保護者様の日ごろのご理解、ご協力に感謝をこめて
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★☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆★1 1 月 の あ り が と う★☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆★
10 月中は 2 回ほど連休がありましたが、皆さんのご協力のおかげで、振替授業を組んで授業を
進めることができました。ありがとうございました。
来月も連休、祝日がありますので、授業の振替にご協力をお願いいたします。
「芸術の秋」はいかがですか?
先月は「勉強の秋」について書かせていただきました。どうでしょうか。小春学院でも、「勉強
の秋」にむけて何か取り組みをしていこうかと検討中です。
そうこうしているうちに、秋の深まりも並々ならぬものになりつつあります。紅葉ももう少しす
ると色づき始めてくるのでしょう。秋の食べ物も出揃ってくるのでしょう。楽しみは尽きることが
ありません。
さて、今月は「芸術の秋」について考えます。「芸術」という言葉の印象はいかがでしょうか。
もしかすると「近づきにくいな」という印象を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
大人であれ、子供であれ、芸術がとても難しい、自分の生活に関係が直接ない、必要ないものとち
ょっとは感じてしまうかもしれません。しかし、芸術はちょっと見方を変えれば、これほど人間の
生き方、感じ方、成長に大きな影響を与えるものはないかもしれません。芸術は、机の上の勉強で
はなかなか身につかないものを私たちに与えてくれるのです。
ではどのようにして近寄りがたい芸術と関わりを持てばいいのでしょうか。
1.芸術は怖くもないし、ハードルも高くありません
「げいじゅつ」という音の響きのせいでしょうか、あるいは「芸」と「術」という漢字のせいでし
ょうか、いずれにしても芸術に対して一歩も二歩もひいてしまうという方が多いように思います。
ではわたしはというと、確かに好き好んで近づくかというとそうでもなさそうです。芸術というと
やはりハードルの高さを意識してしまうところが少なからずあるのが実際のところではないでし
ょうか。
画家の絵を見ても何がいいのかわからない、クラシック音楽なんか聴いても良さがわかるどころ
かただ眠くなってしまうだけだといろいろな不平のため息がもれ聞こえてきそうなものです。「分
からない」というように、芸術を頭で分かろうとすることがそもそも難しいのであり、そもそもそ
こに頭を使うのではないのかもしれません。
クラシック音楽は分からないけど、ポップ音楽はどうでしょうか。それならよく聞く、分かる、
好きだという声が子どもからも大人からも聞こえてきそうです。ポップ音楽は「分かる」というの
はホントのところでしょうか。おそらく「分かる」というのとはちょっと違う感覚なのではないで
しょうか。ポップ音楽を頭で理解して聴こうとしている人はほとんどいないように思います。では、
クラシック音楽はどうでしょうか。クラシック音楽になると途端に「分かる」「分からない」と頭
で聞くようになってしまいます。
芸術との付き合い方というのは頭で付き合うものではないかもしれません。人が友だちをつくる
感覚でなんとなくということろからはじまる付き合いをしていくものが芸術なのかもしれません。
芸術という相手はたしかにちょっと近寄りがたい雰囲気はあるでしょう、しかし、付き合ってみる
と意外と良し悪しが見えてくるものなのです。人間と違うのでこちらから付き合いを申し出ないと
なかなか関係が始まらないのです。
また芸術との付き合いは 1 度や 2 度だけではいい関係にはならないでしょう。いろいろなものを
回数接していくうちに次第にいい関係がつくれるようになるのです。知らない画家さんでも結構で
す、彼（彼女）の描いた作品をボーと眺めてみてください。肌で伝わってくるものがきっとあるは
ずです。クラシック音楽でも、知らない音楽家の作品を部屋で流しっぱなしにして聞いてみてくだ
さい。
「そろそろこの部分でこうなるな」みたいな感覚がつかめてくるはずです。
（この辺りの話は
以前ご紹介しました小泉純一郎『音楽遍歴』に詳しく書かれています。）そんな感覚が生まれてく
るまでぜひお付き合いしてみてください。それは子どもだけではなく、大人も同じだと思います。
すでに芸術に対して私よりも寛容、思慮深い方もいらっしゃることと思います。もしまだ芸術に対
してハードルを感じられている方がいらっしゃいましたら、お子さんといっしょに、今年の秋こそ
芸術へ近寄ってあげてみてください。そのお付き合いで得られるものは子どもにとってはかけがえ
のないものになることでしょう。

