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【抜粋・整理・編集版】「いしかわスタイル家庭学習」中間まとめ（2019 年 12 月 4 日） 

 

１．「いしかわスタイル家庭学習」とは ～ 今日から，ドリルの宿題をやめます！ ～ 

 

11 月 22 日（金曜日）の 14：50 から，体育館で「家庭学習についての説明会」を実施。 

豊田雅之校長が未来の子ども達に必要な学力や，「いしかわスタイル家庭学習」の説明を行った。 

当日，説明会に参加できなかった保護者のために，Web 上で説明を再現。以下はその説明の概要。 

 

説明会は，「2030 年問題」の話から始まりました。 

今から 10 年後，日本の人口の約 3 分の 1 が高齢者になります。このグラフは 2030 年の日本の予想人

口を表しており，高齢者は,オレンジから上の部分になります。10 年後，今の 4 年生が成人を迎えるとき

には，日本は超高齢化社会を迎えることになります。このグラフの緑の部分は，15 歳以下の人口を表し

ています。このグラフから分かるように，今後日本の人口は減り続けると予想されています。 

そのような社会を迎える子ども達には，これまでと同じような教育では通用しないのではという危機

感を強く感じています。いつまでも働き続ける意欲をもった子ども達を育てる必要があると思います。

与えられた仕事を黙々とこなす，のではなく，自分から仕事（課題）を見つけられる大人になってもらい

たいのです。 

そのような大人になってもらうには，中・高・大の教育では遅い！のです。小学校から始めるべき！！

と考えています。 

そして,「ドリルの宿題」の問題点に触れました。 

今やっている「ドリルの宿題」は，一人一人の実態に合わないと思っています。一律に課題を与える時

代ではないと思います。 

これからは，子ども達が進んで取り組めるような家庭学習にする必要があります。与えられた課題では

なく，自分で課題を見つけられるようにしたいのです。また，自主学習を通して，自分に自信がもてるよ

うにしたいと思っています。 

そういうわけで，今日からドリルの宿題をやめることにしました。 

これを「いしかわスタイル家庭学習」と呼ぶことにします。 

 

・一日の分量は，ノート見開き 2 ページ（最低） 

・かける時間は，学年×10 分（目安として） 

・授業で学んだこと，興味のあることなどをノートに書いていく。 

・次の日の朝，担任の先生に提出。 

 

そうは言っても心配だと思います。 

「学力が低下しないか」「好きなことしかやらないようになってしまうんじゃないか」等等…。 

でも，私たちは，未来の子ども達のために何かしたいと思っています。 

この取り組みも，3 月までの試行とします。その間，色々と検討させていただき，より良いものにして
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いきます。始まったばかりですので，色々と修正を加えていく必要は出てくると思います。 

皆様からのご意見・ご要望をお聞かせください。いつでもお待ちしております。 

回答が必要なものについては，HP 上で回答します。 

※ web 上でアンケートをとっています。ご協力いただける方は,本 HP の「お知らせ」から進んで

ください。または,こちらのリンクをクリックしていただいても「お知らせ」のページが開きます。 

 

２．読売新聞に，本校の取り組みが掲載された！ 

11 月 24 日（日曜日）付の読売新聞茨城版のページに，石川小の取り組みが掲載された。 

それを受けて，石川小校長はホームページ上で次のようにコメント。 

 

web アンケートでは，今現在，次のようなご意見をいただいております。ありがとうございます。ご意

見をいただくことで，さらに良いものに修正できると思っています。 

本校は，「地域とともにある学校」（コミュニティ・スクールのことです。学校だより No.5 を，今一度

ご覧ください）をめざしています。学校，保護者，地域が一体となった教育を進めていくためには，沢山

のご意見をいただけることがありがたいことなのです。 

 

