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家庭学習の再考
校長 富 田

清

学校にとって、基礎学力を付け、学び方を教え、主体的に学習する力を育てることは、重要な役割の一つ
です。しかし、子供たちの様子を見ると、「子供の学ぶ意欲の低下や学力の二極化（学力の高位と低位に分
かれる傾向）が見られる」「人とのコミュニケーションが苦手」など、子供のさまざまな課題が指摘されま
す。
例えば、私たちは覚えることには一生懸命なのに、忘れることには意外と鈍感なのではないでしょうか。
子供は、覚えたものをいつまでも覚えていると勘違いをし、一方、教師は教えたことは覚えているはずだと
思いがちです。
「人は、２０分後には、覚えたことの４２%も忘れてしまう。１時間後には５６%、１日後に
は７４%、１週間後には７７%、１ヶ月後には７９%を忘却してしまう。
」
（ドイツの心理学者：ヘルマン・エ
ビングハウスによる忘却曲線から）という研究があります。この研究は、覚えたことの多くは、時間の経過
とともに忘れるということを教えています。
忘れない。あるいは忘れることを減らすにはどうしたらよいでしょうか。
一つの解決策として家庭での学習を大切にすることが考えられます。家庭学習をすると学習したことを忘
れずに身に付けられるだけでなく
○家庭での学習習慣が身に付く。
○自ら学ぼうとする態度や学習に対する自信が身に付く。
○がまん強さや根気、集中力が身に付く。○家庭が触れ合う機会になる。
○生涯にわたる「学習の連続」へとつながる。
などの効果が期待できます。
これまで吹上小学校は、家庭と協力して家庭学習を進めてきましたが、振り返ってみると次のような問題
がありました。
・家庭学習を通して、
「学習習慣の定着」
「学習時間の確保」
「学習の内容」など、学校は６ヶ年でどのよ
うに子供を育てていくかという全職員共通の方針がなかった。
・家庭学習について、家庭や地域との話し合いが不十分であったため、学校と家庭、地域がどのように協
力をしていけばよいか分かりにくかった。
そこでまず、吹上中学校やＰＴＡの方と話し合いをして、家庭学習について共通理解を深めていきたいと
考えています。
教育の原点は「家庭」にあります。子供の教育は、家庭から始まり、子供は家族との温かい関わりや体験
を通して多くのことを学び、たくましく成長します。家庭学習に励んでいる子供には、自分に自信をもち、
積極的にあらゆる学習に取り組んでいる子供たちが多いと言われています。
どの子にも学ぶ力を付けるために、学校、保護者、地域の方それぞれが、それぞれの役割をもってできる
ことから取り組んでいきたいと思います。

学校閉庁日(8/13～15)について
吹上小学校では、８月１３日（月）から８月
１５日（水）までの３日間を学校閉庁日として
実施します。学校閉庁日には、教職員は不在で
すので、ご理解ご協力お願いいたします。緊急
時は、青梅市教育委員会教育総務課又は指導室
（２２－１１１１）へ御連絡ください。

就学援助費給付制度について
青梅市では、学用品費の一部や学校給食費等
を給付する就学援助費給付制度を実施していま
す。随時受付を行っております。受給を希望さ
れる場合は、学校までご連絡ください。なお、
審査結果については教育委員会より通知があり
ます。

日
１

８

15

22

月
２ 全校朝会
授業参観（PTA 行
事）
・保護者会 3・
4年
ステップアップ
教室 4 年・5 年

火
水
３ 全校読書
４ 安全指導
小中連携挨拶運
動始
プラネタリウム見学４年
１年給食試食会
授業参観・保護
者会 1・2 年
SC
AET
９ 全校朝会
10 全校読書
11 体育集会
大掃除週間始
避難訓練
ステップアップ SC
教室 3 年・5 年
16
17 全校読書
18 アンケート
海の日
図書ボランティア 薬物乱用防止教室
SC
（5・6 年）

23 夏季休業日
夏季水泳指導始
① 低②中③高
夏季補充学習始
① ３年②５年

木
５ 朝学習
都学力調査５年
委員会活動

金
土
６ 全校算数
７
小中連携挨拶運
動終
授業参観・保護
者会５・６年・あ
おぞら

12 朝学習
クラブ活動

13 全校算数
大掃除週間終

14

19 朝学習
給食終了
水曜時程
5 時間授業

20 終業式
大掃除
短縮時程 4 時間

21 サタ
デーク
ラス

24
25
26 水泳検定
27
28
水泳①中②高③低 水泳①高②低③中 水泳①低②中③高 水泳①中②高③低
補充①６年②４年 補充①3 年②5 年 補充①４年②６年 補充①５年②３年
７/23～７/31 は図書室を利用することができます。

