
 

 

 

 

始業式からあっという間の４月 

 
クラス目標決めや修学旅行の行動班、宿舎班の係会、コース計画も始まりました。 

 
学年集会では修学旅行実施要綱の説明や進路の話など学年全員で確認しました。 

 
運動会実行委員と応援団やスローガンの話し合いも始まりました。 

 

 

１５歳のニュートンたちへ① 
『衝撃的な結果』 武居裕之 

 

【問い】次の文を読みなさい。 
 

Alex は男性にも女性にも使われる名前で、女性の名 Alexandra の愛称であるが、男性の

Alexander の愛称でもある。 
 

この文脈において、以下の文中の空欄に当てはまる最も適切なものを選択肢から一つ選びな

さい。 
 

Alexandra の愛称は（   ）である。 

 ①Alex    ②Alexander   ③男性   ④女性 
 

 

 これは文部科学省や協力に応じた一部上場企業の監修のもとで行われた「読解力」を判定

するテスト問題のひとつです。この問題の『中学生（１〜３年生）』の平均正答率は、なんと

３８％でした※。 
 

この結果を見て、生徒のみなさんはどのように感じましたか。保護者の方々はいかがでし

ょうか。私にとってこれは衝撃的でした。なぜかというと、この問題に正解できないという

ことは、このレベルの文章が読めないということであり、もっというならば、『教科書を読ん

でも、その意味を正しく理解する力がない。』ということを示しているからです。何と、（平

均的な日本の学校の）教室に座っている生徒の半分以上が、教科書の文章（説明）を正しく

読み取ることができていないということです。 
 

 これは何も「中学生の読解力が低い」という問題でありません。最近、大学では「学生が

テキストを読めない、議論しようにも学生と話が通じない。」という現象が深刻になっていま

す。実社会でも、文章が正しく読めないので運転免許が取れない（学科を合格できない）、社

員が会社で取るように指示された資格の試験に合格できない、という現象が起きています。

まさに由々しき事態です。 
 

 書かれている文章を正しく読み取る力は、全ての基本です。ほかの全ての学問の基礎と言

っても過言ではないと私は思います。最近はアクティブラーニングだ何だと喧しく言われて

いますが、その前に「文章を正しく読み取る（受け取る）力」がなくては、どんな学習方法

も絵に描いた餅になってしまいます。そしてそれは、学校生活だけの問題でもありません。

先に書いたように、文章が正しく読めないというハンディは、おそらくその後の長い人生に

も長く暗い影を落とすことになります。 
 

ここまでを読んで、勘の良い（察しのいい）生徒のみなさんは、私が言いたいことをすで

に感じ取ってくれたかもしれません。これから先の１年間で、皆さんはかなりの量の文章を

読むことになります。教科書の内容を理解するために、試験の問題文を読み解くために、入

試要項を理解するために…。自ら文章に向かい、書かれていることを正しく理解する習慣を

つける。それは「国語」だけの問題ではなく、これからの人生に大きな力を与えるチャンス

になると思います。この１年は、みなさんの人生にとって極めて大切な時間になると思いま

す。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

［今回の名言］    『君はいま大変なことをやろうとしている。大変なことだから素晴らしいのだ。     

素晴らしいことをする人間が、くじけてはいけない。』    （デットマール・クラマー） 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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班 人数