３．反対の立場からの意見（原文ママ） 

・自分で宿題を考えると、同じような事しかやらない。本を写すだけ等。 

・今まで毎日出ていた宿題をいきなり全てを自分でというのは、なかなかうまく管理出来ることばか

りではないと思います。出来ることなら、週に何回か宿題を出さないことから始めてもらえたらと思

いました。また、親が漢字のチェックをするのも、とめはねはらいなど、こどもも先生から言われれ

ばすんなり納得しますが、親に言われると反抗することもあるかと不安を感じます。  

・自主学習の定着のない低学年は、ある程度の目安がないとやる子とやらない子の差が出来て学習格

差が開くと思う。課題を出されることにより、やらなければいけないと認識し、嫌々でも学習する姿

勢は見られると思う。ドリルを出さないことでの成果が成績で見えてきた時、格差が既に広がってい

ることを懸念してしまう。 

・自分から進んで学習する習慣のない児童や何をしていいのか考えるのが苦手な児童にとって取り組

む課題が明確にならない。また,必要な基礎・基本の学習が不十分となったり定着が心配される。 

・うちの子は低学年なので、反対です。自主学習が始まってから、何をやるか、ということに悩んで時

間を使ってしまい、学習自体は適当になってしまっています。また、低学年に関しては、苦手を自主

学習で自分から勉強しよう、という気持ちにはならないのではないか、という心配もあります。 自

分で勉強する課題を見つける、というのは大事ですが、与えられた課題を達成するということも大事

なことだと思います。ドリルはやらされているから嫌だ、と言っている子もいますが、必要があるか

らやるのではないでしょうか。 課題を自分で見つけて、それをやるのも大事だと思うし、たとえ嫌

でも苦手でも、与えられた課題をなんとかして達成することも大事ではないでしょうか。宿題を出さ

ない、ではなく、課題を自分で見つける日も、課題を与えられる日も、どっちもあっても良いと思い
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ます。 

・大いに反対です。 入学したてで先ず何をやればいいかが分からない子どもに自主学習は無理でしょ

う。また、高学年にしてもドリルをやった上での自主学習は賛成ですが、自主学習のみでドリルをや

らなくなってしまっては基本の欠如に繋がり、公式だけの暗記になってしまうのではないかと心配

です。 勉強は基本を理解して初めて応用に繋がるのであり、基本を疎かにして応用の理解はあり得

ません。基本の反復は勉強の基本だと思います。 

・自主学習だけでは学力が維持できるとは思えない。自主学習にするならば、担任の先生の力量で変わ

ってくると思いますが、力量がバラバラなので、クラスによってモチベーションの保ち方が変わって

きてしまうと思います。 

・ドリルの宿題何回もやる事で出来るようになったし、好きな課題をやる事はとてもいい事だが、出来

ない漢字、算数をこつこつとやっていかないと身につかない。好きな課題で調べる様な事まで、結局

出来ない。結局、算数や漢字ばっかり自学でやらないと覚えられないから。宿題はあった方がいいと

思います。そして、好きな課題をやった方がいい。やりたくない子はどちらにしても、嫌々やる事に

は変わりはないんだから。 

・学校から宿題がないと自分からやらない。 また、好きな事しかしない。繰り返しやらないと身に付

かない。塾に通わす事も考える。 

 

