「家庭での
学習サポートを考える」
学習部担当 清水 章仁
気がつけば袖の長い服を身にまとうよう

になり、これまで渋っていたコタツの出番に

ついて、いよいよ真剣に考えるような朝晩に

なってきました。学校では、大きな行事の一

つである文化祭が無事に終わり、今は「期末

テスト」に向けて日々の授業が進んでいると

ころです。

一 テスト範囲表に

⾃ら学ぶことを志す
⾃ら律することを志す
⾃ら鍛えることを志す
五 インターネット環境がある家は
一度「ｅラーニング」を。

宍粟市が整備している学習システムです。

携帯電話やパソコン、タブレットで気軽に学

思っています。

えができればと

る限りのお力添

軽に学校にご相談ください。これからもでき

てまた分からないことがありましたら、お気

ところからぜひ、やってみてください。そし

もにとっては大きな支えになります。できる

ん。その悩みに少し寄り添うだけでも、子ど

み事は勉強」という子どもは少なくありませ

すいものを選んでみました。実際、
「今の悩

ることができない中で、できるだけ実践しや

せんが、家事や仕事でなかなか子どもに関わ

か。既にされているご家庭もあるかもしれま

以上、挙げてみましたが、いかがでしょう

な方法の一つです。

ので、「書く」ことに飽きたときには効果的

感覚で取り組めるように工夫がされている

場合はもう一度確認させてください。ゲーム

目を通してください。
習ができます。パスワード、ユーザー名、使
テスト範囲表は一週間前には配られます。 用方法は生徒に配布しています。わからない
提出課題も〆切り日と共に記入されていま
す。目を通してください。提出課題を共有す
ることで子どもの勉強の進み具合に変化を
与えることができます。
二 学校から出された
課題に集中させてください。
テスト対策は学校から出された課題を解
などの宿題も大切ですが、まずは学校の課題

くことでほぼカバーすることができます。塾

スト期間が来るたびに焦り、不安になってい

を。焦点がぶれることなく勉強することがで

さて、自分の過去を振り返ってみると、テ

たことをついこの前の出来事のように思い
きます。

勉強をさせてみましょう。

三 目の届くところで

出します。テスト当日の朝、夜遅くまで起き

たせいでウトウトと居眠りをし、テスト範囲

表を必死に探している生徒の姿を見ると、い

つもそのことを思い出してしまいます。さら

多くの子どもは一度他に気が向いてしま
うと、歯止めがききません。学校で放課後に

に、歳を重ねてくると、子どもだけでなくお

家の方もそのことについて神経質になって

勉強をする時に教師が傍に付くのは、これを
防ぐためです。
四 仲良く問題を出し合ってみましょう。

1 年喫煙防止教室

２年人権教室 話し合い活動

３年薬物乱用防止教室

10 月 1 日(火)

11 月６日(水）

10 月 25 日(金）

しまうことがあるのもわかってきました。私

たちは、子どもに様々な勉強の方法や普段の
過ごし方について教えることはありますが、
ご家庭にはそういったことを話す機会はな

会、理科などの暗記分野がおすすめです。

学校でよくある光景です。明るい雰囲気で
かなかありません。そこで今回はお家の方が
できる、家庭での学習のサポートについて、 楽しんでやってみてください。得意ではない
教科でも、モチベーションがあがります。社

いくつかの点にしぼって述べようと思いま
す。

11 月５日(火) 参観日

（令和元年 １１ 月発行）
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２年 英語

＝ 各 学 年 で 実 施 し た 授 業 ＝

11 月５日(火) 参観日

１年 技術

二年一組
寺元 悠渚
一年一組
進藤 三南斗
私たち二年一組は授業と休み時間とのメリハリが
文化祭に向けて歌練習をしていますが、僕はあま
きっちりとしていて、元気で明るいクラスです。体
り歌が得意じゃあありません。僕は男声パートでパ
育祭では、優勝はできませんでしたが、クラスの全
ート練習のときに、初めは音程や声の大きさも小さ
員で声をかけ合って。どうすればうまくいけるのか
くて、どうやったらいいのだろうと考えていました。
話し合って頑張りました。この文化祭でもクラス一
そうしていると、リーダーがみんなに指示をしてく
丸となり、良い声をステージで届けられるよう頑張
れて、みんながまとまって、今ではみんなが音程な
ってきました。毎日のコーラス練習では、パート練
どにも気をつけて練習できて
習を多く取り入れパート練習の後には合唱を行いま
います。
した。時には動画を撮って、反省点や進歩したとこ
だけど、みんなは出し惜し
ろを見つけ、次の練習へつなげていきました。
みをしたり、自信がなかった
元気いっぱいすぎて、始めは怒鳴るほどの声で歌
りして、声の大きさが小さく
っていて、ハモリがうまくいきませんでしたが、先
て声を出さないんだと思いま
生のアドバイスなどを聞いて練習するうちに、各パ
す。一人一人が自信を持って
ートの声がきれいに混ざり合うようになりました。
声を出したらもっと良くなる
本番では、一人一人が優勝を目指して二年一組らし
と思います。これからのコー
い歌声を届けられるように頑張ります。
ラス練習では声を出すことを
意識して歌いたいと思います。
二年二組
小坂 美咲
僕たちは初の文化祭で緊張することもあると思い
私たち二年二組は文化祭に向けて、音楽の授業や
ますが、全力で頑張ります。文化祭では絶対二組に
放課後の練習で少しの時間も無駄にしないように練
勝ちます。体育祭では惜しくも勝てなかったけれど、
習しています。それぞれのパートでパートリーダー
文化祭では勝てるように、パート練習やコーラス練
を中心に自分たちのパートの音をしっかり歌えるよ
習を頑張って勝ちます。毎日の練習が大切だと思う
うにしたり、音のとりにくいところを確認したりし
ので、毎日の練習も頑張ります。
て、頑張っています。
私たちが特に気をつけていることは、強弱や、の
ばすところの拍の数、歌い方です。強弱は、同じ歌
詞のところを特に注意しながら歌っています。拍の
数だけのばすのは、意識しないとできないので、こ
れは一人一人が意識して
できるようにしたいです。
歌い方は、ゆ っく りだ け
ど、一つ一つの言葉をはっ
きり言ったりすることや、
次の音につなげるように
して歌うところです。
この文化祭の合唱で、自
分たちが一生懸命練習してきたことを全力で全て出
し切って、二年二組らしく堂々とステージで歌いた
いと思います。

