片桐英数塾通信
「やった気」
って、やれてないことが
多いので気をつけよう！
いい よよ いい よよ やや っっ てて まま いい りり まま
まま しし たた 。。 勉勉 強強

泣泣 かか ささ れれ

止止 』』 にに はは
なな いい のの でで 、、
「「 ここ れれ 以以 上上 読読 むむ とと ママ ジジ

思思 いい まま すす 。。 本本 をを 読読 んん でで もも 分分 かか らら

時時 もも 「「 思思 考考 停停 止止 」」 にに 陥陥 りり 易易 いい とと

識識 しし てて いい てて 覚覚 悟悟 もも 出出 来来 てて いい
『『 思思 考考 のの 停停 止止 』』

をを すす るる 上上 でで
能能 がが 働働 くく かか らら でで しし ょょ うう かか ？？

でで ヤヤ ババ イイ ！！ 」」 とと いい うう 生生 命命 維維 持持 本本

ささ てて とと 、、夏夏 休休 みみ のの 勉勉 強強 とと 普普

なな りり まま せせ んん よよ 。。

てて のの 姿姿 勢勢 をを 正正 しし てて おお かか ねね ばば

もも 夏夏 休休 みみ かか らら はは 受受 験験 にに 向向 けけ

いい よよ うう でで すす 。。そそ しし てて 、、高高 ２２ 生生

なな らら なな いい とと いい うう 気気 持持 ちち はは 強強

すす がが 、、夏夏 休休 みみ にに はは 頑頑 張張 らら ねね ばば

もも 、、生生 まま れれ てて 初初 めめ てて のの 受受 験験 でで

にに いい ろろ いい ろろ とと 考考 ええ てて 『『 思思 考考

まま 、、 とと にに かか くく 、、 私私 なな りり

くく なな りり まま しし たた がが ・・ ・・ ・・ 。。

まま すす 。。 ちち ょょ っっ とと やや やや ここ しし

なな かか ろろ うう かか とと 思思 っっ てて おお りり

きき たた とと 言言 っっ てて もも 過過 言言 でで はは

続続 けけ てて ここ れれ まま でで やや っっ てて

良良 いい のの かか ？？ をを 考考 ええ

にに はは どど うう すす れれ ばば

をを 停停 止止 ささ せせ るる

をを ノノ ーー トト にに 書書 きき 出出 しし

ワワ ーー ドド 、、 キキ ーー フフ レレ ーー ズズ

対対 策策 とと しし てて はは 、、 キキ ーー

すす 。。 もも ちち ろろ んん そそ のの 苦苦

自自 動動 停停 止止 しし てて しし まま いい まま

いい 手手 はは ああ りり まま せせ んん 。。 しし かか しし 、、

すす 。。ここ のの チチ ャャ ンン スス をを 活活 かか ささ なな

にに 違違 っっ てて くく るる とと いい うう ここ とと でで

でで きき るる 時時 間間 がが 平平 素素 とと はは 格格 段段

とと しし まま すす 。。体体 をを 動動 かか せせ ばば 疲疲 れれ るる

もも 取取 らら ずず 連連 続続 しし てて 脳脳 をを 使使 おお うう

いい うう 気気 持持 ちち がが 強強 くく なな るる とと 、、休休 みみ

とと 思思 いい まま すす 。。「「 やや らら ねね ばば ！！ 」」 とと

しし たた 。。まま ずず 、、脳脳 のの 疲疲 労労 がが 原原 因因 だだ

のの 停停 止止 』』 のの 原原 因因 をを 考考 ええ てて みみ まま

リリ 」」もも 原原 因因 のの 一一 つつ だだ とと 思思 いい まま すす 。。

同同 じじ 動動 作作 をを 繰繰 りり 返返 すす 「「 ママ ンン ネネ

もも 回回 りり 始始 めめ るる とと 思思 いい まま すす 。。

ちち ょょ っっ とと しし たた 遊遊 びび 心心 でで 随随 分分 とと 頭頭

ざざ けけ てて みみ れれ ばば どど うう でで しし ょょ うう ？？

おお もも しし ろろ おお かか しし くく 書書 きき 込込 んん でで ふふ

みみ たた りり しし てて 、、 自自 分分 のの ココ メメ ンン トト をを