４．どちらでもない立場からの意見（原文ママ） 

・1 週間やってみて、何をやっていいのかわからず結局何をやればいいと聞いて来ます。また、自分で

考えるのが面倒なようでもらったプリントをただやるだけになってしまっています。やる気のある子

どもにはとてもよい方法だと思いますが、やる気のない子どもとの差がかなり出来てしまうのではな

いかと心配になっています。 

・低学年には、まだあまり理解ができていないため、ドリルを出さない＝宿題がない。って認識してい

る子どももいるため、自主学習でドリルをやるっていうのがまだ理解できてないので、自主学習が宿

題っていうとヤッターって言う子どももいます。 

・良いか悪いかはもう少しやってみないことには分からないですよね。 とりあえず、今は様子見です

かね。 

・低学年と高学年に子どもがいる親です。家庭学習の習慣が概ねついて、何をやるべきかだいたい理解

し身に付いている上の子は、この形はとても好ましく感じます(漫然とドリルをやるのは、本当に無

駄と感じていたので)が、下の子は正直大変です。学童で宿題を終わらせて帰ってくるのですが、学

びたいこと、やるべきことがまだよくわからず、とにかく早く終わらせたい一心で適当な内容で終わ

らせてきます。家でノートを見て、直すべき部分を伝えたり、追加で足りない部分をやるよう促しま

すが、家では時間があまりとれないこともあり、本人もやり直しに納得いかず(先生から言われるの

と親から言われるのとでは、大分反応が違ってしまい…)、親も時間がないからいらいらしてしまい

(早寝しないと朝また起きない、というあせり)。 やる内容は、朝相談することにして、多少親のア

ドバイスを入れて、やるようにしましたが、漢字の(というか、ひらがな、カタカナも含め)直し(と

め、はね、はらいのみではなく、丁寧にきれいに書くことの大切さ)は、親からの注意では反抗され
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てしまいます。家庭でも、低学年のうちは、親もやる内容に関して注意を払いますが、文字を丁寧に

正しく書くことに関しては、やはり先生にもみていただきたいと感じています。 高学年の児童にと

っては、非常に有用なやり方だと感じています。 低学年で、もう少し何か学校側でも工夫をお願い

したいです。 

 