1班 5 ◎西上　慶介 ◎雨宮　清美 ◎加藤　夕渚 田尻　樹里杏

2班 6 田中　涼七 武田　葉南 真船　園 小峰　緑 伴　和徳

3班 6 池亀　このこ 佐藤　小春 田中　陽香莉 大口　恭志郎 岡田　悠良

4班 5 中村　優斗 長澤　信之介 松野　亜美 吉田　十萌

５班 6 小暮　吉範 渋谷　真生 滝澤　優晴 古賀　翔 若木　奏与

６班 6 菅佐原　大道 宇賀神　共基 佐藤　蒼汰 下條　七星 伴野　友紀

1班 6 清水　啓介 鈴木　将大 境　彩佳 ◎外山　和佳奈 鶴田　凌吾

2班 5 荒木　麻央 富田　悠河 久能木　麻友 神保　惟乃介

3班 6 宮崎　竜之介 宮田　洸希 内田　そよ香 瀬川　美緒 木村　咲映

4班 5 畠山　大嘉 天野　利香 山﨑　蓮太 佐藤　里咲

５班 6 ◎髙木　寛人 ◎池谷　優真 梅田　空來 佐藤　ひなた 西坂　香菜子

6班 6 岡村　凌成 藤山　佳蓮 三宅　生真 村田　和花奈 野尻　礼音

クラス 号室 人 No 室長

山吹 6 A1 小暮　吉範 宇賀神　共基 岡田　悠良 菅佐原　大道 田尻　樹里杏 佐藤　蒼汰

らん 6 A2 西村　好誠 大口　恭志郎 ◎西上　慶介 古賀　翔 滝澤　優晴 梅津　絆

すみれ 5 A3 長澤　信之介 福田　快耀 中村　優斗 小峰　緑 伴　和徳

水仙 6 B1 鶴田　凌吾 山﨑　蓮太 畠山　大嘉 吉田　智也 石橋　龍 岡村　凌成

あやめ 6 B2 清水　啓介 宮崎　竜之介 宮田　洸希 富田　悠河 鈴木　将大 神保　惟乃介

つつじ 4 B3 ◎髙木　寛人 梅田　空來 三宅　生真 野尻　礼音

五月 7 A4 田中　陽香莉 池亀　このこ 真船　園 渋谷　真生 長谷川　夏葉 伴野　友紀 下條　七星

牡丹 5 A5 早坂　葉瑠菜 武田　葉南 松野　亜美 田中　涼七 吉田　十萌

百合 5 A6 若木　奏与 佐藤　小春 ◎雨宮　清美 ◎加藤　夕渚 野澤　円香

萩 6 B4 久能木　麻友 木村　咲映 瀬川　美緒 内田　そよ香 境　彩佳 ◎外山　和佳奈

南天 6 B5 ◎池谷　優真 西坂　香菜子 村田　和花奈 藤山　佳蓮 佐藤　ひなた 渡邊　恵美理

東山 6 B6 伊東　ひなた 菅野　琴 田中　李果 天野　利香 荒木　麻央 佐藤　里咲

【行動班名簿】　◎係長(実行委員）　班長会　係長：３A　西上　慶介、３B　池谷　優真

美化 食事・入浴

　【宿舎班名簿】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(敬称略）

A
組

B
組

副班長 会計・学習 保健・食事・美化

保健

班長

梅津　絆

福田　快耀

西村　好誠

早坂　葉瑠菜

野澤　円香

B組
女子

B組
男子

A組
男子

A組
女子

　(敬称略）

吉田　智也

渡邊　恵美理

長谷川　夏葉

田中　李果

伊東　ひなた

菅野　琴

石橋　龍

 

 

 

 

〈GW～今後の予定〉 

３年数学 

・５月９日（月）に２年生の範囲の復習テストを実施します。しっかり学習しておきま 

しょう。 

・3 年パターン演習→授業で学習した範囲の部分をやっておきましょう。 

 （提出日は５月の３週目を予定しています。） 

３年英語 

・3 年間の総整理問題集 基礎編、１．２年編 P69 までのA ページを中心に１，２年の 

復習を進めておきましょう。 

・１学期 期末考査範囲には P2－P69までのBページも入ります。計画的に進めましょう。 

 

★５月 ７日（土）土曜公開授業、評価・評定説明会、部活動保護者会 

  ４月の全体保護者会の時にご連絡させて頂きましたが、部活動保護者会の前に今年度の

評価・評定についての説明も行います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

★５月１０日（火）杉並区特定課題調査 ①質問票 ②国 ③数 ④英 ⑤⑥授業 

         放）生徒総会リハーサル 

 

5 月１１日（水）尿検査（１次）、高南プラン 

１２日（木）生徒総会、尿検査（１次予備） 

  １３日（金）避難訓練 

  １６日（月）全校朝礼、教育実習始 

  １７日（火）専門委員会 

  １８日（水）高南プラン 

  １９日（木）東京都学力向上調査 

  ２０日（金）中央委員会 

  ２３日（月）生徒朝礼 

  ２５日（水）運動会予行、職員会議 

  ２６日（木）尿検査（２次） 

  ２８日（土）運動会(雨天延期)  

  ３０日（月）振替休日 

  ３１日（火）全校朝礼、内科検診（兼 修学旅行事前検診）     

 

 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

表の【問い】の正解は①Alex です。 

回答者分布は、中学生（１〜３年生）①38％ ②11％ ③12％ ④39％ 

高校生（１〜３年生）①65％ ②3％ ③3％ ④28％でした。 

【出典：『 AI VS 教科書が読めない子どもたち （著：新井紀子）】』 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

  奨学金の案内を配布しました。ご確認下さい。 

 

 ①令和４年度 受験生チャレンジ支援貸付事業 貸付金のご案内 東京都 

                

 ②交通遺児育英会 奨学生募集要項  公益財団法人 交通遺児育英会 
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