片桐英数塾通信

何何 だだ かか 、、分分 かか

仕仕 方方 がが なな いい のの でで 調調 べべ てて みみ

にに 済済 むむ のの でで すす がが 。。

義義 」」っっ てて ここ とと にに なな っっ てて 悩悩 まま ずず

ばば 、、そそ れれ をを やや っっ つつ けけ れれ ばば「「 正正

ぐぐ るる みみ でで もも 着着 てて いい てて くく れれ れれ

んん 。。分分 かか りり やや すす くく「「 悪悪 」」のの 着着

てて 、、 意意 外外 とと 見見 つつ けけ らら れれ まま せせ

すす ！！ 」」っっ てて 感感 じじ のの「「 悪悪 」」なな んん

誰誰 がが どど っっ かか らら 見見 てて もも 「「 悪悪 でで

てて 良良 いい のの でで すす がが・・・・・・。。けけ どど 、、

てて しし まま うう のの がが 分分 かか りり やや すす くく

そそ んん なな もも んん だだ ろろ うう とと 片片 づづ けけ

がが「「 正正 義義 のの 味味 方方 」」なな んん だだ かか らら 、、

でで すす 。。「「 悪悪 」」 をを やや っっ つつ けけ るる のの

っっ たた よよ うう でで 分分 かか らら なな いい 言言 葉葉

「「 正正 義義 」」？？

てて 書書 いい てて みみ よよ うう とと 思思 いい まま すす 。。

まま っっ たた のの でで 、、そそ のの ここ とと にに つつ いい

ぁぁ・・・・・・」」とと 、、思思 いい 出出 しし てて しし

いい てて のの 本本 がが 売売 れれ てて たた よよ なな

「「 そそ うう 言言 ええ ばば 、、「「 正正 義義 」」 にに つつ

りり 返返 っっ てて みみ るる とと 、、

今今 年年 をを 振振

んん 。。貸貸 すす とと 自自 分分 がが 風風 邪邪 をを ひひ いい

のの ＴＴ シシ ャャ ツツ しし かか 着着 てて いい まま せせ

のの ジジ ャャ ンン ババ ーー のの 下下 にに はは 半半 袖袖

しし ょょ うう 。。しし かか しし 、、ああ なな たた はは そそ

にに 気気 付付 いい てて いい たた のの なな らら 、、起起 ここ

そそ のの 時時 、、もも しし 寝寝 てて いい るる ウウ ササ ギギ

ウウ ササ ギギ をを 追追 いい 越越 すす のの でで すす がが 、、

でで はは 、、カカ メメ はは 途途 中中 でで 寝寝 てて いい るる

まま たた 、、ここ のの おお 話話 にに 出出 てて くく るる ウウ

ささ ずず にに レレ ーー スス をを 続続 けけ たた カカ メメ

たた ぶぶ んん 、、自自 分分 がが 風風 邪邪 をを ひひ いい

ササ ギギ はは 、、レレ ーー スス のの 途途 中中 でで 寝寝 てて

てて しし まま うう でで しし ょょ うう 。。ささ てて 、、ああ

てて しし まま うう のの なな らら 、、貸貸 ささ ずず にに 知知

しし まま うう よよ うう なな いい いい 加加 減減 なな ウウ

にに 「「 正正 義義 」」 はは ああ っっ たた のの かか ？？

らら なな いい 顔顔 でで いい るる でで

通通 のの ウウ ササ ギギ がが 相相 手手 なな らら カカ メメ

ササ ギギ だだ っっ たた のの でで 、、たた まま たた まま カカ

大大 事事 なな 用用 事事 がが ああ るる とと いい うう ここ

がが 勝勝 てて るる はは ずず もも なな くく 、、たた とと ええ

のの 人人 にに はは 、、 翌翌 日日 、、 とと てて もも
とと がが 分分 かか っっ てて いい てて 、、自自 分分 にに はは

「「 正正 義義 」」のの たた めめ とと はは 言言 ええ 、、勝勝

しし ょょ うう 。。 けけ どど 、、 そそ のの 隣隣

もも 貸貸 ささ なな いい のの はは「「 正正 義義 」」なな のの

むむ のの はは 正正 しし いい ここ とと なな のの だだ ろろ