一年二組
中務 結葉
私たち一年二組は、毎日の練習に熱心に取り組ん
できました。クラスとして「一組に勝つ」こと、「き
れいなハーモニーで歌う」ことを目標に頑張ってき
ました。練習中、我慢ができず、自由に話をしてし
まい、なかなか指示が通らないこともありました。
それでも、文化祭が近づくにつれ、一人ひとりの
意識も変わってきました。練習風景を撮影したもの
をみんなで見返し、また発声練習にもこだわること
で、よりきれいなハーモニーとなるよう励んできま
した。歌詞の中にある「未来」や「夢」という言葉
の意味を考えながら、歌詞のイメージをふくらませ
ました。
文化祭では、みんなで心をひとつにし、自分たち
のできることを最大限出し切れるよう、全力でトラ
イしたいと思います。観客に最高の歌を届け、一年
二組の最高の思い出にしたいです。
～挑戦し続けよう～

二年三組
片牧 ひなた
私たち二年三組は、練習を始めたばかりのときク
ラスも全然まとまらずうまくいかず、合唱のレベル
もとても低かったです。しかし、練習を重ねるうち

１６日（土） 県駅伝大会

１２月の予定

２３日（月） 給食最終日

２４日（火） 第２学期終業式

するのが難しく、最初か
に、
「いい歌を歌って優勝する」
らうまくいったわけでは
と いう 気 持 ちを一 人一 人が 持
ありません。ですが、音
つようになり、合唱もとてもい
楽の吉川先生、担任の井
いものになっていきました。一
上先生が熱く指導してく
人 一人 が 意 識する だけ で 声も
ださり、少しずつですが、
出て、音も難しいところでもき
音程もとれるようになっ
れ いに 歌 え るよう にな り まし
てきました。
た。
体育祭では優勝を逃し、とて
私たち二組は、井上合
も悔しい想いをしました。文化
唱団を結成し、
「表現力」
祭では、その想いを吹っ飛ばすような歌を歌い優勝 を大切にし、聴いている
します。担任の鳥越先生の夢でもある「優勝」をし 人に感動を届けられることを目標に頑張ってきまし
て、最高の笑顔で終わりたいです。二年三組の元気 た。二組の良さの、「団結力」と「勢い」を発揮し、
な歌声で、聴いている人の心をつかめるように頑張 文化祭までさらに意識を高めて、今までよりも声を
ります。
きれいに出し、もっと表現力をつけたいと思います。
そして、自信を持って本番に挑みたいと思います。
三年一組
松尾 羽琉
二組のみんなで、体育祭と同様に、文化祭でも「
僕たちにとって文化祭が最後の行事となりました。 価値ある勝ち」を手にし、この文化祭を通じて、さ
体育祭では優勝することができずに悔しい思いをし らにクラスの絆を深め、一生懸命歌うことで井上先
た分、文化祭は強い気持ちをもって練習をスタート 生にも恩返ししたいと思います。最後の文化祭、一
しました。はじめはなかなか自分たちの思うように 生の思い出になるように熱い気持ちで頑張ります。
は練習が進まず、全員が団結することの難しさを感 〈以上のコメントは十日の文化祭までに書きました。〉
じることもありました。そんな中、吉川先生や三年
生の学年の先生にたくさんのアドバイスをいただき
オープンスクールのお礼
ました。「モルダウ」は男女のバランスをとること、
十一月五日から十日のオー
曲の強弱の表現方法、
「友」は歌に心を込め、優しく、
そして力強く歌うこと。指揮の仕方もたくさん教え プンスクールでは、お忙しい
てもらいました。上手く歌えたときは、本当に嬉し 中たくさんの方に来校してい
かったです。周りの方に支えられているおかげで、 ただきました。生徒たちも保
護者の方や地域の方に見守ら
三年一組の合唱が少しずつ良くなっていきました。
れ、うれしそうに学習に取り
本番では、私たちのクラスのいいところの「元気
組んでいました。ありがとう
さ」
「まとまり」を声・顔・姿勢で表現します。担任
ございました。
の金近先生に「歌には気持ちが表れる」と教えても
らいました。みんなの心がひとつになって、聴いて
いる人の心に感動を届けられるよう、本気になって
頑張ります！学級目標の「いいおかお」で、文化祭
を楽しみます。

三年二組
森井 茉広
私たち三年生にとって最後の文化祭。これまでク
ラスで心をひとつに仲間のことを考えながら、一生
懸命練習に取り組んできました。自由曲「ほらね、
」
は、歌で仲間と深くつながり合うことを考え、聴い
てくれる人に元気を与えられるように、心を込めて
歌ってきました。音程をとったり、抑揚をつけたり

１１月の予定

（令和元年 １１月 発行）
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２６日（火） ２年生神戸校外学習

２９日（金） 期末テスト（～１２月３日）

１１日（水） １年生ものづくり体験学習

２年生ふれあいｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会

１２日（木） 三者面談（～１７日）

＜ 美 術 作 品 ＞
３年生 ウクレレ →
全学年 風 景 画

全校合唱の練習風景
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