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2学期が終わりました

たり，逆に長期記憶から情報を引き出したりするための
一時的な保管場所のようなものです。短期記憶は時間の
いよいよ冬休みがスタートしました。みなさんにと 経過や新たな情報が入ってくることですぐに忘れられて
って2021年はどのような年でしたか？きっと大変なこ しまいます。対して，脳が本格的に情報を記憶するとき
ともあったと思いますが、その分成長した部分も多か に使うのが長期記憶です。いわば脳のハードディスクで
ったことも事実です。この冬休みは、普段したくても す。長期記憶の容量も限られていますから，脳は仕分け
できなかったことがあれば、ぜひ実行してください。 を行い，「必要」と判断された情報だけが，大脳皮質に
同時に、これまでの総復習を行って力を蓄える大切な 送られて長期保管されるのです。この仕分け作業をつか
時期でもあります。素晴らしい一年のスタートが切れ さどっているのが脳の「海馬」という場所です。
るよう、日頃の学習習慣・学習の姿勢などそれぞれ課 海馬はどのような基準で，情報を選別するのでしょう
か。それは「生命の存続に役立つかどうか」です。海馬
題を明確にして次への準備をスタートさせましょう。
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1,2年生はZ会模試、3年生はそれに加えて鉄緑会東大 は「生きていくために不可欠」と判断した情報だけを取
模試に向けて、いよいよ勝負です。そんな皆さんに、 捨選択して，長期記憶に送り込みます。
S-ADの先生から熱いメッセージをプレゼントします！
ク リ ス マ ス パ ー テ ィ ーでは学校の勉強で学ぶことは「生きていくために不可欠
や忘年会に向けて
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な情報」でしょうか。いずれ将来的には生きることに役
立つかもしれませんが，当面生きるうえでは「不可欠」
こ の 機 会 を 是 非とはいえません。つまり，脳科学的に見れば，「いくら
お見逃しなく!
勉強してもなかなか身に付かない」「覚えられない」と
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では，どうすれば海馬に「必要な情報」と判断させられ
Ⅰ．理想の復習スケジュールは
るのか。方法はただ1つ，海馬をダマすことです。
ヒトの記憶には「短期記憶」と「長期記憶」がありま とくに手に書いたり，声に出したりしながら何度も復習
す。短期記憶というのは，長期記憶に情報を保存した することが効果的です。
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「復習4回」で
脳をダマすことができる

せっかく覚えた漢字や英単語を忘れてしまったとし
ても、その単語が脳から完全に消えてしまうわけでは
ありません。思い出せなくなっているだけで、実は無
意識の世界には保存されています。
こんな実験があります。まったく意味のない単語を
10個覚えてもらい経過をテストします。すると，4時間
後には平均で5個しか覚えていません。ところが一度す
べて忘れてしまった後，同じ10個を覚えると4時間後に
も平均7個ほど覚えているのです。
学習を繰り返すことで，無意識の記憶が暗記を助け
て，以前よりしっかりと覚えられるようになる。それ
が勉強における「復習」の効果です。
では，どのようなタイミングで何度，復習するのが
効果的なのでしょうか。
無意識な記憶の保存期間は1カ月程度といわれていま
す。最低でも1カ月以内に復習するようにしましょう。
脳科学的に最も効率的なのは，以下のような復習スケ
ジュールだと私は考えています。
学習した翌日に1回目（の復習）。その1週間後に2
回目。さらに2週間後に3回目。さらに1カ月後に4回
目。全部で4回です。科目や単元にもよりますが復習ス
ケジュールをこれ以上過密にして，時間と労力をかけ
ても，成果は変わらないことが多いようです。ただ
し，人によっては3回の復習で覚えられるかもしれない
し，10回の復習で覚える人もいます。自分はどれくら
いのペースで復習すると覚えやすいのか，勉強しなが
ら自分の脳の傾向を確かめてみるのがいいでしょう。

