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てて しし まま っっ てて 当当 塾塾 にに やや っっ てて きき
たた のの でで しし たた 。。「「 間間 にに 合合 いい まま すす
かかねね？？」」とと聞聞かかれれててもも「「ととりり
ああええずず死死ぬぬ気気ででややれれ」」ととししかか
言言 っっ てて ああ げげ るる ここ とと がが でで きき まま
せせんんででししたた 。。実実際際、、入入試試ままでで、、
本本 当当 にに 必必 死死 にに なな っっ てて 頑頑 張張 っっ
てていいたたとと思思いいまますす 。。がが、、結結局局、、
そそのの年年のの受受験験ははダダメメででししたた。。
補補 習習 科科 にに 進進 学学 ？？ しし たた とと いい うう
ここととももあありり、、再再びび、、塾塾にに顔顔をを
出出 すす よよ うう にに なな っっ たた のの がが 初初 夏夏
のの 頃頃 でで 、、 そそ のの 時時 にに 受受 験験 かか らら
後後、、どどううややっってて過過ごごししててたたかか
をを聞聞ききままししたた。。彼彼曰曰くく「「自自分分
はは大大学学受受験験をを甘甘くく見見てていいたた。。
何何もも分分かかっっててななかかっったた。。だだかか
らら、、ままずず、、自自分分はは勉勉強強法法かからら
学学ぼぼううとと思思いい、、早早稲稲田田でで受受験験
をを終終ええたたそそのの帰帰りり、、東東京京駅駅にに
ああるる本本屋屋にに寄寄りり、、そそここでで勉勉強強

「弱さ」があって「強く」なれる。
強くなろう。大きくなろう。
「「 今今 年年 もも 九九 月月 にに 突突 入入 かか
ぁぁ・・・・・・」」ななどどとと思思いいななががらら、、
しし みみ じじ みみ とと 夜夜 空空 にに 浮浮 かか ぶぶ おお
月月 ささ まま をを 見見 上上 げげ てて おお りり まま すす
とと、、今今年年のの初初めめかかららのの出出来来事事
がが 頭頭 のの 中中 にに 浮浮 かか んん でで きき まま しし
たた。。いいろろんんななここととがが浮浮かかんんでで
くくるるののでですすがが、、そそのの中中ででもも、、
今今 年年 にに なな っっ てて 私私 自自 身身 がが 塾塾 生生
（（塾塾ＯＯＢＢ））かからら教教ええらられれたたここ
とと をを 思思 いい 出出 しし 、、「「 今今 頃頃 頑頑 張張 っっ
ててるるかかなな？？」」ななどどとと思思っったたつつ
いいででとと言言っっててはは失失礼礼でですすがが、、
そそ のの ここ とと をを 書書 いい てて みみ よよ うう とと
思思いいまますす。。
彼彼 がが 入入 塾塾 しし てて きき たた のの はは 高高
３３のの十十一一月月ででししたた。。野野球球部部にに
所所属属ししてていいたた子子でで、、早早稲稲田田大大
学学にに進進学学しし、、大大学学ででもも野野球球をを
すす るる のの をを 夢夢 見見 てて いい たた 子子 でで しし
たた。。本本人人はは推推薦薦でで進進学学ししよようう
とと考考ええてていいたたよよううでで、、十十一一月月
まま でで ほほ とと んん どど 受受 験験 勉勉 強強 らら しし
いい 勉勉 強強 はは でで きき てて なな かか っっ たた のの
でで すす がが 、、 推推 薦薦 はは うう まま くく いい かか
ずず、、一一般般入入試試ででのの挑挑戦戦ととななっっ

