
 

 

 銀 色 の 道 
    「智」と「心 」

学志   塾長 山田勝登 
    Ｖｏｌ．１7 のトピックス 

      ★心をつなぐ 

★カードポイント 

★新年度説明会 

★編集後記 

 皆さん今日は。今年もアッと言う間に

２ヶ月が過ぎました。入試も国公立の前

期試験が終わり、結果待ちの状態です。

私立大学も後期の最後に差しかかってき

ました。高校は来週ですね。 

前回、vol.16が皆さんの手元に届く頃に

は、私の2回目のフルマラソン挑戦が終

わってると書きました。 

 なんとか宣言した「４時間３０分」を

切ることができました。４時間２５分２

秒。１年間で１時間の短縮です。 

今回は「一人での挑戦」を掲げて、前

回のように「挑戦のお知らせ」を出さず

ブログで告知したのみでした。２０㎞の

ターンでは、ブログにリンクさせてもら

っている「B型ゲンゴロウさん」夫妻（卒

塾生のご両親）が応援に来てくれ、５㎞を伴

走してくれました。その後、高２年のY.S

さんが伴走してくれ、２９,５㎞地点の都

ホテル辺りでは、高３のK君のお母さん

が応援してくれました。５０ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほど走りながら「塾長～ガンバレ！速い

速い！」本当はバテてしまって速くなか

ったのですが（笑）、元気をもらいました。 

 マラソンって３０km からが勝負です。

さらに言うと３５km から･･･。筋肉中の

エネルギーが枯渇して、「足が出ない」と

いう状況になります。体全体も本当に苦

しくなります。 

 恥ずかしい話をします。３４,４㎞地点

から尚子ロードはゆるい上り坂になりま

す。右端（長良川沿い）を走っていました。 

「今、ここでよたって、斜め下に転んで

捻挫でもしたら、もう走らなくていいん

だよな」そんことが頭に浮かんだのです。

悪魔のささやきってやつです。 

瞬間「あ、K 君のお母さんが前方で待

っている。走らなきゃ」と我に返りまし

た。本当の話です。苦しくて苦しくて、

そんなことが頭に浮かんだのです。勝負

はここでしたね。ゴールでは高１のH君

が待ってくれていました。 

今年は４時間を切ります！ここまでの

1 時間より、これからの３０分短縮は倍

以上厳しいんですよね・・・。 

では銀色の道vol.17の発進です。 
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     ◆心をつなぐ◆ 

 ９月２２日、市民会館で「心の授業」と

して、福岡の現役の小学校教師「香葉村真

由美先生」に来岐阜頂いての講演会を開催

しました。 

 

 先生が実際に経験された話は、私達の胸

の奥に届きましたよね。本物の話です。 

その折に、私が師と仰ぐ、名古屋のM塾

のT先生に来ていただいておりました。 

師匠（T 先生）は御年７０歳になる元気で

ステキなオジイチャンです。 

師匠は今の教育に危機感を持っておら

れます。そして国語力の育成に力を入れて

います。師匠は言われます。「英語を話せ

るに越したことはない。しかし、それより

もまず学ばなければならないことがある。

それは日本の歴史であり、文学である。他

国の一流は、その人の、そしてその人が育

った国家の背景を聞く。その時に空っぽの

人間ではなんともならない」と。まさにそ

の通りだと思います。 

高校生、特に理系の生徒、センター試験

のためだけに、君たちは古文を勉強してい

るのではないぞ！将来、海外で活躍すると 

 

 

 

 

