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辞書引きのススメ 

 岩波書店の広辞苑が１０年ぶりに改訂されました。広辞苑と言えば、辞書の代名詞にもなる国語

辞典ですよね。１月１２日に刊行された第７版は、第６版の刊行後に定着するなどした新しい語句約

１万項目を追加して、総項目は約２５万項目になるそうです。 

 

 「偽とかフェイクとか、事実でない言葉が飛び交う現代だからこそ、本物の、誠実な、確かな仕事に

価値がある。苦境の続く出版界において、岩波書店の底力を示すことができた。」と岩波書店の岡本

厚社長は話しています。 

 

新たに収録される言葉の一部を紹介します。いくつ知っていますか。 

 朝ドラ、安全神話、上から目線、オバマ、オスプレイ、がっつり、自撮り、立ち位置、アプリ、スマホ、

クラウド、ゲリラ豪雨、デトックス、ドクターヘリ、パワースポット、ＬＧＢＴ、限界集落、東日本大震災、

雇い止め、ふるさと納税、iPS 細胞、東京スカイツリー、浜通り（福島県）、モラルハラスメント、ブラッ

ク企業…。「えっ、今まで載っていなかったの？」と思うものや「そんな言葉知らない！」というものも

ありますね。この他に、昔からある言葉に、新たな意味が加わった例もあります。「炎上」の項目では

「インターネット上で、記事などに対して非難や中傷が多数届くこと。」と付記されています。 

 

残念ながら収録を見送った言葉もあります。 

 アラサ―、アラフォー、アラフィフ、ググる、ＴＰＰ、豊洲市場、ゆるキャラ、ほぼほぼ、などです。辞書

に載っていない言葉が氾濫している気がしますね。新しい言葉がどんどん出てきたり、違う意味で広

まる言葉もたくさんあります。調べるのは大変ですが、紙の辞書に頼らなくても、スマホでググれば、

ほぼほぼ見つかりますから…。 

 そうなんです。紙の辞書は苦境の時代に入っているのです。１９９１年の第４版が２２０万部、１９９８

年の第５版は１００万部、２００８年の第６版は５０万部と、改訂ごとに発行部数は激減しています。第

７版の当面の目標は２０万部だそうで、この２７年間で１０分の１になりそうです。何だかさびしいです

ね。そういえば、辞書はしばらく買ってないなあ。 

 国語辞典も英語の辞書も、引いたら印を入れ、線を引き、辞書の側面が黒くなるほど使っていたこ

とを遠い昔のことのように思い出します。今回は広辞苑を買ってみよう、そんな気になりました。 

 

 学生の皆さんは、紙の辞書を使っていますよね。紙の辞書は、１つの言葉を引くとその周りの言葉

も目に入り、いろいろと知ることができるのでいいですよね。辞書をしっかり引いて、知識をどんどん

吸収してくださいね。 
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＊小5「適性検査模試」実施日は教室により異なります

**「保護者説明会、懇談会」開催の有無、日時は教室により異なります

明修塾 1月・2月の行事予定

次回の引落日は、上記の通りとなります。別途配布の明細書等でご確認い

ただき、お引き落し日前日までにご指定の口座へご入金くださいますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。コンビニ入金をご利用の方は、２月１５日(木)まで
にご入金いただきますようお願い申し上げます。



 

 

 

 

 

 明修塾の先生による「お役立ち豆知識」を連載します。 

 第４弾は、藤井先生（英語）・草野先生（英語）・巻幡先生（適性検査算数）です。 

【草野栄美子先生】--「ところ変われば…」 

皆さんはマクドナルドやモスバーガーのポテトは好きですか。私は昔あったケンタッキーの皮つきポテトが大好きでした。今はもう販売され

てないのが寂しいですが、美味しかったんですよ。ということで、今回はポテトの話です。 

さてこのポテト、日本では「フライドポテト」と呼ばれていると思いますが、実はアメリカやイギリスでは呼び方が違うのです。何と呼ぶかと

言いますと、アメリカでは「French fries（フレンチフライズ）」、イギリスでは何と「chips（チップス）」と呼ぶのです。フレンチフライズはまだし

もチップスって、日本ではポテトチップスじゃないですか！しかも私たちがポテトチップスと呼ぶものは「crisps（クリスプス）」と呼ばれている      

ではありませんか！数十年前、初めてのイギリスで私が衝撃を受けたことの１つが、このポテトの呼び方でした。 

同じものでもところ変われば呼び方って違うこともあるんですね。 

これから海外研修を控えている皆さん、海外でポテトを注文するときには気を付けましょうね！(笑) 

