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お父さん・お母さん・生徒さんへ・・・

山本学習塾からのお知らせ
R4 年 8 月 25 日

No.125

長い夏休みも終わって二学期がスタートします。暦のうえではもう秋となり、今はまだ
まだ暑い毎日もすぐに落ち着き、この暑さもまた来年かと思うと、夜の虫の大合唱が夏を
惜しんで鳴いているかのようにも聞こえてしまいます。厳しい夏の勉強を一緒に乗り越え
た生徒たちに私は思います。この夏をずっと家で過ごした子たちに比べて、皆さんが夏期
講習で解いてきた問題の量は相当なものです。頑張った自分を褒め、自信を持って二学期
を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
9/8（木）～14（水）塾内テスト
9/19（月）
：敬老の日：休塾
9/23（金）
：秋分の日：休塾
※9 月は英単語、漢字テストです。
夏休みの間に練習していましたか？その場
しのぎで乗り切って終わりではなく、自分
のプラスになるように考えて勉強しよう。
覚えて損する知識などありません。

二学期がスタート
二学期が始まります。夏休み中の塾のテキ
ストや学校の課題を集めてみましょう。夏
休みの間に、それだけ知識が皆さんの頭に
入っていったのです。食材がないと料理が
できないように、知識がなければ勉強はで
きません。あとは手に入れた知識を上手に
使って、これまで解けなかった問題をクリ
アしていきましょう。

★今村先生のつぶやき★

あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。

9

お父さん・お母さん・生徒さんへ・・・

山本学習塾からのお知らせ
R4 年 8 月 25 日

No.125

長い夏休みも終わって二学期がスタートします。暦のうえではもう秋となり、今はまだ
まだ暑い毎日もすぐに落ち着き、この暑さもまた来年かと思うと、夜の虫の大合唱が夏を
惜しんで鳴いているかのようにも聞こえてしまいます。厳しい夏の勉強を一緒に乗り越え
た生徒たちに私は思います。この夏をずっと家で過ごした子たちに比べて、皆さんが夏期
講習で解いてきた問題の量は相当なものです。頑張った自分を褒め、自信を持って二学期
を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
9/8（木）～14（水）塾内テスト
9/19（月）
：敬老の日：休塾
9/23（金）
：秋分の日：休塾
※9 月は英単語、漢字テストです。
夏休みの間に練習していましたか？その場
しのぎで乗り切って終わりではなく、自分
のプラスになるように考えて勉強しよう。
覚えて損する知識などありません。

二学期がスタート
二学期が始まります。夏休み中の塾のテキ
ストや学校の課題を集めてみましょう。夏
休みの間に、それだけ知識が皆さんの頭に
入っていったのです。食材がないと料理が
できないように、知識がなければ勉強はで
きません。あとは手に入れた知識を上手に
使って、これまで解けなかった問題をクリ
アしていきましょう。

★今村先生のつぶやき★

あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。

9

お父さん・お母さん・生徒さんへ・・・

山本学習塾からのお知らせ
R4 年 8 月 25 日

No.125

長い夏休みも終わって二学期がスタートします。暦のうえではもう秋となり、今はまだ
まだ暑い毎日もすぐに落ち着き、この暑さもまた来年かと思うと、夜の虫の大合唱が夏を
惜しんで鳴いているかのようにも聞こえてしまいます。厳しい夏の勉強を一緒に乗り越え
た生徒たちに私は思います。この夏をずっと家で過ごした子たちに比べて、皆さんが夏期
講習で解いてきた問題の量は相当なものです。頑張った自分を褒め、自信を持って二学期
を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
9/8（木）～14（水）塾内テスト
9/19（月）
：敬老の日：休塾
9/23（金）
：秋分の日：休塾
※9 月は英単語、漢字テストです。
夏休みの間に練習していましたか？その場
しのぎで乗り切って終わりではなく、自分
のプラスになるように考えて勉強しよう。
覚えて損する知識などありません。

二学期がスタート
二学期が始まります。夏休み中の塾のテキ
ストや学校の課題を集めてみましょう。夏
休みの間に、それだけ知識が皆さんの頭に
入っていったのです。食材がないと料理が
できないように、知識がなければ勉強はで
きません。あとは手に入れた知識を上手に
使って、これまで解けなかった問題をクリ
アしていきましょう。