特特 にに 用用 事事 がが 無無 いい 場場 合合 、、そそ れれ でで
ささ すす がが にに 貸貸 しし

とと いい うう のの はは 割割 にに 合合 うう のの かか ？？

いい まま すす がが 、、自自 分分 がが 風風 邪邪 をを ひひ くく

てて ああ げげ たた 方方 がが 良良 ささ そそ うう にに 思思

ちち かか けけ るる ここ とと がが 正正 しし いい ここ とと

意意 なな 水水 中中 でで 勝勝 負負 しし よよ うう とと 持持

意意 なな 陸陸 上上 でで はは なな くく 、、カカ メメ のの 得得

うう かか ？？

せせ めめ てて 、、ウウ ササ ギギ のの 得得

いい かか でで 判判 断断 すす るる のの がが 「「 正正 義義 」」

とと ここ ろろ でで 、、割割 にに 合合 うう かか 合合 わわ なな

だだ ろろ うう かか ？？

てて るる はは ずず のの なな いい レレ ーー スス にに 挑挑

メメ はは 勝勝 利利 でで きき たた のの でで すす がが 、、普普

なな たた はは どど うう しし まま すす かか ？？

人人 はは 風風 邪邪 をを ひひ かか ずず にに 済済 むむ でで

そそ れれ をを 隣隣 のの 人人 にに 貸貸 せせ ばば 、、隣隣 のの

いい ジジ ャャ ンン ババ ーー をを 着着 てて いい まま すす 。。

いい まま すす 。。偶偶 然然 、、ああ なな たた はは 暖暖 かか

れれ のの なな いい ここ とと でで 馬馬 鹿鹿 にに ささ れれ

収収 めめ るる とと いい うう おお 話話 でで すす 。。言言 わわ

義義 」」 のの 物物 語語 だだ とと 思思 いい

恩恩 をを 返返 すす とと いい うう 「「 正正

うう おお 話話 でで すす 。。助助 けけ てて もも らら っっ たた

info@katagirijuku
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とと もも

れれ っっ てて 正正 しし いい のの ？？ 」」っっ てて 思思 うう

気気 にに しし てて いい なな かか っっ たた けけ どど「「 ここ

まま すす 。。普普 段段 、、ここ れれ まま でで 、、特特 にに

暗暗 示示 なな のの かか とと 思思 っっ てて しし まま いい

とと いい うう ここ とと 。。ここ れれ はは 、、何何 かか のの

本本 がが 出出 版版 ささ れれ 、、そそ しし てて 売売 れれ たた

らら たた めめ てて 問問 いい かか けけ るる よよ うう なな

をを もも つつ「「 正正 義義 」」にに つつ いい てて 、、ああ

生生 きき てて いい くく 上上 でで 重重 要要 なな 意意 味味

とと てて もも 深深 いい とと ここ ろろ にに ああ りり 、、

「「 正正 義義 」」 はは 大大 事事 でで すす 。。

いい るる のの だだ ろろ うう かか らら 、、 やや はは りり

っっ てて ここ そそ 、、秩秩 序序 がが 維維 持持 ささ れれ てて

暗暗 黙黙 のの 了了 解解 的的 なな「「 正正 義義 」」がが ああ

けけ でで すす しし 、、 社社 会会 にに おお いい てて もも 、、

てて ここ そそ 強強 いい 行行 動動 がが でで きき るる わわ

いい るる ここ とと がが「「 正正 義義 」」だだ とと 思思 っっ

もも いい きき まま せせ んん 。。自自 分分 がが やや っっ てて

しし れれ まま せせ んん がが 、、そそ んん なな わわ けけ にに

思思 っっ てて しし まま いい たた くく なな るる かか もも

良良 いい んん じじ ゃゃ なな いい かか ？？

「「 正正 義義 」」なな んん てて 考考 ええ なな けけ れれ ばば

そそ んん なな やや やや ここ しし いい もも のの なな らら

りり しし たた 感感 じじ にに なな っっ てて きき まま すす 。。

