ただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

今の高校生、中学生、小
学生がこれから先におと
ずれるであろう、根本的な
ところから見直された世
の中で生きていくには、自
分の中の本質的な力を磨
いておかなければならな
いと思います。
そのためには、よく
言われることですが、
やっぱり本を読んだり、
自分の考えを書いてみた
りすることが大切だと思
います。言いたいことは何
かを考えながら、線を引い
たりしながら読んでみて、
矛盾しないように気を付
けながら自分の考えを書
いてみることです。そうや
っていると、様々な言葉
の意味や考え方を知る
ことができます。そして物
事を考える上で必要な、
様々な事柄の背景知識
が増えていきます。言葉の
意味や考え方や様々な知
識 が 増 え て い く と 、「 な
ぜ？」と考える事が増えて
きて、さらに物事をより深
く考えることができるよ
うになると思います。
そうやって深く考え
られるようになって

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

坂本教室からのお知らせ

坂本教室の６月の休日は、

です。

５日(日) １２日(日) １９日(日) ２６日(日)

メールでの連絡はこちらまで
info@katagirijuku.com

◎センター試験対策講座 …… 国公立大受験生は早期にチェックしてレベルアップ！
英語、リスニング、数学Ⅰ・A・Ⅱ・B、現代文、古文、漢文、
地理 B、日本史 B、世界史 B、現代社会、政経、倫理、
物理Ⅰ、化学Ⅰ、生物Ⅰ、地学Ⅰ
◎二次・私大対策講座 …… 志望大学突破のための実戦力を強化しよう！
入試現代文、入試古文、入試英語総合、頻出化学、頻出物理、頻出生物
ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ日本史 B、ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ世界史 B、入試数学ⅠＡⅡＢ、入試数学完成ⅢＣ
詳しくは坂本教室まで！

いくと、「こうありたい」
という理想・理念が生ま
れ、自分が将来に何をす
べきかが見えてくると
思います。将来の仕事
を漠然と選ぶのではな
く、高い理想・理念に従
って選ぶのが、本来の正
しい選び方なのだろうと
思います。
高い理想・理念を胸に、
向かい風に向かって立つ
凛とした姿が、これから
の世には求められている
ような気がしてなりませ
ん。

『受験勉強の出遅れを挽回したい。』『志望校を妥協したくない！』という皆さん、
今から受験本番までの時間の使い方が大切です。
河合塾実力派講師陣による、よくわかる授業「河合サテライト講座」で学習のリズムをつけよう！

天神教室

TEL 23-1899
E-mail

info@katagirijuku
.com

に決めたルールややり方
では立ち行かなくなっ
てしまっていて、立ち
往生することが多いの
が今なのではないかと思
います。
「○○が悪いからだ」と
いうのをよく聞きます。私
も、ついついそんな感じの
ことを言ってしまってる
ことがあります。しかし、
そもそも根本のところが、
今の時代と合ってないの
だとしたら、どんなにムキ
なって「悪い、悪い」と言
ったところでどうしよう
も ない 。「 そも そも根 本が
問題なんだよ」ということ
を教えてくれたのが、東日
本大震災だったのかもし
れません。
これから一〇年後、二〇
年後、三〇年後の世の
中では、今の高校生、
中学生、小学 生が世の
中の中心選手として活躍
しています。その未来はど
うなってるのだろう？今
と同じような状態なのだ
ろうか？
あくまで私の想像です
が、今が見直され、今とは
根本的に違う世の中が広
がっていると思うし、そう
なってなければならな
いと思います。ちょっ
とした近代批判なの
ですが。

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

坂本教室 OFFICE

論）の最近の特徴は「①近
代批判と②論理性」にある
と。開いた瞬間にひどく驚
き 、「近代 批判 」とい う言
葉に頭を完全に奪われて
しまい、読むのも忘れ考え
込んでしまいました。その
本は何年も前に出版され
ていたものなので、
「近
代批判」も随分と前か
らなんだなぁ、と、自分
の勉強不足を反省もしま
した。国からの教育に関す
るメッセージ的な意味合
いの強いセンター試験の
問題が、既にその傾向にあ
るとは。
世の中が凄い勢いで変
わっています。それも加速
するように。加速の始まり
は、古くはベルリンの壁が
崩壊した頃からでしょう
か？特にひどく目まぐる
しくなってきたのはこの
一〇年で、決定的な感じは
リーマンショックのよう
に思います。そうやっ
て世界中が激動して
いる間、世界の価値観や
いろんなことが変わって
いるというのに、うまくい
っていたことは変えたが
ら ない のが 人の常 で、「い
つかはまた昔みたいにう
まくいくだろう」と、これ
までを変えずにいたら、昔

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

片桐英数塾通信

そのためには「ちょっとで
もええ大学に行かな」とな
ってたかなぁ。
最近では、たまに耳にす
るのは「将来は絶対に何が
あっても大丈夫な安定し
た職に就きたい」という言
葉です。高校生だけでなく
中学生も、さらには小
学生の中にも、そんなこ
とを言っている子がおり
ました。その言葉を聞く
と、驚きもしましたが、妙
に納得もしてしまい、何だ
か今の時代を表す象徴的
な言葉だなぁ、としみじみ
と思ってしまいました。け
ど 、「安定 した 職に就 くた
めに、少しでも有利にして
おかないと」という理由で
大学を目指しているとこ
ろが少なからずあるよう
にも感じます。結局そこ
か、と思ってしまいます。
時代は変わっても、やって
ることはあんまり変わっ
てないような気がします。
先日、本棚にふと目をや
ると、随分前に買った現代
文の参考書が埃をかぶっ
てましたので、何気なく手
に取り、パパッと埃を払っ
て最初のページを開いて
みました。いきなり凄いこ
とが書いてありました。セ
ンター試験の現代文（評

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

河合ｻﾃﾗｲﾄﾈｯﾄﾜｰｸ校
全統模試実施校

来たるべき
誤魔化しのきかない世界を見据え、
今、内なる力を磨け。
「将来は何になりたい？
それはなぜ？」と聞かれた
とします。さて、どう答え
ますか？ なかなか答え
るのは難しいのではない
で しょ うか 。「 大人に なっ
てみなけりゃ分かるもん
か」と開き直る人もいるか
もしれないし。いや、そん
な人はいないか・・・。
昔、私が幼かった頃の小
学生はどうだっただろう、
と、ふと昔を思い出してお
りました。みんな何になり
たがっていたかなぁ。記憶
の奥の方をガサゴソと探
しておりますと、そうでし
た、総理大臣とか、
会社の社長とか、プ
ロ野球の選手とか、タ
レントとか、パイロットと
か、スチュワーデスとか、
お医者さんとか、弁護士と
か言ってたように思いま
す 。理 由は 、「 偉いか ら」
とか「お金持ちになれるか
ら」とか「有名になれるか
ら」とか、そんな何とも欲
丸出しの理由が多かった
ような気がします。それか
ら徐々に大人になってい
くに従って「みんなが知っ
とって給料も良い、ちょっ
とでもええとこに就職し
たい 」というようなちょっ
と現実的な夢へと変わり、

お車での送迎について

24-1337
82-6185
TEL
FAX

６月

2011 年(平成 23 年)

信
通
塾
数
英
桐
片
第 60 号 【2006 年 7 月創刊】

携帯アドレス → katagirijuku@docomo.ne.jp