ここ れれ はは 私私 だだ けけ なな のの かか もも しし れれ まま せせ

いい すす るる のの かか 、、「「 勉勉 強強 すす れれ どど もも

とと いい うう のの はは みみ んん なな 分分 かか っっ てて いい

書書 くく なな らら ノノ ーー トト にに 書書 くく だだ けけ とと なな

頭頭 はは 回回 らら ずず 」」とと いい っっ たた『『 思思 考考

っっ てて しし まま いい まま すす 。。 そそ うう なな るる とと 、、

んん がが 、、 同同 じじ ここ とと をを やや りり 続続 けけ てて いい

休休 まま ずず 走走 りり 続続 けけ てて 朦朦 朧朧 とと しし たた

勉勉 強強 とと いい うう よよ りり もも 「「 作作 業業 」」 とと なな

るる とと 思思 いい まま すす がが 、、脳脳 もも 体体 とと 同同 じじ

時時 とと よよ くく 似似 たた 状状 態態 にに なな っっ てて『『 思思

っっ てて しし まま いい まま すす 。。 ここ のの 対対 策策 にに はは

のの 停停 止止 』』現現 象象 がが 多多 々々 発発 生生 すす るる

のの『『 思思 考考 のの 停停 止止 』』にに つつ いい てて 書書

思思 いい まま すす 。。対対 策策 とと しし てて はは 、、定定 期期

考考 停停 止止 』』にに 陥陥 っっ てて しし まま うう のの だだ とと

をを 打打 破破 すす るる にに はは 刺刺 激激 だだ ！！ 」」 とと 考考

本本 当当 にに 苦苦 労労 しし まま しし たた 。。
「「 ママ ンン ネネ リリ

むむ なな らら 本本 をを 読読 むむ だだ けけ 、、 ノノ ーー トト にに

いい てて みみ まま すす 。。

的的 にに 休休 みみ をを 取取 るる ここ とと ぐぐ らら いい だだ

るる とと 飽飽 きき てて しし まま いい まま すす 。。 本本 をを 読読

本本 をを 読読 んん でで いい てて ハハ ッッ とと 気気

『『 思思考考 のの停停 止止 』』

とと 思思 いい まま すす 。。私私 はは 、、横横 にに なな っっ てて

ええ 、、 声声 にに 出出 しし なな がが らら 勉勉 強強 しし てて みみ

とと 思思 いい まま すす 。。だだ かか らら 、、ずず ～～ っっ とと

付付 くく とと いい つつ のの 間間 にに やや らら 本本 のの

たた りり 、、 足足 でで ドド ンン ドド ンン とと リリ ズズ ムム をを

でで 、、いい やや 、、体体 以以 上上 にに 疲疲 れれ やや すす いい

中中 でで 迷迷 子子 にに なな っっ てて しし まま っっ てて 、、

とと もも ああ りり まま しし たた がが 、、心心 地地 好好 いい 音音

クク ララ シシ ッッ クク をを 聞聞 いい たた りり しし たた ここ

のの もも ここ のの 夏夏 休休 みみ のの 学学 習習 のの 特特

何何 ペペ ーー ジジ もも 先先 をを 見見 てて いい るる ここ
んん なな のの がが『『 思思 考考 のの 停停 止止 』』でで すす 。。

とと っっ てて ああ りり まま せせ んん かか ？？

をを しし てて しし まま いい （（ ８８ 時時 間間 くく らら

楽楽 のの 中中 、、尋尋 常常 でで はは なな いい ほほ どど 昼昼 寝寝

なな のの 邪邪 魔魔 じじ ゃゃ ！！ 」」 とと 追追 いい 出出 ささ れれ

っっ てて しし まま っっ てて 「「 うう るる ささ いい 。。 みみ んん

しし たた 。。 たた だだ 、、 自自 習習 室室 でで そそ れれ をを やや

取取 りり なな がが らら 勉勉 強強 しし てて みみ たた りり しし まま

たた 悲悲 しし いい 過過 去去 もも ああ りり まま すす 。。 でで 、、

いい ？？ ））、、 激激 しし くく 反反 省省 しし たた ここ とと もも
せせ てて いい たた だだ きき まま すす とと 、、１１ ００ 分分 ～～

