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ロンドン日本人学校だより 10
AI 時代の進路を拓く「学力」とは
校長 石山 秀樹
校長室で仕事をしていてふと手を止めると、文
化祭で演じる劇の声や歌声が聞こえてきます。今
週末(9/23 執筆時点)の文化祭が楽しみです。本校
の二大行事である運動会、文化祭については、来
月号でふれたいと思っています。
さて、右ページで示したのは、平成 31 年 4 月
18 日に日本国内で実施された「平成 31 年度全国
学力・学習状況調査」の国語の調査問題です。残
念ながら在外である本校はこの調査には参加でき
ませんが、問題を取り寄せて活用しています。
「情
報を読む」と題されたこの問題では、新聞紙面を
題材として取り上げ、出題の趣旨は次のように述
べられています。
「文章の構成や展開、表現の仕方について、根拠
を明確にして自分の考えを持つこと」
「 文章の展開
に即して情報を整理し、内容を捉えること」
「文章
に表れているものの見方や考え方について、自分
の考えをもつこと」
調査では、クイズのように記憶した知識をその
まま答えたり、単純な「穴埋め問題」はありませ
ん。いずれも限られた時間の中で多くの文章を読
み取り、構成を捉え、或いは「条件に即して自分
の考えを書く」といったことが求められています。
同じ問題の傾向は、例えば 2020 年度から導入が
予定される「大学入学共通テスト」に向けて実施
され、ネット上でも公開されている「試行調査」
でも国語に限らずどの教科・分野でも出題されて
います。さらには、OECD(経済協力開発機構)の
主催する国際的な調査である、「学習到達度調査
(PISA)」でも見られる傾向です。これらの調査に
共通しているのは、知識の深い理解と思考力・判
断力・表現力が必要とされていることです。そし
て、その土台となるのが文章の力―読解力である
と、私は捉えています。
ではなぜ、これらの様々な調査で共通して思考
力・判断力・表現力、そして読解力が問われてい
るのか。それは、これらの力が、まさに「これか
ら」の時代を生きてゆく子どもたちに不可欠な力
だと考えられているからに他なりません。

学校教育目標
自ら学び、心豊かにたくましく国際
社会を生きぬく児童生徒の育成
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教育の目標は、社会の中でしっかりとやってい

けるようにすること、幸せや社会的な成功をつか
むことができるようにすること（本校の合い言葉
「自立・貢献」に込められた意味でもあります）
であり、学力向上は目標達成のための手段の一つ
です。
今の児童生徒は、否応無く現在よりも複雑化し、
ICT・ネットワーク・ロボットや AI（人工知能）
の技術が進展した時代を生きてゆくことになりま
す。人間のする「仕事」が無くなることはないで
しょうが、現在も既にそうであるように、今まで
人が当たり前にしていたことが「自動化」
「 機械化」
「セルフ化」といった形で置き換わっていくでし
ょう。そのような時代に必要とされる「学力」と
はどのようなものでしょうか。
AI は基本的に、膨大なデータを蓄積（記憶）し、
その中から条件に適合するものを「答え」として
出力しています。我々の学習がもし、単語をなる
べくたくさん記憶し、穴埋め問題のようなテスト
でその単語を出力していくだけのものであるとす
れば、それは AI と同じ処理であり、どれだけ一
生懸命に「勉強」しても将来的には AI には勝て
ないでしょう。人間にできて AI にできないこと、
それは、文章や抽象図、状況等から「意味」をつ
かみ、柔軟に思考し、判断し、表現することです。
つまりそのような力が、AI をはじめとするテク
ノロジーが浸透した社会の中で、人間が「しっか
りとやっていく」ために必要な力だと私は考えて
います。例として示した全国学力・学習状況調査
をはじめとする各種調査が示す問題の傾向は、こ
れからつけるべき学力の方向性を示しているもの
なのです。
ロンドン日本人学校では、まずこれらの力の土
台となる文章の力―読解力をつけるため、授業を
はじめとするあらゆる教育活動の中で文章を扱う
場面を増やしています。そして、つかんだ情報や
意味を基に思考し、他とのコミュニケーションを
通じた問題解決を促すことにより、児童生徒自ら
が「自立した社会人」として進路を切り開いてい
けるよう支援してまいります。

NRT 学力検査について
本校では毎年 4 月、小学部 1 年生を除く全ての
学年で、日本の教研式標準学力検査（NRT）を行
っています。これは、児童生徒一人ひとりが自分
自身の学力の状況をつかみ、これからの学力向上
に役立てられるように、また、教師が子どもの特
性を把握し、併せて指導力向上につなげるために
実施しています。
個人の結果につきましては既に 1 学期末までに
お届けいたしました。また、各学年の状況、学年
としての課題や今後の取組等につきましては、9
月の各学年・学級だよりの中でお知らせしてまい
りました。
全体の傾向としては、表に示したとおり、各学
年・各教科ともに優れた結果を挙げています。た
だし、本校では転出入が多く、1 年間で 3～4 割
の児童生徒が入れ替わること、平均値の母数とな
る児童生徒数は比較的小さいこと、あくまでも今
年度 4 月時点での状況であることには注意が必要
です。
結果の中には「観点別集計」という項目があり、
各教科別に設定された観点でどの程度の学力があ
ったかが示されます。気になるのは、学校だより
巻頭の「AI 時代に進路を拓く学力とは」でもふれ
た、「書く能力」「読む能力」です。これは国語だ
けで示されている観点ですが、他教科・分野にも
関わりがあると考えています。これも表に示した
とおり、概ね平均を超えている状況であることが
分かりました。読み、書きの基礎が十分にできて
いれば、その上に大きく学力が伸びる可能性が出
てきます。学校では引き続き、子どもたちの学習
の特性や状況をつかみ、更なる指導の改善を進め
てまいります。

