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草莽塾シンガポール

鴻海のシャープ買収
〜有機ＥＬを手中にしたアップルの試練

シンガポール版再掲

「京ことばで語る源氏物語」
女優 山下智子 × 評論家 深田萌絵
〜巻頭インタビュー

https://www.facebook.com/soumoujuku/

表 紙 モ デ ル ： 深田萌 絵
撮 影：青山裕 企（ 講 談 社のミスコン審査委員）

京都で忙まれ育ち東点で女優業へ
日本の歴史ではあまり知られていませんが、平城京から平安京に
移る間に建設された長岡京と呼ばれる京都の町で育ち、幼い頃か
ら日本舞踊に親しんできました。
高校生の頃に足の怪我で踊れなくなり、夢を失ったと悲しみに暮
れていました。悲しみを和らげようと、ベルトルト・ブレヒトの
本を読みだしたことをきっかけにブレヒトの舞台に主役として立
ち、踊りという『沈黙の表現』をベースに生きてきた自分が言葉
で『語りの表現』することの魅力に取りつかれてしまいました。
そして、高校を卒業して、すぐに東京の無名塾で女優になる勉強
をさせて頂けることになりました。舞台だけのつもりでしたが、
時代劇等のテレビドラマにも多数出させて頂いておりました。
京ことばを忘れたことに気が付いた
ことが、自分を『源氏物語・朗説家』に導いてくれた
女優業も順調だったころに体調を崩してしまい、東京から一度、
京都に戻るんです。その時に友人が、中井和子先生を御紹介して
くださって、その時に先生が「読めますか？」とスッと彼女が訳
された『京言葉の源氏物語』の本を差し出すんです。
パッと開いた時に「あ、読めない」と思いました。長らく東京で
標準語で話す訓練を受けていましたから、京の細やかな発音、
ニュアンスを忘れてしまっていたんです。京都で生まれ育ったは
ずの自分が、京言葉を忘れていたという事に気が付いて、一度辞
退させて頂いたんです。
その後、源氏物語の事も一度忘れて、チュニジアに民族舞踊留学
に行ったんですけど、形を真似て踊ることはできても、どこか何
かが違う。そう、自分はここで生まれ育っていないので、魂を伝
えることができないんだと思いました。その時に、フッとまた、
京言菓で語る源氏物語の事が頭をよぎったんです。
京都に戻った時に、また、例の友人が「人を紹介したい」と言っ
て、中井和子先生のところへ私を連れて行くんです。彼はlo
年前に私を既に紹介したことを忘れていたみたいです。（笑）そ
して、先生にお会いすると、また、「読めますか？」と彼女の本
を差し出されて、今度は心から「はい」と謹んでお受けさせて頂
くことができる自分に成長していました。
シンガポール版IBDP（右図）からインタビューの冒頭を再掲しま
した。
Amazon や Google で、IBDP7 Kindle と検索してくださ
い。
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マレーシア、スイス、横浜、東京(上記の生徒も受講中)、ドバイな
どスカイプ授業が人気です。IBDPや医学部受験に実績あります。