きに、他国の一流と渡り合う時のために学

んでいるのです！だから手を抜くな！ 

さらに言えば、世界史ではなく、本当は

日本史が大切なんです。例えば、あなたが

外人にその国の歴史を問うたとき、何も答

えられなかったらどう思いますか？ 

自国の歴史くらいはしっかり語れるよ

うになりましょう。 

話はそれましたが、伊奈波の教室にかけ

てある泥棒の「真面目に仕事中」は師匠に

頂いたものです。ウィットに富んだ先生で

もあります。 

講演の後、師匠から手紙を頂きました。 

た。 それが３,４ページです。 

読んだ後どうしても、師匠の手紙を香葉村

先生に読んでもらいたいと思い、師匠の手

紙を香葉村先生に送る許可を得ました。 

しばらくして香葉村先生から返事が届

きました。それが５ページの手紙です。そ

して６,７ページの手紙が同封されていた

のです。私はもちろん師匠に送りました。

すぐに師匠から電話を頂きました。 

なんていうのでしょうか、私の心はすご

く暖かいもので満ち溢れていました。 

すごくうれしかったです。師匠と、香葉

村先生のお役に立てた、私を介して、何の

縁も無かったお二人の、心をつなぐことが

できたと言う、そんな気持ちでしょうか。 

 

学志舎の教育理念である「智をつけよ 

そして人の為に活かせ」ではありませんが、

人の役に立つということは、人間にとって

すごく嬉しいことなんですよね。 
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 いかがでしたか？ 
私は当時読んでいて、鳥肌が立ってきまし

た。そして、いつかこれを誰かに紹介する

日が来るかもしれないと思いスキャンし

て保存していました。 
そして今回、みなさんに紹介したいと思

い、「銀道」に載せることにしました。 
新年度説明会でもここ数年必ず言いま

すが「心」です。 
師匠、香葉村先生お二人には、豊かな

「心」が感じられます。幾多のハードルを

乗り越えてきて、今、人生において何もぶ

れない、座標軸があります。それは人生の

目的とでも言えましょう。 
自分のためではなく、自分の命を人のた

めに活かそうとする、その心です。 
香葉村先生の手紙の中に書いてありま

した。 
「心のベクトルを自分のことだけでなく、

他人に向けたとき心は広がっていきます」 

皆さん、学んでくださいね。知識をいっ

ぱい詰め込んでくださいね。そしてその知

識を、豊かな心のフィルターを通して、「智

慧」に変え、あなたの周りの人の笑顔のた

めに活かしてください。 
それがあなたの幸せに、必ずつながると私

は信じています。 
それにしてもあの講演を聞いた師匠の

の香葉村先生への言葉 
「彼女の言葉には人の心を揺さぶる魂の

波動が有り、心の底に沈んだ澱を溶かす浄

化作用が働く」 

 
 
 
 
 
すごいでしょ。ステキでしょ。 
とても真似ができません…。 
まだまだ師匠にはお元気で、指導していた

だきたいと思っています。 
名古屋の名東区辺りに知り合いの方が

いて、塾をお探しでしたら、M塾が絶対に

オススメです！ 
 

◆カードポイント交換表◆ 

 

昨年の暮れから、請求がありました。 

カードポイントの表が古いので、新しくし

て欲しい、と。 

カードポイントとは、毎日の通塾で塾生

証をバーコードリーダーにかざすとピッ

と1ポイント。イベントに参加すると5ポ

イント。保護者の皆さんの参加は１０ポイ

ント。成績が上がると 40 ポイントなどな

ど、ポイントがたまると、いろんな景品と

交換できるのです。 

年明けから生徒にアンケートを配りま

した。 

「カードポイントがたまったら 

どんなものが欲しいですか？」 

いや～いろんな物が出てきましたね。 

特に高校生が面白がって、多くの案を書い

てくれました。見ていて思わず噴出すもの

が多かったですね。 

 さて、今教室に張ってある 2013 年度の

新しいカードポイント表です！ 
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 「彼氏とお菓子」は高２女子。「スパイ