【藤井伸良先生】--「Monday morning quarterback」 

中学校のころの私は英語が一番の苦手科目でしたし、英語を避けていました。実際、高校入試の時まで、come-came と同じように、

same(同じ）という単語は、some(いくつかの）の過去形に違いない！と、ありえない解釈をつけて覚えていましたから、どのくらいの大物だ

ったかは想像していただけたらと思います。しかし、高校に入り、これではいかんと思い、一から英語をやり直すことを決めたのです。手あ

たり次第、いろいろな教材に手を出すという、今から思えば、効率の悪いことをしていましたが、それでも少しずつ文法を理解できるように

なり、成績も徐々に上がっていきました。そんなとき出会ったフレーズが、 

Don't be a Monday morning quarterback. でした。 

quarterback（クオーターバック）はアメリカで人気のスポーツ「アメリカンフットボール」の司令塔、花形ポジションです。 

ここでは、Monday morning（月曜の朝）が大きな意味をもっています。アメフトの試合は、ふつう、日曜日に行われます。Monday morning 

quarterbackは、月曜日の朝、「昨日の試合のあの場面では、パスじゃなくてランだったよな。インターセプトされて散々だった。」と愚痴って

いるクオーターバックの選手を表しています。転じて「過ぎたことをあれこれウジウジ言う人」を表します。 

Don't be a Monday morning quarterback. は「済んだことをあれこれ言うな。」の意味。 

高校生の時に、このフレーズに出会ったはずなのに、あれから数十年、私は常に、Monday morning quarterback です。 

しかし、幸いなことに、英語のやり直しは効果があったようで、僭越ながら、生徒に英語を教える側になっています。 

【巻幡智裕先生】--「答えは 14通りです」 

いきなりですが、図１のような「たてに５本、横に４

本ならんで道があるとき、左下から右上へ最短で

行く道順は何通りあるか」という問題が解けるでし

ょうか。この手の問題は県立中高一貫校の適性

検査ではおなじみで、小学生は図２のようにそれ

ぞれの交差点までの道順を書いていくことで解き

ます。ある交差点までの道順は、その左と下の交

差点までの道順の和になるわけですね。 

この解き方にはもう少し利用法があり、「○３個

と●４個のならべ方は何通りあるか」という問題

も、図２で解くことができます。○を上への移

動、●を右への移動と考えるわけです。「それく

らいなら計算ですぐ出るよ」という高校生の方、

では「○３個と●４個のならべ方は何通りある

か、ただしならべる途中で、すでにならべた○

の数は●の数以下になるようにする」という問

題ならどうでしょうか。これも道の形を変えれば

道順の解き方を利用してすぐに出せます。普段

の問題を解く中で、そこからどんなことがいえる

かを、いつも意識してもらいたいと思います。 



 
 
   
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

辻 正人先生(上道・笹沖・庭瀬教室担当） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 塾の仕事をしていて楽しいことはどんなことですか。 
 

 塾では同じ生徒を何年間も教えることがあります。お
となしくて、おどおどしていた小学生が生意気な中学生
になり、がんばって志望高校に受かったときなど、少し
は彼の人生に貢献できたかな、と思うことです。 

 
 生徒にはどんな大人になってもらいたいですか。 
 
どんな大人になって欲しいかは、うまく言えませんが、

酒を飲んで人の悪口ばっかり言うような大人にはなって
欲しくないですね。 

 
 辻先生のヒ・ミ・ツ 
 

 知らない人に道を聞かれるとパニックになる。最短距
離を的確に教えてあげようという気持ちが強すぎるのだ
と思います。挙句の果てに変な道を教えてしまいます。
ゴメンなさい。悪気はないんです。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤 泰弘 先生(庭瀬教室担当)  
 
