
習ってよかったをすべての人へ   	 	 	 	 	  Issued by Learning Studio Azamino  2017 年2 月１日 発行  第４3 号	

月
刊 語学のススメ新聞 2 月  号 

Hello!! from the UK!!〜Chiko’s column〜 

大学の風景	

みみなさん！！お久しぶりです！１月のコラムをお休みしてしまい、すみませんでした。

遅ればせながら、新年明けましておめでとうございます。今年も連載していきたいと思

いますのでどうぞよろしくお願い致します。というわけで、皆さんはいかがお過ごしで

しょうか？私は、もう本当に毎日追われています。何に追われているかというと、そう！

大学院の恐怖の論文に追われているのです！今月２月の初めに３つもエッセイを仕上

げなくてはならず、もう１月は引きこもりの毎日でした。ということで、今月は海外の

大学のレポートってどんな感じなのかご紹介したいと思います。先ほど、私がエッセイ

と言いましたが皆さんエッセイと言ってピンとくるものはなんでしょうか。日本語でエ

ッセイというと、随筆とか評論とかをイメージされる方が多いと思いますが、大学の

essay というと、日本でいう大学のレポートとか小論文を指します。もちろん、随筆の

意味も essay にはありますが、大学で言う essay と言ったらこっちの学生は「アァー、

essay 嫌よねー」という反応を示すこと間違いありません。私は、海外の大学で授業を

受けるのは、今回が初めてではなく、２回目なのですが、やはり一番に感じることは、

こちらの学生はよく勉強しているなぁという印象です。というか、もうせざるを得ない

状況にかなり追い込まれるわけですが、何がそんなに追い込めるのかというと、それは、

そう essay。日本の大学では、テストのような形式で単位を取っていくことも多いと思

いますが、こちらはテストより、質のいいレポート、リサーチが問われます。基本的に、

その質のいいレポートやリサーチをこなすには、たくさんの参考文献を読まなくてはい

けません。ただ、この形式に日本人の私は本当に慣れていないので、もう参考文献の山、

そしてレポートの作成で英語が暗号のように見えてきて、もう毎日目がぐるぐるしてい

ます、笑。もう、本当に投げ出したくなって、大学の図書館で一人「あぁーもうやりた

くないー！」と一人で叫びたくなっている毎日です、笑。さて、そんなレポートですが、

私たち日本人にはさらに厄介な問題があります。それは、Academic	writing の書き方！  

まぁ、日本語にもアカデミックな文の書き方な度はあると思いますが、そんなに書式や書

き方に、厳しくはないと思います。（もちろん大学によるとは思います！）海外の場合ア

カデミックライティングとは、とても厳しく決まっていて、書式や、文の構成の仕方、よ

く使う動詞なども大体決まっています。一番厳しいのは citation（引用）の仕方！もうこ

れが本当に厳しい！どういうことかというと、盗作やコピーアンドペーストのような行為

は絶対に許されません。それを見つけ出す専用のソフトをどの大学も持っていて、そのよ

うな行為が見られると、一発退学です。なので、引用の仕方はとても厳しく決められてい

ます。また、文をそのまま引用するのか、それともアイディアを引用するのかでも、また

違ってきます。そして、なぜ、参考文献をたくさん読まなくてはいけないかというと、基

本的にレポートには自分の考えのみを述べるということができないのです。何か自分の意

見や、考えを書く時は、全てそれをサポートするセンテンス、つまり、その考えは正しい

ということを、誰か他の学者や本などを使って証明していかなくてはいけないのです。な

ので、引用は絶対に必要であり、その引用を探すために大量の参考文献を読まなくてはい

けないと言うことになります。さて、皆さん、イメージはできたでしょうか。そんな感じ

なので、大学生は、レポート提出期限前になると、もう必死になります。大体大学の図書

館は２４時間やっているところが多いし、そうでなくても夜中の 12 時まではやっているの

で、食料を持ち込んでやっている人もいます。またレポートの枚数が多い！今回の私のエ

ッセイは１つにつき５０００単語！日本と違うのは、文字数ではなく、単語数でこちらは

カウントします。まあ５０００語と言うと普通に書いて１６枚ぐらいです。本当に苦しか

った。と言うことで、そんな苦しい１月を終え、また次の課題に向け準備に入る Chiko で

す、泣。	

	
近日本食品を買うためにロンドンに行っ

た時のロンドン	

今月のおすすめの一冊 
	 	 	

裏面を見ていただけま

すと、この作家のそっく

 

りさんが出てきます

が(笑)、まだ見ちゃ

ダメですヨ。今月の

オススメの１冊は、

さだまさし著『解

夏』です。短編が４

つも入っていてお買

い得。そのどの作品

も、人生で答えが何

通りもある場面に出

くわした時、自分だ

ったらどうするか?	