ふふ りり をを しし たた りり 、、 認認 めめ なな かか っっ たた
りり すす るる ここ とと はは 多多 いい とと 思思 いい まま
すす。。逆逆にに、、「「弱弱ささ」」にに気気付付きき、、
認認 めめ 、、 向向 かか いい 合合 うう にに はは 大大 変変 なな
「「強強ささ」」がが必必要要だだとと思思いいまますす。。
「「弱弱ささ」」のの中中ででももががききななががらら、、
少少 しし ずず つつ でで もも 前前 にに 進進 もも うう 、、 強強
くく なな ろろ うう 、、 大大 きき くく なな ろろ うう とと しし
てて 、、 人人 間間 的的 にに もも 魅魅 力力 のの ああ るる 大大
きき なな 人人 にに 成成 長長 しし てて いい くく のの だだ ろろ
ううなな、、とと思思いいまますす。。
「「弱弱ささ」」ががああっってて人人間間。。
「「強強
くく」」ななろろううととももががくくののもも人人間間。。
日日々々、、少少ししずずつつ「「強強くく」」ななりり、、
魅魅 力力 ああ るる 人人 間間 にに なな れれ れれ ばば 良良 いい
なな 。。 おお 月月 ささ まま をを 見見 てて いい るる とと 、、
何何 だだ かか そそ んん なな ここ とと をを 考考 ええ てて しし
ままっったたののでであありりままししたた。。

塾からのお知らせなどをホームページにて配信中！

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
協力をお願い致します。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。

思思いいがが繋繋ががりり、、胸胸をを打打たたれれ
たたののででししたた。。
２２ 件件 のの おお 話話 をを 書書 かか せせ てて
頂頂ききままししたたがが、、塾塾生生とと日日々々
接接ししてていいるるとと、、教教ええらられれるる
こことと、、感感動動ささせせらられれるるこことと
がが多多いいでですす。。何何故故ににここううもも
感感 動動 しし てて しし まま うう のの かか ？？
そそ んん なな ここ とと をを おお 月月 ささ まま をを
愛愛 でで なな がが らら 考考 ええ てて おお りり まま
ししたた。。頑頑張張っったたかからら胸胸をを打打
たたれれたたののかか？？ いいやや、、頑頑張張
っっ たた かか らら だだ けけ でで ここ うう もも 胸胸
をを打打たたれれははししなないい。。 でではは
何何 だだ ？？ なな どど とと 自自 問問 自自 答答
ししてておおりりままししたたととこころろ、、ふふ
とと ああ るる 結結 論論 にに 行行 きき 着着 きき まま
ししたた。。
感感 動動 をを 与与 ええ てて くく れれ るる 人人
にに共共通通ししてて言言ええるるこことと。。そそ
れれはは「「弱弱ささ」」のの中中でで頑頑張張りり
ななががらら「「強強ささ」」をを身身にに付付けけ
大大 きき くく なな ろろ うう とと しし てて いい るる
ここととでですす。。そそのの頑頑張張りりはは、、
何何ととななくく人人間間臭臭くく、、愛愛すすべべ
きき魅魅力力をを放放っっててくくれれまますす。。
人人そそれれぞぞれれ「「弱弱ささ」」ははああ
りりまますす 。。ししかかしし、、そそれれにに気気
付付かかななかかっったたりり、、見見てて見見ぬぬ

尚、１０日(土)は、観一祭の為、
坂本教室は１６：００～となります。

坂本教室では、塾運営全般をサポートしてくださる
スタッフを募集しています。

☆勤務時間・曜日
月曜日～土曜日 (15：00~22：00)
( 勤務時間については相談に応じます。)
※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。

(一斉授業の講師が可能な場合は指導力により、時給優遇致します。)