2.芸術は学びに味付けをしてくれる調味料…磨かれる感覚
教科学習の土台にしばしば「センス」というものが求められることがあります。例えば、語学の
センス、数学のセンスなどです。では「センス」とは一体どのようなものなのでしょうか。
数学のセンスを例に挙げてみましょう。文章題や図形の問題で「答えがなんとなくこんな感じに
なるかなとある程度予測できる」、
「根拠が自明のものとなっている」
、
「こうすればあれが求められ
そうだなと察知できる」
、
「この図形はこういう仕組みでできているものだなと気づいてしまう」な
ど、理屈の前に理屈に沿ったことを感じる力とでも言ったものが数学のセンスと呼べるものかもし
れません。こういう力は詰め込み主義に基づいた学習では到底身につけることはできません。そん
な力こそ「センス」と呼べるものではないでしょうか。
「センス」は先天的か、後天的かというといろいろな考え方があるかと思いますが、とりあえず
両方考えられるとしていきましょう。つまり、生まれもったものでもあるし、生まれてから得られ
るものでもある。そんなものが「センス」です。それならば「センス」を身につけるためにはどう
したらよいのでしょうか。
これは、経験であったり、生活であったり、机の上での勉強以外で身につけられるものです。頭
以外の肌で得られる力であるのです。
鉄棒の逆上がりで考えてみましょう。いくら「あ～して、こ～して」と考えてみてもなかなかで
きません。しかし、体で覚えてしまうとすぐにできてしまいます。自転車も同じです。自転車に乗
れない人に理屈で自転車の乗り方を教えてあげても相手は自転車を運転することはできません。
（自転車の運転の仕方って、サドルにまたがって、ハンドル握って、バランスとりながらペダルを
こぐ、止まるときはブレーキを握る、そんなぐらいの説明しかできませんよね。）鉄棒の逆上がり
も、自転車の運転も「これでできるんだ」という感覚が理屈を優先するのです。
教科学習にも同様のことが言えます。もちろん、理屈は絶対に必要です。しかし、それ以外に体
で分かることも必要ですし、肌で分かることも必要なのです。数学の例でもう一度考えましょう。
図形の問題を教えているとき、
「ここがこうなっているから、△ABC と△HIJ が合同になって、云々」
と説明していると、「どうしてそんなこと分かるんですか。」「どうやってできるようになるのです
か」という質問をしばしば耳にします。
「どうして」
「どうやって」というところがすでに頭だけで
の発想、観察力なのでしょう。頭をちょっと休めてじ～と見つめ、気づくか気づかないかという感
覚が問題を解くときには求められるのです。英語もそうです。声に出して読んでみればそんな語順
では明らかにおかしいことに気づくはずなのに、そんなおかしな語順で英単語を並べて英文が作ら
れる。音感、語感の大切さがよくわかります。
教科学習には様々な感覚が求められていると思います。目、口、耳で形成される感覚は教科学習
には最も大切であるように思います。そういう感覚はどんな勉強で身につくのか。同じことの繰り
返しになりますが、勉強では身につかないのです。しかし、感覚を身につけるちょっとした方法が
芸術とのお付き合いであるように思うのです。これが絶対ではありません。感覚を磨くという意味
では芸術と少しでもお付き合いしてみるのもいいのではないかと思うのです。それも、自然なお付
き合いがいいのではないでしょうか。初めから勉強のために芸術とお付き合いするというのは残念
な結果しか導かないでしょう。感覚は頭によるものではありません。考えを持って人といいお付き
合いをするのではないのと同じように、ただ仲良くなるためにお付き合いをするのです。そういう
お付き合いの中でいろいろな感覚が生まれ、研ぎ澄まされ、洗練されていくのです。
どうも今一歩のところで勉強に壁を感じている場合、一度頭をリセットする意味で、感覚を研ぎ
澄ます芸術とのお付き合いをしてみるといいかもしれません。机の上の勉強だけではどうしても足
りない味があります。一味加えてくれるのがもしかしたら芸術とのお付き合いであるかもしれませ
ん。
「芸術の秋」ということだけではなく、絵や音楽、芸能、いろいろな芸術とちょっとお付き合いし
てみませんか。
文責：めがね先生

★☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆★1 1 月 の お め で と う★☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆★

小春学院には現在 11 月生まれの児童・生徒さんがいらっしゃいませんでした。ただいま募集中！

★☆11 月の予定☆★
①11 月 3 日（土・祝）・23 日（金・祝）授業について
小春学院カレンダー通り、両日ともに授業日となります。振替授業も行いますので、調整をご希
望の場合には担当までご連絡ください。
②中学生学力テスト
今月は 5 教科受験となります。範囲は別紙にてご確認ください。今月の学力テスト受験最終日は
10 月 27 日（土）です。事前課題プリントの確認をしっかり行ってテストに挑戦しましょう。
③中学 3 年生北辰テスト・中学 2 年生北辰テスト
11 月 4 日（日）は中学 3 年生の北辰テスト[第 6 回]の実施日です。十分に勉強してテストに臨み
ましょう。北辰テスト[第 7 回]は 12 月 2 日（日）です。受付は 11 月 8 日（木）～19 日（月）で
す。ぜひテストを活用して、勉強の指針にしていきましょう。
12 月 2 日（日）には中学 2 年生の第 2 回北辰テストが実施されます。受付は上記期間と同様で
す。ぜひ御検討ください。