http://supermedia.press.ne.jp/

高校生が目指すべき未来

近藤蓮根

西暦２０００年前後に生まれた現在高校生の皆さんへ。私は近藤流東洋占星術師の二代目の近藤蓮根で
す。これから世界に起こる未来の予定を話しましょう。
ミレニアム生まれの皆さんの成功は５０歳以降、『大器晩成型の人生設計』をしましょう！
２０１８年夏頃から上場製造業の衰退が始まります。多くの企業が２０１９年から２０２６年にかけて倒
産していきます。大企業も売上縮小し、倒産していく可能性が高いです。大学名や企業の知名度にとらわ
れると失敗します。
直観を大事にし、心の赴くままに生きたほうが良いのです。もちろん、遊んで暮らせばいいわけではな
く、『本当に役に立つ勉強』が必要です。
「勤勉実直、自然への探究、合理主義、社会活動への参加」がテーマだった時代は終わり、非寛容で、他
者を受け入れない時代が始まります。各地で紛争が起こりグローバリゼーションは終焉を迎えます。
数学が苦手だといって文系に進学しようとしていませんか？
これからの時代、文系は役に立ちません。稼ぎたければ、物理数学、航空宇宙と医学と神学―占星術を勉
強しましょう。産業界では数学や電磁気学や核物理学がますます研究され、投資も集まるでしょう。海外
の医学系に進路をとるのも良いかもしれません。科学史を読むと、戦争に行かないために理科系の学者に
なった方が過去たくさんいました。戦争になると、普通高校卒業の凡人は、最前線に送られるので、お勉
強は理科数学医療系を目指すべきだと考えます。
特に今年、２０１８年から２０５０年は激動の時代になるでしょう。
大きな流れとして、２０２６年9月２９日から、世界中の土木建設・不動産証券投資などの時代が終わり、
労働者も産業も廃れていきます。
２０２６年から２０４４年までが変革のピークで、世界は戦争へ突入するでしょう。この時、皆さんが勉
強している内容とは１８０度視点を変えた学問や仕事が登場するので、知識を増やして準備しておきま
しょう。
２０４５年から２０５０年までは新しい時代が始まる準備期間で、２０５０年から皆さんの能力が花開く
時代です。
資産価値の変容が起きます。現金、株、不動産信託証券の価値が下がり、インフレの時代が来ると考えら
れます。本を読んで自己投資が一番です。それと、宝石と絵画に人気が集まります。
間接金融（銀行、保険、証券）と放送業界の見通しは暗いので、就職は避けましょう。
ブランド物などの高級品はいつでも買えますが、価値は消えていきます。価値が消えずに時間と共に高ま
るものは知恵です。本を読みましょう。心を清浄にしていろいろな経験を積みましょう。ボランティアを
通じてゲームではできない経験を積むと智慧が生まれるでしょう。
毎日、本を読みましょう。仲間や友人を大事にしましょう。奉仕の精神を心掛けていれば解決策は生まれ
てきます。

近藤蓮根 二代目近藤流推命鑑定 （東洋占星術師）
九星遁甲術 算命学 四柱推命 紫微斗数を駆使して宿命を特定し、より良い運命を構築するお手伝いを
します。宿命は変えられませんが、運命は自分の努力で変えられます。
■鑑定をご希望の方
２５歳以下もしくは学生さんなら、１時間千円で拝見します。３０歳以降の出世払いも可能です。事業・
採用・人事・婚姻・人生などのご相談は本誌を読んだと事前に言っていただければ１時間１万円で拝見し
ます。

taka@kondoh.co.jp

草弄塾lさ、 個別指導の
塾なので、 苦手な分野
を効果的に補ってもら
えます。 分からない所
lさ答えではなくやり方
を教えてくれるので、
他の教科も自ら進んで
勉強するようになり、
自信に繋がります。
入塾してまだ 2. ヶ月で
すが、 苦手科目で教わ
った勉強法を他の教科
にも応用したら、 徐々
に成績が上昇し、 手応
えを感じつつありま
す。
古川莉咲さん
OFS 1 2. 年生

http://supermedia.press.ne.jp
お間い合わせは、SMS 65-

92272941
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２０年来、社会人・経営者の方々も受講して
います。（東大・京大・東 北大・シンガポー
ル国立大の卒業の方々です）
経営効率化・マーケティング・数学再入門な
ど。コーチは、もと・早稲田経営学院の中小
企業診断士セミナーのプロデューサーで す。

亡骸は檻のなかに落ちたが
魂は檻の天井を抜けて
大空へ羽ばた いていった

ニッポニア・ ニッポン
新聞記事によると
ニンゲンでいえば１００歳を越える
最後のトキは
突然飛び上がり
檻の天井に激突し
脳挫傷で死亡

渡辺藤一

IB JAPANESE - IBDPの日本語
DPコースは高校最終の２年間で、本部試験が修了時に実施される。そのうち日本語の試験問題をひとつだけみてみよう。
（参照）IB Japanese A1 Higher Level Paper 2
ペーパー１は抜粋した文学作品の読解問題、ペーパー２は既習作品をもとにした比較問題。どちらも原稿用紙に縦書きで１２００字以上
の小論文でこたえる。９０分から２時間が制限時間。詳細は、
レベルによって異なる。

文学のHLハイヤーレベルとSLスタンダードレベル、言語と文学のHLとSLから日本人は選択することが多い。なお正規のＩＢＤＰ教師が
いない場合は、セルトートといって文学のＳＬが指定される。その場合、学校や保護者が適当な教師を探して、スカイプもしくは家庭教師
として指導してもらう。言語と文学の場合はペーパー１は文化・時事問題の、いわゆる小論文になる。いわゆる国語と社会のミックスだ。
日本文学ＨＬの、あるインターの課題図書は以下のようになる。PLT外国文学やPLA日本文学というのはIB本部が決めた作品リスト：

