
学習は人を“強く”する！
校長 石神 優

新しい年とともに３学期がスタートしますが、１８日間の長い冬休みは有効
活用できたでしょうか。この間にも国内外で多くの出来事があり、平成２９年
の激動を予感させます。例えば、新潟では大火災に見舞われた街があり、全国

。 、では最大震度４以上の地震が７回も発生しています この平和な泉地区を出て
試練の時代に巣立つ３年生の皆さんは、何より自分を強くすることを考えなく
てはなりません。また、先月の終業式で、特に１・２年生には「２学期までの
復習をぜひこの冬休み中に！」というお願いをしました。様々な場面で自分た
ちの成長の手応えを掴んできた皆さんが、学習面での成長も本物にできれば、難局を乗り越える力の源
が備わってきます。今年の目標は、それを意識したものにしてほしいと願います。
さて、昨今の子育てや教育指導の時流として “良いところを誉めて伸ばす”という考え方が中心と、

なっており、そこだけをクローズアップした成功例がよく紹介されます。しかし 「良いところ伸ばす、
…」が 「好きなことだけを伸ばす…」となり 「苦手なものを避ける…」という「自分勝手」や「わが、 、
まま」への連鎖については論じられません。勝手やわがままは、社会のルールを軽視し、他者の自由と
権利を脅かすことにつながります。やがてそれは、他者を大切にできぬ者は自分も大切にできないこと
に帰結し、弱い人間を作り出します。確かに、良さを認め誉めることは大切ですが、それだけで立派な
人格が完成されるかは疑問です。自分の弱点・苦手とする点等を克服するために努力することは、自己
を確立する上で重要であり、強い人間を作り上げます。だから、今学期は学習面での自分の課題と向き
合う目標を設定し、小さな努力を積み上げてください。きっと、良さもさらに伸びるはずです。

あなたは“読めて”いますか？
ＡＩ (人工知能)研究者は言う。ＡＩが最も苦手な教科が国語であり、問題を解き正解も出すが、読

んで理解しているわけではない。インプットされた「キーワード」と「パターン」をもとに膨大な「検
索」を通じて「確立的」にありそうなことを選び出すだけに過ぎず、人間が持つ読解力をＡＩに持たせ
るのは不可能であることがわかってきた。そのＡＩ研究者たちが 「では、今の子たちはＡＩが理解で、
きない文章をちゃんと読めているのだろうか？」社会が得意とか数学が苦手だとかいう以前に「そもそ
も読めていないのだとしたら…」という不安を検証してみたそうである。予備調査を受験した公立中学
校生３４０人のうち、約５割が教科書の内容を読み取れておらず、約２割は基礎的な読解もできていな
いという結果に愕然としたとのこと。また、正解者の中にも「キーワード」と「パターン」から解いて
いて、文章の本当の読解ができない者もいるのではという危惧を抱いた。そうであれば、将来ＡＩに仕
事を奪われることになりかねない。皆さんは、ＡＩが読み解けない次の４問に答えられますよね。

〔左から３問は小中学校の教科書に出ている知識を使って作成された。右の１問は高校から同様に作成され正答率は９％だったとか…〕

一般企業の中で就職試験の適性検査に、こうしたリーディングスキルテストを実施する動きが出てき
ている。さて、あなたは読めていますか？もしも読めていないとしたら、何をすべきなのでしょうか？
はたして、読書だけで解決できるのだろうか。先ずは問題を読解し、正解は担任から教えてもらおう。

新聞記事等を参照《 杉戸宿開宿400年記念に寄せて『知っていますか杉戸宿新グルメ！』 》

『 』杉戸東中だよりふなと
『自学・友愛・鍛錬』学校教育目標

平成２９年１月１０日

日光街道の宿場町「杉戸宿」（杉戸町）が、開宿四百年となるのを記念して、町と町商工会が開発を進めている「杉戸宿
新グルメ」で、県立杉戸農業高の生徒がプロデュースした新商品 がレストラン・ペニーレーン（本「たまふわベネディクト」
島）から販売された。杉戸宿新グルメは、江戸時代に杉戸宿で提供されていた卵料理「たまごふわふわ」を現代風にアレン
ジしている。この「たまふわベネディクト」は、卵とマフィン、ベーコン、ホウレンソウ、マイタケを使用。卵はミキサーで泡立て、