知知れればば知知るる程程、、ややははりり
怖怖くくななるるここととももあありりまますす。。けけ
どど、、負負けけまませせんんよよ。。」」とと言言うう。。
医医療療のの現現場場とといいううももののはは、、人人
のの命命をを扱扱ううだだけけにに、、想想像像以以上上
のの責責任任のの重重ささががあありり、、そそのの道道
にに 進進 もも とと すす るる 者者 のの ププ レレ ッッ シシ
ャャーーもも相相当当大大ききいいよよううでですす。。
そそれれににししててもも、、いいつつもも強強気気なな
くく せせ にに らら しし くく なな いい ここ とと をを 言言
ううななぁぁ、、とといいうう感感じじでで見見てていい
るるとと「「ああ、、ここうう見見ええててもも、、人人
一一倍倍、、人人ののたためめににななりりたたいいとと
思思 っっ てて 自自 分分 にに 負負 けけ なな いい よよ うう
にに頑頑張張っっててるるんんでですすよよ」」とと、、
笑笑いいななががらら、、ままたた来来まますす、、とと
言言っってて帰帰っってていいっったた。。彼彼がが高高
校校 をを 卒卒 業業 しし たた 時時 ぐぐ らら いい だだ っっ
たた かか 、、「「 自自 分分 はは 絶絶 対対 にに 負負 けけ たた
くくなないい。。だだかからら誰誰ににもも負負けけなな
いい くく らら いい 努努 力力 をを しし たた とと 言言 ええ
るる だだ けけ のの 自自 信信 がが ああ るる 。。」」 とと 言言
っっ てて いい たた のの をを 思思 いい 出出 しし まま しし
たた。。彼彼がが所所属属ししてていいたたののはは結結
構構忙忙ししいい部部だだっったたののでですすがが、、
そそれれででもも、、毎毎日日、、時時間間ベベーースス
でで はは なな くく 問問 題題 数数 ベベ ーー スス でで 自自
分分ににノノルルママをを課課しし、、ノノルルママをを
ここ なな せせ なな いい 日日 はは 夜夜 中中 のの ３３ 時時
まま でで かか かか っっ てて もも 頑頑 張張 っっ てて いい
たたとと言言っっててままししたた。。高高校校のの時時
のの ああ のの 頑頑 張張 りり はは 、、「「 人人 のの たた めめ
ににななりりたたいい」」とといいうう強強いい思思いい
かかららだだっったたののかか、、ななどどとと今今にに
なな りり 過過 去去 のの 彼彼 のの 言言 動動 とと 彼彼 のの

http://www.katagirijuku.com
メールでの連絡はこちらまで
→ katagirijuku@docomo.ne.jp

です。

４日(日) １１日(日) １８日(日) ２５日(日)

天神教室

野野 球球 をを しし よよ うう かか どど うう しし よよ うう
かかとと・・・・・・。。そそここはは、、初初志志貫貫
徹徹とといいううここととでで、、今今はは野野球球にに
頑頑張張っってていいまますす。。大大学学にに行行くく
前前 のの 三三 月月 にに もも 顔顔 をを 出出 しし てて くく
れれ 、、「「 自自 分分 はは ああ のの 時時 推推 薦薦 がが うう
ままくくいいかかずず辛辛かかっったたけけどど、、浪浪
人人ももししててししままっったたけけどど、、勉勉強強
をを 頑頑 張張 っっ てて 本本 当当 にに 良良 かか っっ
たた 。。」」 とと 言言 っっ てて 笑笑 っっ てて たた 顔顔 がが
忘忘れれらられれまませせんん。。
ももうう一一人人ごご紹紹介介。。彼彼はは随随分分
前前のの卒卒業業生生でで、、今今ははととああるる国国
立立 大大 学学 のの 医医 学学 部部 へへ とと 進進 学学 しし
頑頑張張っってておおりりまますす。。彼彼がが久久しし
ぶぶ りり にに 顔顔 をを 出出 しし てて くく れれ たた のの
はは、、ああのの三三月月十十一一日日。。ししかかもも
午午 後後 二二 時時 五五 十十 五五 分分 。。「「 車車 のの ララ
ジジオオでで言言っっててたたんんでですすけけどど、、
何何かか大大ききなな地地震震ががああっってて、、大大
津津 波波 警警 報報 っっ てて いい うう 聞聞 いい たた ここ
とと もも なな いい 警警 報報 がが 出出 てて るる みみ たた
いいでですすよよ」」とと言言いいななががらら入入っっ
ててききたた。。そそのの時時はは冗冗談談だだとと思思
っっ てて 、、「「 へへ ぇぇ ～～ 、、 そそ うう 」」 とと かか
言言っったただだけけだだっったたののでですすがが、、
何何とと言言いいまますすかか・・・・・・、、でですす。。
話話のの内内容容はは、、ほほととんんどどがが他他愛愛
もも なな いい 話話 だだ っっ たた のの でで すす がが 、、
「「 いい よよ いい よよ そそ ろろ そそ ろろ 国国 家家 試試
験験 でで すす よよ 」」 っっ てて なな 話話 にに なな っっ
たた 。。「「 そそ うう かか ぁぁ 。。 頑頑 張張 れれ よよ 」」
っってて声声ををかかけけ「「頑頑張張りりまますす」」
とと返返事事ががあありり、、本本当当にに何何気気なな
いい会会話話のの後後、、弱弱気気ななここととををああ
まま りり 言言 わわ なな いい タタ イイ ププ なな のの にに
「「けけどど、、学学んんでで医医療療のの現現場場をを