セット」「塾長と行く北朝鮮観光ツアー」

は高１男子。彼はご丁寧に日程まで書いて

くれました。 

～日程～ 

1日目  

平壌国際空港到着 携帯没収 

偉大なる将軍様の演説 傾聴しないと 

豪華ホテル宿泊 電気はつきません 

2日目 

 ミサイル発射見学 人工衛星と言っと

きましょ 

核実験見学 被爆に注意 

田舎のホテル宿泊 押し売り、強盗注意 

3日目 

強制労働体験ツアー その辛さやいか 

  に！ 

 処刑台からの逃走 逃げきれなければ

お気の毒 

 

う～ん、個人的には、申し出があっても、 

できれば辞退申し上げたいような気分？ 

「居酒屋で飲み食い放題の券」はなんと小

５の男子ですよ。 

 仮面ライダーのヘルメットは…中３生。

あくまでも私がチョイスしたもので、すが、

まだまだ載せきれないものがいっぱいあ

りました。キーボードを打ちながら大笑い

しましたね。 

 7年前だったか、初めて作った時には 

極めて真面目な交換景品を載せていたの

ですが、アンケートを取るたびに？？？の 

 

 

 

 

 

表に変わりつつあります。来年が怖いです

ね。（笑） 

過去には 

「私は図書カードに換えたいんやけど、お

母さんがお米にしなさいって言うから…」 

と、お米を渡した生徒もいました。 

一番人気はやっぱり図書カードです。 

8割方の生徒は図書カードに換えますね。 

しかし、この中でいくつの景品が日の目

を見るのだろうか？と思っていると、 

きたきたきたきた～。 

 

 北高2年のK.K君。 

私の超オススメ「ウルトラマンの目覚まし

時計」を５００ポイントで交換しました。 

ネットで注文して、届いた時計を手にして、

これでしっかり朝起きることができると

K.K君超ゴキゲン！ 

  写真の注文にもはい、この通り。 

 

 

空を見上げ、ほっとけば「シュワッチ」と

言って飛んで行きそう。 

私は彼のこのノリが好きだなあ～！ 
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ちなみに彼は現在、大阪大学人間科学部を

目指して、ずっと好調を維持しています。 

 K 君、さっそく電池を入れ、誰もいない

２３時過ぎの高校生の教室で、アラームセ

ットをして試してみました。 

セット時間になると、胸のカラータイマー

が緑色に点灯し、“ウルトラマンのテーマ

曲”にのって、 

「私はウルトラマン！ねぼすけな君を起

こしにやってきた！」 

   そして、 

「ピコーン ピコーン」とカラータイマー

の色が赤色の点滅に変わります。 

「しまった！時間がない！早く起きるん

だ！！」 

   アラームを止めると、 

「良く起きたね！シュワッチ！！」 

力強い味方が出来ましたね。これで鬼に金

棒ですか？私のイチオシの景品でした。 
 

◆新年度変更点◆ 

 

さて、２０１３年より下記のことが変更、

または新しくなります。 

 

①「ＯＫ！学習法」の全面採用による、小・

中学生の映像授業の廃止。それに伴う 

 本科コース授業料の値下げ。 

②小６・中３の坐禅研修の参加 

③中３・高３の受験対策費の長期割引実施 

④公園・河川等のボランティア清掃活動の 

 

 

 

 

 

実施 

 

①は OK!学習法を実施して必然的にこうな

りました。絶対にこの学習法はいいです。

自律学習にはうってつけです。どの学習

法よりも成績が上がる、究極の学習法だ

と私は思っています。一部の映像を短期

間残しますが多分半年くらいですか。 

今回の期末試験で９０点アップの、付

属中２年、A.Kさんの感想をどうぞ。 

 