優しいって、どれだ

け辛い思いを乗り越

えてきたかなのかな

って…思いました。	

さて、もう一つニュースといえば、私の大切な大切なルームメート、ローラ（前に登場したこ

とがあるスペイン人のルームメート）がついに、帰国を決め、年末帰国してしまいました。も

う辛い辛い時期いつも笑顔で話を聞いてくれ、疲れて帰ってきた時にはお手製のスパニッシュ

オムレツを作ってくれ、夜な夜な人生相談をし、一緒に泣いたこともあったローラ。そんな彼

女が帰国を決めてしまったので、もう喪失感がドッと押し寄せたのですが、でも彼女の幸せの

ために選んだ次のステップを応援しよう！と決め、 後は 大にホームパーティ（と言っても

いつものメンバー私・ドイツ人のクララ・ローラの３人）を行いました！私は手巻き寿司を作

って、クララはシェフなのでなんか手の込んだものを作ってくれました。そして、ローラはい

つものスパニッシュオムレツ！あぁーあのオムレツ 高なんだよなー！もうすでに恋しい私で

すが、彼女を笑顔で送り出すことができて、本当に良かったです。そんなこんなで、我がフラ

ットは今女の子４人、クララ、アンドレア（フランス人）、カチャ（ブルガリア人）そして私の

メンバーで週替わりで掃除をしながら、住んでいます！別れあれば出会いあり！と言うことで

（まだ新しい出会いはないですが）元気を出して、進んでいきたいと思います！ま、いつもお

世話になっているクララもいつも下の部屋にいるし！と自分を励ましながら、今日も図書館と

授業に向かう Chikoです！ 
では、皆さん、また来月！！あー、節分の恵方巻き食べたかったなぁー！！笑 



元気が出る‼	 今月のおすすめの一冊。	
今月のおすすめの一冊 

次の言葉に引っかかった人にオス

スメです!! 
＊社会に対する見識を持っている 
＊芸術的生活術を心得ている 
＊会話を楽しむ教養がある 
＊何が幸福なのかを定義できる 
＊もう正解のない時代だ 
＊個人をブランドにできている 

近風邪やインフルエンザが流行ってきているようです。健康に十分注意してウィルスを寄せ付けないよう

にしましょうね。さてご存知の方も多いと思いますが、2020年、大学入試が大きく変わります。共通 1次試
験から大学入試センター試験に代わって以来、30年ぶりの大改革。20年から導入される新共通テスト、「大
学入学希望者学力評価テスト」(仮称)です。もちろんそれに合わせて、小学校・中学・高校の学びも大きく
変わろうとしています。 
僕なりに中教審(文部科学省中央教育審議会)の考えを纏めますとこんな感じです。 
	 	  

「グローバル化、少子高齢化、高度情報化という環境の変化の中で、日本の今までのやり方が通用しない! 安
いコストで大量に生産するやり方、真面目で勤勉、言われたことを間違いなくきちんとこなす人間をつくる

教育。そんなのは過去の成功モデル…。やっぱりこれからは、新しい価値を生み出せる人材をつくる教育だ

よね。そんなわけで中教審は学力の 3要素を設定して、これらの要素を評価できる新しい共通テストを作り
ました。ただ英語も入れれば 3要素+1項目になるんですがね。この評価基準を満たす人材を育成すれば、き
っと日本に明るい未来がやってくるハズ。さあ、みんなで取り組んでいきましょう!!」 

①「知識・技能」の蓄積←従来通り 
② ①を応用する「思考力・判断力・表現力」 
③主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度(主体性・多様性・協働性) 
④英語については「書く」「話す」も評価に加えます。だって実際問題現場で使えなきゃ意味ないしネ。

けど 初は出題やその採点基準も難しいだろうから、英検やGTECなど民間の英語資格試験も入れて
競合させようと思ってます。 

まあざっとこんなふうな人材育成を考えているんです。2017年の入学試験でも先を見越した問題が中学入試
でも出題されました。東京都立小石川中学の小論文の問題では2つの違う見解の文章を読んでそれぞれ要約。
ちなみに第１問目は「明確な日本語」に関する文章を 15〜20字での要約。第２問目は問 1に相反する「メ
タメッセージ」に関する文章の 30〜40字での要約。ここまでは従来通りですが、一番配点の高い第３問目
は自分の考えを書くんです。なんと 400〜440字で!!! こんな問題です。 

人が何かを伝え合うときには、どのようなことが重要だと思いますか。文章１と文章２、それぞれの

要点をふまえ、あなたの考えを、3段落構成にまとめ、400字以上 440字以内で書きなさい。 
革命レベルだと思いませんか? 第 1, 2問目は従来通りの情報処理能力の速さと正確さを判断する 1つの正解を求
める設問ですが、第 3問目は 1つの正解を探すのではなく、どんな答えでも良いので新しい価値を生み出せてい
るのか、いかに自分の正当性を相手に納得させることができているのか、を問う問題なのです。出題者の立場だ

ったら、受験生のどんな資質を知りたいのでしょう。僕は次のようなことが問われている気がします。 
「わたし」という個人を育むためには他者の存在が不可欠です。その他者との関わり合いの中で、目に見える