29

30
31 水泳検定
8/１
２
３
４
水泳①高②低③中
水泳①低②中③高
ＰＴＡ美化活動 Ｐ Ｔ Ａ
補充①４年②６年
美化活動
26 夏 27
28 全校読書
29 安全指導
30 テレビ集会 31 全校算数
9/1
季 休 始業式 大掃除
給食開始
水曜時程 5 時間
業 日 短縮時程 4 時間
委員会活動
授業
終
登校観察始
SC
SC はスクールカウンセラーの勤務日です。面談希望の方は養護教諭または副校長にご連絡ください。
AET ３～６年生の外国語活動の時間にお手伝いくださる先生です。
夏季プール
① ８：４０～１０：２０ ② １０：３５～１２：１５ ③ １３：３０～１５：１０
夏季補充学習
① ９：２０～１０：２０ ②１０：４０～１１：４０

７月の生活目標

「あとしまつをきちんとしよう」
１学期も終わります。学年当初、新しく使い始めたものは、今どうなっているでしょう。最後まで使
い続けているでしょうか。
1 学期末に学校に置いてあった学用品も一度家庭に持ち帰ります。夏休み中に薄くなった名前を濃く
書き直したり、使い切った物を補充したりして、２学期がスムーズにスタートを切れるよう準備をお願
いします。

吹上地区 小中一貫教育

小中一貫合同研究会
吹上小と吹上中は、合同で小中一
貫教育の研修会を行っています。
第１回目は、吹上小学校を会場と
し、中学校の先生方に授業の様子を
参観いただきました。その後、協議
会を開き、吹上校区の子供たちの様
子について意見交換をしました。

児童会と生徒会の連携
小中合同引き渡し訓練
引き渡し訓練にご協力ありがとうご
ざいました。今年度も訓練日を中学校と
同日に設定しました。
大阪の地震の後でしたので、下校時に
は、熱心に通学路の点検をしていただい
たようです。ありがとうございました。
いざという時にどうするか、早目に何
度でも確認をしておき、備えておきまし
ょう。

6 月の子供たちの様子から
６月２４日から２６日まで６年生が日光へ移
動教室に行ってきました。付き添っていただい
た添乗員さんや、現地のガイドの方も感心する
ほど、６年生の子供たちは熱心に耳を傾け、挨
拶もしっかりできたそうです。この時期には珍
しく、天候にも恵まれ楽しい思い出を作ること
ができました。実は、出発の数日前に４月から
いろいろお世話をしてきた１年から御礼の気持
ちのこもった、可愛い「てるてる坊主」の形をし
たメッセージカードが贈られました。そのお陰
かもしれません。

小中合同挨拶運動を行います。
期間 ７月３日（火）～６日（金）
取組 ２日（月）生徒会の代表が来校、
全校朝会で挨拶運動について話
しをします。
３日～６日、吹上小の門の前、
吹上中学校入口交差点で代表委
員や生徒会役員が挨拶をしま
す。

図書ボランティア
いつもありがとうございます。
PTA 地区委員会を通じて「旗振り
当番」が行われています。朝のお忙
しい時間にありがとうございます。
また、夕方に、黄色いたすきをかけ
た、パトロールメンバーの方の姿も
見られました。
朝の旗振り、夕方の見回りと、子
供たちの様子を見守っていただけて
ありがたいです。お陰様で 1 学期は
本校では交通事故がなく、子供たち
も元気に過ごすことができました。
夏休みも交通ルールを守り、けがな
く過ごしてほしいと願っています。

ホームページについて
今年度、青梅市全体でホームページの
更新プログラムのシステム変更があり、
現在更新ができない状態です。２学期以
降は、新しい紙面をご紹介できるかと思
います。少々、お待ちください。

ありがとうございます
５月から図書ボランティアさんの活動が始
まりました。毎月第三火曜日の午前中が活動日
です。
中休みには読み聞かせを、中休み終了後は本
棚の整理や本の修理などを、子供たちが図書室
を快適に活用できるようにしてくださってい
ます。図書ボランティアの皆様、ありがとうご
ざいます。

教育ボランティア
ありがとうございます
教育ボランティアに登録いただいた皆様に、
教育活動のお手伝いをお願いしています。
６月は、５年生の家庭科の裁縫と３～６年生
の図工「陶芸」の学習のお手伝いをしていただ
きました。子供たちが迷ったときに、すぐに対
応できる大人の手があることで、子供たちは作
品作りを楽しみ、自分の納得がいくまで取り組
むことができたようです。教育ボランティアの
皆様、ありがとうございます。
教育ボランティアの登録は、随時行っており
ます。登録希望の方は、学校までご連絡くださ
い。

モルモットのえさ
本校には、現在モルモットが３匹います。とても元気で、食欲旺盛です。お腹が空くらしく、口
をもぐもぐさせて、えさをねだる姿が可愛いです。地域の方も、様子を気にしてはえさを持参し、
飼育小屋のフェンスに置いてくださいます。ありがとうございます。
ぜひ、モルモットのえさにご協力ください。
食べられる野菜
・キャベツ ・白菜 ・小松菜
・サツマイモ ・にんじん ・レタス
・きゅうり など
食べられない野菜
・にら ・たまねぎ ・ながねぎ
・アボカド ・にんにく ・果物 など