Japanese A - literature HL (Y11-12)
Part 1
Works in Translation
3 from PLT

オイディプスとクロノス ギリシア神話
ペルセポリス サトラピ イラン ２０ｃ 女性
リア王 シェイクスピア イギリス １７ｃ 男性

Part 2
Detailed study
3 from PLA
(Diﬀerent Genre)

新古今集 藤原定家他
戯曲 半神 野田秀樹
モオツァルト 小林秀雄

Part 3
Literary Genre
4 from the
PLA （Same
genre:
poetry）
Part 4
Options

谷崎潤ー郎

細雪

吉本隆明
本居宣長
コーラン

言語にとって美とは何か
紫文要領

紫式部

ニーチェ

夕顔 若紫

埴谷雄高

高橋和己

広告代理店 ＧＭＩ
〒104-0061 東京都中央区銀座
7丁目13番6号 サガミビル2階
０３－６２６０－６４９６
info@gmi.com.co
まで、お気軽にお問い合せくだ
さい。

死霊

邪宗門

ツァラトゥストラかく語りき

IBDP日本語でさらに特徴的なのは、口頭発表だろう。小論文もどんどん書いていくので、発信能力、プレゼンテーション能力が身に付く。
余談だが、英語の授業も読み聞くと同様に書き話すことが大切にされているので、日本の英語教育と違って、いつまでたっても英会話が出来
ないということがない。
２年目の後期に以上の課題を本部に提出し、それから最終試験をうける。１年目はそのための演習で、途中に何回かの校内試験がある。
ところで、あるインターのIGCSE日本語8-９年生つまり日本での中学２-３年生の定期試験はこのようになる。
これを制限時間60分で解答する：
1
2
3

覚えている百人一首からひとつ選んで記し、その解説をせよ。
内容の説明、文法、修辞法、文学史など。
用言の活用と活用の種類について、具体例をあげながらわかりやすく説明せよ。
次の世阿弥の文章をわかりやすく要約せよ。
（300字程度）

この年のころよりは、はや漸々声も調子にかかり、能も心づくころなれば、次第次第に物数も教ふべし。まづ童形なれば、なにをしたる
も幽玄なり。声も立つころなり。二つの便りあれば、悪きことは隠れ、よきことはいよいよ花めけり。おほかた、児の申楽に、さのみにこま
かなるまねなどは、せさすべからず。当座も似あはず、能もあがらぬ相なり。ただし、堪能になりぬれば、なにとしたるもよかるべし。児と
いひ、声といひ、
しかも上手ならば、 なにかは悪かるべき。さりながら、この花は真の花にはあらず。ただ時分の花なり。去れば、この時
分の稽古、すべてすべちやすきなり。さるほどに、一期の能のさだめにはなるまじきなり。このころの稽古、やすきところを花にあてて、
わざをば大事にすべし。はたらきをも確やかに、音曲をも、文字にさわさわとあたり、舞をも、手をさだめて、大事にして稽古すべし。

もちろん中学１年生から、次のページ（IGCSE）のようなカリキュラムで準備しているから出来ることだ。

FIRST LANGUAGE Japanese

Year 7 (IGCSE)

Course Description コース概要

Students are encouraged to use media of various kinds (the Internet, books, etc.) to receive, send and analyze information in
Japanese appropriately, improving their vocabulary of basic Japanese and learning basic Japanese grammar.
日本語での情報の受信と分析、コミュニケートと情報発信が適正に出来るように、基本的な日本語の語彙・文法を学ぶと同時にインターネッ
トや書籍など各種の日本語媒体を活用する。

Assessment Criteria 評価基準
[Reading] Students who are taking this lesson will be expected to:
1. Read the textbooks aloud.
2. Understand the general ideas of the textbooks.
3. Analyze the contents of the textbooks.
[理解]
1. 音読できる。
2. 大意がつかめる。
3. 分析できる。
[Writing / Speaking] Students who are taking this lesson will be expected to:
1. Use kanji characters correctly and words eﬀectively.
2. Explain the contents of the textbooks.
[表現]
1. 漢字や語彙が正しく使える。
2. わかりやすく説明できる。
[Creativity] Students who are taking this lesson will be expected to:
1. Add value to the textbooks in original and creative way.
[創造]
1. 独自の価値をもたらすことができる。

Grading Policy 評価の方針
Grade A*-E
Students who are able to complete the above performances in Assessment Criteria will score the highest marks.
評価基準の課題がすべて出来るなら評価A*
Students with C or more will get a pass mark.
C以上が合格点。