何何 とと もも 曖曖 昧昧 なな 感感 じじ のの 、、ぼぼ んん やや

「「 どど っっ ちち つつ かか ずず 」」 のの よよ うう なな 、、

るる 程程 、、「「 正正 義義 」」 とと いい うう もも のの はは

ここ うう やや っっ てて 考考 ええ れれ ばば 考考 ええ

でで はは なな いい かか ？？ とと もも ・・ ・・ ・・ 。。

婦婦 にに とと っっ てて はは 幸幸 せせ だだ っっ たた のの

らら 現現 れれ なな かか っっ たた 方方 がが 老老 夫夫

いい まま すす 。。 そそ れれ なな らら 初初 めめ かか

いい のの かか ？？ とと 考考 ええ てて しし まま

らら ずず 、、 ささ てて 、、 そそ れれ はは 正正 しし

にに 老老 夫夫 婦婦 がが 不不 憫憫 でで なな

いい うう のの はは 、、 ああ まま りり

なな っっ てて しし まま うう とと

今、答えを出すのは難しいけど、
考えるだけの価値はある。

TEL 23-1899
E-mail

よよ うう なな ここ とと がが 増増 ええ てて きき てて いい

まま すす 。。

しし てて おお りり

析析 しし たた りり

「「 正正 義義 」」とと のの 向向 きき 合合 いい 方方 なな

るる ここ とと がが 、、たた ぶぶ んん 、、正正 しし いい

義義 」」なな のの かか ？？ 」」をを 考考 ええ 続続 けけ

だだ とと 考考 ええ てて いい たた 価価 値値 観観 もも 、、「「 ここ

すす るる とと 、、「「 ここ れれ まま でで 」」 当当 たた りり 前前

てて いい るる のの かか もも しし れれ まま せせ んん 。。だだ とと

わわ るる ほほ どど 、、大大 きき なな 変変 化化 がが 始始 まま っっ

でで 」」かか らら「「 ここ れれ かか らら 」」にに 切切 りり 替替

るる のの かか もも しし れれ まま せせ んん 。。「「 ここ れれ まま

きき なな「「 時時 代代 のの うう ねね りり 」」のの 中中 にに いい

とと 、、今今 、、想想 像像 をを 絶絶 すす るる ほほ どど のの 大大

っっ てて ウウ ササ ギギ 達達 をを 狙狙 うう オオ オオ

しし かか しし 、、そそ のの 後後 、、知知 恵恵 をを 絞絞

かか らら はは 嫌嫌 わわ れれ たた よよ うう でで すす 。。

たた ウウ ササ ギギ はは 、、仲仲 間間 のの ウウ ササ ギギ

はは りり 、、カカ メメ とと のの 勝勝 負負 にに 負負 けけ

デデ ィィ アア にに 書書 いい てて まま しし たた 。。やや

がが ああ るる よよ うう でで すす 。。ウウ ィィ キキ ペペ

ギギ とと カカ メメ 」」のの おお 話話 にに はは 続続 きき

先先 ほほ どど 書書 きき まま しし たた「「 ウウ ササ

義義 」」 とと はは 何何 でで すす かか ？？ 」」

にに 、、ああ なな たた がが 目目 指指 すす べべ きき「「 正正

にに 、、みみ んん なな がが 幸幸 せせ でで ああ るる たた めめ

「「 ああ なな たた がが 幸幸 せせ でで ああ るる たた めめ

けけ どど 考考 ええ てて みみ てて 下下 ささ いい 。。

答答 ええ らら れれ なな いい かか もも しし れれ なな いい

大大 きき いい「「 正正 義義 」」がが ああ っっ たた とと いい

そそ のの 後後 のの ウウ ササ ギギ にに はは 、、とと てて もも

のの だだ とと 思思 っっ てて いい まま すす 。。

れれ かか らら 」」のの 価価 値値 観観 へへ とと 変変 化化 しし てて

をを 挽挽 回回 しし たた そそ うう でで すす 。。

カカ ミミ かか らら 仲仲 間間 をを 守守 りり 、、名名 誉誉

もも しし かか すす るる

いい っっ てて しし まま うう のの じじ ゃゃ なな いい んん だだ

最最 後後 にに 質質 問問 でで すす 。。今今 はは まま だだ