★☆今月の「この一問！」☆★
今月は国語です。チャレンジしてみてください。答えは教室で！
（問題）次の――線の言葉を漢字に直して書きなさい。
(1)
鳥が木の上にえいそうする。
(2)
しつこい勧誘にけんお感を抱く。
(3)
だいおんじょうをあげ合戦に臨む。
(4)
くりは僧侶の住まいだ。
(5)
欠席の理由をきつもんする。
(6)
その猫は君によくなついているね。
(7)
戦争で物資がふっていした時代。
(8)
彼のおうへいな態度には腹が立つ。
(9)
まぐろを高値でせり落とす。
(10)
田中氏は有名なあいびょう家だ。
(11)
あまりかんばしくない業績だ。
(12)
見渡す限りのこしょう地帯。
(13)
全国をあんぎゃする僧。
(14)
とこなつのハワイで休暇を楽しむ。
(15)
綿をつむいで糸をとる。
（漢字検定 2 級ぐらいの問題です）

★☆大人のための「この一冊！」☆★
デイビッド・セイン(原案)「爆笑!英語コミックエッセイ 日本人の「ちょっとへんな英語」（アスコム 2012 年）
英語を日本語に余すところなく翻訳することが可能であるのか。ちょっと難しい問いです。生徒
たちは英語の学習の中で「次の英文を日本語に直しなさい」という問題を与えられて一生懸命に考
えます。例えば、次のような問題が与えられた場合どうでしょうか。
＜例題＞次の英文の日本語訳として最も適当なものはア・イのどちらか。
① How are you.
ア ごきげんいかがでござる
イ 元気？
② My name is Yoshio Tanaka.
ア わたしの名前は田中良夫です。
イ 余の名前は「ヨシオタナカ」なり。
③ Please sit down.
ア どうぞおかけになって。
イ 席に着きなさい。
④ (食事をしながら) It’s good.
ア まあまあじゃない。
イ 美味しいわ。
⑤ I do not like strawberries.
ア 僕はイチゴが嫌いだと言っただろう！
イ 僕、イチゴ嫌いなんだ。

いかがでしょうか。中学 1 年生で学ぶ英文です。答えは、① ア、② イ、③ イ、④ ア、⑤ ア
となります。ちょっとした日本語の違いに気づかれましたか。日本語であっても、話し相手（二人
称）を示す「あなた」と「おまえ」ではぜんぜん伝わり方が違います。英語も同じです。日本語で
文法・語法としては何ら問題がなくても、伝わり方はそれぞれ違うのです。
今回の書籍はそのあたりのことを漫画で書かれています。英語がちょっと苦手という方にもとて
も馴染み深く読めるのではないでしょうか。（漫画を選んだからといって手抜きをしたとはどうか
思わないでください。）
そんな本ではありますが、私が印象に残っている部分を引用してみたいと思います。英語を母国
語とする原案者が最後に記した文です。
「ただいま」「おかえり」「いただきます」「ごちそうさま」
私は英語の表現にないこれらの日本語が大好きです。言葉に愛情がこめられている感じがするか
ら――。
こんな日本語を大切にしてほしいですね――
日常生活の中で、だんだんお粗末になってくる「ただいま」「おかえり」「いただきます」「ごち
そうさま」という表現。その表現の意味をよく考えてみると日本人の持つ温かみを感じることがで
きます。英語から日本語を見直すと、日本語の気づかないところに意識を向けることができます。
本書をお子さんと一緒に読んで、日本語について考えてみてはいかがでしょうか。
（とりあえず、私は「ただいま」「おかえり」「いただきます」「ごちそうさま」を言うことを心が
けたいと思います。）
****************************************
【編集後記】
なんとか早めの発行にこぎつけました。10 月中の日曜日は勉強会に費やしてしまいました。塾
の先生どうしでの勉強会。とても有意義なものです。そこで得たことを明日につなげ、よりよい学
習環境の構築に努めていきたいと思います。11 月もいろいろと忙しそうです。まあ、忙しいうち
が幸せなのかもしれませんね。たとえ、忙しくても「心を亡くさず」といきたいものです。
先月、先々月とお便りをご紹介できましたが、今月は残念、1 通もいただけませんでした。皆様
からのお声をお待ちしております。2 通、3 通になっても全部ご紹介させていただきます。