「たまふわ杉農カレーうどん」「ふわとろた昆布だしで味付けする。クリーミーな食感が特徴だ。杉戸宿新グルメは、すでに
の三品が商品化されている。今回の「たまふわベネディクト」のほか、「割烹（かまふわプリン」「たまふわクリームシフォン」

っぽう）和泉屋」（清地）が創作した も同店で販売され、杉戸宿新グルメは となる。「たまふわと鰻 のかきあげ丼」 計五品（うなぎ）
興味ある人は「杉戸宿新グルメ」で検索してお店を調べ、記念の郷土グルメを食べに行ってみてはいかがでしょうか。

仏教は東南アジア、東アジアに、
キリスト教はヨーロッパ、南北アメリ
カ、オセアニアに、イスラム教は北ア
フリカ、西アジア、中央アジア、東南
アジアにおもに広がっている。

オセアニアに広がっているのは
（ ）である。

ヒンドゥー教 キリスト教A B
イスラム教 仏教C D

白玉６個、赤玉３個が入っている
袋から玉を同時に４個取り出した。

上の文に当てはまるものを選択肢の
中からすべて選びなさい。

。１ 取り出したのは白玉３個であった
。２ 取り出したのは白玉４個であった
。３ 取り出したのは赤玉４個であった

取り出したのは赤玉１個と白玉３４
個であった。

下記の文の内容を表す図として
適当なものをすべて選びなさい。

四角形の中に黒で塗りつぶされた円
がある。
１ ２

３ ４

アミラーゼという酵素はグルコース
がつながってできたデンプンを分解す
るが、同じグルコースからできていて
も、形が違うセルロースは分解できな
い。

セルロースは（ ）と形が違う。

デンプン アミラーゼA B
グルコース 酵素C D



【杉戸町児童生徒美術展】
１２月３・４日に西公民館で町児童生徒美術

展が行われました。立体及び平面の部で７２点
が出品され、一人一人の思いが表現されたすば
らしい作品が展示されました。
【小中一貫教育の取組】
＜地域学校保健委員会＞
１２月９日(金)に睡眠をテーマとして両校の

保健委員がアンケート結果を発表をしました。
家庭学習にあてる時間が、スマホ・ゲームに使
われて少なくなっていました。中学生になると
睡眠時間が減少してくるので「質の高い睡眠に
心がけて」という提言がなされました。
＜出前授業＞
１２月１４日(水)に泉小の６年生に、折原先

生が英語の出前授業を行いました。クリスマス
も間近なので、関係する単語を考えたり、何が
ほしいか英語でインタビューをし合い、親しむ
ことができました。
＜小中一貫家庭教育部会＞
１２月に家庭教育部で泉小・東中『家庭教育の宣言』についてアン

、 。ケートをとらせていただき 貴重なご意見をありがとうございました
今後『宣言』としてまとめていきます。
【リコーダー鑑賞会】
１２月１３日（火）に増永奏先生をお招きし

て１年生対象のリコーダー鑑賞会が行われまし
た。２本のリコーダーを同時に吹く演奏や、８
種類のリコーダーの紹介を、音の高さや音色の
違いについて聴かせてくれました。
【読み聞かせ】
１２月１５日(木)の朝自習の時間に、読書ボ

ランティア「たんぽぽ」の５名の方による絵本
の読み聞かせが行われ、１年生は「だいじょう
ぶだいじょうぶ」を聞きました。また、地元の
「 」 。民話 ずらっぽうさま が素話で披露されました