坂本教室の９月の休日は、

河合ｻﾃﾗｲﾄﾈｯﾄﾜｰｸ校
全統模試実施校

法法 のの ここ とと がが 書書 いい てて ああ るる 本本 をを
買買っったた。。そそここにに、、中中学学のの力力のの
大大切切ささがが書書いいててああっったた。。自自分分
ははそそここかかららだだとと思思いい、、中中学学かか
ららややりり直直しし
てていいたた。。」」
とと、、ちちょょ
っっとと照照れれ
臭臭そそううにに言言っっててままししたた。。受受験験
かからら後後、、深深いい反反省省とと、、絶絶望望なな
どどががあありり、、精精神神的的ににもも追追いい込込
ままれれたたりりももししたた
ととはは思思いいまますすがが、、
そそんんなな状状況況のの中中でで、、
自自 分分 のの 弱弱 点点 とと 素素 直直 にに 向向 きき 合合
ええたた彼彼はは素素晴晴ららししいい。。彼彼がが再再
びび 現現 れれ たた そそ のの 時時 にに はは 、、「「 自自 分分
ははややれれるる」」とといいうう手手応応ええをを感感
じじ たた 顔顔 にに なな っっ てて まま しし たた 。。 実実
際際、、ここここかかららがが凄凄かかっったた。。どど
のの 模模 試試 だだ っっ たた かか はは 忘忘 れれ まま しし
たたがが、、全全国国のの成成績績優優秀秀者者欄欄にに
記記 載載 ささ れれ るる まま でで にに なな っっ てて いい
たたののをを覚覚ええてていいまますす。。本本番番でで
はは 難難 関関 とと 言言 わわ れれ るる 私私 立立 大大 学学
にに 片片 っっ 端端 かか らら 合合 格格 しし てて いい きき
ままししたた。。合合格格発発表表のの度度にに電電話話
ををくくれれ、、私私ももそそのの度度ににガガッッツツ
ポポーーズズををししててままししたた。。最最後後のの
本本 命命 でで ああ るる 早早 稲稲 田田 大大 学学 のの 発発
表表 でで もも 合合 格格 しし たた とと のの 連連 絡絡 をを
もも らら いい 、、 私私 はは 感感 心心 すす るる ばば かか
りり。。ししかかしし、、ししばばららくく本本人人はは
悩悩んんだだよよううでですす。。勉勉強強のの楽楽しし
ささをを覚覚ええててししままいい、、ももっっとと学学
問問 をを 深深 めめ たた いい とと いい うう 欲欲 求求 がが
強強くくななっっててししままっったたよよううでで、、

坂本教室からのお知らせ

４年生大学卒以上、人と接することが好きな方
電話応対、受付業務、教務補助など
☆求める人材
☆仕事内容

24-1337
82-6185
TEL
FAX
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