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杓子定規な話 

数学科 丸岡 義明 

 

今年の大学入学共通テストでのこ

とだが、数学の試験において定規を

使用した東京と静岡の受験会場の生

徒が失格となった。ここでいう失格

とは、全科目の成績が無効（即ち０

点）という厳しい処分である。数学

の試験で定規を使うと失格になると

いう、共通テストと縁遠い人には「何

故？」と思われるような事象である

が、大学入試センターの注意事項に

は定規やコンパスの使用を禁止する

旨が明記されている。杓子定規な話

にはなるが、注意事項をよく読んで

いなかった受験生の落ち度であり、

試験官の判断は、まったくもって正

しいものである。注意書きは何とな

く読んではいけないという教訓であ

ろう。 

 

 さて、ではなぜ定規を使ってはな

らないのか。そもそも数学というの

は推理力（数学的思考・判断力）と

表現力によって論理的思考の積み重 

 

ねを一つひとつ数式として記述しな 

ければならない学問である。共通テ

ストは上手く推論を積み重ねていけ

ば綺麗に解き上げることのできる非

常によく練り込まれた問題であり、

与えられた条件から、脳が適切な青

写真を描くことができるかが試され

ている。いかに的確なイメージを描

けるか。共通テストはマークシート

形式であるが、そういう思考力も試

しているという点で、道具を正確に

使いこなせるかという別種の能力は

試験の範囲外のことと考えていると

思われる。 

 

 ところで、平成 31 年の大学入試

センター試験でも、やはり定規の使

用で失格になった受験生がいたそう

である。こちらは“国語”の試験で

定規を使ったとのこと。 
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≪卒業式関係≫ 

◇卒業式予行 … 2 月 10 日（金）   志成館６Ｆ 

◇卒業式    … 2 月 11 日（土・祝） 県立劇場 

    ※１．２年生 終業式 … ３月３日（金） 

日 曜 ２月の予定  
※コロナに関する国や県、市等の方針

に従い、変更になる場合があります。 

１ 水 3 年】三者面談 

２ 木  

３ 金  

４ 土  

５ 日  

６ 月 3 年】三者面談 

７ 火  

８ 水  

９ 木  

10 金 高校】卒業式予行  高校】味噌天神ボランティア清掃 

11 土 祝 建国記念の日  高校】卒業式 

12 日  

13 月 高校】代休 

14 火 ２年】二者面談 

15 水  

16 木  

17 金 全体】情報処理検定 

18 土 高校】保護者茶話会   ／ オープンスクール 

19 日  

20 月 １年】二者面談 

21 火  

22 水  

23 木 祝 天皇誕生日 

24 金 １年】二者面談 

25 土  

26 日  

27 月  

28 火  

■ 大学受験科  

 共通テストを終え、国公立の二次試

験や私立の出願が始まります。 

 出願期間、試験日程など間違えがな

いよう気を付けてください。 

■高等学院  

二者面談、三者面談などが予定されています。

自分の将来に関わる大事な面談なので、きちんと

受けられるようにしましょう。 

３年】三者面談 ２／１（月）～７(火) 

２年】二者面談 ２／１４（月）～１７（金） 

１年】二者面談 ２／２０（月）～２４（金） 

＊ ２月２３日（木・祝）はお休みです。 
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今回は『ラポール（信頼関係）』についてお話します。先日

八代校の心理学の授業でも取り扱いましたが、聞いたことがあ

る方もいらっしゃるのではないでしょうか。熊本でも、施設や

お店の名称として使われているのを見かけます。 

フランス語で“橋を架ける”という意味で、カウンセラーと

クライエント間の相互の信頼関係、心が通い合っていることを

表す心理学用語でもあります。授業では、 

・信頼関係がある場合…相手が自分を表現しやすくなる、協働

（コラボレート）できる。 

・信頼関係がない場合…自分の想いが相手に伝わりにくい、誤

解されやすい。 

というお話をしました。その後、『知らない人と仲良くなる』

という設定でワークをおこないました。 

２人組になり、お互いの共通点や共通の話題をできるだけた

くさん見つけてもらう、というシンプルなものです。 

共通点を探すポイントとしては、“アバウトさ”を大切にし

てもらいます。例えば…熊本生まれ？ではなく九州生まれ？ 

サッカーは好き？ではなくスポーツは好き？…といった感じ

で、まずは広い範囲から質問をして、だんだん狭めていくほう

が、より多くの共通点が見つかるんですね。皆さん 10 分間で

3～5 個は見つかったようでした。 

共通点が見つかると、お互いに、距離が縮まる・話が盛り上

がる→信頼関係につながっていく と考えられています。 

 春は出会いと別れの季節…。新しい出会いの場で、

ぜひ試してみてはいかがでしょうか。 

 

 

