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�　　教室のご案内

☕　喫茶＆ギャラリー　たんぽぽ　　　  http://r.gnavi.co.jp/c660000/
　　　富田林市高辺台 2-30-20　☎0721-28-1593　営業時間:8 時〜18 時　定休日:月曜。　　　　
♪ カーブス河内長野三日市　　http://www.curves.co.jp

　　  南海高野線「三日市」駅より西へ徒歩5分。☎0721-65-6200(受付10時〜19時)

✿　あんみつcafe小豆（こまめ）  ギャラリー＆フリースペースTSUMUGI
　　　河内長野市原町 6-2-13  ☎& FAX 0721-53-8180 　cafeは12時〜18時。定休日：日・月・火。　　 
　　  https://www.facebook.com/komame.tsumugi/
　　暮らし上手工房 　富田林市甲田1-3-24　仲谷文化1号室　http://ku-ra-shi.com
　　　営業日・時間等、詳細はホームページをご覧下さい。
☕  ノーマン・ロックウェル カフェ　　http://osaka.dokonet.co.jp/shop/2844154/　　　　
　  南海高野線「大阪狭山市」駅より徒歩2分。☎072-360-4456  営業時間:8時〜18時  定休日:月・火
☕  カフェダイニング　キッチンブルドック     https://www.facebook.com/d.kitchen.bulldog/
　　　富田林市甲田3-13-4　2F　☎0721-21-5066　営業時間:11時〜14時 17時半〜22時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
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✌　〜安心して間違えられる、それが力をつけるコツ！〜　✌　

「新・スペースわん通信」を置いていただいているお店

　　　発行：スペースわん　永田仁美　 586-0012 　大阪府河内長野市菊水町 3-7 
　　　　　　 TEL&FAX 　 0721-54-3301 　 E-mail 　 space-1@sirius.ocn.ne.jp
　　　定価 :1 部 100 円　年間購読料 2000 円（送料込み）　手渡し 1000 円
　　　　　　郵便振替　 00990-6-120078 　スペースわん
　　　　✻ 購読のお申し込みは永田まで。郵便振替の用紙をお送りいたします。

バックナンバーの一部を、
ホームページや
ブログから読むことができます。
ホームページ　 http://space-1.jimdo.com
ブログ
「楽に学ぼう！　子どももおとなも！」
　 http://blog.canpan.info/kikurinferin/
Facebook
（スペースわんor永田仁美）も
見てね！

mailto:space-1@sirius.ocn.ne.jp
http://space-1.jimdo.com/
http://blog.canpan.info/kikurinferin/


勉強の「おもしろさ」って？

半月で時間半減！
　
　7月に入会したばかりの、小3のSちゃん。
　数日前に入会した小5のお姉ちゃんがプ
リントをやっているのを見て、
「私もやりたい！」と入会しました。
　お試しでやった、足し算横式のまとめは、
目安時間5分のところ、13分28秒かかり、
ミスは0。
　このプリントは、問題数120問。
　中学生以上でも、時間オーバーやミスが
いっぱい出たりするプリントです。
　そこで、少し前に戻って、足し算横式で、
「8+3」や「9+5」といった繰り上がりの
問題が多くなってくるプリントあたりから
始めることになりました。
　1枚目は少し時間オーバーしますが、だ
いたい2枚目でクリア。
　そのうち、1枚目でクリアするようにな
り、少し難しいプリントでは4枚目ぐらい
でクリアすることもありましたが、どれも
ミスは0。
　じっくりていねいにやるタイプのようで
す（^^）
　そして、お試しで13分28秒だったプリ
ントをやった日の16日後、再び同じプリ
ントをやると、1枚目は、7分32秒でミス
は0、2枚目は、6分46秒でミスは1。
　そして、翌日、家でやったら、5分59秒
ミス1でクリア！
　さらに、その次の日も、次の次の日も、
すでにクリアしたプリントをやり、それぞ
れ、5分48秒ミス0、5分51秒ミス0、と
なっていました。

　次の引き算のプリントも持って帰ってい　　　 
たのですが、進まずに同じプリントをやっ
ていました。
　慎重派のようです（^^）　そんなSちゃ
んの記録表とプリントがこちら！

（ブログからだと、もう少し鮮明に見ることができ 
　ます。拡大もできます）

時間を計るのがおもしろい！
　
お母さんから、
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「プリント、おもしろいそうです」
とお聞きしたので、その理由をSちゃんに
聞いてみました。
　最初は答えにくそうにしていたので、
「学校の勉強と何が違うのかな？」と聞く
と、「同じ」という答え。
　じゃあ、何が違うのか？
　計算をする、とか、漢字を書く、という
ふうに、やる内容は同じということだろう
と思うのですが、時間を計ったり、丸つけ
や間違い直しを自分でしたり、記録表に自
分で記入したり、といった点が大きな違い。
　そこで、
「時間を計るのはイヤじゃない？」
と聞くと、「イヤじゃない」、
「丸つけはしんどくない？」
と聞くと、「しんどくない」という答え。
　後日、改めて、「らくだ」のプリントの
どこがおもしろいのか聞いてみると、
「時間を計るのがおもしろい」という答え
が返ってきました。
　時間が増えたり縮んだり、自分の変化が
見えるのが、おもしろいのだそうです。