５．賛成の立場からの意見（原文ママ） 

・先生に怒られるからやらないといけない,だと身につかないと思う。 だからドリルの宿題がなくなれ

ば自分にとっての勉強法も見つけられるだろうし、プラスになると思う。 

・自主性を重視するという、豊田校長のお考えを尊重致します。ご指導宜しくお願い致します。 

・なんでもやってみることが大切だと思います。だめだった場合は、もとに戻せばよいと思います。 

・それぞれの子どもに合った学習スタイルがあるので、全員がやらなくても良い。 

・ドリルをやる、やらないは本人の自由で、今後やらなくても叱るようなことはせずに、ただ、きちん

とやってきた子に対してはチェックしたり、評価するほうが良いのでは思いました。こどもも、先生

にみてもらうことで、モチベーションがあがるように思えます。 

・やったー！ドリルが終わったからあとは自学だぁ！と、自学に楽しそうに取り組む姿をいつも見て

いました。ドリルの時間を自学に使うことで、より一層自分の学びを深めて欲しいです。 

・ドリルを「こなす」ことが、親子共々とにかく辛かった。怒る回数が増える一方だった。自主学習の

内容を一緒に考えるのが楽しみです。 

・ウチは、放課後は民間の学童に週 5 日で預けています。宿題はその間に必ず済ませて帰ってきます。

やる事が決まっていると、取り掛かりが早いです。しかし、自主学習はいつもドリルになっていまし

た。たまには違う事に目を向けてもいいのでは？と思っていたので、ドリル以外でも勉強になる事が

理解出来る良い機会と考えますが、現在 2 年の本人には、まだ難しい気もしますが、試用期間で様

子を見たいと思います。 

・苦手な部分を一緒に勉強する時間ができるから。 

・小学生の間は、学力も大切だが、生きる上で大切な生活力や人間力を高めさせたい、あるいは、様々

な興味・関心を広げるために、いろんな場所(都内科学館、水族館、博物館等）に連れて行き、将来

を決めるための足掛かりにしてほしいとずっと思ってきた。しかし、これまでの宿題の量では週末、

宿題をするのが先で、朝早く出かけることがなかなか難しかったり、せっかく連れて行った場所で興

味を持ったことを、もっと調べたいと子どもが思っても、宿題が優先で、なかなかそのような時間が

とれなかったが、今後はそれも、自学としてでき、いろんなことに興味を持ちやすい低学年にとって

は、自分で調べることは、とても良いと思う。また、学力と同じく、今後は生活力も大切だと思う。

ますます共働きが増える中で、我が家は男児だが、「家事育児は女性・母親の仕事」と思ってほしくな

い。そのためできるだけ家事を手伝わせたり、低学年の興味のある間(小さい子どもには調理は興味

のある実験なのだと思う）に、一緒に料理を作ったりをしたいけれど、宿題優先でなかなか時間がと

れないこともあったが、それも、自学として出来れば、料理に興味のある我が子にとっては非常に自

信につながると思う。そういった、『人間力・生活力』は机上の反復学習では決して身につかないと思

う。学力で考えても、家事は社会・家庭科・理科にも通じるところもあるし、そういった、日常から
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学びを深める校長先生の考え方には夫婦友に賛成です。 

・ご意見 03 の賛成意見に対し賛同いたします。他市の例ですが,家庭学習でドリルを 3～4 回も反復練

習させることが目標化していて,子どもと保護者と教員の負担が大きくなっている学校があります。

連休中の宿題量もすごく,子どもたちは自分の時間を奪われています。（…中略…）私たちが求めるべ

き学力は,「競争の学力」ではなく「共生の学力」,すなわち,「一人で何かができる力」ではなく「み

んなで何かをつくり上げることのできる力」です。学校は学習塾や予備校ではありません。そして「学

力」は校長先生もおっしゃっているように,授業の中で保障すべきであり,家庭学習に依存するべきで

はありません。もちろん,学校と家庭の連携は大切です。未来を担う子どもたちには「AI に使われる

人間」ではなく,「AI を制御し使いこなすことのできる人間」になって欲しいと思います。時代に合

わせ,古い慣習にとらわれず,私たち大人が意識改革をしていかなければならないと思います。 

・ドリルをやる事が当たり前になっているので、裏表紙のがんばり表を見て、次はここまでやる！と決

めて学習出来ていると思う。好きな方のドリル学習に偏ってしまうか心配もあるが、声かけをしてい

きたいと思う。 

・校長先生から、「ドリルの宿題をやめます」と伺った時、最初は大丈夫かなぁ…と心配がありました。

今まで、開放学級の時間にドリルの宿題をやってきていたので、自主学習になると、まだ低学年の子

は何をやったらいいか自分で決められず、やらずに終わってしまうのではないかな？と思ったから

です。でも、実際翌週に開放から帰宅しノートを見ると自分で考えて自主学習をやってきていて、開

放の先生に伺うと、自分で内容を考えて取り組んでいたとのこと。 勝手な想像で「出来ないのでは

ないか」と思っていたけれど、子どもが自分で考えて取り組めていたことに驚き成長を感じました。 

今まで「宿題やったの？」とつい口出しばかりしてしまっていたけれど、もっと本人のやる気を信じ

て見守ってあげないといけないなと反省しました。家でも、子どもと自主学習でどんなことをやりた

いか一緒に話しあったりしています。正直、自主学習だけになると、やる子とやらない子の差が出て

きてしまうと思うので、親としては「ちゃんと見てあげないと…」と今までよりプレッシャーを感じ

ますが、なるべく見守りながら子どもの好きなことを伸ばしていけたらと思っています。 

(要望として、低学年はマス目 4 つ分で 1 マスとして使うのが、罫線が引いてないとわかりづらく、

漢字などやりづらそうなので、ノートは学年に合った大きさのマス目のものにしてもらえたらいい

なと思いました。) 