★今村先生のつぶやき★

あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。

9

お父さん・お母さん・生徒さんへ・・・

山本学習塾からのお知らせ
R4 年 8 月 25 日

No.125

長い夏休みも終わって二学期がスタートします。暦のうえではもう秋となり、今はまだ
まだ暑い毎日もすぐに落ち着き、この暑さもまた来年かと思うと、夜の虫の大合唱が夏を
惜しんで鳴いているかのようにも聞こえてしまいます。厳しい夏の勉強を一緒に乗り越え
た生徒たちに私は思います。この夏をずっと家で過ごした子たちに比べて、皆さんが夏期
講習で解いてきた問題の量は相当なものです。頑張った自分を褒め、自信を持って二学期
を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
9/8（木）～14（水）塾内テスト
9/19（月）
：敬老の日：休塾
9/23（金）
：秋分の日：休塾
※9 月は英単語、漢字テストです。
夏休みの間に練習していましたか？その場
しのぎで乗り切って終わりではなく、自分
のプラスになるように考えて勉強しよう。
覚えて損する知識などありません。

二学期がスタート
二学期が始まります。夏休み中の塾のテキ
ストや学校の課題を集めてみましょう。夏
休みの間に、それだけ知識が皆さんの頭に
入っていったのです。食材がないと料理が
できないように、知識がなければ勉強はで
きません。あとは手に入れた知識を上手に
使って、これまで解けなかった問題をクリ
アしていきましょう。

★今村先生のつぶやき★

あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。

9

お父さん・お母さん・生徒さんへ・・・

山本学習塾からのお知らせ
R4 年 8 月 25 日

No.125

長い夏休みも終わって二学期がスタートします。暦のうえではもう秋となり、今はまだ
まだ暑い毎日もすぐに落ち着き、この暑さもまた来年かと思うと、夜の虫の大合唱が夏を
惜しんで鳴いているかのようにも聞こえてしまいます。厳しい夏の勉強を一緒に乗り越え
た生徒たちに私は思います。この夏をずっと家で過ごした子たちに比べて、皆さんが夏期
講習で解いてきた問題の量は相当なものです。頑張った自分を褒め、自信を持って二学期
を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
9/8（木）～14（水）塾内テスト
9/19（月）
：敬老の日：休塾
9/23（金）
：秋分の日：休塾
※9 月は英単語、漢字テストです。
夏休みの間に練習していましたか？その場
しのぎで乗り切って終わりではなく、自分
のプラスになるように考えて勉強しよう。
覚えて損する知識などありません。

二学期がスタート
二学期が始まります。夏休み中の塾のテキ
ストや学校の課題を集めてみましょう。夏
休みの間に、それだけ知識が皆さんの頭に
入っていったのです。食材がないと料理が
できないように、知識がなければ勉強はで
きません。あとは手に入れた知識を上手に
使って、これまで解けなかった問題をクリ
アしていきましょう。

★今村先生のつぶやき★

あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。

9

お父さん・お母さん・生徒さんへ・・・

山本学習塾からのお知らせ
R4 年 8 月 25 日

No.125

長い夏休みも終わって二学期がスタートします。暦のうえではもう秋となり、今はまだ
まだ暑い毎日もすぐに落ち着き、この暑さもまた来年かと思うと、夜の虫の大合唱が夏を
惜しんで鳴いているかのようにも聞こえてしまいます。厳しい夏の勉強を一緒に乗り越え
た生徒たちに私は思います。この夏をずっと家で過ごした子たちに比べて、皆さんが夏期
講習で解いてきた問題の量は相当なものです。頑張った自分を褒め、自信を持って二学期
を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
9/8（木）～14（水）塾内テスト
9/19（月）
：敬老の日：休塾
9/23（金）
：秋分の日：休塾
※9 月は英単語、漢字テストです。
夏休みの間に練習していましたか？その場
しのぎで乗り切って終わりではなく、自分
のプラスになるように考えて勉強しよう。
覚えて損する知識などありません。

二学期がスタート
二学期が始まります。夏休み中の塾のテキ
ストや学校の課題を集めてみましょう。夏
休みの間に、それだけ知識が皆さんの頭に
入っていったのです。食材がないと料理が
できないように、知識がなければ勉強はで
きません。あとは手に入れた知識を上手に
使って、これまで解けなかった問題をクリ
アしていきましょう。