Goal Grades コースの目標
After successfully completing this course students will be able to do the following:
1. Use kanji characters at the level of ﬁnished Japanese compulsory education.
2. Read, comprehend and write a composition at the level of ﬁnished Japanese compulsory education.
3. Have basic level of ability to receive and analyze information in Japanese.
日本の義務教育相当の漢字力、国語読解力と作文力をつけさせる。
日本語で情報受信と分析できる基礎レベルの力をつけさせる。

Grade Explanation
Students will have basic ability of Japanese language to after successfully completing this course.
JAPANESE の基礎力をつけさせる。

インター校の内申書対策とっておきの参考書
化学・物理・生物

Schaum's 3,000 Solved Problems
定期考査対策にも宿題対策にも最
適なので、おかげで家庭教師はもう
不要だと言われることが多い。
http://www.slideshare.net/

ＩＢＤＰ編

数学

ためせ実力! 数学検定準1級実践演習
ISBN-10: 4627048912
Power maths H1 & H2

An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications
ジオグラフィで悩む生徒にはこれを読んでもらっている。
http://www.climate.org/PDF/clim̲change̲scenario.pdf
いわゆるペンタゴンレポートだ。

ISBN: 9789810842253 (pbk)

ここには無料版もある。
理数系は特に、yellow reefのGCE
日本文学なら、青空文庫が無料。
文学に限らず岩波文庫は必読図書だ。

地理

A-level シリーズがいい。
Google play にある。

経済は長文記述のためには、具体性が必要だから、時事問
題を解説している。
これは医学部受験や、小論文対策にも有効で、
ここ数年UWC
のトップレベルの受験生が直前対策に活用している。