・校長先生の決断に感謝します。我が家も宿題をこなすのが目的になっていて、いっとき問題が解けて

も勉強嫌いになっては意味がないと感じていました。一方ドリルをやらないと心配という意見も理解

できます。私は自主学習にせよドリルにせよ「自分で選ぶ」ということに意味があると思います。実

際今はがんばりテスト前ということもあり、自らドリルをやる、と決めてやっていますが、決められ

ていたときよりも生き生きと取り組んでいます。 発展的な自主学習が目指す姿だとは思いますが、

ドリルを選んでやった子も同様に先生から頑張ったね、という評価をあげて欲しいです。そうするこ

とで低学年の児童や何をしたら良いかわからない子も認められたと感じ、次の段階（友達の真似をし

てみようかな）に進めるのではないでしょうか。多様な児童、家庭環境がある中で、まずは自分で決

めることを評価していただき、この試行がうまくいくよう願っています。 

・中学生です 友だちのおじいさんが元教員だったのですが 「夏休みの宿題を日記だけにしたけど、二

学期の成績は他のクラスとあんまり変わらなかった」 と言っていました。 僕自身もドリル何ページ
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をやってこいと言われてやるより自分の興味のあることについて自由に調べてくるほうが楽しいです。

そしてその方が、勉強に対する嫌悪感は生まれないと思います。 

・高校生です。 私の頃もそうでしたが、弟の宿題を見ていても、今のドリルの宿題は何度もやること

が目的になってしまっているところがあると思います。また、出された宿題が終わらない子どもたち

は答えを写すだけの作業になってしまい、それでは勉強の意味がありません。私は、子どもたちが自

分の興味を持ったことを自由にノートにまとめることで、作業にならず、自分で学ぶ力が身に付くの

だと考えます。なので、ドリルの宿題を出さないことには賛成です。 

・石川小卒業生の保護者です。自分の子どもが在学中にこんな施策がスタートしていたら今どんな大人

になったのかと思います。学校での勉強は基本高校に上がるための受験勉強だったような。だから何

に興味を持つかという教育がおろそかになってしまっています。例えば学校ではお金のことについ

て勉強しません。職業のことについてもごく一部の職業しか知ることができません。でも大人になっ

て気づく事は「自分の好きなこと、興味のあることを仕事にできたら素晴らしい人生だ」ということ

です。9 割の人が結果として生活をするために就業しています。子どもの時になりたかった電車の運

転手やお巡りさん、サッカー選手などになろうともしない人が大半です。そんな子どもにとって興味

を持つ事に出会うことはとても意味のあることでしょうし、目的や目標ができるきっかけになると思

います。中には漢字ドリルが好きな子どももいるでしょう。それも大切です。漢字とか計算とかに興

味や自信がある子はその事にプライドを持ってます。たくさんの子どもが色々な事に興味を持ち目

を輝かせて育っていくことを望みます。目的や目標を持った人間はぶれません。 

・いまのところ、がんばりテストの範囲をドリルで自主学習しています。(結局ドリルになってますが

…) 何をしようかな？と考えること自体が学習だと思います。何年かあとに『今やるべきは…』と選

択できるようになってくれる過程だと思えば、いまは多少迷走していてもよいのかもしれません。 

・慣れるまで、親の負担が大きいと思います。放課後、自分のスケジュールに合わせて取り組めるので

はないかと思いました。例えば、月曜と木曜は、習い事があるからドリルを進めて、その他の日は、

じっくり調べ学習に取り組むとか。 

・計算ドリルや漢字ドリルのテストが出来るようになるだけで、計算や漢字の能力が身に付くとは限ら

ない。数学検定や漢字検定の問題集をやらせてみるとよくわかります。 

・うちはまだ二年生なので、自主学習という点ではまだ一人ではどんなことを書いたらいいのか等悩

むことが多く、一緒に「こういうのはどうかな？」「(子どもとの会話の中で)今の、知りたいって思

ったことを書いてみるのはどう？」と、投げかけながらやらせています。まだ慣れていないからか、

ノートを書くのも難しそうですが、親子の会話は以前よりも増えたように感じています。 負担を考

えると、働くお母さんには少し大変な部分があるとは思いますが、低学年はこういうやりとりを含め