★今村先生のつぶやき★

あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
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惜しんで鳴いているかのようにも聞こえてしまいます。厳しい夏の勉強を一緒に乗り越え
た生徒たちに私は思います。この夏をずっと家で過ごした子たちに比べて、皆さんが夏期
講習で解いてきた問題の量は相当なものです。頑張った自分を褒め、自信を持って二学期
を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
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らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。
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休みの間に、それだけ知識が皆さんの頭に
入っていったのです。食材がないと料理が
できないように、知識がなければ勉強はで
きません。あとは手に入れた知識を上手に
使って、これまで解けなかった問題をクリ
アしていきましょう。
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あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。

9

お父さん・お母さん・生徒さんへ・・・

山本学習塾からのお知らせ
R4 年 8 月 25 日

No.125

長い夏休みも終わって二学期がスタートします。暦のうえではもう秋となり、今はまだ
まだ暑い毎日もすぐに落ち着き、この暑さもまた来年かと思うと、夜の虫の大合唱が夏を
惜しんで鳴いているかのようにも聞こえてしまいます。厳しい夏の勉強を一緒に乗り越え
た生徒たちに私は思います。この夏をずっと家で過ごした子たちに比べて、皆さんが夏期
講習で解いてきた問題の量は相当なものです。頑張った自分を褒め、自信を持って二学期
を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
9/8（木）～14（水）塾内テスト
9/19（月）
：敬老の日：休塾
9/23（金）
：秋分の日：休塾
※9 月は英単語、漢字テストです。
夏休みの間に練習していましたか？その場
しのぎで乗り切って終わりではなく、自分
のプラスになるように考えて勉強しよう。
覚えて損する知識などありません。

二学期がスタート
二学期が始まります。夏休み中の塾のテキ
ストや学校の課題を集めてみましょう。夏
休みの間に、それだけ知識が皆さんの頭に
入っていったのです。食材がないと料理が
できないように、知識がなければ勉強はで
きません。あとは手に入れた知識を上手に
使って、これまで解けなかった問題をクリ
アしていきましょう。

★今村先生のつぶやき★

あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。

9

お父さん・お母さん・生徒さんへ・・・

山本学習塾からのお知らせ
R4 年 8 月 25 日

No.125

長い夏休みも終わって二学期がスタートします。暦のうえではもう秋となり、今はまだ
まだ暑い毎日もすぐに落ち着き、この暑さもまた来年かと思うと、夜の虫の大合唱が夏を
惜しんで鳴いているかのようにも聞こえてしまいます。厳しい夏の勉強を一緒に乗り越え
た生徒たちに私は思います。この夏をずっと家で過ごした子たちに比べて、皆さんが夏期
講習で解いてきた問題の量は相当なものです。頑張った自分を褒め、自信を持って二学期
を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
9/8（木）～14（水）塾内テスト
9/19（月）
：敬老の日：休塾
9/23（金）
：秋分の日：休塾
※9 月は英単語、漢字テストです。
夏休みの間に練習していましたか？その場
しのぎで乗り切って終わりではなく、自分
のプラスになるように考えて勉強しよう。
覚えて損する知識などありません。

二学期がスタート
二学期が始まります。夏休み中の塾のテキ
ストや学校の課題を集めてみましょう。夏
休みの間に、それだけ知識が皆さんの頭に
入っていったのです。食材がないと料理が
できないように、知識がなければ勉強はで
きません。あとは手に入れた知識を上手に
使って、これまで解けなかった問題をクリ
アしていきましょう。

★今村先生のつぶやき★

あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。

9

お父さん・お母さん・生徒さんへ・・・

山本学習塾からのお知らせ
R4 年 8 月 25 日

No.125

長い夏休みも終わって二学期がスタートします。暦のうえではもう秋となり、今はまだ
まだ暑い毎日もすぐに落ち着き、この暑さもまた来年かと思うと、夜の虫の大合唱が夏を
惜しんで鳴いているかのようにも聞こえてしまいます。厳しい夏の勉強を一緒に乗り越え
た生徒たちに私は思います。この夏をずっと家で過ごした子たちに比べて、皆さんが夏期
講習で解いてきた問題の量は相当なものです。頑張った自分を褒め、自信を持って二学期
を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
9/8（木）～14（水）塾内テスト
9/19（月）
：敬老の日：休塾
9/23（金）
：秋分の日：休塾
※9 月は英単語、漢字テストです。
夏休みの間に練習していましたか？その場
しのぎで乗り切って終わりではなく、自分
のプラスになるように考えて勉強しよう。
覚えて損する知識などありません。