特集

鴻海のシャープ買収
有機ＥＬを手中にしたアップルの試練

月刊WiLL (ウィル) 2017年 12月号 [雑誌] Kindle版
河添恵子/深田萌絵 対談もご参考ください。

ＯＬＥＤ市場は全面戦争へ
軽やかで柔らかいフィルム型ディスプレイは折り曲げることもで

きて、いかにも映画に出てきそうな近未来型のディスプレイだ。

アップルが２０１８年から全機種をＯＬＥＤ（有機ＥＬディスプ

数年前にサムソンのＡＭＯＬＥＤのＣＭでユーザーが半透明の

薄型ディスプレイを軽やかに使うシーンに視聴者は期待を寄せた
が、実際に出てきたのは硬い基板に貼りつけられたＡＭＯＬＥ

Ｄだったのでユーザーのがっかり感はあったようだ。アップルの

iphone6sの売行きが今一つだったのも、ユーザーにとって注目

すべき新しさがなかったからだ。シャープのＯＬＥＤが量産体制

を整えても、アップル自身がＯＬＥＤの特性を活かしきった設計

レイ）に切り替えると発表を行ない、シャープが開発途上にあるＯ

ができなければ、ユーザーへの訴求力が足りない。実は、ＯＬＥ

名乗りを上げた。２０００億円の開発投資をかけてでもシャープ

る。それは、アップルウォッチにiphoneに必要な機能を全て搭載

ＬＥＤの技術獲得を狙った鴻海のテリー・ゴウはシャープ買収に

のＯＬＥＤ技術を完成させる為だとテリー・ゴウは説明した。Ｏ

Ｄ問題とアップルウォッチ在庫問題を一気に解決する方法があ

しリアルタイム動画伝送チップを搭載すれば、ＯＬＥＤのディス

ＬＥＤ技術を持つ友達光電買収でこけた鴻海がＯＬＥＤ技術を

プレイ側には表示機能と制御コマンドを送信する小型のチップと

給は難しい為である。鴻海によるシャープ株式第三者割当増資の

らしいデザインが可能になる。そうなるとアップルに足りないのは

早く手中にしなければ、アップルの求める価格でのディスプレイ供

契約調印直前、スマホ関連マーケットに変化が訪れた。これまで

ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）よりも高価だった５．５インチサイズ

のＡＭＯＬＥＤ（有機ＥＬディスプレイの一種でActive matrix

Organic Light Displayの略）の製造コストが１４ドル３０セン

トと、同サイズのＬＣＤより３０セントも安くなったとサムソンが

発 表をしたのだ。アップルと蜜月関 係にある鴻 海のＯ Ｌ Ｅ Ｄを
狙ったシャープ買収に、サムソンからアップルへの牽制球が投げ

られたのだ。

シャープにＯＬＥＤがあったのか！？
ところが鴻海シャープの契約調印直後、テリー・ゴウはシャープ

が折り曲げ可能なＯＬＥＤの開発に成功したと台湾メディアに

バッテリーだけで済むので、もはや基板には捉われないアップル

ディスプレイではない、低遅延映像伝送ソリューションだ。

前門の公正取引委員会、
後門の証券取引監視委員会
シャープ買収契約も締結し、ＯＬＥＤも手に入れて鴻海株式は

価値上昇と市場では見られているが、実は二つの課題が待ってい

る。一つ目は独占禁止法違反の審査、二つ目はＳＥＣ（米証券取
引等監視委員会）の監視である。鴻海グループがシャープ株を６

６．０６％取得するとＬＣＤのシェアが事実上世界一になる。そ

うなると、公正取引委員会が黙ってはいないはずだが、今回の新

株引受は鴻海と連結決算対象外の企業やテリー・ゴウの実質支

配会社ＳＩＯインターナショナル等で分散して引き受けているの

向けて発表した。テリー・ゴウのターゲットはもちろんアップルの

で鴻海の連結決算からシャープは外れているので単純な持ち分

けではない、シャープ内部の人間も驚かされた。なにせ、シャープ

とは言い切れない。問題はその解釈だ。テリー・ゴウが公正取引

年間２．１億台のスマホ用だ。
この発表に驚いたのはサムソンだ

で働いている人間も一部を除いてＯＬＥＤがそこまで進んでい

るとは知らされていなかったからだ。アップルの年間スマホ出荷

基準で考えれば鴻海が世界一のディスプレイメーカーに躍り出た
委員会の審査逃れで、株式をテリー・ゴウが実質支配する会社４

社で引き受けさせていると判断されれば破談になる可能性はま

台数は２．１億台。２０１８年からＯＬＥＤの全面導入が始ま

だある。それだけではない。よりによって、シャープ株引き受け会

直後の鴻海株価は跳ね上がり、テリー・ゴウの表情からは笑みが

２億台湾ドルの所得隠しを行なっていたと報じられているのだ。

れば、年間数十億ドルの売上が見込める。ＯＬＥＤ技術を発表

漏 れ た。これにはシャープ 社 員も「うちにＯ Ｌ Ｅ Ｄ があったの
か！？」
と当惑の表情を見せた。それもそのはずで、ＯＬＥＤ技術

が完成しているならば、シャープの株価はもっと高かったはずだ
からだ。そうなれば８８円なんて安い株価で鴻海に買収される必
要は無かったので、シャープ社員なら当然感じる戸惑いだろう。

ＯＬＥＤに残された課題

社の一社が『パナマ文書』に掲載され、鴻海は関連会社で７４１

そのニュースで飛び出してきたのが、のろまな日本の金融庁では
無く米ＳＥＣだ。シャープには米子会社もある関係で米国ではＳ
ＥＣの調査員が鴻海の取引先に聞き込みを始めたという噂で持