表1

小学部偏差値平均 (全国平均＝50)
小2

小3

小4

小5

小6

国語

54.8

53.5

54.6

56.6

55.4

算数

55.0

54.9

56.4

56.6

55.4

表２

中学部偏差値平均 (全国平均＝50)
中1

中2

中3

国語

57.8

55.1

57.3

社会

58.6

56.8

56.3

数学

58.3

60.6

60.9

理科

55.9

54.8

55.5

65.6

66.4

英語

表3

学年別「読み･書き」指数

(全国平均＝100)

書く能力

読む能力

小2

110

119

小3

111

123

小4

131

97

小5

121

139

小6

117

123

中1

147

116

中2

117

131

中3

120

146

写生大会
【小学校

【中学部】

低学年部】

中学部は、写生大会でケンウッドハウスに行き

8 月３０日、小学部

ました。ケンウッドハウスは、ロンドンのハムス

１・２年生はロンドン

テッド・ヒース公園の北にあるカントリーハウス、

動物園に写生大会に行

美術館です。イングリッシュヘリテイジが大切に

きました。子どもたち

管理をしているこの美術館には、レンブラントの

は「ペンギン」
「 ラクダ」

自画像やフェルメールの「ギターを弾く女」が所

「ラマ」
「ロバ」
「キリン」
「レミュー」の中から自

蔵されています。

分の描きたい動物を選び、写生を行いました。

生徒たちが今回写生したのは、アダムの設計に

描き始めの時間には「動物が納屋から出てきま

よる美しい彫刻の施された建物の南側です。幸い

せん。」
「動き回るので描けません。」などと困った

天候に恵まれ、気持ちよい青空のもとで生徒たち

様子が見られましたが、次第にこつをつかんで、

は思い思いに場所を決め、写生に取りかかりまし

思い思いの絵を描くことができました。動物園に

た。立体的に建物が描けるように、２点透視法や

見 学 に 来 て い た 方 々 か ら 「 Great ！ 」

３点透視法で下描きを丁寧に描いている様子が、

「Wonderful！」などと声をかけられ、得意そう

さすが中学生だなと感心しました。集中力を途切

にしていた子どもたちです。

れさせず、ほとんどの生徒が午前中に下描きを仕

午前中に写生を行い、午後はクラスごとに動物

上げていました。午後からは、彩色をしました。

の見学をしました。
「 国語で学習したペリカンがい

赤・黄・青の三原色を

ます。」「シマウマがかっこよくて乗ってみたい。」

使って多様な色彩で最

など、とても嬉しそうな声が聞かれました。また

後まで一生懸命仕上げ

動物園に来たいと話しながら学校に帰りました。

ることができました。

【小学校

高学年部】

小学部３年生から６年生は、学校から車で２０
分ほどの所にあるサイオン・ハウスに行きました。

部活動交流会
９月１４日（土）に帝京ロンドン学園との部活

ここは歴史的にも貴重な場所で、ヘンリー８世の

動交流会がありました。各部に分かれて校内を案

５番目の妻キャサリン・ハワードが幽閉されたり、

内していただき、その後交流戦に移りました。

「９日間の女王」として知られるジェーン・グレ

バスケットボール部は、男女に分かれ、試合を

イが即位を告げられたりするなど、英王室と深い

行いました。男子は、得意な走力を生かしたプレ

縁を持つ建物です。

ーで善戦しました。女子は、チームワークよくパ

被写体となったのは、邸宅の横にある「グレー

スを回しながら得点を重ねることができました。

ト・コンサバトリー」と呼ばれる大温室です。当

テニス部は、３面のコートを使って主にダブルス

日、子どもたちは集中を切らすことなく、最後ま

の試合を行いました。どの生徒も１試合目はかな

で写生に取り組んでいました。ガラス面が多く細

り緊張していました。初めはミスが続きましたが、

かな枠が沢山あるうえ、それを下から見上げるよ

その緊張もプレーを続けていると徐々にほぐれて、

うな視点で描かなければならないので、子どもた

ポイントを連続して取れるようになりました。フ

ちには少し難しい構図でしたが、どの子も大まか

ットボール部は、３０分ハーフの試合を行いまし

な基準線を決めた後に、細かな所まで意識をして

た。高校生に胸を借りるという挑戦者の気持ちで

描いていました。午後からは３原色を混色して自

臨みました。点差は大きく離れてしまいましたが、

分だけの色を作っていきました。水彩絵の具の特
色を活かしながら建

選手は最後まで一生懸命プレー
していました。

物の影や壁の濃淡を

多数の保護者の皆様に参観、

表現する細かな作業

応援していただきありがとうご

で、作品をどんどん

ざいました。生徒の思い出に残

仕上げていきました。

るとても爽やかなものとなりま
した。

