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頭で、心で、体で
「考える力」を鍛え上げる。

かと思います。とても立派な
のは 失礼 だと思い、「いや ～。

人の話を聞いて、批判的な

する姿勢が大切で、それが「考

め、要点について吟味しようと

す。やはり、話の骨組みを見極

いたのでは、やっぱり駄目で

け、何にも考えずに、感動して

ろ。」と正しいもんだと決め付

うんやから間違いじゃないや

何事にもいろんな見地・角度から

ないといけないだろうし・・・。

だろうし、いやいや、歴史も知ら

法律の知識が無ければならない

において経済活動を営む上では

知識も必要だろうし、法治国家内

大衆心理を知るための心理学の

現実の経済の動きを考えるには

な数学が要求されるでしょうし、

ええこと言うわ。あの人が言

える力」を強めていくのだと思

うに、専門外のことでも、知っ

理解を深め合うことがあるよ

で勝手に結びついて、相乗的に

無さそうな知識同士が頭の中

大事だと思います。全く関係の

くたくさん持っておくことが

ています。「考える力」を鍛える

体の三位一体の力なんだと思っ

える力」は頭だけじゃなく、心、

理解できる事だってあるし、「考

書いたり読んだりして、初めて

える気もしないし、体を使って

のか？というと、心が折れれば考

「考える」って頭だけの仕事な

考えられるだけの幅広い知識・考

います。

ていれば役に立つことが多い

には、頭だけを鍛える のでは な

え方が大切になってくると思い

と思います。「止まっとる物は

く、心、体も鍛えなくてはならな

それと「考える力」を強くし

何ちゃせんとなんぼでも止ま

いと思います。そのためには、頭

ます。

っとるままで、動っきょる物は

や心や体がヘトヘトになるまで

ようとすれば、特定の分野に限

何ちゃせんかったら、そのまま

らず、考える材料や道具を幅広

真っすぐなんぼでもダーって

自習可能です。

だけでなく、高一生、中学生、

には言葉が必要です。上手に言
葉を使えてこそ、考えの筋道を
はっきりさせることができる
ので、キチンと物事が考えられ
ます。それを「論理的思考」と
いう言い方をすることもあり
ます。自分の頭で考え出すだけ
でなく、相手の考えを正確に理
解するにも論理的な考え方が
とても大事になります。建物の
全体を見る時、ちょっと下がっ

が必要だと思います。

今年一年、何事にも全力で取り

一生懸命に物事に取り組むこと

組み、ヘトヘトになって、「考え

行く」という「慣性の法則」を
な。」と、逆に人間の性 に納 得

学んだ時、「あ、人間と一緒や
してしまった・・・、ん？これ

繋がる良い一年にしていきまし

る力」を鍛えてください。未来に

ょう。

は違うか・・・。ま、とにかく、
の役に立ったり、物理が人間を

頭の中では数学が国語や英語
理解するのに役に立ったり、英
語が国語の役に立ったり、何が
何の役に立つのか分からんも
んです。文系だから数学いら
ん、というお決まりのパターン
が毎年あるのですが、受験を楽
にしよう、気持ちを楽にしよう
としてだけのことならば、それ
気がします。それと、先では、

は、正直、もったいないような

った感じになります。例えば、

今の縦割りの教科が、横に繋が

メールでの連絡はこちらまで↓

全ての学年に「変化の波」
がドドーンと押し寄せます。
気持ちを引き締めてこの一年
に向かいまし ょょ うう 。。

未来を切り拓く本物の力
新年らしく、これからのこと
を考えてみました。凄まじい勢
いで変化していく世界・社会を
考えると、これまでのままの考
え方じゃ通用しないだろう
し・・・、と、いろんなことを
考えてみて、辿りついたのが
「本物の力」を付ける、でした。
大学卒業後、社会に出て約十

て見るのと似ていて、論理的に
人の考えを見るにもちょっと
下がったところから「客観的」
に全体を見ることが必要で す。
「考え」も骨組みでできている
ので、全体から構造をつかむ必
要があります。しかし、国際的
には さらに進んでいて、「客観
的」に捉えたものをさらに踏み
込み「批判的」な読み方・考え
方をすることが求められてい
るようです。人のことを批判す
るなんて良心的にどうなの？
ってことになりがちですが、批
判＝喧嘩というのではなく、本
当に相手のことを正確に理解
するには、
「何が言いたい
の？」と要点毎に質問して

