Kaminogo junior high school

令和２年度

June 2020

【 ６月臨時増刊号 】

上之郷中学校だより

《学校の教育目標》
自ら求め鍛え合う

【特集】

学びをつなぐ

いよいよ学校再開！
近距離で学習するときには，全員フェイスシールドとマスクを着用（理科実験の様子から）

まずは未履修部分のある教科を中心にスタート

全員フェイスシールドとマスク
姿。上之郷中学校じゃなく，よそ
の国の学校に来たみたい。
実際，自分もフェイスシール
ドとマスクを着用して授業を受け

れてくるのだが…。
だから，少しだけ大きめの声
で話をしないと伝わらない。これ
が意外に声量アップにつながっ
ているような…。

この３週間，生徒たちは，朝，
行っている学習の質問会に何
人かの生徒が主体的に参加す
るなど，学校でも家庭でも学習
に前向きに取り組みました。

てみると，確かに音がこもって聞
き取りにくい。不思議にしばらく
つけたままでいると，だんだん慣

学校では，３週間の登校日期
間と分散登校期間を経て，いよ
いよ今週から本格的に再開。

ある生徒が一言つぶやきまし
た。「３時間じゃなく，６時間授業
でもいいなぁ」

－１－
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【特集】 学びをつなぐ

71％の生徒が家庭学習時間の伸びを実感
全校生徒を対象とした調査から
登校日・分散登校期間も終わり，いよいよ本格的に
学校が再開されました。生徒たちにとっては，３か月半
ぶりの６時間授業。でも，学習の遅れを取り戻そうと一
生懸命学習活動に向かっています。
本校では今年度，与えられたり，言われたりするので
はなく，自ら求める主体的な学びをつくり出すため学校
と家庭の学びをつなぐことに力を入れています。そのた
めに，休業期間中も分散登校期間中も，少しでも自ら

机に向かえるよう指導を行ってきました。
そして，この分散登校が終わる 6 月 12 日（金）に全校
生徒を対象として意識調査を実施し，どんな変化があ
ったのかを確かめました。その結果，４月に行った調査
に比べ家庭における学習時間が増えている生徒が全
体の７割以上いることがわかりました。また，それに伴
い，昨年度よりも授業がわかりやすくなった，楽しくなっ
たと回答をする生徒が４割以上いることがわかりました。

午前中，授業があるのに４月よりも家庭学習時間が増えた！
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図１ 家庭における学習時間の４月との比較
（ただし，４月は終日休業，６月は午後休業と条件に違いがあります）

■ 学習時間に明らかな違い
上の図１は，家庭における学
習時間について４月２４日の家
庭訪問で調査したものと，今回
調査したものとの比較です。
４月は，半数以上の生徒の学
習時間が１時間半までであるの
に対し，今回の調査では，７割以
上の生徒が２時間以上は学習に
向かうようになっています。
４月の調査は，休業期間中で
終日家にいる状態，今回は，午
前中授業があり，午後からしか家
にいない状態と条件に違いがあ
り，一概に比較ができませんが，
明らかに今回の方が家庭におい
て学習に向かおうとする気持ち
が高まっていることが結果から読
み取ることができます。

強い
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図２ 家庭学習をしてみたいという思いは，去年
と比べてどう変化しましたか

■ 主体的な学びに変化
これは，普通のことが普通にで
きるようになった喜びや３か月間
も遅れている学習の遅れを取り戻
したいという気持ちが働いている
ようで，次の生徒の感想からもう
かがうことができます。
＊ 学校に行けることの楽しさや授
業ができるありがたさがわかった
ので，小学校の頃よりも積極的
に学習できるようになった。
＊ 休業中にあまりできなかったか
ら，少し焦りがあって，そのせい
で自主勉をする気持ちが強くな
った。
＊ 授業が遅れている分，家でも予
習復習をした方がいいなあと思
うようになった。
－２－

図２は，人から言われたり，提出
期限に間に合わせるためだったり
するなどの外的な要因によって机
に向かうのではなく，主体的に自
分の意思で学習に向かえるように
なっているのかどうかを尋ねたも
のです。
これによると，約６割の生徒が以
前に比べると自分から机に向か
おうとしていることがわかる結果と
なりました。
また，「変わらない」と回答をした
４割の生徒を分析すると，５月の
時点で２時間以上の学習時間の
あった生徒がこのうちの７割を占
め，すでに主体的な学びができ
ていたため，「変わらない」と回答
をしたと考えることができます。
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この取組による変化
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図３ 以前に比べて家庭での学習はし
やすくなりましたか