今回、入塾して初めての定期テストであ 

る後期期末テストでは、前回よりも９０点

も合計点数を上げることができました。惜

しくも目標点数には届きませんでしたが、

５教科のうち４教科の点数を上げること

ができました。 

入塾する前は、教科書を一通り読む、ワ

ークをテスト範囲すべてを一回以上やる

ということが出来てなく、ワークは学校に

提出するためにやったり、ぎりぎりになっ

て進めていたりしていました。また、分か

らないところもそのままにしてしまうこ

とも少なからずありました。入塾して、

「OK！学習法」と「ワークテスト」に出

会ったことで、学習量は以前に比べ大幅に

増え、わからないところも自分から進んで

聞きにいけるようになりました。 

また、OK の赤い大きなハンコを押して 

もらうと、達成感が得られて、「次もやる

ぞ！！」という気持ちになることが出来ま

す。 
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これからも、たくさんのOKハンコがも 

らえるように頑張りたいし、今回のテスト

の結果に満足しないで、もっともっと上を

目指していきます！！ 

 

A.K さんありがとう。最後の言葉、いいで

すね。そんなあなたなら絶対に出来ますよ。

応援します！ 

 

OK学習法は、中学生は全面的に実施、小学

生は部分的に取り入れます。高校生は理科、

社会ほか、テキストを学習する場合はすべ

て取り入れます。 

映像を廃止し、映像の会社と契約を解約

したので、毎年支払っていた料金分を小・

中学生の本科コースに減額の形で表しま

した。 

小学生 本科２科目 

    ２１,０００円→１９,４５０円 

中学生 本科５科目 

    ３３,０００円→３１,５００円 

    本科４科目 

    ２９,４００円→２７,３００円 

 

②３年前から、１０月の後半に、坐禅研修

会を実施してきました。私はどうしても、

全生徒にこの研修に行って欲しいので

す。行って絶対にソンはありません。 

  小６は日帰り、中３は１泊２日で実施

します。これまでは「全員参加」という、

塾則はありませんでした。よって、既塾

生には研修費の半額を塾が補填します。

ちますので参加下さい。 
 

 

 

 

どうしても都合が悪いという方には強

制は致しません。 

  ３月末時点で在籍している塾生全員

に、半額補填をさせていただきます。例

えば、現在２年生の生徒が、６年生にな

ったときも、もちろん有効です。 

  現在の中３、高１･２年生は、春の小

６か、秋に中３生が行くときに参加して

下さい。この半額補助は１回のみ有効で

す。４月以降の入塾生には、坐禅研修を

入塾条件とします。 

  近くのお寺でも座禅研修はあります。

しかし、殆どが坐禅を組んで、お茶を飲

んで解散、のような簡単なものです。 

 坐禅研修は、坐禅だけが目的ではありま

せん。廊下を歩くのも、食事をするのも、 

掃除も、法話もすべてが研修なのです。

特に朝一番の坐禅は最高です。 

真っ暗な廊下を法堂へと歩きます。 

 ロウソク１本の灯り、ピ～ンと張り詰め

た空気の中で組む坐禅。昼間ちょっと組

むのとは雰囲気が違います。 

 あの感覚をぜひ体験して欲しい。 

その思いだけです。 
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③私は携帯電話はドコモを１０数年使っ

ています。古くなって機種変更に行くと

きにいつも不満に思っていました。 

（前々回は春プロ中に、至誠館のトイレに落として機

種変更） 

新規で申し込む人、他社から変更する

人には「０円」で提供するのに、１０年

以上も使っていてなんでこんなに高い

んだ？ 

  新規の客の取り合い、他社からの引き

抜きをしないといけないのは分かりま

す。しかし、長年使っているお客さんに

はサービスがないの？ 

 実行します。現在受験生から頂いている、

受験対策費３１５０円を下記条件を満

たしていれば「０円」とします。 

 

 中３生―小６の３月末日時点で在籍。 

 高３生―中３の３月末日時点で在籍。 

長く学んでくれるあなたへ、学志舎からの

感謝の気持ちです。 

 
④下記を見てください。 
 
日本 4..6％ 米国 32％ 中国 27.8％ 
      3.3%       14.4%      22.4% 
      6.1%       23.3%      20.3% 
 