キヨジイの“ちょっといい話”～その⑤ 
引き続き、アスリートの名言を紹介します。ギネス世界記録

にも認定されている「日米通算 4,367 安打」「メジャー年間

最多安打(262 本)」など、数々の金字塔を打ち立てた元プロ野

球選手・イチローが発した言葉です。 

やりたいと思えば挑戦すればいい 

多くの人は何かに挑戦する際、｢できるのかどうか？｣を考え

立ち止まってしまうもの。 

しかし、イチローさんのこの言葉は｢自分の気持ちに素直に

なってやりたいようにやればいい！｣という意味が含まれてお

り、勇気の出る名言です。 

人生は一度きり。

新しいことにチャ

レンジするのをつ

い躊躇してしまう

人は、座右の銘にし

てみてはいかがで

しょうか！ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 どうも、甲斐です。 

昨年、SEGA のメガドライブミニ２が１０月２７日に発売し

ましたね。発売と同時に瞬く間に、転売屋に買い占められまし

た。様々な店を回れども、すでに時遅し。SEGA のハードは

SEGA の最後ハードドリームキャストのまでの中で初代の

SG-1000 と 32X 以外は全て実家で所持していたコアな

SEGA ゲーマーとしてはメガドライブミニ２を店頭で買えな

いことは本当に屈辱でした。 

 転売による買い占めは本当に悪質。彼らを撲滅するためには

彼らから買わないことが大事なのですが、私としてはメガドラ

イブミニ２が手に入らないことの方が痛手でした。しかし、 

苦渋の決断の上、奴らから定価よりも６,000 円増しで購入し

ました。 

 このメガドライブミニ２は１よりも憎たらしい転売屋の餌

食となったのは収録タイトルが１よりも多いこと、メガドライ

ブだけではなく、今まで BIOS の問題で移植が難しかったメガ

CD の超名作ソフトが収録されていること、私を含む SEGA

マニアが無駄に口コミでギャーギャー言っていたことによる

ものでしょう。 

 それはさておき、せっかく手に入れたので年末年始はメガド

ライブミニ２で遊び倒すつもりでした。しかし、、起動後５分

で子どもに奪われてしまいました。コントローラーが一つしか

ないので、指をくわえて眺めるばかり…。SONY、任天堂との

熾烈な家庭用ハードのシェア争いの中で SEGA を選んだ悲し

き男の運命は、家庭の中でも悲しいものでした…。  

 

今回は高 1 生徒の「読書感想文」を

一つ紹介します。 

「転生したらスライムだった件」 

 最初にこの作品の大まかなあらすじ

を説明します。 

主人公が通り魔に刺されて死んでしまい異世界にスライム

として転生するところから始まります。その後、色々な特殊能

力を使えるようになり特殊能力を利用して魔物の村を発展さ

せ国をつくる話です。 次に、私の面白いと感じたところを紹

介します。面白いと感じたところは、キャラの設定や特殊能力

の内容、理想の国をつくりあげていく様子や戦闘シーンでの爽

快感です。 

例えば特殊能力の内容だと、主人公が使う「暴食之王」とい

う特殊能力は、七つの大罪（キリスト教のカトリック教会にお

ける用語）をもとにした能力です。このように名前から元ネタ

を調べたり考えたりして能力の詳細を考察したり出来るとこ

ろが面白いです。 

 最後に、この作品は今まで読んできた作品の中でも一位を争

うほど面白い作品でした。 

志成館・文字で読む職員室 

 
へっぽこハンター甲斐先生の 

趣味のお部屋 



 

令和４年度 第１１弾は、１月１４日（土）の「進学説明会」の中で行われた３年生の進路報告会の写真と先

輩からのアドバイスを紹介します。最後のインタビューはとても盛り上がりましたが、紙面では伝わらないのが

残念！それでは、レッツぐるぐるウォッチっち！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪先輩からのアドバイス（抜粋）≫ 
志望動機はその学校と学科を選んだ理由、高校で学んだことや経験したことを活かして大学ではどのように頑

張りたいかを具体的に述べることが大事。自分がなりたい職業、進みたい業界があれば、それらについて詳しい

話をできるようにすると良い。これらができていると面接官の質問をある程度、誘導できる。資格や活動実績は

とても大事だけど、それらがない場合は学校生活の中での気づき（他人が気づかないような隠された真実）、自

分が学びたい分野に関する気づきであるとさらに効果的。自分で気づくのは難しいので、様々なディスカッショ

ンをしたり、先生とたくさん話をして気づかせてもらったりすると良い。受験指導は「柴田先生→加藤先生→清

田先生→沖住先生→甲斐先生」の順に厳しくなっていく。視野が広がるようにいろんな先生の指導を受けるべき。

内容を深堀するような厳しい指摘はメンタルを削られるけど、どうしても合格をしたい場合は必ず通る道。最後

に、受験科の小論文指導は必須。木本先生の小論文指導は神！ 

 

 

 

 

 

 

 

日本航空高校【熊本キャンパス】 

志成館高等学院 

志成館【高認受験科】 

志成館【大学受験科】 

 
〒862-0973  熊本市中央区大江本町 7番 3号  （味噌天神バス停徒歩 0分／味噌天神となり） 

TEL 096-366-1008   FAX 096-371-3871  ホームページ  URL： http://www.siseikan.net 