すさ」が全然違う。車に興味がなくて，車の知識もない
人は丸暗記するしかありません。しかし，車が好きで前
知識がある人は「去年のプリウスはこういう形だったか
ら，ここをマイナーチェンジしたんだ」とすっと頭に入
ってくる。記憶力はその人が持っている過去の情報量に
左右されるのです。事前情報が多いほど関連付けて覚え
られるので，記憶が楽になるわけです。クラスの頭のい
い子が，何でも一度で覚えてしまったり，授業を聞いた
だけでマスターしてしまったりすると聞くと，「記憶の
天才に違いない。うちの子にはとてもまねできない」と
思いがちですが，実は事前知識の蓄積の差ということも
あるのです。
大河ドラマや時代劇を見ている子が歴史の暗記が得意
だったり，本好きな子が漢字に強かったりする。文部科
学省の全国学力テストでも，美術館に行ったり新聞を購
Ⅱ ． 読 む だ け で な く 、 問 題 を 解 く こ と 読したりしている家庭の子のほうが学力が高い傾向があ
また，復習のポイントとして覚えておきたいのが， ります。文化的な経験をさせることが学校での学習の助
情報を暗記する「入力」だけではなく，覚えた内容を けとなっていることを考えれば当然の結果といえます。
テストなどで確かめる「出力」も大事だということで 文化的な刺激に触れることで，その分野に興味を持て
す。情報の入力と出力では，脳は圧倒的に「出力」を ば、前知識を拾いやすくなって，それが記憶につながっ
重要視します。「この情報はこんなに使われるのか。 ていく。そんないい循環を生むのです。
記憶というのは最初が一番大変です。まったく何もな
ならば覚えなければ」と海馬は判断するのです。
勉強の仕方でいえば，教科書や参考書を何度も見直す い状態から覚えなければいけないからです。しかし，そ
よりも，問題集を繰り返し解くような復習法のほうが の苦労はずっと続くわけではなくて，ある一定のレベル
に達すると，いろいろな知識と連合して覚えやすくな
より効果的といえます。
私たちは物事を覚えるときに何かに関連付けて記憶 る。「勉強量と学習効果」の関係（図を参照）と同じ
します。たとえば今，私の目の前にカフェオレがある で，記憶が楽になるところまで頑張れるかどうか，なの
としましょう。この言葉を覚えるときに，「カフェオ です。
レ」という単語だけ覚えても何の意味も持ちません。
文字づらとしての「カフェオレ」，目で見る「カフェ
オレ」の色や形状，耳に届く「カフェオレ」という
音，飲むときに鼻孔で受容する香りや舌で感じる味わ
い。こうした複数の感覚が統合されて，「カフェオ
レ」という1つの記憶が成立します。記憶は単独の知識
では成立せずに，連合によって有意義なものになりま
す。そして連合性の高い情報であるほど，記憶しやす
いのです。
前知識を持っていると物事を覚えやすいのも記憶の
連合性が働くからです。たとえば車の車種を覚える場
合，車に興味のある人とまったくない人では「入りや

先生からの熱い勉強方法、メッセージ届きましたか？
期末試験が終わった後の振り返りの際に、きっとどの先
生も学年ごとにアドバイスを送っていることと思いま
す。現状がうまくいっていても、もちろんうまくいって
いなくても「6年間の中の今をどう過ごすべきか」とい
う視点で先生たちはエールを送っていますよ！
では続きまして次のお話です。

と訳されます。
何かモヤモヤしていることがあったら、それを解決するた
めの行動を今すぐ起こしてみてください。大層な事で無く
ても良いのです。「明日は朝6時に起きよう」「夕飯後の
皿洗いを申し出よう」「10分宿題をやろう」くらいでもい
いのです。なによりも大事なことは、思っているだけ、言
っているだけ、ではなく、行動をすること。不思議なこと
に、行動を起こせば、そこから人生の歯車が廻っていくも
のなのです。どんどん行動をして、どんどん失敗をして、
どんどん経験を積んでいきましょう。そこからしか成功は
うまれません。
冬休み、「行動」をしましょう。期待しています。

「自分の可能性を100％本気で信
じていますか」

先生からの熱いメッセージ第二弾でした。ぜひ現在の
皆さんは自分の可能性を本気で信じていますか？なん 自分と照らし合わせて、感じることがあったら、先生た
となく、ではなく本気で100％です。自分の努力次第で ちはとっても幸せです。
何者にもなれる可能性をもっていることを、誰よりも強 では続きまして次に参りましょう。
く、自分で自分の事を信じてあげられていますか。
みなさんを見ていて、歯がゆい所はこの一点です。特
に中学2年生、2学期最後の授業ではこの話をしました
ね。どうにも、苦手なことや面倒なことを見ない振り、 能動的を別の日本語にしてみると、自発的・自主的・
後回し、アリバイ作り程度に一応取り組んでおく、とい 積極的という意味とも近い意味も持っている語ですね。
う人が多いように感じたからです。
英語にするとactiveやproactiveと訳される語です。
この言葉を聞いたことがありますか。
proactive…doing something to influence or make
The behavior will change if the mind changes.
changes happen and being prepared for change to
Habits change if action changes.
happen(LONGMAN)「影響を及ぼすことや変化を起こ
Personality will change if the custom changes.
す行動をする、ないしは変化が起こるよう準備している
The destiny will change if the personality changes. こと」とでも訳しましょうか。
ーWilliam James（1842～1910）
皆さんは、どんなことでも能動的に行っていますか？
「心が変われば行動が変わる。
言われたから、宿題だから、親に言われるからと、理由
行動が変われば習慣が変わる。
を他に求められる行動は本物にはなりません。何でもな
習慣が変われば人格が変わる。
い行動にでも、自分のために、自分から行動を起こして
人格が変われば運命が変わる」
欲しいと思います。「なんで」「どうして」と疑問を持
ち、調べたり考えたりする時間を大切にしましょう。