   

 
 

 
 
 

 
  塾の仕事をしていて楽しいことはどんなことですか。 
 
 やはり、生徒一人一人が志望校に合格できたときでしょ
う。塾の教師になって何十年？となりますが、大阪に住んで
いた時も含め、今でも一人一人ある程度は覚えています。 
いろいろな生徒を見てきましたが、絶対無理と思っていた生
徒が逆転ホームランを打ち、無事合格できた時は感無量でし
た。 
 
  生徒にはどんな大人になってもらいたいですか。 
 
 最近、途中で諦める生徒が多くて、少し悲しいです。何事
にも挑戦し、最後まで頑張ってほしいです。今頑張っている
ことは、将来絶対に役に立つはずです。『継続は力なり』で
す。 
 
  佐藤先生のヒ・ミ・ツ 
 
 最近、家のガーデニングにはまっています。年のせいか植
物を見ると心がほっとします。 
 もうすぐ？春がやってきます。今年はイルミネーションと
植物のコラボを考えています。合格発表と共に春の到来が待
ち遠しいです。 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

最近、うれしかったことを教えて下さい♪ 

 

＊（髙原さん）部活の練習をかんばっていて、県 

大会についに出場することができたこと。 

＊（平野さん）学校の席がえがあり、とても面白

い席になりました。なので、学校にいくとドキ

ドキです。 

＊（立花さん）今とても部活が盛り上がっていて

毎日練習に行くことが、とっても楽しいです。 

中２：髙原 みなみさん（左） 
中２：平野 更紗さん（中） 
中２：立花 知優さん（右） 

 

教室は、八浜駅のすぐそばです。で
も、このレトロな建物は駅舎ではあ
りませんよ。八浜２号教室です。親
子２代で通塾という方が何組もおら
れることが、うれしいです。 

 
 
ピンチはチャンスの芽 

～最後まであきらめるな～  
 

「小さな成功体験」が 
  すべてを変える。 

明修塾の講師が交代で、今自分が思っていることや伝えたいことを書いてい

きます。 

高１：佐々木 香乃さん（左） 
高３：佐々木 梨乃さん（右） 

 ＊（香乃さん）お家で母が作ってくれたお

好み焼きが、奇跡の出来栄えで、姉の分

もすべて食べてしまうぐらいおいしかっ

たこと。 

＊（梨乃さん）現在受験勉強真っ只中です

が、受験後の楽しみの為に本を大量購入

したこと。母にしまわれている本を読む 

  こと…。 

こちらは新教室です。後ろに見える
のが、八浜駅。とても近いですね。
今まで三回、外国の方が「タクシー、
ヨンデクダサイ」と、来られました。
どうやら、「明修塾」＝「観光案内所」
と読めるようです。 

身長 40 センチ。名
前はエリザベス。生
徒さんの修学旅行土
産です。いったいど
こに修学旅行に行っ
たのでしょう…。 

茶山先生手作りの、大掲示板です。ビスの一つ
ひとつに、茶山先生の〝愛〟が打ち込まれてい
ます。 
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塾生対象の内容ですので、非表示とさせていただきます。



 

 

11 月 19 日（日） 秋の遠足「みかん狩り＆閑谷学校（しずたにがっこう）」に行ってきました！ 

心配された天気は快晴。冬の到来を感じる冷たい風が吹いていましたが、みんな元気いっぱいで遠足に行ってまいりました。 

★まずは、岡山駅に集合。バスで日生港へ。 

日生港から船で鴻島（こうじま）へ渡ります。 

風は冷たかったけれど、瀬戸内海の景色は最高です。 

 

 