ち切りだ。

そもそも、アップルがＯＬＥＤを導入すると発表しているので、

シャープもＯＬＥＤ開発成功をさっさと発表しておけば株価は跳
ね上がっていたことは間違いない。公表していなかったのは、鴻

海 に 止 められてい た からで は な い だろうか 。そうで なけれ ば 、

鴻海のシャープ買収契約締結も済み、アップルは量産型の安価

シャープよりも鴻海が先にシャープのＯＬＥＤ技術を発表するの

がちだが実はそうでもない。ＯＬＥＤの薄さと柔軟性を活かした

じられている。そうならば、鴻海がシャープの株式を８８円で引き

おうとすると、硬くて武骨な電子基板が邪魔をするのだ。

てくる。いやはや、出だしから混迷を極めた鴻海のシャープ買収事

なＯＬＥＤがシャープから供給されるのを待つばかりだと思われ

アップルらしいオシャレで近未来的なカッコいいデザインを行な

はタイミング的におかしいだろうと一部のニュースメディアでは報

受けるという価格が公正ではなかったことが問われる可能性が出
件は今後も泥沼化の兆しが見えている。

予備校講師が見た合格する生徒・ ダメな生徒
（文責・壷井雅子）
勉強の仕方に凝るヤ"/、 予習に時間をかけるヤ ＂／など
落ちる生徒のパ勺 ー ンを講師がズバリ告発！
予備校のウう話もいっlざい
巻末付録 書き込よ式 ・ 受験計画マニュアル
予備校生よ、 もっと発想を変えて合格できる生徒になれ
• こんな生徒は落ちる、 こんな生徒が合格る
• こんな勉強では落ちる、 こうすれば合格る
• 上手な勉強法＝合格する生徒の発想法はここが違う
・ ダメな生徒のための科目別とってあきの勉強法
• 興味シンシン ・ 予備校講師のウラ話
• 失敗しない受験作戦 ・ キミの頭lさ固い、 もっと柔くして大学を選べ
ーなど予備校講師が教える必勝受験術
合まえがき一 灰色の受験生活の中から、 彩やかな夢の輪郭が見えてくる
人間になりはじめのころIさ誰でも夢を持っている。夢がふつう目覚める前の夜に見られるもの
なら1ざ、 その夢Iさ人間として生まれてくる前の世界でイ;...ブットされたものかもしれない。
小学生のころ、 友人間係の少なかった私を、 いつも自宅によんでくれ、 遊んでくれた親友がい
た。二人の夢Iさ宇宙飛行士になることだった。趣味が天文観測の彼Iさまた、 勺イムマシ;....の作
り方について熱っIぎく語ってくれた。宇宙戦争のときの地球防衛システムの絵を二人で合作し
て、 学校の宿題で出したこともある。
その彼は小学校が終わらないうちに転校していった。その後、
私はそんな子どもっlぎい夢Iさ非
｀｀
｀｀
現実のものとして忘れてしまった、 しかし、
詩人 になったらしい。 コミケットのマ;....ガ同
人誌で、 私の詩力'7l:.、ガ化されているのを、 生徒から見せられたときIさひっくりした。
｀

｀｀

そころが、 ある朝、 新間に ＇日本人宇宙飛行士決定 の記事を見たときはもっと鵞いた。本当
にあのD君の写真も出ていた。夢Iさ忘れIさてなければ、 必ずそのうち実現する、 とは最近の私
も思うことだが。
転校したD君（土井隆雄）と1さ、 大学の合格発表があったとき、 同じ大学の別の学部に合格し
た彼から連絡があり、 久しぶりに会った。それからまたしばらく音沙汰がなかったが、 あ互い
｀
｀プ
にもう別の道を歩んでいたからね。数年前にNASAから年賀状をいただいた。それに1さ
｀
ラズマエ;...;..:.·;....の開発をしている ＇とあった。
rさすがアメリカ。人間の夢を実現するシステムがある」とそのとき思った。まだD君Iさ宇宙
に飛んでいないが（執筆当時）、 いま彼Iさもっと大きな夢を実現させようとしている。
夢Iさ捨てるな、 持ちつづけろ、 が私が彼から学んだことだ。そして予備校もそんな夢を実現さ
せるもうひとつのエ;....ジ ;....ta のだ。知恵の実を食べてしまったから、 あう人類Iさエデ;....に帰れ
ない。神＝自然に反抗して、 知恵Iさ人類に反自然の道を歩ませる。そして知恵Iさ、 開けられて
しまったパ;...ドうの箱のように、 再ひ封印したとしても無駄な、 取り返しのつかない自己進化
の特性を持っている。それなら行Itるところまで行ってぷよう。
受験勉強Iさつらいかもしれない。しかしこの数年間が、 一生を闘い抜く基盤をつくってくれ
｀｀
｀｀
る。あらゆるスポ ー＂ ／の基礎が走り込よであるように、
灰色の受験生活 の中から、 彩やか
な夢の輪郭が少しずつ見えはじめる。

• ひとりひとりのエリート教育・草莽塾はマンツーマン専門です。責任をもって担
当している生徒のためだけの贅沢な指導で驚異的な成果を出せています。
• スカイプやメッセンジャーなどのTV電話で世界中からご利用いただいています。
生徒rあいつ、 バカ(J)u,とつ覚えで英単語Iざかりやってる。
英語の発音ム千ャ悪いし。 考える頭ないんだったら受験なんかやめてしまえIざいいのに。」
声rたいてい、 こういわれた生徒の方が合格る。」

http://supermedia.press.ne.jp/
詳細はこちらからご参照下さい。
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こんな生徒Iさ落ちる、 こんな生徒が合格る

