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第 ２ 回

自分の子どもに
どういう教育をするのですか？
～ 教 育 講 演 会 開 催 （１）～
海外子女教育情報センター INFOE 代表の松本輝彦
先生と茗溪学園中学校高等学校長の柴田淳先生をお
招きし、教育講演会を開きました。
約９０名の保護者が参会し、先生方から熱心にお
話しを伺いました。
松本先生から、まず 、
「世界中で行われている教育
改革は、ヒューストンで生活しているみなさんの子
どもにもいろいろな影響を与えている 。」という内容
の話がありま
した。
OECD が実
施している生
徒の学習到達
度調査（ PISA)
と、日米両国
の学力テスト
について説明
を受けました。
PISA と呼ばれる調査は、OECD に加盟している国
の多くで義務教育終了段階にある１５歳の生徒を対
象に調査するもので、１０年前から３年に一度実施
されています。日本で行われている全国学力テスト
は、昨年、約５０年ぶりに再開され、小学校６年生
と中学校３年生を対象に行っています 。このテスト
は A 問題（知識力を問う問題）と B 問題（知識活用
力を問う問題）の２種類に分かれています。
日本は、PISA の成績が回を重ねるごとに下位にな
っていることで、教育改革の方法として、全国学力
テストに新しい学力＝「知識活用力」を問う問題を
取り入れています。
アメリカ合衆国は、PISA の成績では世界の下位グ
ループに入るそうですが、マサチューセッツ州など
は、世界一のフィンランドよりも高いということで
した。アメリカ合衆国も同様に国の統一試験があり、
その結果が先生・学校・ ISD の評価になるため、学
校ではテストのための勉強時間が増えているという
ことでした。内容から、日米両国ともに競争原理が
導入されていることがわかります 。次号に続きます。

漢 字 検 定 実 施

最近は、漢
字検定のＰＲ
を積極的に行
わなくても受
検者が増えて
きました。親
子で一緒に受
ける家庭も増
えてきていま
す。
漢字を学習すると、たくさんの情報を、より分か
りやすく、より速く、より正確に頭に入れることが
できるようになります。これは、漢字を学習する小
学校１年生の児童から当てはまります。
例えば 、「ひらがなだけの 文」と「漢字仮名交じ
り文」とでは、次のような文章を理解する際、大き
く違ってきます。早口言葉を引用します。
Ａ わたしのいえのうらにわには、にわにわとり
がいる。
Ｂ 私の家の裏庭には、二羽鶏がいる。
このように 、「ひらがなの文」と「漢字仮名交じ
り文」を比較すると、どちらが頭の中に入りやすい
のかよくわかる。また、ひらがなは、それぞれ一つ
ひとつの文字、例えば、「や」「ま」は意味を持たな
いが、漢字は、その一字だけ「山」で意味を持ち、
相手に内容を伝えることができるものです。
「漢字仮名交じり文」の分かりやすさを１年生の
子どもたちに理解させることは、国語を学んでいく
上で基礎 ・基本になることはいうまでもありませ
ん。
小学校１年生で８０字、２年生で１６０字、小学
校で１００６字の漢字を習得することになります。
新学習指導要領では、漢字の習得に時間がかかる
という実態を考慮し、読みの指導は現行どおりとし、
書きの指導は２学年間という時間をかけて、確実に
書き、使えるように指導することになっています。
しかしながら、１年で学習した漢字は、２年で書
ければ良しという考えでは漢字検定は合格しませ
ん。受検、合格、次の級を受検･･･受検は国語学習
の動機付けになります。現地校の生活が落ち着いた
人は、ぜひ、第３回の漢字検定に挑戦してください。
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次の文は、敬語を誤って使っています。正しく直
した文にしてください。

○ 弟にこの本を見せてあげてください。
「～してあげる」は目上の人に対して用いる謙譲語
なので、自分の弟に対して使うのはまちがいになり
ます。
「弟にこの本を見せて（
）ください。」
（
）内にはどのような言葉が入るでしょう。
十年一昔（じゅうねんひとむかし）と言われます
が、敬語に関して言えば、十年前に 、
「人間関係と敬
語」「場面と敬語」について調査が行われています。
もっとさかのぼれば、敬語については、世間で言葉
が乱れてきたと言われ出した頃から、それまで以上
に注目され、取り上げられてきたので、一昔前のこ
とではないように思います。
さて、中高生諸君は（
）内に言葉を入れて
みましたか。
正しくは、「弟に見せてやってください。」になり
ます。

一方、個人の国語力の課題について尋ねたところ、
「説明したり発表したりする能力 」（３２．５％）
「考えをまとめ文章を構成する能力」
（ ２９．８％）
「漢字や仮名遣い等の文字や表記の知識 」（２９．
１％）など、主に、社会で求められる実務的な能力
が重視されている結果が出ていました。
日本人全般の国語力についての課題と自分自身の
国語力についての課題を比べたのが 、左下の表です。
他人に対してはコミュニケーション能力の向上を求
め、自分自身は、より実務的な能力に課題を感じて
いるという傾向がうかがえます。

～国語力向上のためにしたいこと～
国語力向上のために個人的にどのようなことがし
たいと思うか尋ねたところ、
「 もっと読書に親しむ」
と回答した人が最も多く６１．１％。同じ問いかけ
をした平成１３年度も「読書」が６７．６％でトッ
プになっており、国語力向上には読書が効果的であ
るという考えは根強いものがあることがわかりま
す。

「国語に関する世論調査 」（２）
先週の続きになります。文化庁は全国の１６歳以
上の男女約２０００人から、日本人全般の国語力の
課題について尋ねたところ、
「 敬語等の知識」
（４２．
１％ ）
、 他人の話を正確に聞く力（３６．８％）、相
手の立場や場面を認識する力（３１．６％）など、
主にコミュニケーションに関わる国語力に問題を感
じている人が多いという結果が出ていました。
上の文は、謙譲語が誤った使われ方をしている 文
を取り上げました。「国語力の課題」として、特に昔
も今も変わらない「敬語」は、私たちが生活する上
で欠かすことができない“言語の知識”として身に
つけておかなければならないものの一つであると 言
えるのではないでしょうか。

“個人の国語力の課題”の上位３つの回答や“読
書”は、国語教育の充実を目指す補習校にとって、
まさに、今補習校で行っている学習そのものです。
子どもたちに、漢字や仮名遣い等の文字や標記の
知識を増やし、表現する能力を高めていくことが補
習校の役目であると再認識させられる調査でした。

◆パトロール当番予定表１１月２２日◆
～よろしくお願いします～

★ＡＭ１リーダー
２
３
４
５
６
７
★ＰＭ１リーダー
２
３
４
５
６
７
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学年
小３

順位
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０

児童生徒氏名
村上 ﾆｺﾗｽ 大樹
高倉
菫
水野 妃菜穂
ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ ｼﾞﾘｱﾝ
長谷川 巴菜
山田 琴乃
百足 直樹
全
梨蓮
納
昂人
原口 雅隆
君塚 優香
ミトラ 健
ﾍﾞｲｼﾝｶﾞｰ 伽羅
立石 優莉亜