うう ここ とと でで すす 。。

ろろ うう かか ・・ ・・ ・・ 。。

いい ろろ んん なな 価価 値値 観観 のの 変変 化化 のの 要要

因因 にに 、、「「 ググ ロロ ーー ババ ルル 化化 」」 がが ああ るる

よよ うう にに 思思 ええ てて なな りり まま せせ んん 。。「「 国国

際際 化化 」」とと 同同 義義 のの よよ うう なな 言言 葉葉 でで すす

がが 、、 実実 はは 随随 分分 とと 違違 いい まま すす 。。「「 国国

際際 化化 」」なな らら 、、例例 ええ ばば「「 私私 はは 日日 本本

違違 っっ てて もも 仲仲 良良 くく しし まま しし ょょ うう

人人 。。ああ なな たた はは アア メメ リリ カカ 人人 。。国国 はは

「「 ググ ロロ ーー ババ ルル 化化 」」 とと いい うう もも のの

ねね 。。」」 とと いい うう 感感 じじ なな のの でで すす がが 、、

均均 一一 のの 価価 値値 観観 をを 当当 てて はは めめ よよ うう

はは 、、 境境 界界 線線 をを 極極 力力 取取 っっ 払払 っっ てて 、、

放放 つつ 言言 葉葉 だだ とと 考考 ええ てて おお りり まま すす 。。

とと いい うう 、、ちち ょょ っっ とと しし たた 強強 いい 力力 をを

がが 、、みみ んん なな のの 近近 未未 来来 にに 影影 響響 がが ああ

どど んん なな 影影 響響 がが ああ るる のの かか ？？ でで すす

りり そそ うう なな ここ とと でで 書書 くく とと 、、大大 手手 日日

本本 企企 業業 のの 中中 にに もも 外外 国国 人人 採採 用用 枠枠

すす るる なな どど 、、実実 際際 にに「「 ググ ロロ ーー ババ ルル

をを 増増 やや しし 、、社社 内内 公公 用用 語語 をを 英英 語語 にに

化化 」」にに 対対 しし 動動 きき 出出 しし てて いい るる 企企 業業

がが ああ りり まま すす 。。そそ れれ はは 、、均均 一一 のの 言言

通通 用用 でで きき なな くく なな っっ てて しし まま うう かか

語語 でで ああ るる 英英 語語 がが 話話 せせ なな けけ れれ ばば

もも しし れれ なな いい ここ とと をを 意意 味味 しし てて いい
るる とと 思思 いい まま すす 。。

残残 念念 なな がが らら 変変 化化 はは 楽楽 なな 方方 向向

へへ はは 向向 かか っっ てて いい なな いい よよ うう でで すす 。。

ずず にに 進進 んん でで 行行 くく たた めめ にに はは 、、やや はは

そそ んん なな 中中 、、そそ んん なな 変変 化化 にに 飲飲 まま れれ

りり 、、行行 動動 のの 根根 っっ ここ のの とと ここ ろろ にに ああ

るる「「 正正 義義 」」にに つつ いい てて 考考 ええ てて おお かか

なな けけ れれ ばば なな らら なな いい のの だだ とと 思思 いい
まま すす 。。

なな かか なな かか 答答 ええ なな どど 見見 つつ かか るる
もも のの でで はは なな いい のの
分分 にに とと

でで すす がが 、、「「 自自
っっ てて 、、
みみ んん なな にに とと っっ

katagirijuku@docomo.ne.jp

ても間に合うおすすめのセンター対策講座をご紹介します。冬休み中の速習も可能です。

天神教室

るる かか らら 、、ここ のの よよ うう なな 本本 がが 売売 れれ

携帯アドレス↓

だだ っっ たた のの でで はは なな いい のの かか ？？
ルル のの 恩恩 返返 しし 」」。。 助助 けけ てて もも らら っっ

まま たた まま たた 話話 をを 変変 ええ てて 、、「「 ツツ
話話 をを 変変 ええ てて 、、みみ んん なな がが 知知 っっ

たた おお 礼礼 にに 、、貧貧 しし くく 子子 供供 のの いい なな

なな のの かか ？？