＊模試実施日は１０時～１５時まで

ごらず、焦らず、くじけず、負
頑張って下さい。残りの時間を

けずに、残された時間を全力で

の志望校、もしくはターゲット

年、営業で世の中を勉強させて
頂いた者として率直に思うの
は、「覚えたことを出すだけ、
とか、やれと言われたことをや
るだけ、とか、直線的で短絡的
な思考しかできないと、一人で
物事を進められない」というこ
とです。それでは世の中で通用

info@katagirijuku
.com

みなければならず、そのこと

主要な理論は、実は数学者が作

文系学部の経済学部で言うと、

お車での送迎について

１日(土) ２日(日) ９日(日)１６日(日)
２３日(日) 3０日(日)です。

あけましておめでとうござ
います。今年も何卒宜しくお願

受験におけるラストス

とができるか。これが

いかに勉強だけに集中するこ

い申し上げます。
最近、高三生の顔を見て、
「成

パート・ジャンプアップの

長するもんだなぁ」と感心して
わんといてよ！」とお叱りを受

それと、他の学年の人。特に

けど頑張れ！

秘訣だと思います。苦しい

おります。「他人事みたいに言
けてしまうのだろうとは思い

高ニ生。とうとう「変化の年」

つつ、やはり、何かに全力で集
中している人の放つパワーは、

は、もう過去のものです。

が始まります。これまでの基準

その人の人となりまでも大き
く成長させるんだなぁ、と、一
人勝手に目頭を熱くさせて

校を早く決め、受験科目を確認

絶対的に必要な行動は、自分

付かないかもしれないけど、

し、そして少しでも早く動き始

おります。自分ではあまり気

うに成長しています。自信を持

めることです。それができてい

みんな、半年前とは別人のよ
って、受験に挑んで下さい。き

年以上に不利になります。みん

ないと受験では間違いなく例
な、もう分かっているようで、

っと大丈夫です。
初めての受験で、受験とはど

観一祭が終わったくらいから、

んなものかが、徐々に身にしみ
て分かってきている中三生。お

受験に向けて動き出した人が
多かったようですが、もし、ま

するとは言えないし、通用しな
いなら「本物の力」があるとは
言えない。じゃ、やっぱり社会
で通用する「本物の力」を付け
るのが大事なんだ、と自分の中
で行き着いたのでした。
「本物の力」を付けるには、

TEL 23-1899
E-mail

を批判と言っているのだと解

ったものによるところが大き

※受験希望者は、受験料を添えて坂本教室で申込んでください。

katagirijuku@docomo.ne.jp

受験料 ３，２００円

申込締切日 １月１３日（木）

携帯アドレス↓

天神教室

釈すれば少しは納得できよう

※解説放映のみの参加も可能です。参加希望者は、
１月１３日(木)までに申込書を提出してください。

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。

info@katagirijuku.com

だのんびり構えている人がい
たら、その人は、今すぐに動き
始めて下さい。そして、高二生
はこの一月に行われるセ
ンター試験を必ず解
さ、今の自分の力と

本当の意味での「考える力」が
必要だと思います。
「考える力」
というと、テストでの点、順番、
偏差値を想像してしまうかも
しれませんが、もっと根本のと
ころにある力で、そういった表

く、深めれば恐らくかなり高度

国語・英語
ﾘｽﾆﾝｸﾞ・数学

１月１６日(日)午後１時半～
２３日(日)午後１時～

坂本教室 OFFICE

面上の数値の向こう側にある
では、
「考える」ってこ

力です。

高２生の皆さん、一年早く本番入試を体験してみよう！

河合ｻﾃﾗｲﾄﾈｯﾄﾜｰｸ校
全統模試実施校

とについて書きます。
「考える」

《参加費》 無料

《場所》 坂本教室

き、そのレベルの高
の乖離幅を体感し
ておいて下さい。高
もう既に始まって

ニ生の大学受験は
います。まずは、三月
までに、高一・高ニ
の基礎事項の見直
しを終えておくことが大事
だと思います。それと、高二生

センターに挑戦！！

24-1337
82-6185
TEL
FAX

1月
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坂本教室からのお知らせ

※ 坂本教室の１月の休日は、