自分でやること、
そして、変化が見えること

　「スペースわん」では、親御さんに、
「『プリントしなさい！』『勉強しなさ
い！』と言わないで下さい」
とお願いします。
　それでやれなかったら、「じゃあどうす
る？」を考えればいい。
　まずは、声かけなしで自分でやれるかど
うか、やってみます。
　Sちゃんは、お母さんからの声かけなし
で毎日プリントをやっていて、忘れて一旦
寝床に入っても、やってないことを思い出
し、起き出してやっているそうです。

　そういうSちゃんを見て、お母さんは、
「言われなくても自分でやるんやなあ」
（^^）
　算数のプリントが毎日やれているので、
国語のプリントも始めたSちゃん。
　それが影響しているのでしょうか、お母
さん曰く、
「最近、学校の宿題でも字をていねいに書
いてるんです」
　「らくだ」のプリントは、かわいいイラ
ストがあるわけでもなく、やることは単純、
たんたんと計算し、漢字を書く。ただし、
時間を計り、丸つけと間違い直しを自分で
して、記録表に自分で記録する。
　それを、自分の意志で、毎日し続ける。
　そうすることで、自分の変化が具体的に
数字で見えたら、それは子どもにとって
「おもしろい」ことなのですね。
　往々にして大人は、子どもが、かわいい
イラストがある、きれいなカラー刷りの教
材を喜び、おもしろいお話で惹き付ける授
業でないとやる気を出さない、と思いがち。
でも、それは表面的なこと。
　「言われてやる」のではなく、「自分で
決めて、自分でやる」、そして、「自分の
変化・成長が見える」ことこそが、子ども
にとってうれしいことであり、それは「お
もしろい」ことなのです。
　ちなみに、「スペースわん」では、ミス
0だと、「残念やね。間違い直しする機会
がなくて(^^;;」と言います。
　皮肉ではありません。
　ホームページの「お伝えしたいこと」に
も書いていますように、「ミスは宝物！」
ですからv(^ ^)v
　間違えても怒られたり責められたりしな
い、そして、間違い直しを自分ですること
で、ミスがなくなっていく＼(^o^)／
　そういうことも、子どもはおもしろく感
じるのかもしれません。
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掲示板　▶印は、永田が参加している会です

▶ライフロード〜「介護」や「老い」について語り合う会~　　　毎月第 2 水曜 10:30 〜 12:30 。
　　 YMCA アジア青少年センター 201 号　学校に行かない子と親の会（大阪） ココナッツハウス
　（大阪市東成区中道 3-14-15 　 JR 玉造駅から徒歩 5 分。☎ 06-6977-3118) にて。　　
　　参加費 500 円。参加ご希望の方は永田まで ( 場所、変更しています。ご注意下さい ) 。
▶子どもについての悩みを語り合う会 in 河内長野〜不登校・いじめ・行きしぶり・ひきこもり〜　
　　毎月第 3 土曜 10:00 〜 12:00 。「スペースわん」にて。参加費 300 円。参加ご希望の方は永田まで。　  
  　不登校に限らず、学校に行っていてもしんどそうだったり、行き渋っていたりといった状態の子どもさ　
　 んの親御さんも気軽に参加していただけます。（８月はお休みです。ご注意下さい）
▶しゃべり場きらっとぴあ　　　毎月第 2 金曜 10:00 〜 12:00 。　
     大阪狭山市男女共同参画推進センター　きらっとぴあ（大阪狭山市狭山 1 丁目 862-5 　大阪狭山市役　  
　   所南館 1 階　 ☎＆ FAX 　 072-247-7047 ）にて。参加費無料。参加ご希望の方は永田まで。
★認知症介護者家族の会（河内長野家族の会）　偶数月の第 1 土曜 13:30 〜 15:30 。河内長野駅前ノ
　　バティ南館 3 階ノバティホールにて。参加費 400 円 ( 会員無料 ) 。連絡先☎ 0721-63-2602 　浜名さん。
☕ あかりカフェ（藤井寺市藤井寺 2-2-18 　☎& FAX 072-937-8876 ） http://akari-cafe.jimdo.com/
　「スペースわん」の元生徒さん姉妹のお店。定休日：火曜。営業時間： 11 時〜 18 時。
👟  i ・ i ・ KOOK（アイ・アイ・クック） http://www.iikook.com 　近鉄「富田林」駅北口より徒歩 1 分。
　　足のこと・歩くことを考えて下さる靴屋さん。　携帯　 080-3463-4118 池川さん。
☕ おじいちゃん＆おばあちゃんから聴く 戦争時代のおはなし会　 8/27( 土 )13:30 開場 14:00 〜 16:00  
　ノバティながの北館 5F あいっく子ども交流ホールにて。参加費 600 円 ( お茶とお菓子つき） 先着 25組
（予約制）主催 : Peace seed南大阪 　お申込みは、 mail:peaceseed.minamiosaka@gmail.com　または、
　 tel:09084827036奥本さんまで。 9/24( 土 ) は河内長野 憲法カフェ Vol.4 〜憲法と働き方〜があります。

http://akari-cafe.jimdo.com/
https://www.facebook.com/peaceseedminamiosaka/?fref=nf
mailto:peaceseed.minamiosaka@gmail.com