◆やれば出来ると思っているキミIさ永遠に出来ない
試験で悪い結果をもらったあとで、 よく r 今日1さやらなかったから」という人がいる。 あるい
Iさ r やれば出来るのにどうしてやらないの」と言われ続けている人もいる。
実は 「 やれは出来る」と言われている人は、 「 もしやっても出来なかったらどうするんだ。 もう
あしまいじゃないか」と不安がり、 やらないでいるうちは、 いつまでも 「 やれば出来る」のだか
ら、 と自分で自分をだまし続けて安心している。 そう、 だからえミIさ永遠に出来ないわけだ。 そ
れならいっそ 「 もうあしまい」からスタ ー トしてはどうだろう。 どんな天オ・秀オでも赤ん坊で
生まれた。 よんなゼロから出発した。 出来なくってもいいからやってよる。 もちろん本当に出来
ないように見えるかもしれない。 けれど、 本人も気がつかない無意識の奥の方で実力lさ着実につ
いていくものだ。 それに気づかないでいるのIさ実Iさ本人だけなのかもしれない。 試験の結果に
も、 すぐに1さ跳ね返ってこないかもしれない。
でも良いことも悪いことも、 やったこと1さいつまでも着実に積よ重ねられ、 出てくる千ャンスを
待っている。
そのときのためにやり続けること。 途中でやめてしまったこと1さ結果として現れない。
やっても出来なかったことはよいことだ。 なぜならやったことが必ず奥の方に積出重なっている
から。 むしろやらなくて出来た人の方が問題だ。 実力が向上するせっかくの千ャンスをふいにし
たのだから。
まちがった答えは書いて1さいけないといわれて、 いつも空白の予習答案を提出する生徒がいた。
逆に 一 所懸命に書いたが、 全部まちがう生徒もいた。 その日の授業を聞いて理解できたのIさ、 実
は全部まちがった生徒だった。 事前に 一 所懸命に考えたので、 理解しやすかったからだ。
◆暗記に ii いからと、 覚えることを後回しにする受験生Iさ落ちる

暗記の仕方Iさよくペンキ塗りにたとえられる。 例えIさ塀を 一 度に塗ってしまあうとして濃いペン
キをザりと塗ってしまう。 ところが乾くとパリパ I , Iさがれ落ちてしまう。 これは 一 夜漬けの勉強
と同じ。
きちんとペンキを塗りたければ、 むしろ薄いペンキを何回かに分けて重ね塗りする。 そうすると
乾いたあともきれいに塗られたままになる。
つまり、 知識事項の暗記Iさ、 本番の受験までに何回かは繰り返して覚えられるようにしてあかな
いといけない。 だいたい受験のための知識Iさ ー カ月やそこらで覚えきれるもので1さない。
たとえば英単語を6000語覚えるのだって、 毎日10語ずつやっていっても2年間かかる。 もちろ
んその間にせっかく覚えた単語も薄らいでいくから、 やはり繰り返して覚え直して定着させ、 い
つでも使える知識にしてあかなければならない。 英単語、 英文法・・・と、 英語だけとっても、
早め早めにやり始めていないととても間に合わない。
ところが、 知識より理解が大t7)だから、 と言い訳をして暗記をあろそかにする人がいる。 理解を
家の設計図、 そして知識を家の材料にたとえよう。 確かに設計図は大t7)だが材料の知識がないま
まで家をつくったら、 たぶん強度不足でその家は崩壊する。

起業家コラム

～若者よ、AIに勝てる自分になれ！～
Ｒｅｖａｔｒｏｎ株式会社
代表取締役 浅田麻衣子
短大卒業後、OL→クビ→株式投資でほぼ財産失う→
ネットオークションで食いつなぎ→早大政経に入学→
株のトレーダー兼ブロガー→ 投資銀行→
コンピューター・ハードウェア製造開発会社社長。