２年生は「オニのサラリーマン」を、３年生は
「 」 、 。こいぬのうんち を鑑賞し とてもいい表情で聞き入っていました
【授業参観・保護者会】
１２月１６日(金)に１・２年生の授業参観と保護者会が行われました。１年生はスキー

教室の学年集会を、２年生は国語と社会の授業を参観しました。保護者会では、校長先生
『 』 。から９年間を見通した 育成分野ごとの基幹学力の指導指針 について説明がありました

【書きぞめ練習】
輝く埼１２月に入り期末テスト終了から、書き初めの授業が行われました。１年生は｢

｣を、２年生は｢ ｣を、３年生は｢ ｣を、全体の構成と部分の書き方玉 雄大な河 美しい四季
に注意を払いながら、一筆一筆集中して書き上げていました。１月１４・１５日にカルス
タすぎとで杉戸町書きぞめ展が開かれます。
【表彰】
『 』身体障害者福祉のための埼玉県児童生徒美術展
〔特選〕１年 岡田 イナ ３年 内田 瑞希
〔入選〕１年 加藤 颯将 ２年 清水 啓汰 本間 雅子 渡邊 大智 ３年 古谷 愛子 古谷 優菜

『 』 〔優秀賞〕１年 塩谷 貫太 ２年 中山 未来 ３年 遠藤 亜弥杉戸町人権に関する作文
『 』 〔優秀賞〕１年 荒川 光里 ２年 青木 悠馬 ３年 五十嵐彩乃杉戸町人権に関する標語
『 』校内書きぞめ展
〔金賞〕１年 後藤 夢也 塩谷 貫太 松明 彩 矢野 晴登 江面栄美奈 加藤 颯将 平井 康輝 龍川 圭太

２年 新井 達也 ザヒカ 本間 雅子 前川竜太朗 須藤 陽 中根 雛 間中 芽依 吉岡 優空
３年 五十嵐彩乃 遠藤 亜弥 熊田 修也 関口紗里奈 石嶋 茜 塩谷 侑己 山本 歩実 吉澤 海咲

〔銀賞〕１年 金子瑠流花 小枝 奈々 三枝 音舞 宮本 海人 岡田 イナ 坂巻 奈波 田中 空 吉田 早希
２年 清水 啓汰 中山 未来 間中 茉依 龍川 南奈 渡邊 大智 小川 雅 栗原 陸 佐藤 美希

田崎 翔太
３年 大柴 月 大橋 夏帆 古谷 優菜 吉澤 優美 内田 瑞希 江面 旭恕 仁部 泉紀 前川 剛輝

『 〔春日部 県税事務所長賞〕３年 山本 歩実全国納税貯蓄組合連合会並びに国税庁「税についての作文」』
『 』１年 渡辺 凱 ２年 渡邊 大地 ３年 古谷 愛子 吹奏楽部杉戸町善行賞

＜１月の行事予定＞
１(日)元日
９(月)成人の日

１０(火)始業式
１１(水)給食開始

１年スキー教室(～１３日)
１４(土)杉戸町書きぞめ展(～１５日)
１７(火)専門委員会
１８(水)全校朝会
２０(金)中央委員会
２５(水)生徒朝会
２６(木)２年校外学習
２８(土)なかよし作品展(～２９日)
３１(火)基礎学力テスト(理)

部活終了時刻 １６：４５
完全下校時刻 １７：００

＜２月の行事予定＞
１(水)全校朝会 学校公開(～３日)
３(金)新入生入学説明会
４(土)人権作文発表・心のふれあい

講演会
８(水)表彰朝会

１１(土)建国記念の日
１３(月)期末テスト(３年)(～１４日)
１４(火)実力テスト(１・２年)

専門委員会
１５(水)開校記念日
１６(木)中央委員会
１７(金)生徒朝会
２０(月)県公立入試書類提出期間

(～２１日)
２１(火)基礎学力テスト(英)
２２(水)学年朝会
２３(木)県公立入試志願先変更期間

(～２４日)

部活終了時刻 １７：００
完全下校時刻 １７：１５