ここ のの 対対 策策 とと しし てて ベベ タタ ーー だだ とと 思思 わわ

ああ りり まま すす のの でで 、、経経 験験 者者 かか らら 言言 わわ
大大 のの 敵敵 のの 一一 つつ でで 間間 違違 いい なな かか

１１ ５５ 分分 のの 休休 憩憩 にに 留留 めめ てて おお きき まま

数数 ああ るる 受受 験験 生生 のの 敵敵 のの 中中 でで 、、最最
ろろ うう かか とと 思思 っっ てて おお りり まま すす 。。正正

れれ るる もも のの はは 、、
「「 頭頭 のの 中中 でで 、、自自 分分 のの

たた ぶぶ んん 、、『『 思思 考考 のの 停停 止止 』』 はは 、、

そそ

読読 んん でで いい るる はは ずず のの ペペ ーー ジジ のの

徴徴 でで はは なな かか ろろ うう かか とと 思思 いい 、、そそ

豊豊 富富 にに 感感 じじ るる 勉勉 強強 時時 間間 がが 災災

てて 、、 線線 でで 繋繋 げげ たた りり 囲囲 んん でで

よよ るる のの でで すす がが・・・・・・。。

手手 度度 合合 いい にに もも

まま すす とと 、、自自 分分 のの ペペ ーー スス でで 勉勉 強強

段段 のの 勉勉 強強 。。何何 がが 違違 うう かか とと 言言 いい

事事 にに いい つつ のの 間間 にに やや らら 思思 考考 がが

見見

るる ここ とと とと 思思 いい まま すす 。。 中中 ３３ 生生

生生 はは そそ のの 重重 要要 ささ をを 十十 分分 にに 認認

しし たた 。。夏夏 休休 みみ ！！ ！！
特特 にに 高高 ３３

「「 苦苦 手手 教教 科科 」」 のの 勉勉 強強 をを しし てて るる

坂本教室 OFFICE

しし ょょ うう 。。

TEL 23-1899
E-mail

info@katagirijuku
.com
ここ ここ はは ここ うう

不不 安安 」」 はは ああ りり まま すす 。。 日日 がが

もも 、、 大大 なな りり 小小 なな りり 「「 焦焦 りり ・・

受受 験験 生生 にに もも なな るる とと 、、どど んん なな 人人 でで

因因 とと なな るる 『『 思思 考考 停停 止止 』』 でで すす 。。

現現 れれ るる 「「 焦焦 りり ・・ 不不 安安 」」 がが 原原

そそ しし てて 、、 受受 験験 学学 年年 のの 人人 にに

れれ まま しし たた 。。

てて「「 おお じじ ささ まま 」」がが オオ ララ ンン ダダ にに 現現

まま しし たた 。。 そそ のの 後後 、、 しし ばば らら くく しし

をを 痛痛 感感 しし てて しし まま うう ここ とと もも ああ りり

いい 、、 自自 分分 のの 語語 彙彙 のの 貧貧 しし ささ

ささ んん 」」 だだ らら けけ にに なな っっ てて しし まま

とと やや っっ てて いい るる うう ちち にに 、、「「 おお っっ

おお っっ ささ んん もも 怒怒 っっ てて なな ぁぁ ・・ ・・ ・・ 」」

とと ささ れれ たた らら 。。けけ どど 、、フフ ララ ンン スス のの

やや 。。そそ らら 怒怒 るる わわ なな ぁぁ 。。ここ なな んん ここ

ギギ リリ スス のの おお っっ ささ んん がが 怒怒 っっ たた んん

史史 のの 勉勉 強強 をを しし てて いい てて「「 ほほ んん でで イイ

易易 いい とと 思思 いい まま しし たた 。。たた だだ 、、世世 界界

せせ んん がが 、、 随随 分分 とと 頭頭 にに はは 入入 りり

とと でで 、、 気気 のの せせ いい かか もも 知知 れれ まま

みみ るる ここ

葉葉 にに しし てて

自自 分分 のの 言言

まま しし たた がが 、、

やや っっ てて おお りり

はは ふふ ざざ けけ てて

丸丸 出出 しし でで 。。 最最 初初

うう やや でで ！！ 」」 とと かか 。。 方方 言言

やや いい やや いい やや ～～ 。。 そそ ここ はは ここ

やや きき んん ここ うう なな んん やや 。。 いい やや いい

んん 分分 かか るる かか 、、俺俺 ？？

のの かか ？？ ？？ ？？ ）） でで すす 。。「「 ほほ んん だだ きき

とと いい うう 勉勉 強強 法法 ？？（（ とと 言言 っっ てて 良良 いい

そそ しし てて 時時 にに 突突 っっ 込込 みみ なな がが らら 。。」」

るる 。。 自自 分分 にに 教教 ええ るる よよ うう にに 、、

言言 葉葉 でで しし ゃゃ べべ りり なな がが らら 勉勉 強強 すす

天神教室

にに 対対 しし てて 気気 がが 向向 かか いい まま

経経 つつ にに つつ れれ 焦焦 りり ・・ 不不 安安 」」

車場の無断使用などはご遠慮いただきますよう、

坂本教室からのお知らせ

塾からのお知らせ、徒然日記などをブログにて配信中！

がが 向向 かか っっ てて しし まま うう とと 、、そそ のの 分分 、、勉勉 強強 にに 向向

ここ かか らら『『 思思 考考 停停 止止 』』がが 始始 まま りり まま すす 。。対対 策策

１日(日) ８日(日) １３日(金)～１５日(日)