のの 話話 はは 、、足足 がが 遅遅 いい とと いい うう ここ とと

てて いい るる 「「 ウウ ササ ギギ とと カカ メメ 」」。。 ここ

かか っっ たた 老老 夫夫 婦婦 のの 前前 にに 娘娘 のの 姿姿

たた カカ メメ がが 正正 々々 堂堂 々々 とと 勝勝 負負 をを

まま すす 。。 しし かか しし 、、 たた とと

にに なな っっ てて 現現 れれ 、、 織織 物物 をを 織織 りり 、、

挑挑 みみ 勝勝 利利

ええ 、、 前前 もも っっ てて 見見 てて はは いい

ギギ とと のの 競競 争争 にに 応応 じじ 、、大大 勝勝 利利 をを

をを おお ささ

けけ なな いい とと はは 言言 っっ てて いい たた

をを 馬馬 鹿鹿 にに ささ れれ たた カカ メメ がが ウウ ササ

めめ るる とと いい

とと しし てて もも 、、 つつ いい つつ いい 見見

老老 夫夫 婦婦 へへ 恩恩 返返 しし をを すす るる とと いい

義義 」」 だだ とと 思思 いい

うう 筋筋 はは 「「 正正

てて 何何 がが 「「 正正

info@katagirijuku.com

信をつけよう。とくに文系生は理科、理系生は地歴公民を後回しにしがち。今から受講し

24-1337
82-6185
TEL
FAX
たた のの だだ ろろ うう かか ？？ とと 、、勝勝 手手 にに 分分

メールでの連絡はこちらまで↓

間でどうにか得点アップにつなげたいという人、要点をおさえた河合サテライト講座で自

坂本教室 OFFICE

てて しし まま っっ たた かか らら とと 言言 っっ
てて 、、 老老 夫夫 婦婦 のの 前前 かか らら いい なな くく

お車での送迎について

河合ｻﾃﾗｲﾄﾈｯﾄﾜｰｸ校
全統模試実施校

まま すす 。。 ささ てて 、、

５日(日) １２日(日) １９日(日) ２６日(日)
31 日(金) １月１日(土) ２日(日)です。

まま しし たた 。。【【 人人 のの 道道 にに かか なな っっ てて
正正 しし いい ここ とと 。。 正正 しし いい 道道 義義 。。】】
とと のの ここ とと 。。分分 かか っっ たた 気気 にに なな ろろ
うう とと すす れれ ばば 、、ここ のの 調調 べべ たた 意意 味味
でで もも 良良 ささ そそ うう でで すす がが 、、 けけ どど 、、
何何 だだ かか 釈釈 然然 とと しし まま せせ んん 。。「「 人人
正正 しし
何何 ？？ 」」っっ てて ここ

のの 道道 にに かか なな うう っっ てて ？？
いい 道道 義義 っっ てて ？？

とと にに なな っっ てて しし まま いい まま すす 。。「「 具具
体体 的的 にに どど うう なな んん だだ ！！ 」」っっ てて のの
がが 分分 かか れれ ばば 良良 いい のの でで すす
がが ・・ ・・ ・・ 。。
そそ れれ はは とと てて もも 寒寒 いい 日日 でで しし
たた 。。 隣隣 でで 薄薄 着着 をを
しし たた 人人 がが
震震 ええ てて

※ 坂本教室の１２月、１月の休日は、

【理科】 ◎センター試験対策物理Ⅰ<実戦編>
◎センター試験対策生物Ⅰ<実戦編>
◎センター試験対策化学Ⅰ<実戦編>◎センター試験対策地学Ⅰ
【地歴】 ◎センター試験対策日本史Ｂ
◎センター試験対策世界史Ｂ
◎センター試験対策地理Ｂ<系統地理編> ◎地理Ｂ<地誌編>
【公民】 ◎センター試験対策政経 ◎現代社会 ◎倫理
【国語】 ◎センター試験対策国語(現代文＋古文＋漢文)
【英語】 ◎センター試験対策英語<リスニング対策編>
【数学】 ◎センター試験対策数学<実戦編>

坂本教室からのお知らせ

各教科万全にしておきたいけれど、この時期何をやっていいかと迷っている人、この短期

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。

2010 年(平成 22 年) 1２月
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