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Ｔｈｅ 音 読
～ ひげのカリスマ講師が語った衝撃の実践 ～

校 長 藤山 洋一

「Tｈe 音読」，私がかつて出会ったカリスマ塾講師の講演の演題です。
長く教育行政に携わっておりますと，幸いにも仕事上で色々な方と出会う機会がありまし

た。
８年程前になりますが，当時鹿児島市では，市長の肝煎り事業として「鹿児島の未来を創

る人材育成」をミッションに社会教育と学校教育がコラボした事業を開始しました。この事
業は現在でも続いていますが，参加対象である中・高校生の選考ハードルを高く設定した上
に，１０日間の長期宿泊を伴う合宿型事業を計画したにもかかわらず，方々からの問い合わ
せが殺到し，親御さんたちの関心，期待の高さにとても驚いたことを記憶しています。
そして，学校の責任者として現場を預かる今，私はあのとき彼が言い放った一言を改めて

かみしめています。
キレのある語りとユーモアセンスに加えて確実に偏差値を上げてくれる先生ということで

学生から絶大な人気を博した彼は，進学塾東進ハイスクールでカリスマ英語講師と呼ばれた
今井 宏さんです。当時は，「いつやるの？ 今，でしょ！」でおなじみの名物講師林修さん
といっしょにコマーシャルに出演しておられましたが，東進ハイスクールの創設者である永
瀬社長が垂水市の出身であったことから今井さんを招へいできたことは幸運でした。
「林は完全にタレントになっちゃってるから，今井の方がよほどためになるよ（笑）」と社長
イチ押しの彼は，自身の講演の冒頭から「１分間に１回は皆さんを爆笑させます！」と豪語
し，「子どもの学力を上げる」というシビアなテーマにもかかわらず，完全に聴衆の心をつか
む見事なパホーマンスを見せました。
主催者として彼と講演テーマについて打ち合わせする中で，私は尋ねました。「今井さん，

子どもの学力を上げるために必要なことは何ですか？」彼は，言いました。「必要なことです
か？あっそれは音読です。」「ですから，今回の講演題はこれ『The 音読』でいきます。」と。
おそらく強烈な期待外れの表情を浮かべたであろう私に彼は，自身の長年の信念と実践を

基に少しの解説を加えてくれました。
『音読は学びの基本です。東進で東大を目指す学生で音読ができない者はまずい。落ちる

可能性が高いです。音読とは，文字情報を声に出し，自分の耳に入れ，文意を解釈・整理し，
思考と表現に結びつける基本動作のスタートです。これができないと学力どころの話じゃな
いのです。
数学も社会も理科もあらゆる試験は，文意理解が５０％です。そこからはじまりです。
もう一つ，自慢でも何でもないのですが，私の娘は「音読」で東大に合格しました。宿題

はしなくても音読だけは欠かさずさせました。小さい頃からひたすら，何も言わず聞いてあ
げました。
私は英語教師ですが，文法やら何やら教えませんでした。ただひたすらに彼女は英語の教

科書を音読しました。ただの音読じゃなく教科書を食べちゃうほどの音読です。ほぼ教科書
は覚えてしまいました。娘が高校のとき担任に呼ばれておしかりを受けました。国語のテス
ト解答を全て英文で答えていたのです。これはふざけた話でよくないことですが，つい問題
文を頭の中で英訳し，解答まで英文で書きたい衝動に駆られたのだと思います。学力向上に
ついて語るといろいろあるのでしょうが，何か一つ挙げるとすれば「音読」です。これが私
の経験的結論なのです。』
本校の子ども達の顔を思い浮かべながら，『The 音読』の真意に納得するのです。保護者

の皆様，お子様は国語の教科書をしっかり読めるでしょうか。家の中に子どもの音読の響く
時間がありますでしょうか。今一度，声に出して読むという学び方を見直してみたいと思い
ます。

歯と口の健康週間
６月４日（木）～６月１０日（水）は「歯と口の健康週間」でした。この週間のねらいは，「自

分の歯や口の健康状態を知り，自分の健康を守る態度を養う」「むし歯や歯肉炎の予防や早期治
療に対する意欲や習慣を育てる」の２つです。
この期間中，標語やポスターの募集などを行いました。

○ 標語
標語は，保健委員会が各学年１点優秀な作品を選びましたので紹介します。

〇 きれいなは みらいのぼくへの プレゼント （１年 やました しょうま）
〇 いつまでも つづくけんこう はのちから （２年 ひがしせと かほ）
〇 食べた後 わすれちゃだめだよ ブラッシング （３年 肝付 陽香）
〇 このブラシ 私の未来も みがいてる （４年 大迫 あやの）
〇 わたしの歯 自分で守ろう 大切に （５年 軍神 はる）
〇 三分間 思いをこめると 歯も笑顔 （６年 大重 美結）

○ ポスター
ポスターは，市学校保健会で審査を行い，特選・入選は，７月２日（木）～７月１０日（金）
の期間いちきアクアホールに展示してあります。
本校の入選は次のとおりです。 おめでとうございます。
１年 濱﨑 葵衣さん ２年 平野 里紗さん 宮之原 悠人さん
６年 川畑 愛結さん 蓑茂 希々果さん