かか うう べべ きき 気気 がが 削削 がが れれ てて しし まま うう わわ けけ でで 、、そそ

※ 坂本教室の８月の休日は、

まま せせ んん がが 、、そそ んん なな もも のの でで もも 無無 いい のの もも よよ くく

http://katagirijuku.blogzine.jp/blog/

はは「「 悩悩 んん だだ りり 焦焦 らら なな いい ここ とと 」」とと しし かか 言言 ええ

分分 かか っっ てて おお りり まま すす 。。「「 焦焦 るる なな 」」 とと 言言 わわ れれ

れれ ばば 焦焦 っっ てて しし まま うう のの がが 人人 のの 常常 でで すす かか

方方 がが 清清 々々 しし いい よよ うう にに もも 感感 じじ てて おお りり まま すす 。。

らら・・・・・・。。もも うう 、、逆逆 にに「「 焦焦 れれ ！！ 」」とと 言言 うう

らら 、、「「 焦焦 りり 」」 とと 上上 手手 にに 付付 きき 合合 ええ るる かか どど うう

どど のの 道道 、、みみ んん なな 少少 なな かか らら ずず 焦焦 るる のの でで すす かか

かか がが 大大 切切 だだ とと 思思 いい まま すす 。。 今今 かか らら 受受 験験 まま

でで 、、時時 間間 はは 限限 らら れれ てて いい まま すす 。。でで きき るる ここ とと

もも 限限 らら れれ てて いい まま すす 。。回回 りり のの 友友 達達 がが 何何 をを しし

てて いい るる のの かか がが 気気 にに なな っっ てて みみ たた りり 、、自自 分分 がが

にに なな っっ てて みみ たた りり すす るる かか もも しし れれ

しし てて いい るる ここ とと がが 無無 駄駄 でで はは なな いい かか とと 不不 安安

まま せせ んん がが 、、「「 自自 分分 がが 考考 ええ 、、 自自 分分 がが

今今 やや っっ てて いい るる ここ とと がが ベベ スス トト 」」なな んん だだ とと

考考 ええ 、、たた だだ ひひ たた すす らら にに 信信 じじ 、、日日 々々 をを

送送 るる ここ とと がが 大大 切切 だだ ろろ うう とと 思思 いい まま すす 。。

勉勉 強強 しし てて いい るる 時時 にに 、、ふふ とと 焦焦 っっ たた りり

迷迷 っっ たた りり すす るる ここ とと がが ああ るる かか もも しし

るる 限限 りり 絶絶 対対 にに 前前 にに 進進 んん でで いい るる

れれ まま せせ んん がが 、、前前 にに 進進 もも うう とと しし てて いい

のの だだ かか らら 大大 丈丈 夫夫 でで すす 。。安安 心心 しし てて 焦焦

っっ てて くく だだ ささ いい 。。そそ れれ がが「「 焦焦 りり 」」対対

『『 思思考考 のの回回転転 』』

策策 だだ とと 思思 いい まま すす 。。

きき てて 思思 うう のの でで すす がが 、、「「 辛辛 いい なな

ここ れれ まま でで 、、卒卒 業業 しし てて いい くく 塾塾 生生 をを 見見 てて

ぁぁ・・苦苦 しし いい なな ぁぁ 」」とと

思思 っっ てて てて もも 、、そそ のの 中中

見見 つつ けけ 出出 しし 、、楽楽 しし くく なな

でで 何何 かか 楽楽 しし いい ここ とと をを

分分 をを 盛盛 りり 上上 げげ てて るる

るる よよ うう にに 工工 夫夫 しし てて 自自

人人 っっ てて たた くく まま しし くく 受受 験験

をを 乗乗 りり 切切 っっ てて いい きき まま すす 。。 別別

なな いい とと いい うう わわ けけ でで もも 無無 くく 、、不不

にに 、、彼彼 等等 がが 鈍鈍 感感 でで 悩悩 みみ をを 知知 らら

安安 をを 口口 にに しし 、、涙涙 をを 流流 しし なな がが らら

でで もも「「 明明 るる ささ 、、楽楽 しし ささ 」」をを 大大 切切 にに しし てて

はは 素素 朴朴 なな 好好 奇奇 心心 かか らら のの『『 思思 考考 のの 回回

いい たた よよ うう にに 思思 いい まま すす 。。「「 伸伸 びび るる 」」 にに