「能動的に」行動しよう

「・・・博士会で小生（自分のこと）を博士に推薦
されたについて、右博士の称号を小生に授与になること
かと存じます。 然るところ、小生は今日までただの夏
目なにがしとして世を渡って参りましたし、これから先
もやはりただの夏目なにがしで暮らしたい希望を持って
おります。・・・・・」

「自分の考えを持つということ」
「名誉を与えられようが与えられまいが、自分は、

「夏目漱石」知っていますか

夏目漱石の作品を一度は読んだことがあるでしょ
う。日本を代表する作家で、本名は「夏目金之助」とい
います。「漱石」というのは、中国の古典の「漱石枕流
(そうせきちんりゅう)」という故事からきています。
孫楚という人物が隠棲(いんせい)しようとしたとき、
友人の王済に「石に枕し、流れに漱ぐ(くちすすぐ)。」
（自然の中で石を枕に眠り、流れで口をすすぐような生
活がしたい）と言うはずのところが、間違えて「石に漱
ぎ(くちすすぎ)、流れに枕す。」と言ってしまいまし
た。友人の王済は「そりゃ逆だろう。」と指摘しました
が、孫楚は「いやいや石に漱ぐのは歯を磨くためだ！流
れに枕するのは、世俗のいやな話で汚れた耳を洗うため
だ！」と言い返したそうです。ここから「負け惜しみ」
の意味で使われますが、また別な角度から考えると「反
骨(はんこつ)」という意味でも解釈されます。「反骨」
とは「容易に人に従わない気骨。権力に抵抗する気骨」
のことです。

「反骨」の人 夏目漱石

夏目漱石は、まさに「反骨」の人でした。ある逸話
があります。彼は英語研究者としての長年の業績、文学
作家としての才能を高く評価され、博士号を授与される
こととなりました。「博士号」は現在では、大学４年間
を終え、修士課程の２年間、さらに博士課程の２年間を
経て、大学に認められた場合に授与されます。博士課程
を終えたからといって授与されるわけではなく、博士課
程満期終了で博士号をもらえない人も多く存在します。
それほど難関の博士号、現在では大学が授与するもので
すが、漱石の生きた明治時代には「国」から贈られたの
です。
当時は日本の最高学府の東京大学の学生で成績優秀
な者には、天皇からほうびが下されました。その時代に
東大を卒業し、国費留学をした夏目漱石ですが、なんと
その博士号を辞退してしまったそうです！国から贈られ
る博士号を辞退するなんて！ノーベル賞とまではいかな
いでしょうが、現在で言えば国民栄誉賞ぐらいの価値と
もとれるかもしれません。
そのときの漱石が文部省へ送った返事の手紙の一節を
次に挙げます。

これまでもこれからも、ただの夏目金之助という自分で
ある」ということを伝えたようです。ここから夏目漱石
という人間が、本当に強い自分というものを持っていた
ことが伝わる言葉ではないでしょうか。
自分の意見・考えを持つということは簡単なことでは
ありません。多くのことを学び、様々な経験をし、自分
の頭で考え抜いて、そういう経験の蓄積のもとに「自分
の意見・考え」が出来上がるのでしょう。
「現代日本の開化」において、漱石は「日本人が西欧
へばかり顔を向け、西欧をまねようとするのは、それは
ただ西欧諸国が強いから、ただそれだけの理由である」
と喝破(かっぱ/真理を説き明かすこと）しています。自
国の文化や伝統、歴史にアイデンティティを失いかけて
いた明治の世の人々に警告を発したわけです。漱石が外
国嫌いかというと、とんでもない。彼は作家として身を
立てる前は、英語教師でした。松山中学、熊本五高そし
て東京大学でも英語を教えたのです。先にも述べた通
り、国費留学をしたほどの英語の秀才であった漱石が、
しかし、ただただ西欧列強に憧れ、自国の伝統や文化を
かえりみない当時の人々の姿を厳しく指摘したことに、
重みがありますね。
どんなことでも「自分の頭で考える」ということので
きる人が、どの時代でも求められるということではない
でしょうか。
そんなことを冬休みに少し、考えてくれると嬉しいで
す！

充実した冬休みを！
先生たちからのいろいろなメッセージ、届いたでしょ

うか。どの先生のメッセージなのかを想像するとまた楽
しいかもしれません！どうか自分の心と身体、頭脳をし
っかり鍛える冬にして下さい。先生たちみんなで応援し
ています。