   ★鴻島に到着。 

   山はみかんでいっぱい！！ 

   早速みかん狩りの開始。 

   おいしくてびっくり。袋にいっぱいのみかんを採りました。 

   みかん狩りのあとは、お弁当の時間。 

★再び船で、日生港へ戻り、バスでつぎの目的地「閑谷学校」に向います。 

まずは、センターの所長さんに「閑谷学校」を説明していただきました。 

江戸時代からのそのままの姿で残っている唯一の学校だそうです。びっくり！ 

勉強していたのは論語だそうです。だからここに孔子廟（こうしびょう）があります。金の孔子像

が中にあるそうです…。建物によって、瓦につけられた紋が違ったりするなど、ここを創設した

池田光政公の思いが今なお息づいているのが感じられました。 

 

 

 

 

★最後はブラインドツアーとアドベンチャーに挑戦です。 

紅葉をみようと多くの観光客がきていた閑谷学校のすぐ横、冒険の森のある山に登ります。 

まずはブラインドツアーです。目隠しをして、ロープづたいに山を降りていく活動です。 

最後はアドベンチャー（フィールドアスレチック）です。 

一番の人気はターザンロープでした。 

ちょっと寒い日でしたが、楽しく盛りだくさんの活動で、たっぷりと楽しみました。 

岡山県には素晴らしい所がたくさんあります。 

明修塾では、そのような地元のよいところ、すごいところ、楽しい所、おいしいところなど、ドンドン皆さ

んにご紹介していきたいと思います。次回もお楽しみに！！ 

 

小学生秋の遠足「みかん狩り＆閑谷学校」  

 
 
 



        
 

         

 

前回から「質問」について連載していますが、今回は、さらに深く掘り下げてみたいと思います。 

前回もお伝えしましたが、「良い質問」は人に「気づき」を与え、自発的な行動への足がかりになります。有名なある作

家は「良い質問には答えが半分隠されている」「良い質問は人や自分自身を変える力をもっている」と言っています。 

今回は良い質問をするための重要なヒントになる「閉じた質問」と「開いた質問」について書いていきます。問いかけ

方には「はい」「いいえ」で答えられるものとそうでないものがあります。前者を「閉じた質問」、後者を「開いた質問」と

呼びます。 

 

「閉じた質問」は相手を追い詰め武装モードになりやすい傾向にあります。よくある「閉じた質問」の例を示しましょう。 

「（親） 頑張ってるの？」 

「（子） はい」→ 「（親） そうは見えないなあ。もっと頑張らなきゃ。」 

「（子） いいえ」→「（親） だめじゃないか。頑張らなきゃ。」 

 

以上の例のように相手が「はい」と答えても「いいえ」と答えても親は子を否定し「問いかけ→返答→否定」という流れ

ができやすい傾向にあります。 

皆さんもお子さんと日常会話にこのような「閉じた質問」をしていませんか？ 

「問いかけ」→「返答」→「たたく（否定）」を繰り返された子供は会話を避けるようになります。 

 

では、どのような質問をすればよいでしょうか？それが「開いた質問」です。先に書いた通り、開いた質問とは、 

「はい」や「いいえ」で答える質問ではありません。では開いた質問と閉じた質問を比較してみます。 

 

閉じた質問           開いた質問 

「頑張ってるの？」       「どのくらい頑張ってるの？」     

「やる気はあるの？」     「やる気はどのくらい？」 

「宿題やったの？」       「やる気ＭＡＸを 10 としたら、今どのくらい？」 

「授業聞いているの？」    「宿題は何割ぐらい片付いた？」 

 

また、質問の内容も「過去のマイナス」の事（例 さぼってたんじゃないの？）についてではなく「未来のプラス」の事

（例 次は何点を目指す？）についての質問が有効です。 

ぜひ、お子様に「未来のプラスの事」について「開いた質問」をしてみてください！ 

次回は、最後のコラムになります。もう一度「親のあり方」について考えてみたいと思います。 

 
■お知らせ 

このコラムに関して、「もっと詳しく知りたい。」「うちの場合はどうすればいいのだろうか。」などと思われている方は、

通塾中の教室にお申し出ください。 

 