二学期がスタート
二学期が始まります。夏休み中の塾のテキ
ストや学校の課題を集めてみましょう。夏
休みの間に、それだけ知識が皆さんの頭に
入っていったのです。食材がないと料理が
できないように、知識がなければ勉強はで
きません。あとは手に入れた知識を上手に
使って、これまで解けなかった問題をクリ
アしていきましょう。

★今村先生のつぶやき★

あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。

9

お父さん・お母さん・生徒さんへ・・・

山本学習塾からのお知らせ
R4 年 8 月 25 日

No.125

長い夏休みも終わって二学期がスタートします。暦のうえではもう秋となり、今はまだ
まだ暑い毎日もすぐに落ち着き、この暑さもまた来年かと思うと、夜の虫の大合唱が夏を
惜しんで鳴いているかのようにも聞こえてしまいます。厳しい夏の勉強を一緒に乗り越え
た生徒たちに私は思います。この夏をずっと家で過ごした子たちに比べて、皆さんが夏期
講習で解いてきた問題の量は相当なものです。頑張った自分を褒め、自信を持って二学期
を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
9/8（木）～14（水）塾内テスト
9/19（月）
：敬老の日：休塾
9/23（金）
：秋分の日：休塾
※9 月は英単語、漢字テストです。
夏休みの間に練習していましたか？その場
しのぎで乗り切って終わりではなく、自分
のプラスになるように考えて勉強しよう。
覚えて損する知識などありません。

二学期がスタート
二学期が始まります。夏休み中の塾のテキ
ストや学校の課題を集めてみましょう。夏
休みの間に、それだけ知識が皆さんの頭に
入っていったのです。食材がないと料理が
できないように、知識がなければ勉強はで
きません。あとは手に入れた知識を上手に
使って、これまで解けなかった問題をクリ
アしていきましょう。

★今村先生のつぶやき★

あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。

9

お父さん・お母さん・生徒さんへ・・・

山本学習塾からのお知らせ
R4 年 8 月 25 日

No.125

長い夏休みも終わって二学期がスタートします。暦のうえではもう秋となり、今はまだ
まだ暑い毎日もすぐに落ち着き、この暑さもまた来年かと思うと、夜の虫の大合唱が夏を
惜しんで鳴いているかのようにも聞こえてしまいます。厳しい夏の勉強を一緒に乗り越え
た生徒たちに私は思います。この夏をずっと家で過ごした子たちに比べて、皆さんが夏期
講習で解いてきた問題の量は相当なものです。頑張った自分を褒め、自信を持って二学期
を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
9/8（木）～14（水）塾内テスト
9/19（月）
：敬老の日：休塾
9/23（金）
：秋分の日：休塾
※9 月は英単語、漢字テストです。
夏休みの間に練習していましたか？その場
しのぎで乗り切って終わりではなく、自分
のプラスになるように考えて勉強しよう。
覚えて損する知識などありません。

二学期がスタート
二学期が始まります。夏休み中の塾のテキ
ストや学校の課題を集めてみましょう。夏
休みの間に、それだけ知識が皆さんの頭に
入っていったのです。食材がないと料理が
できないように、知識がなければ勉強はで
きません。あとは手に入れた知識を上手に
使って、これまで解けなかった問題をクリ
アしていきましょう。

★今村先生のつぶやき★

あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。
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長い夏休みも終わって二学期がスタートします。暦のうえではもう秋となり、今はまだ
まだ暑い毎日もすぐに落ち着き、この暑さもまた来年かと思うと、夜の虫の大合唱が夏を
惜しんで鳴いているかのようにも聞こえてしまいます。厳しい夏の勉強を一緒に乗り越え
た生徒たちに私は思います。この夏をずっと家で過ごした子たちに比べて、皆さんが夏期
講習で解いてきた問題の量は相当なものです。頑張った自分を褒め、自信を持って二学期
を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
9/8（木）～14（水）塾内テスト
9/19（月）
：敬老の日：休塾
9/23（金）
：秋分の日：休塾
※9 月は英単語、漢字テストです。
夏休みの間に練習していましたか？その場
しのぎで乗り切って終わりではなく、自分
のプラスになるように考えて勉強しよう。
覚えて損する知識などありません。