何の数字か分かりますか？ 
瞬時に分かった人は、頭のネジが４,５本

飛んでいます（笑） 
これは、ボランティアをした経験がある 

 
 
 
 
 
人の％テージです。 
上の段より高校生、２段目父、３段目母。 
いかに日本ではボランティア活動に参加

する人が少ないか。 
 ４月度より毎月、清掃活動を実施します。 
場所は隔月で、長良と伊奈波と場所を変え

ます。公園・河川などと言うのは私の考え

で、後日アンケートをとりますので、他に

いい案がありましたら教えてください。 
説明会でも言ったように、私は一人でもや

ります。 
誰に言われるでもなく、誰に褒められる

でもなく、人の役に立つことを、何の対価

も求めず自分の意思で、粛々と実行する。 
 雨天も決行です。 
 
新年度説明会の私の話は、ＨＰにアップ

します。来られなかった方、よろしければ

ご覧下さい。 
 
 

◆編集後記◆ 

 

新年度説明会に来てくださった、M.K さん

のお母さんからメールをいただきました。 

 

こんばんは 

遅くなりましたが、先日の新年度説明会、あり

がとうございました。 

来年度の塾の意気込みが強く感じられました。 

 OK学習法、密かに私も自分の勉強でやってみ 
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ようかと思ってます。 

スマホのアプリで「脱なまけもの」という、尻

を叩いてくれるアプリを入れたので(笑) 

 

それにしても、いい環境で勉強させてもらえて、

我が子は本当に幸せだなぁと感じました。 

次々に勉強して新しいことを取り入れる塾を選

んで良かったです。本当に。 

 

ここしばらく、毎週日曜日は、学志舎の広告を

見るのが楽しみになっています！ 

       （後略） 

 

Kさんありがとうございました。 

変な話ですが、私は「塾の意気込み、私

の意気込みを感じてくれたんだ」って思っ

たんです。 
もちろん、そのつもりで話をしています

が、改めて人からそう言われると、その思

いがさらに強くなるのです。 
「もっともっと頑張ろう！」って。 
 2月17日の説明会でも言いましたが、人

は、他人から言われたことが潜在意識の中

に入り、つもり積もって無意識に行動しま

す。 
 例えば自分では人にやさしくないと思

ってる人でも、「貴方はは優しい人ですね」 
と言われると、そのように行動してしまい

ます。 
 「お前は漢字が苦手だね」、と言われた

子供は、高い確率で漢字が嫌いになります。 
そう、言われたことに、無意識のうちに反 

 
 
 
 
応してしまうんですよね。 
 だから言葉って大事なんです。 
プラスエネルギーに溢れた言葉、前向きな

言葉、優しい言葉、温かい言葉のシャワー

をどうぞ、ご家庭でお子様に浴びさせてあ

げて下さい。潜在意識の中にどんどん詰め

込んであげて下さい。 
我々も言い続けます。 

「君は必ず出来る！」 
そして信じてあげて下さい。そして見守っ

てあげて下さい。 
 
 高校の部4期目で、初の国立大学の医学

部合格者が出ました。岐阜高校3年のJ.K
君、岐阜大学に合格です。 
 彼は夏前に、体育祭の応援がやりたいと

言い出しました。まだまだ岐大の医学部に

合格するには、安心できる線まで入ってい

ませんでした。大事な夏休み、応援の練習

で毎日時間を取られる。お母さんもその点

が不安で、6 月の保護者懇談会で、その話

が出ました。 
いろいろな話の後、事務長は言いきりまし

た。「J君を信じて、お母さん、見守ってあ

げて下さい」 
お母さんは先日、当時のことを述懐され

ました。「あの懇談会で気が楽になりまし

た。この子を信じて、ひたすら見守ってい

けばいいんだ、そう思いました。」 
 信じてもらっている、そう実感した者は、

必ずそれなりの行動と成果を出します。 
 それが人だと思います。では次号まで。 
          塾長 山田勝登 
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