雇われる立場から雇う立場になると、若い人たちとの感性のギャップに驚く。最近驚いたことは、
Microsoft社のofficeをほとんど使った事がないという、スマホ普及によるパソコン離れ世代との面接
だった。
私は昭和生まれなので、子供の頃にはコンピューターなるものを見たことすらなかったある日、事件
が起こった。卒業式の日に、春休みが明けて一カ月ぶりに校舎へ行くと、『コンピューター室』と書か
れた見慣れない部屋ができている。中をのぞき込むとパソコンがズラッと並んでいたのに、「これは、
マズイ！！」と衝撃を受けた。
「自分はコンピューターを学ばなかったが、一つ年下の妹の世代は社会に出た瞬間からコンピューター
が使えて、使えない自分は社会に出た瞬間に価値がなくなるのか！？」
人生で初めて冷や汗を掻いたのがその日だ。社会に出て一年以内にパソコンが使えるようにならない
と、パソコンを学んだ次世代が現れて自分は仕事がなくなると直感したのだ。「今のままでは生きてい
けなくなる時代が来る」と思い、社会に出たらパソコンを買おうと決意したのが１１歳、実際に買った
のは２１歳、コンピューターの会社を始めたのが３２歳だ。そして、コンピューターはスマホとなり、
家電や車にまで組み込まれ、その数は伸び続けている。
それと同じことが高校生の皆さんにも起こる。次の敵はパソコンではなく『人工知能』だ。十年後に
残るのは低賃金超単純労働か、高賃金超付加価値労働の二極化の時代になるだろう。前者はＡＩの為に
データ入力をする奴隷、未来の『あゝ野麦峠』の女工だ。そうなりたくなければ、ＡＩに働かせる人間
になるのか、別次元で生きる人間になる。その時の為に、学校から与えられた勉強だけに捉われず、貪
欲に、自分の価値を高めていけるような勉強をして準備しておいて欲しい。
ＡＩに勝つには数学を学べ。
ＡＩと別次元で生きるには、感性を磨く。
ＡＩは基本的にデータベースという『過去』に依存している。過去に捉われない自由な自分になる訓
練をして、『五感』と『直感』という武器を研ぎ澄まそう。味覚、嗅覚を楽しませるレストランのシェ
フや、ライブができるアーティスト等の五感を楽しませる職業は残るだろう。そして、天から与えられ
た『直感』を信じよう。具体的でなくても若い感性でやりたいと思ったことが正解だ。私が『直感』で
ネットオークションを始めた時は毎月数十万円稼いでいた。その後、『直感』でトレードやブロガー
を始めた頃なんかは、ブロガーなんて言葉すらなかった時代で、「パソコンでいつでもどこでもお金が
稼げて、情報発信できる自分になりたい」と思ったことから始まった。一体何という呼び名の職業にな
るのかすら検討が付かないことが、『将来稼げる職業』であることは間違いない。若い世代には強い
『直感』という武器が備わっている。調べぬいて、今の自分に捉われずに未来を考え抜いて欲しい。誰か
にやりたい事を反対されても、自分が「これがやりたい！」という『直感』を信じて、全力で突っ走っ
ていこう。それが、ＡＩをアウトパフォームする生き方になるだろう。
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駅炉砂と『1,,= 四
in Singapore

ミス・マガジン後継の
ミスiD審査員で映画監
督でもある写真家の青
山裕企さんと世界進出
のためのYUKAI HANDS
INTERNATIONAL

日本人会のホ ー ムページ右のバナ ー
からも草葬塾に入れます
表紙モデル：河添恵子

撮影：青山裕企
シンガポ ー ルでの配布場所は、明治屋シンガ
ポ-ル、シンガポ-ルニチイインタ-ナショナルクリ
ニック、Fish Mart SAKURAYAなど。
日本は、大阪はっち、カスピタ！新橋、ONLY
FREE PAPER ヒガコプレイス店、都営地下鉄
など。
広告代理店 info@gmi.com.co 株式会社ＧＭＩ
担当田中までお願いします。

Yuki Aoyama: 『スクールガ ール•コンプレックス』 はAmazon書籍総合ランキング2位を獲得、
映画化（主演：森川葵·門脇麦）『 むすめと！ソラリー マン』の作品画像が、 イギリスBBC·アメリ
ヵCNN ・ ドイツSpiegelなどにて話題になり『NEWS ZERO』 『 王様のブランチ』など、 多くの番組で
紹介されている。 生駒里奈（乃木坂46) 『 君の足跡 』、 オリエンタルラジオ X 青山裕企写真
集 『DOUSEI -ドウセイ一 』、 『 「写真で食べていく」ための全力授業 』など（台湾•韓国でも、 翻訳版が
多数刊行）主な仕事に『 さしこ(HKT48指原莉乃）』グラビア、 雑誌の表紙を多数（二宮和也、 橋
本愛、 早見あかり、 欅坂46など）、 矢野優花オフィシャルカレンダ ー2016など。 書籍の装丁（
長沢樹、 吾妻ひでお、 綿矢りさ、 白岩玄、 『 吹部ノ ート1,2 』 など）。 CDジャケット（真空ホロ
ウ、 SCANDAL、 HKT48、 koma'n、 GReeeeNなど）、 MV『 無気カスイッチ（さよならポニ ー テ
ー
ル）』 『 I live for love (ななみ）』•乃木坂46·監督 『 恋子focus-ある女子校生の物語～ 』。 広告（
明治屋、 au、 リクナビ、 野村不動産、 本厚木ミロ ー ド、 Samsung Mobile Taiwanなど）。 第36
回日本アカデミ ー賞新人俳優賞受賞記念ポスタ —「Hello! New Cinema Face」、 ミスiD選考委員
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