二学期がスタート
二学期が始まります。夏休み中の塾のテキ
ストや学校の課題を集めてみましょう。夏
休みの間に、それだけ知識が皆さんの頭に
入っていったのです。食材がないと料理が
できないように、知識がなければ勉強はで
きません。あとは手に入れた知識を上手に
使って、これまで解けなかった問題をクリ
アしていきましょう。

★今村先生のつぶやき★

あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。
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自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。
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惜しんで鳴いているかのようにも聞こえてしまいます。厳しい夏の勉強を一緒に乗り越え
た生徒たちに私は思います。この夏をずっと家で過ごした子たちに比べて、皆さんが夏期
講習で解いてきた問題の量は相当なものです。頑張った自分を褒め、自信を持って二学期
を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
9/8（木）～14（水）塾内テスト
9/19（月）
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★今村先生のつぶやき★

あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。
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：通常授業開始
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9/19（月）
：敬老の日：休塾
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：秋分の日：休塾
※9 月は英単語、漢字テストです。
夏休みの間に練習していましたか？その場
しのぎで乗り切って終わりではなく、自分
のプラスになるように考えて勉強しよう。
覚えて損する知識などありません。

二学期がスタート
二学期が始まります。夏休み中の塾のテキ
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を迎えましょう。努力は結果を裏切りません。必ずあなたの力となってくれますよ。

☆9 月の予定☆
9/1（木）
：通常授業開始
9/8（木）～14（水）塾内テスト
9/19（月）
：敬老の日：休塾
9/23（金）
：秋分の日：休塾
※9 月は英単語、漢字テストです。
夏休みの間に練習していましたか？その場
しのぎで乗り切って終わりではなく、自分
のプラスになるように考えて勉強しよう。
覚えて損する知識などありません。

二学期がスタート
二学期が始まります。夏休み中の塾のテキ
ストや学校の課題を集めてみましょう。夏
休みの間に、それだけ知識が皆さんの頭に
入っていったのです。食材がないと料理が
できないように、知識がなければ勉強はで
きません。あとは手に入れた知識を上手に
使って、これまで解けなかった問題をクリ
アしていきましょう。

★今村先生のつぶやき★

あなたはどうして勉強がつまらないと感じるのか知っていますか？
大昔から人類は火の扱い方を学び、道具の使い方を研究して進歩してきました。人はそれ
らをどんどん学ぶことで自分の生活をより満たしてきたのです。
そこにつまらなさなどあり
ません。
“必要だったから”学んだのです。
現代でも野球が好きな人はルールブックを読むことで、より野球を楽しめます。釣りが好き
な人は釣り道具の名前を多く覚えることで、より釣りを楽しめるでしょう。人は目的のため
に学び、それを活かします。目的のための知識を得ることをつまらないとは思いません。
逆に、例えば麻雀に全く興味がない人が、ルールの本を読んだところで、その内容を理解
できるでしょうか。あなたがスマホを使わない人に熱心に好きなアプリの説明をしても、き
っと興味を持って聞いてくれないでしょう。
自分の将来に勉強の必要性を感じていない人が
無理やり勉強をしてもつまらなくて苦しいのは当たり前です。体が「自分には必要ない」と
思っているからです。つまり学ぶ「目的」と「手段」の順番が逆になっているのです。
あなたに必要なことは何ですか？将来何がしたいのですか？夢を叶えたいから？楽しい
人生を送りたいから？大金持ちになりたいからでも構いません。
そのために進学する必要は
ありますか？もし進学するには勉強して、まずは合格しなければいけませんね。そうです、
これで勉強は自分の「目的」を叶えるための「手段」となるのです。これが正しい順番です。
世の中に勉強好きな子などいません。周りで勉強している子は、きっと目的があり、その手
段として“必要だから”勉強しているのです。まずは勉強する「目的」を見つけましょう。
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