て一緒に考えたりするのは、とてもいい影響なのではないかと思いました。なので自分で考えられる

ようにサポートしながら、少しずつ成長を見届けたいなと思っています。 

・漢字、計算、個々で学習の習得の差があることは確かであり、それでもドリルという一斉に同じ宿題

が出されるということは、違うのかな、と思います。なかなか宿題にとりかからない、やっても進め

るのが遅くて何時間もかかった、夜中までかかった、など、勉強をイヤイヤやっている、やらされて

いるという環境は良いものとは言えません。しかし、ドリルというものは、昔からあるもので、今で

も全国ほぼどの学校で取り入れている学習材料ですよね？。それにはやはり、ドリルをやる意味が必
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ずあるわけであって、ドリルを全く宿題としてやりません、と言われると不安があるのが全ての親の

本音だと思います。これまで通りドリルの宿題を出すとすれば、決められた学年ごとの学習時間内で、

無理せず出来るところまでをやれば良いのかなとも思います。その日疲れていたり、別な学習をした

ければ、そちらをやれば良いし、ドリルを「宿題」という名目ではなく、チャレンジとして何番をや

ってみよう、という感じで家庭学習として一応提示して下さると、特に低学年には良いのかなと思い

ます。私も東京の麹町中学校のテレビ番組をみました。物凄く共感するものがあり、こんな大胆なこ

とをして下さる校長先生は素敵だなと思ってみていました。なので、今回の石川スタイルの新しい取

り組みは、個人的にとても魅力を感じています。ただ、麹町中学校は宿題、定期テストを廃止した代

わりに小テストを増やしたとあります。石川スタイルでは、ドリルをやめます、その代わりに…が不

十分なので、不安を感じる親が多いのだと思います。ドリルの代わりに自主学習ノート、とはならな

いですよね。そこを改善して頂けると、より多くの方に納得して頂けるのではないかと思いました。 

・先日の校長先生のお話をお聞きして、そう、そう、と思いました。ドリル学習がどうということでは

なく、以前から、やりたい勉強があるのに、やらなくてはいけない勉強があって、時間が足りない、

学力にあった勉強ができなくて、伸びていかない、という思いがありました。いろいろな意見はある

と思いますが、私は、子どもの未来が開けたようで、本当に嬉しかったです。ありがとうございまし

た。 

・市外の小学校に子どもが通う保護者です。新聞でドリル廃止の記事を読み、素晴らしい決断だと感銘

を受けました。 繰り返し学習を否定するつもりはないのですが、学習ではなく作業になっていると

感じていました。3 回目ともなると、答えを覚えてしまっているようですし。あと、ドリルの弊害と

感じているのが、ドリル以外の問題がテストに出て、間違うと「習っていない！」と言い訳すること

です。読み書き計算は学習の基本でしょうが、これだけしか出来なかったら、AI にはかないません。

自分の気持ちを正確に表現できたり、先入観を持たずに物事を観察したり、話し合いをまとめる能力

を身に付けて欲しいと願っています。失礼を承知で書きますが、石川小の校長先生は教育の世界では

異端児のような扱いだったりするのかもしれませんが、間違いなく最先端を行っていると思います。

反対意見も多いかと思いますが、是非継続して下さい。うちの学校でも問題提起していこうと思いま

す。 

 

６．校長コメントの趣旨（一部抜粋・編集） 

学年や学級の実態によっては，課題があった方が取り組みやすい。何の教科をやるのか分からないとい

う声も聞いている。自分の課題が見つからない場合もあると思う。その場合は担任から指示された内容

に取り組んでいただきたい。 

「塾での学習はどうする？」「市販の問題集に書き込んだものを提出しても良いのか？」という質問も

いただいている。みなさんの意見を聞きたい。 

 

「いしかわスタイル家庭学習の手引」にもあるように，児童の実態や学級，学年の実態に合わせて，必

要に応じて取り組むべき課題を出していく。まったく宿題を出さないということではなく，全員一律のド

リル宿題は出さないということで理解していただきたい。 
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どうしても自主的な学習習慣がなかったり，考えるのが苦手なお子さんがいたりした場合については，