転転 』』がが 必必 要要 でで 、、素素 朴朴 なな 好好 奇奇 心心

をを 刺刺 激激 すす るる にに はは「「 明明 るる ささ・・楽楽 しし ささ 」」

がが 必必 要要 なな のの だだ ろろ うう とと 思思 いい まま すす 。。苦苦

しし いい 時時 っっ てて 、、いい ろろ んん なな とと ここ ろろ にに 力力

をを 入入 れれ てて しし まま うう もも のの でで すす がが 、、逆逆

にに 、、そそ んん なな 時時 ここ そそ 肩肩 のの 力力 をを 抜抜 いい

っっ てて 、、『『 思思 考考 をを 回回 転転 』』 ささ せせ るる

てて 、、 ちち ょょ っっ とと だだ けけ 遊遊 びび 心心 をを 持持
ここ とと がが 大大 切切 だだ とと 思思 いい まま すす 。。

http://www.katagirijuku.com

24-1337
82-6185
TEL
FAX
すす 。。「「 焦焦 りり ・・ 不不 安安 」」 にに 対対 しし てて 気気

です。

２２日(日) ２９日(日)

河合ｻﾃﾗｲﾄﾈｯﾄﾜｰｸ校
全統模試実施校

直直 、、私私 自自 身身 、、ここ のの『『 思思 考考 のの 停停

当塾のホームページからもリンクしています。

「センター地理」の瀬川先生の
授業は本当にいいです。模試での
点数が２０～３０点ぐらいアップ
「ハイレベル数学」はけ
しました。
っこう難しかったけど問題にたく
さん触れられるのでいいです。
( Y. S くん)

「パーフェクト日本史」は何度も受講し
ました。学校で習ってないところもやる
ようにして、学校の授業で復習する感じ
にしました。「これ、知ってる！」と思
えると楽しかったです。おかげで日本史
が得意科目になりました。( M.T くん)

重ねてお願い申し上げます。

で きる だけ 毎日見 るよ うに しまし た。 自分 で何を した らよ いか分 から なく な
っ た時 など 本当に 助か りま した。 聞き のが しても 繰り 返し 見て理 解で きる か
らよく頭に入りました。
「パーフェクト日本史」は細かく、テーマごとでまと
め ら れ て い て 分か り や す く 、
「センター数学」も解き方など省略することなく
丁寧でついていけました。
「センター生物」はセンターの過去問を解く時間の
なかった私にとってはすごく価値のあるものでした。( N. G さん)

植村先生の「パーフェクト世界史」がとても役立
ちました。世界史は本当に大嫌いだったけど本当に
好きになったし、基礎がかなり身につくので、セン
ターには十分対応できると思います。何度もくり返
「センター
し、受講することをお勧めします。あと、
試験リスニング対策」の講座もかなり役立ちました。
講座を受講しだしてからは、聴き方のポイントが分
かるので、少しずつ点数が伸びていき、センターで
はまずまずの点数が取れました。( C. I さん)

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

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

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

「地理は暗記科目ではない」ということ。これが
まず衝撃でした。必要最小限のことは暗記。あとは
地理的思考力。センター試験で地理を受ける人は受
講 す る べ き だと思 い ま す 。「ハイ レ ベ ル 数 学ⅡB 」
は、難しそうで解答の１行目から思いつかないよう
な問題を、ひらめきではなく論理的に考えて解法を
見つける。単純に計算するととんでもないことにな
る問題を、うまく楽に解く。そんな感じの名前通り
ハイレベル。わからなければ２回目、３回目がある
のがサテライトの良さだと思います。 ( T. F くん)

夏休みから河合サテライト講座でレベルアップしようと考えている皆さんへ。
サテライト講座をうまく活用して受験を制した卒業生たちの声をご紹介します。

2010 年(平成 22 年) ８月
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