ことから考え方に至るまで「わたし」が他者とは違うことが沢山あったと思います。その違いがわかった時、

あなたはどのようにその他者たちとコミュニケーションを図り、「わたし」の個別性(いいところもそうでない
ところも)を見つけ(め)続けてきましたか? 例えばの話ですが、お友達同士で同じ本を読んでいました。ある人
はすごく読むのが早くて、あなたはそんなに読むのが早くなかったことがあるかもしれません。そんな時、読

むのが早くていいなと思ってもっと早く読めるように努力しようと考えることもできますし、読むのは遅いけ

れどゆっくり読む中で想像を働かせて楽しみながら読んでいると考えることもできますね。良いとか悪いとか

の問題ではありません。あなたがどんなふうに考え、次にどんな行動をとってきたのかが知りたいのです。あ

なたが「多様」な人々の中でどのように「主体」的に「思考•判断」し行動してきたのか、そしてそれらの経験

をどんなふうに自分の中で消化し、どう論理的に「表現」できるのかを示してみてくださいね。 
こんな問いに対して出題者を「なるほど〜」と納得させることができる、そんな人材だったら、社会に出てから

も多くの同僚に大切にされながら、多くのお客さんにも喜ばれ、きっと活躍できるんじゃないかなって、思いま

す。ではどのようにしてそんな人材を育成するのか? 0~12歳までの間ですから、僕はやっぱり家庭教育が大きな
位置を占めるのではないかと思います。ミラーの法則ってあると思うのですが、子どもは大きくその生まれ育っ

た環境に左右されると思いますし、自分の価値観、言い換えればどんな状態を幸せだと感じるのか、を育むのは

まずは家庭内でだと思います。もし仮にそうだとした場合、皆さんはどんなこと(状態)を幸せだと感じています
か? その価値観はどんな将来がやってきても覆すことのできないほどの真理ですか? 僕の尊敬する喜多川泰さ
んはその点についてこう言ってます。「笑顔・優しさ・挑戦する勇気」この 3つがあれば(この 3つを育ててあげ
れば)、社会がどんなに変わろうとも必ず幸せになれると。	 	 	 	 	                                     ⤴︎ 

話を元に戻しまして、2020年の
大学受験改革はすなわち、僕た

ち大人に対して突きつけられ

た課題でもあるのではないか

と思います。ということで、そ

んなことを考えるのに有益な

本、藤原和博著『坂の上の坂』

のご紹介です。藤原さんは元リ

クルート社フェロー、初の民間

人中学校校長を務め(2003〜
2008)、その後の教育業界に大き
な影響をもたらしている人で

す。なんといっても、校長先生

時代に「よのなか科」を創設し

たことです。実はこの授業が、

文科省で全国の小中学校に導

入される予定となっています。

この科目ではクリティカルシ

ンキング(及びアクティブラー
ニング)の手法を取り入れ、多面
的に物事を捉え、主体性を育み

ます。いや〜、未来は明るくな

ってきました!!!	 まとめ 小林 

    スタディサプリってご存知ですか?           
	  

先日スタディサプリというものがあるのを知りました。これは、自分が

使っている Device (iPhone,iPad,PC)で勉強できるオンラインの勉強ア
プリです。簡単に言ってみれば塾が家に来てしまったという感じなので

す。しかも日本 1と言われてる塾の先生方です(笑)。1ヶ月 1000円弱で
会員になれて、自分の学習スケジュールを立て一流の授業を受けられる

のですから良いですよね？今日はそのアプリの英語の科目のお話です。 
基本的には高校や大学の受験生向けですが、英会話の文法をもっと理解

したいけど今更参考書買って一人でやるのもねぇ、、と言う方には画面に

映ってる先生がわかりやす〜く教えてくれます。 
その中の高１トップレベル文法編から、大人の日常会話に使えそうな物

を抜粋します。 
まず、自動詞と他動詞を見極める！という所から始まります。自動詞と

言うのはそれだけで成り立つ動詞、他動詞は後ろに Object（目的語）が
必要となるものです。自動詞は後ろに目的語が来る事があるのですが、

前置詞の助けが必要となります。(例文はアプリの内容と多少変えてあり
ます。前の文章が自動詞の例文、後ろが他動詞です。) 

	  

We talked about the problem at work. 	 We discussed the 
problem at work.  
He didn’t refer to the company he works for.	 He didn’t 
mention the company he works for. 
My son takes after my husband very much. 	 My son 
resembles my husband very much.  
前置詞と一緒に使われる、会話によく出てくる自動詞を載せ

ておきます。 
apologize to (人) for (〜を人に謝罪する) 	  
complain about （〜について不満を言う）                                         
account for（〜を説明する）	  
arrive at (〜に着く) 

 

happen to (〜に起きる)	  

そしてこちらは前置詞が付かない他動詞です。 
Answer（〜に答える） 
approach（〜に近づく） 
consider（〜を検討する） 

reach（〜に届く、着く） 
visit（〜を訪問する） 

 

ついつい他動詞にも前置詞付けてしまったりしますよね、自動詞、

他動詞、両方にもなる動詞もありますので気をつけましょう。Rie 

 