○ 歯の口の健康指導
歯と口の健康週間に合わせて，各学級でむし歯予防の学級指導

を行いました。今年度は，新型コロナウイルス対策としてブラッ
シング指導は行わず，鏡で自分の口の中を観察したり，ＤＶＤを
視聴したりして，歯と口の健康に関する学習を行いました。
また，自分の歯ブラシの毛先が開いていないか等の確認も行い

ました。

今年度の歯科検診は臨時休業の影響で検診期間が延び，６月３０日に全学年終えることがで
きました。今年度のむし歯の罹患率は全校で３１．６％でした。昨年度のむし歯の治療率は６
３．６％でしたので，歯垢や歯肉の状況が悪くなっている学年もありました。むし歯は自然に
治ることはありませんので，早めの治療をお願いします。

水難事故防止に向けて
今年の水難事故防止運動強調期間のスローガンは「水に親しみながら

３Ｍ運動みんなでめざそう水の事故ゼロ」です。学校では，６月１日(月)
に救命救急の職員研修を行いました。７月後半の水泳学習では着衣水泳
も行っていきます。
子どもだけで海や川へ行かないの指導と併せて，大雨後の川や側溝の

危険性についても指導をしていきます。ご家庭でも家の周りに危険な箇所
(心肺蘇生法の実技)

はないか話合ってみてください。

７月行事予定 ８月行事予定

２日(木) 学級ＰＴＡ ５日(水) 市就学相談会
１１日(土) 土曜授業 ７日(金） 市子どもサミット
２０日(月) ４時間授業(１３時１５分下校) ２１日(金） 出校日

給食あり ３０日(日) ＰＴＡ奉仕作業
２１日(火)～３０日(木)

４時間授業(１２時３０分下校)
給食なし ９月１日（火） ２学期始業式

２２日(水)・２７日(月)・２８日(火) 補導委員会
教育相談 幹事会・総務会

３１日(金) 終業式（１２時３０分下校）
給食なし



学級ＰＴＡ・専門部会への出席ありがとうございました。
７月２日（木）にやっと学級ＰＴＡ・専門部会を行うことができま

した。今年は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，当初の計
画が予定どおり進められない状況があります。学級ＰＴＡ・専門部活
動等でよりよい意見を出し合いながらよりよい活動が実施できますよ
う，役員の皆様を中心によろしくお願いします。
今回決まりました学年の正副幹事をお知らせいたします。
＜学年の正副幹事（敬称略）＞

学 年 幹 事 副幹事 学 年 幹 事 副幹事

１ 年 橋之口 奈緒美 宮之原 裕子 ４ 年 末吉 美由紀 福田 修子

２ 年 宝来 佳美 小原 卓也 ５ 年 外薗 志保 徳重 ゆかり

３ 年 上園 由香理 池田 優子 ６ 年 田島 奈津子 宮 直子

小中一貫教育
６月２６日(金)に小中一貫教育に伴う串中・西中への乗り入れ授業を行いました。
串木野中では，体育館に集合して全体会を行った後，中学生の授業を参観しました。その

後，国語・数学・技術の授業を体験しました。中学生が授業サポートに入っていたので，子
どもたちも中学校の授業にあまり戸惑うことなく対応できていました
串木野西中学校では，美術室で，昼の会を行ったあと，数学の授業を体験しました。その

後，体育館で生徒会を中心としたニシの日でレクリエーション活動を行い，先輩方と積極的
にふれ合うことができました。

＜串木野中での活動＞ ＜串木野西中での活動＞

新しい生活様式 外国語活動
本校では，新型コロナウイルス感染拡大防止の取 本校は昨年度から，地区の研究指定

組として，「３つの密」を徹底的に避ける、「マスクの着 を受けて，「子どもたちがともに学び合
用」及び「手洗いなどの手指衛生」など基本的な感染対策 い、一人一人が輝く授業の創造～英語
を継続し，各学級でも次のような対策をとっています。 活動，外国語活動，外国語科における
１ 毎日の健康観察をしっかりと行う。発熱やかぜ 「主体的・対話的で深い学び」を促す
の症状がある場合は保護者と連絡をとる。 手立てを通して」のテーマのもと，外

２ いろいろな活動の後に手洗いを行う。 国語活動の授業改善に努めています。
３ ３密の回避 ６月２９日（月）には１年３組で英
(1) 密閉の回避（こまめな換気） 語活動の研究授業が行われました。担
可能な限り２カ所以上の窓を開けておく。 任の今堀先生と AETの外薗先生の指導
熱中症対策としてクーラーを使用する場合 で「How are you ？」[I'm good．」

も，休み時間ごとに換気を行う。 「I’m Haappy．」などの挨拶の仕方
(2) 密集の回避 に親しむために，歌を歌ったり．ゲー
子ども同士の机を離して授業を行う。グルー ムをしたりしました。

プ活動は必要最小限とする。
図書室利用も学年で利用できる曜日を設定し

ている。
(3) 密接の回避
マスクの着用を指導し，忘れた児童は保健室

で簡易のマスクを渡している。
鹿児島県でも６月後半から感染者が急激に増えて

います。登校前の確実な検温，マスクの着用，不要
不急の外出を控えるなどの対策をよろしくお願いし
ます。