道筋を作るのも我々教師の仕事である。 

基礎・基本の定着は，家庭学習に期待するものではなく，本来は授業の中で行われるべきものと考えて

いる。学習が不十分にならないように指導していくが，ご家庭との連携は欠かせないと考えている。 

いずれにしても，子ども達のことを精一杯考えているのは，学校もご家庭も方向性は同じである。 

たかが宿題かも知れないが，議論が巻き起こることを非常に嬉しく思っている。 

 

AI の急激な発達もあるが，今，社会では RPA（ロボティック・プロセス・オートメーションの略，仮

想知的労働者）というものが身近なものになってきている。時代は急速に変化していると思う。そのよう

な時代を生き抜くためのスキルを何とか身に付けてもらいたい，それが私たち教職員の願いである。だ

からこそ模索を始めた。今後も議論を深めていきたいと思う。 

 

賛成の意見からは，家庭との連携が大切なのだと考えさせられる。学力向上は，学校とご家庭の連携・

協力があってこそ達成できるものではないだろうか。 

反対の意見からは,「何をやるか，ということに悩んで時間を使ってしまった」というものがあった。

しかし，「自分で決定することができた」ことはとても良いことだと思う。今までは与えられてきただけ

なので急には難しいと思う。しばらくは時間がかかってしまうかもしれない。また，まったく宿題を出さ

ないということではなく，必要に応じて課題は出すようにする。「苦手なものを自分から勉強しようとは

思わないのではないか」というご意見はもっともである。何かが苦手な児童に対しては，少しでも興味を

もたせたり，得意にさせたりする指導が必要になると思う。どうすれば効果的か，学校でも研修していき

たい。 

なにより，この取り組みは始まったばかりである。今まで，宿題については議論をすることがほとんど

なかったように思う。今後も議論を重ねていくので理解をいただきたいと思う。 

 

何よりも子ども達が生き生きと学習に取り組んでいる様子が目に浮かんでくる。これが，私の目指すと

ころである。 

改善点のご指摘もありがたい。みなさんと一緒に，家庭学習のより良いあり方を考えていきたい。 

 

小学生に近い世代からの意見は嬉しい。 

いろいろな立場からの意見が積み重なると，きっと良い終着点が見つかると思っている。 

なお 11 月 27 日朝現在の集計結果を見ると，ほぼ 4 人に 1 人の割合で＜反対＞である。 

ぜひ，反対意見も聞きたい。よりよいものにするためには，反対意見も必要だと思っている。 

 

「考えること自体が学習だ」という意見には大賛成。考えることができるのは人間の特権である。 

web からいただいている意見は，賛成も反対もすべて紹介している。沢山の意見をいただく中で思っ

たことがある。我々教師も保護者も意見が違うことはあれ，思いは一つ。「子どもたちに幸せになって欲

しい」ということである。そのことに改めて気が付かされた。したがって，沢山の意見をいただくことが

とても嬉しい。 
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今回の「宿題をなくす」とりくみは，決して私一人のアイデアではない。私が，先生方から話を聞いた

り，秋田県の家庭学習について本を読んだりして，沢山のことから示唆を得て創り上げたものである。東

京都の麹町中学校の工藤校長先生の実践には大いに影響されている。石川小学校の先生方には，校長のア

イデアに嫌な顔せず協力してくれて本当に感謝している。 

 

お子さんが「いしかわスタイル家庭学習」に慣れるまでは，ご負担をかけてしまうと思う。しかし，慣

れさえすれば，きっと「自分らしい学びの世界」を創り上げることができると思う。しばらくの間，粘り

強くお子さんに関わっていただければと思う。 

 