■ 授業がわかりやすくなった
下の図４は，「授業のわかりや
すさ，楽しさはどう変化しました
か？」という質問に対する回答の
割合を示しています。
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■ 学習がしやすくなった
図３は，「何を学習するのかを
考えてから帰宅するようになるこ
とで，家庭学習のやりやすさは，
以前に比べてどう変化しました
か？」という質問に対する回答の
割合を示しています。
全校の半数以上にあたる 55％
の生徒が，「とてもやりやすい」
「やりやすい」と，回答をしている
ことから，授業や帰りの会で帰宅
後，何を学習するのかを考える
時間をとることにより，こうした変
化があったものと考えています。
またここでも，「変わらない」と
回答をした生徒の多くが，比較
的長い時間机に向かう習慣があ
り，「以前と変わらず学習に向か
えている」という意味で回答をし
たものと考えています。
こうした生徒の気持ちの変化
は，下記の生徒の言葉にも表れ
ています。
＊ 何をやらなくちゃいけないのかをしっ
かりと考えてから帰ると，とてもやりや
すくなったので続けていきたい。
＊ 学校で今日これをやると決めてから家
に帰るとやりやすくなって，やる気も
少し出ました。

図４ 授業のわかりやすさ，楽しさはどう
変化しましたか？

全校の 42％の生徒が「とてもわ
かりやすくなった」「わかりやすくな
った」と回答をしています。
何をするのかを考えてから帰宅
するようになり，「小学校の頃はお
母さんに『宿題やったの？』と，ほ
ぼ毎日言われていたけど，最近
は早く宿題を終わらせようと頑張
っています。」という言葉に代表さ
れるように，誰に促されることなく，
主体的に机に向かうようになり，そ
れに伴って，授業もわかりやすく，
楽しく感じるようになりつつある生
徒が増えています。
課題として与えられたプリントを
とりあえず埋め，提出することが目
的だった４月の頃と比べると，す
ごい変化，成長です。

もっと楽しくするために

Why? を大切に
帰りの会で，家に帰ってからすべきことを考えます。
このときに，大切にしなければならないことは，Why?（なぜ，その学習
をしようとしているのか？）です。なぜならば，Why がないと，言われるか
らする主体性のない状態になってしまうからです。そして，Why があるか
ら，次の How?（どのようにしてやるのか？）がはっきりするのです。
例えば，英単語の勉強をするとします。
新しい単元に入るから，まず単語をおぼえてしまおうとするのか，今日
の授業で自信のない単語があったから確実におぼえたいと思っている
のか，宿題になっているのか…。
新しく出合う単語なら，丁寧に何度もノートに書く必要があります。この
とき，最初は書き写しますが，そのうち何も見ないで書けるように，声に
出しながら回数を重ねます。このときは，丁寧さが大切となります。
授業で自信のない単語あったときはどうか。一度はおぼえた単語です
から，丁寧に 5 回も 10 回も書く必要はありません。むしろ，英語の部分
を紙でかくし，そこに“殴り書き”をし，確実に書けるようになっていること
を確かめればいいわけです。
宿題の場合には，指示された方法でやります。
つまり，同じ単語の学習でも丁寧にするのか，確実に書けるようにする
のか，指示通りするのかは，Why によって違うのです。
「なぜするの？」計画を立てるとき，ぜひ自問自答をしてみてください。
－３－
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６月２日(火) “新”1 年生と２・３年生との対面式が行わ
れました。1 年生一人一人の呼名の後，３年生から中学
校での生活について説明がありました。全く準備をする時
間がありませんでしたが，いつの間にかプレゼンテーショ
ンをつくり，堂々と説明をする姿は，さすが３年生でした。
特に，紙に書いてある文字ではなく，画面を見ながら説
明のできる姿は，立派でした。

６月 15 日(月) 全校集会で学校での学びと
家庭での学びをつなぐ取組についての話があ
りました。
その中で２年生の皆さんは，以前と比べて変
化した部分について，全校の前で挙手をしな
がら語っていました。前向きに頑張りきろうとす
る姿が本当に光っていました。

給食が始まりました
机の間隔が広くとってあるため，配膳スペースのない 2・３年生は，廊下で配膳を行っています。どの学年もい
つもとちょっと違うやり方に少し戸惑いながらも，静かに落ち着いて配膳をしたり，食事をとったりしていました。こ
れも”自衛”のため。しばらくの間は我慢です。

2 年生の配膳の様子

１年生の給食の様子

