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✍「形だけの学習」と「身につく学習」
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　   ✐ 「身につく学習」にするには？
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📌　　掲示板  

🐾　　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！



「形だけの学習」と「身につく学習」

「形だけの学習」!?

　「形だけの学習」って何？　と思われた
かもしれません。
　私がそう呼ぶのは、例えば、小学生の漢
字ドリルのやり方。
　「取りあえず終わらせたい」子は、覚え
たかどうかは関係なしに、機械的に書き写
します。

　うっかりすると、「まず『
へん

偏』だけ5個

書いて、次に『
つくり

旁 』だけ5個書く」なん
てことをやったりします(;́o｀)ゞ
　中学生だと、提出物。
　ワークブックをやって定期テストの時に
提出するとなると、「取りあえず提出」す
るために「ひたすら答えを書き写すだけ」
になってしまっている子も多いようで、肝
心の「テストに向けての勉強」がおろそか
になってしまう場合もあります。
　どちらも、「時間とエネルギーのムダだ
なあ・・・」と思ってしまいます(^^;;
　ただ、そうなってしまうのは、その子だ
けの責任ではありません。
　そうしないと 、「宿題をやってない」
と怒られたり、中学生であれば、「提出
物」を出さなければ平常点がつかず内申に
響いたりするからです。
　でも、自力でやると間に合わなかったり、
あるいは自分にとって簡単すぎてやる意味
を感じられなかったり、というジレンマの
中で、取りあえず「形だけでも」やらざる
を得ない・・・(･･、)
　そんなことを繰り返す中で、「やってる

のに、できるようにならない」から、「自
分はやってもできない」と思い込んでしま
う子がいても不思議ではありません。
　また、そういうやり方が「勉強」だと
思ってしまうのも困りもの。
　勉強の仕方そのものを見直す必要があり
ます。
　

練習回数は一人ひとり違う

　漢字や算数のドリルや、中学校のワーク
ブックは、有効に使えば、力になります。
　ただ、ドリルやワークブックに記入して
提出するということは、「一度やれば終わ
り」ということです。
　一度やって身につけることができる子は
いいですが、そうでない大多数の子は、一
度やっただけで「できたつもり」になり、
その子にとって必要な反復練習ができない
ままになってしまいます。
　漢字ドリルで、「ノートに漢字を○回書
く」というやり方で宿題が出る場合も、そ
の回数で覚えられる漢字もあれば、覚えら
れない漢字もあり、そんな回数を書かなく
ても書ける漢字だってあるわけです。
　そんなことはおかまいなしに、同じ回数
を書く、そして、一人ひとり身につけるた
めに必要な練習回数は違うのに、みんな同
じ回数の練習を要求される。
　ある子にとってはやる必要がない、ある
子にとっては難しすぎる、ある子にとって
は身につけるのに足りない回数である、そ
んな「宿題」をやる気になれなかったり、
やっているのに力がつかなかったりするの
は、当然のことのように思います。
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「身につく学習」にするには？

　「今の自分にとって必要なことを、必要
な回数だけ練習する」ということができれ
ば、子どもたちは、提出を強制されなくて
も、「これをやってくる！」と、宿題を 自
分で選び決めて持って帰ります。
　そして、力がつくまで繰り返し練習し、
身につけた上で先に進んでいきます。
　つまり、「形だけの学習」ではない「身
につく学習」です。
　ただし、それができるには、条件があり
ます。
　「今の自分にとって、何が必要かが客観
的にわかる」ということです。
　さらに、「それができるようになるまで
の必要回数」は、本人にもわかりませんか
ら、「できたかどうかがわかる基準」がい
るのです。
　「一度記入したら終わり」のドリルや
ワークブックでは、学校で習ったことが身
についているかどうかはわかりません。
　そして、テストを返されて、その時点で
「いかに自分ができていないか」がわかっ
てショックを受ける羽目に（́□｀|||）
　そこから奮起してがんばったとしても、
授業は次の単元に進んでいき、前のテスト
範囲のところまでさかのぼってやるのはな
かなか難しい・・・。
　そういうことが小学校の低学年から積み
重なってしまっているケースは、想像以上
に多いと実感しています。　
　では、「今の自分にとって、何が必要か、
そして、それができるようになるまでどれ
だけくり返す必要があり、最終的にそれが 
できるようになったかどうか客観的にわか
る」には、どうすればいいのでしょうか？
　「らくだメソッド」のプリント1枚1枚に
「めやす時間」が設定されていて、ストッ

プウォッチで時間を計り、かかった時間と
ミスの数によって、次に進んでいいかどう
かがわかるようになっているのは、この
「できたかどうかが子ども自身にもわかる
客観的基準」です。
　それによって、不十分なら戻ったりくり
返したり、簡単なら飛ばしたりしながら、
その子にとって「身につく」ペースで進ん
でいきます。
　しかも、それを「人から言われて」とい
う受け身ではなく、「自分で判断して、自
分で選んで」というふうに主体的能動的に
やれる、これが「身につく学習」にする秘
訣なのです。

「変化」が見える！

　時間を計るのは、早くやるのが目標なの
ではありません。
　あくまでも「身につく学習」にするため
の基準です。
　ですから、時間がかかってもミスがいっ
ぱい出ても、戻ったりくり返したりしなが
らたんたんとプリントを続けていくと、で
きるようになっていくその「変化」が数字
となってはっきりと見えます。
　「めやす時間3分のプリントが、6  分  50  
秒でミス  80  個  だったのが、３ヶ月後には3
分  58  秒  でミス  0  になった！」
　「めやす時間12分のプリントが、97  分  
46  秒  でミス  8  個  だったのが、43  分  1  秒ミス  
2  個  、27  分  35  秒ミス０個  、というふうに
時間もミスも減っていき、1ヶ月足らずで
12  分  8  秒  でミス  0  になった！」
　そんな「変化」を目の当たりにすること
で、「身につく」ということがどういうこ
とかを体感するからでしょうか、ワークや
学校のテスト勉強でも「身につく学習」を
工夫するようになるのです。
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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。
☕ 河内長野 憲法カフェ Vol.3　 7/16(土 )13:30開場 14:00～16:00  主催 : Peace seed南大阪 
 「みっけ !!  Found it!!! ★in 憲法　こどもの育て方・教育の希望」　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500円 (コーヒーとお菓子つき）。7/9(土 )14:00～16:00(開場13:30)
　には、河内長野市立市民交流センターキックス1F集会室にて「日本国憲法」DVD上映会も。


