉強して
いるのですが、勉強の
目的は、本当は受験で
の成功にあるのではな
くて、人生での成功に
あるように思います。
このことについて考え
ていると、以前、一度
塾通信に も書い たこと

塾はもちろん自宅のパソコンでも 24 時間利用可能です。

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。

大学受験を考えるならば
早めのスタートが成功のカギです。
そこの高 2 生、高 3 生！
「学校の課題で一杯一杯…」なんて
言っている場合ではありませんよ。
主要教科の基礎固め、理科地歴科目の
受験勉強は早めに計画的に進めておこう！
受講詳細は坂本教室まで！
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※受験希望者は、別紙実施要項を確認の上、締切日までに受験料を添えて申込んでください。

申込み後のキャンセルは出来ませんので注意してください。

