◎ センター試験対策講座

国公立大受験生はレベルアップして高得点を目指そう！

期間は授業もお休みとなります。

５月の休日は、８日(日) １５日(日) ２２日(日) ２９日(日)
です。

入試現代文、入試古文、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
ハイレベル理系数学・入試数学Ⅰ・A・Ⅱ・B
入試数学完成Ⅲ・C

坂本教室では、 ４月３０日(土) ５月１日(日)～ ５日(木) の

志望大学突破のための実戦力を強化しよう！

坂本教室からのお知らせ

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

が振れるように、日頃か
ら鍛錬しておくことが何
より大事です。例え、ど
んなに失敗しようとも、
思い切りやってみての失
敗ならば、必ず次に活き
ます。必ず次へと繋がり
ます。思いっ切りやって
いると、たとえ失敗して
も、それ以上に多くの事
が得られると思います。
大事なのは、思い切りや
ってみて、そこから次へ
と、考えながら悩みなが
ら、一歩、一歩、進んで
いくことなんだろうと思
います。
こういう時代だからこ
そ、肩の力を抜いて、思
い切り向かって行きたい
ものです。

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。

携帯アドレス katagirijuku@docomo.ne.jp

計画的に早めの対策をしよう！！
体験受講・相談随時受付中！⇒ 坂本教室まで

野球をしていた時
からずっと好きだった言
葉で、
「次や！ 次
や！」という言葉があ
ります。エラーをす
ると、大抵の人は、仲間
に申し訳ないと感じます。
仲 間 も 「 ド ン マ イ （ Don't
気にするな）
」とは言
mind.
ってくれても、それが二
度、三度続くとさすがにみ
んなの方を見れなくなる。
徐々に、首がうな垂れてく
る。正直、とても辛い。し
かし、
「顔を上げろ。次や！
次や！」という、仲間から
の叱りににも似たこの言
葉で、随分と立ち直れたよ
う にも 思い ます 。「ど んな
に失敗しようと次がある
んだ！」と思わせてくれ
る、いくら叱られようと、
次があるという愛を感じ
させてくれる、この言葉
が、私は好きです。
失敗はすべきだとは思
いませんが、失敗しなけれ
ば分からないこともあり
ます。失敗しないようにと
緊張しても、硬くなってし
まうと自分の力が出せな
くなってしまうことだっ
てよくあります。何だかん
だと思う前に、思い切り腕

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

メールでの連絡はこちらまで info@katagirijuku.com

坂本教室 OFFICE

て鍛えなけれ
ばならなくなります。
これは多くのことに当
てはまると思うのですが、
力を伝えよう、発揮しよう
とするならば、問題となる
部分よりも、まずは土台で
ある基本、基礎となる部分
を鍛え上げなければなら
ないことはよくあります。
当然、勉強にしてもそうで
す。
「思い切り腕を振る」に
は肉体的なものだけでな
く、精神的なものも影響し
てきます。当たり前のこと
ですが、投手の仕事はいか
に相手に得点を与えない
かです。相手に得点を与え
たくなくて「打たれない
ぞ！」と気持ちが入り過ぎ
ると、体の動きが硬くなる
ことがあります。また、
「打
た れた らど うしよ う」「ス
トライクが入らなかった
らどうしよう」と恐る恐る
投げると、腕が思い切り振
れなくなります。腕を思い
切り振るだけなのに、体と
心がうまく合わないとで

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

片桐英数塾通信

ど言えばキリが無いと思
いますが、とにかく「どれ
だけ思い切り腕を振れる
か」だろうと思います。
「思
い切り腕を振る」ことで、
ボールのキレは増し、打者
も打ち難くなります。腕を
振るなんて簡単なことじ
ゃないか、と思うかもしれ
ませんが、それがなかなか
大変です。投手がモーショ
ンに入って投げ終わるま
でに、様々な筋肉を使い、
様々な部分を動かします。
素早く体重移動をしなが
ら、体の部位を捻り回転さ
せ、そしてその力を腕の先
の指へと伝えボールを放
ちます。全てが連動した動
作の中で、いかに思い切り
腕が振れるか。そのために
は、体の軸がブレてはいけ
ない。体の軸がブレれば全
ての動作がブレ、当然腕の
軌道までがブレ、力がボー
ルに伝わらなくなってし
まう。体の軸がブレないよ
うにしっかりさせるには、
まずは下半身を鍛えなけ
ればならない。腕を振ろう
とすれば、意識は腕にいき
そうなものですが、腕を振
るためには、腕から最も遠
い部分の下半身を徹底し

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

天神教室

TEL 23-1899
E-mail

info@katagirijuku
.com

きない。難しい
ものです。
最近、ふとした時に思う
のですが、昔と今とを比べ
た場合、昔は、味方の取っ
てくれた得点が十分にあ
って、たとえピンチでも、
割と楽に腕が振れていた
時代かもしれないなぁ。そ
れに比べて、最近は、一点
もやれない緊迫した場面
で 投げ てる 感じで 、「 思い
切り腕を振る」というよ
り、どこか力みがあってみ
た り、 かと いって 、「 打た
れ ちゃ ダメ だ」「スト ライ
クを入れなきゃダメだ」と
思って固くなり「思い切り
腕が振れてない」って感じ
になってるのかもしれな
いなぁ、と。ここのところ
の ２０ 年、「失 われた ２０
年」などと呼ばれることも
あるくらいなので、そんな
気になるのも不思議では
ないように思います。何だ
か、失敗は許されない、と
か、そんな感じでカチコチ
になって腕が振れなくな
ってる人が多いような気
がするもので・・・。あく
まで、私が勝手に感じてい
ることですので、特にこれ
といった根拠のないもの
なのですが。

※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。

河合ｻﾃﾗｲﾄﾈｯﾄﾜｰｸ校
全統模試実施校

次へと繋げるために。
そして未来へ繋がるために。
そうか、この号はもう５
月号になるのか、とシミジ
ミとしております。この塾
通信を書き始めたのも、今
の高３生が中１だった時
の７月からなので、気付け
ば随分と書いてきたもの
です。そろそろ丸５年・・・。
そりゃ当時の中１生もお
っ きく なる はずで す。（態
度 を含 め・ ・・ ）。 ま、
何にせよ、元気におっきく
なってくれて、嬉しい限り
でございます。
ちょっと昔を思い出し
ておりました。中学や高校
の頃のことを。そのことで
書いてみようと思います。
中学と高校の途中まで
野球部に所属し、投手をし
ておりました。肩を壊して
途中で退部してしまった
身ですので、話に説得力を
加えることなどは無理で
すが、私としては、野球か
ら教えられたことは多い
と常々感じており、そのこ
とを書いてみたいと思い
ます。あくまで素人のたわ
言ですので、こんなことを
考えている人もいるんだ、
くらいに読んで頂ければ
幸いです。野球の分からな
い人もいるだろうと思い
ますが、そこはごめ
んなさいという
ことで・・・。
投手にとって、
大切だと思うこ
と。技術的なことな

申込締切日 ５月１８日（水） 受験料 ３,２００円
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