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やっぱり英検
　ある日の授業の冒頭。「週末は注射で熱が出て具
合が悪かったけど、今日は元気いっぱいです」と私。
もちろん英語です。生徒は、みんな軽くうなずく。
「話わかったなら、何か反応して。も一回行くよ！」
すると今度は、はかったように、みんなで
「Wow!」の一言。いや確かにそれ英語だけど、シ
ンプル過ぎ。せめてI’m glad to hear that.（それは良
かった）ぐらい言って～。そんな彼らも卒業して、
今頃はそれぞれの高校で頑張っているでしょう。彼

らが中学３年生になったとき、新指導要領で教科書
は劇的に難しくなりました。単語が急増、内容は高
校生レベル。入試も60点満点から100点満点に。事
前にわかっていたのは、選択裁量問題がなくなり、
リスニング問題の比重が増えることくらい。見えな
い敵に向かって、私も必死のパッチ（関西弁で「必
死」の最上級の意味）の毎日。本番ではリスニング
に書き取りの要素が入ったり、状況をよく把握して
それに柔軟に応じる作文力が求められました。幸い
みんな本当に素晴らしく力を発揮してくれました。
それにしても問題を見て改めて思ったことは、「入
試問題って難しい」です。しっかりした基礎、そし
て応用力。長文を見たとたん頭が真っ白にならない
ようなトレーニングが必要です。常日頃からリスニ
ングに取り組むこと。まとまった長さの英文をたく
さん読むこと。そしてこれには英検の作文対策や面
接練習がとても有効だと確信しました。今までは中
学校卒業までに英検３級取得が目標でしたが、もう
準２級を目標にしてもいいのではないか、と考えて
います。

（訳：宮地晶子）

　最近気がつくと、ウクライナでの武力衝突やコロナ禍、それ
と日本や英国の政治を追うニュースとＳＮＳに釘付けになって
いる自分がいます。そして自分が毎日どれだけネガティブなニ
ュースを消費し、どれだけ自分にも周りの人にも悪影響を与え
ているかに気が付きます。
　欧米には、よくないニュースを取り込もうと過剰にスクリー
ンを見続けることを指す「ドゥーム・スクローリング」という
言葉があります。まさしく私がやっていたこと。次の記事で状
況が良くなっていたら、と期待して見るから余計に中毒性があ
ります。でも、メディアの性質上、良くなることはあまりあり
ません。消費者は好材料より悪材料に強い意見や関心を持つた
め、各社暗い面を強調しがちです。その方が新聞の売り上げが
あがり、ウェブサイトの訪問回数も増えるから。
　今みたいな状況、特に地球の裏側で起きている出来事に対し
て私たちは無力で、そのことが挫折感や悲しみにつながります。

人は１度にこんなにたくさんの暗いニュースを受け止められる
ようにはできていません。でも急速な技術の発達のせいで、
刻々と起こる出来事が今ではあまりにも簡単にスマホなどに直
にライブで届くのです。
　当然私たちの気分や精神衛生に影響して健康的ではない。時
事の流れに乗るのは大事ですが、バランスをとって自身の健康
や幸福に焦点を合わせることが大切です。視点を変えて、うま
く行かないことを考える代わりに、上手くいっていることを考
え、日々の小さな勝利や成功をつなげれば、ずっともっと幸せ
に暮らせます。例えば初めて新しい料理を作った、ゲームやス
ポーツが上達した、何か新しいことを学んだ、とかそういうこ
と。
　バランスをとってより健康でより幸せな人生を生きられるよ
う、みんなで最善を尽くしましょう。

DoomScrolling and Positivity　Ravinder Chana 

Recently I have found myself glued to SNS and various news sites following the conflict in 
Ukraine, the COVID pandemic, politics in Japan and the UK etc. I noticed how much nega-
tive news I was consuming daily and how it was affecting both me and the people around me.
There is a term in the west known as ‘DoomScrolling’ which refers to the act of spending 
an excessive amount of screen time devoted to the absorption of negative news, which 
summarises exactly what I was doing. It can also be very addictive because we hope the 
next article will tell us how the situation is getting better but due to the nature of media 
outlets, we don’t see much of that. Media outlets tend to highlight negative news over positive due to consumers having a stronger 
opinion/investment towards the topic, which in turn leads to an increase in newspaper sales, more clicks on their websites and so on.
It’s the fact that we are helpless in these situations, particularly when events are unfolding on the other side of the world which leads 
to frustration and sorrow. Humans weren’t designed to take in so much negative news all at once but thanks to the rapid advancement 
of technology it is far too easy nowadays to receive live reports directly to our phones/devices as events unfold.
Naturally this affects our mood/mental health and isn’t healthy. While it is important to stay in the loop with current events, it is vital that 
we strike a balance so we can focus on our own health and happiness. I find it is great to flip the perspective and instead of thinking about 
what is going wrong think about what is going right, everyday small victories and successes lead to a much happier life. Maybe it was the 
fact that you cooked a new dish for the first time, improved in a game or sport, learnt something new etc.
Let’s all try our best to strike a balance and live a healthier and happier life!

ドゥーム・スクローリングと前向きであること　ラビンダー・チャナ

【ちょっと豆知識】宮地晶子
DoomScrolling のdoom　とは、
「運命、悲運、破滅」という意味。
doomsday と言えば、「この世の終
わり」のこと。scrollは、スマホやパ
ソコンを「（画面を）スクロールする」
と使われていますね。スクロールには
美術品の「巻物」の意味もあります。
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