■保護者様のためのコーチング教室 ：明修塾 梶谷憲嗣                   連載 No８ 

『子育ては親育て』 

「良い質問は人生を変える力がある！」 

 「開いた質問」と「閉じた質問」とは？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

岡山地区 大元教室  086-244-6280 妹尾南教室 086-281-4660 庭瀬教室 086-292-8044 

倉田教室 086-276-5845 上道教室   086-297-5350 赤磐中央教室 086-955-3970 

倉敷地区 倉敷本部教室 086-426-5530 西阿知駅前校 086-465-3730 笹沖教室 086-427-3370 

連島教室 086-446-4034 倉敷東教室 086-462-6640 庄教室 086-462-8170 

茶屋町教室 086-428-0280 児島教室 086-473-1130   

玉野地区 八浜教室 0863-51-2740 鳥取地区  鳥取南教室 0857-21-7970 

代ゼミサテライン 岡山駅前校 086-803-3007 倉敷駅前校 086-427-2125  

パスカル数理ゼミ パスカル岡山 086-803-3001 パスカル倉敷 086-426-0711 
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 日本の１５歳 世界２位 何が？ 

経済協力開発機構（OECD)が行った国際学力調査の結果が発表されました。今回の調査は１５歳を対象に「他人と協力して問題を解決する能

力」を測ったもので、２０１５年度実施の学習到達度調査（PISA)において初めて実施されました。日本の得点は参加５２か国および地域において

は２位で、OECD 加盟の３２か国においては１位でした。課題解決能力に重点を置く教育現場の取り組みや、グループ活動が多く協調性を重視す

る日本の教育が好成績につながったと分析されています。 

どんな調査だったのか 

国内１９８校の高校１年生ら約６６００人を含む５２の国と地域の１

５歳の子どもが受験した今回の「協同問題解決能力調査」は、生

徒がコンピューターを使い、複数の仮想人物とチャット形式で会

話をしながら与えられた課題にチームで取り組んだものです。会

話の中で問題解決に最適となる発言を選択肢から選ばせる問題

などが出されました。 

公開された設問の１つは、仮想の国に関する問題に受験者と仮

想人物の２人がチャットをしながら取り組む設問でした。問題を解

く前の話し合いの中で、自分の発言として適切なものを選びま

す。正解は「まずやり方を決めた方がよい」と今後の方針を提案

する発言で、正答率は日本が７２％、OECD 平均は５５％でした。 

 

役割分担を決める場面では、残る２人の希望を聞き、「なぜその

分野がやりたいか説明して」と円滑な合意形成を促すと正解。正

答率は日本が５７％、OECD 平均は４１％でした。一方、「自分が

解く」と約束した問題を別のメンバーが答えてしまった場面を取り

上げた問題の正答率は低く、日本が１３％、OECD 平均は１７％。

相手の間違いを指摘すると正解でしたが、「よくやった」「僕が解く

問題を変える」など意見の衝突を避ける答えを選んだ生徒が多

かったそうです。 

日本の結果は 

日本の平均点は５５２点で OECD 平均を５２点上回りまし

た。女子が５６５点で男子の５３９点より２６点高くなりまし

た。１位はシンガポールで、科学的応用力など PISA の他分

野と同様に韓国、香港など東アジアの国と地域が上位を占

めました。主要国では、カナダが５位、ドイツが１２位、アメリ

カ１３位、イギリス１５位、フランス２７位などとなりました。日

本の学校教育では授業や掃除、課外活動など様々な場面

で班行動が多く、子どもは集団行動の中で役割分担や協調

性の大切さを学んでいて、他国に比べて他者と共同で課題

にあたる力が高いことが裏付けられたようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会で求められる力とは 

ある若手社会人を対象とした調査で、社会で求められる力

として、「問題解決力」「チームワーク力」「主体性」「継続的

な学習力」「自己管理力」などの能力やスキルが上位に挙

げられました。今回の調査では、問題解決に至る合意形成

や人間関係の形成の力が問われています。ただ問題を解

決するだけでなく、合意や協調をいかにとっていくかも重要

な課題になっているようです。テストの得点がよければそれ

でよいという時代はとうの昔に過ぎ去っているようです。 