校長室のドアを「トン・トン・トン」と，たたく音…。ん？誰かな？ 

ドアを開けたら，2 年生の女の子が 3 人。自慢の自学ノートを持ってきてくれた。 

漢字の意味を調べたり，問題を作ったり，料理のレシピもある。 

自分で「ふりかえり」も書いている。お母さんからの温かいコメントが書いてあるノートもあった。 

「自主学習はどうですか？」と聞いたら，「面白いです！」「自分でできるので楽しいです！」と答えて

くれた。 

土日の自主学習も頑張ります！と言ってくれた。また見せてくれるのを楽しみにしている。 

 

本校の重点教育目標「い・し・か・わ」の「わ」には，漢字の「輪，和，環，羽」をあてている。 

最後の「羽」には，「個性を羽ばたかせる」という意味をもたせている。 

私が 4 月に本校に新任校長として赴任したときから，どうすれば「羽」を具体的に実現できるのかを

ずっと考えていた。 

そして，先生方との対話の中で気が付いた。 

子どもたちを（やらされ感いっぱいで作業的な）ドリルの宿題から開放すれば，個性を羽ばたかせるこ

とにつながるはず！ということに！！ 

では，そのアイデアを，いつ実行するか？ 

それが今だったのである！ 

 

今までの「宿題は？」「いつやるの？」「終わってるの？」という声かけが，少しは変わってきたようで

ある。とても嬉しい。また，低学年の児童には，しっかりと理解してもらう必要はある。 

この「いしかわスタイル家庭学習」を通して，親子関係もより温かいものになるかも知れない。 

とはいえ，「何をやったらいいか分からなくて困る…」という声にも，納得できる。今後は，学校でも

「こんなことやるとどうかなリスト」を作る必要があると思う。「それまで待てない」という方は，例え

ば「家庭学習＆ネタ」でネット検索してみてはいかがだろうか。参考になることと思う。 

 

6 年生の先生が「すごいと思いませんか！」と，ある女の子の自学ノート（コピー）を持ってきてくれ

た。「ん,差集め算？」 

私は，この言葉自体知らなかった…。確かにすごい。 

「お，ちゃんと，やった日付とかかった時間が書いてあるね！」 
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素晴らしい。よく理解してくれている。 

きっと自分でやることを決めて頑張ってくれたのだと思う。子ども達は，自学を楽しみだしている。頑

張れ，子どもたち！！ 

 

「いしかわスタイル家庭学習」が始まって，2 回めの土日が終わろうとしている。「意外と大変」「低学

年には無理なんじゃないか」「何をさせたら良いか分からない」などの意見も出てきた。いろいろな意見

を伺えることに大変感謝している。 

保護者の方と私達教師の思う方向は同じだと思っている。 

それは，「子どもの未来ファースト！」ということではないだろうか。 

私達は，そのために，ドリル宿題から自主学習へと大きく舵を切った。新たな船出と言ってもいいかも

知れない。 

この取組を順調に進ませるためには，賛成の意見も，反対の意見もどちらも大切である。どんどん意見

をいただきたい。 

 

低学年の自主学習について…, 

「いしかわスタイル家庭学習の手引」にあるように，何をやったら良いかわからない児童に対しては，

必要に応じて課題を出すとしている。担任の先生と，まずは相談していただきたい。 

また，「基本の定着は学力の基本」は，その通りである。授業で身につけるべきところである。まだまだ

授業改善が必要かもしれない。私達教職員が努力すべきところである。学習内容の反復（ドリル）につい

ては，児童個々の習熟の度合いが異なるので，原則として同じドリル課題を一斉に過度に全員に与えない

方針である。ご理解いただければありがたい。 

 

3 月までが試行期間となっている。様子を見ていただけるとのこと，非常にありがたい。その間，良い

方法を見つけたいと思う。 

「ドリル学習に取り組んだ方が，学力は維持できる」という意見があった。また，「自主学習の効果は，

先生の力量にかかっている」という意見もあった。自主学習への取り組ませ方については，これからも研

修を深めていく必要があると思う。 

子ども達の学力の向上は，学校と家庭の連携の下，達成できると考えている。皆さんからの意見をたく

さんいただいて，より良い方法を考えていきたいと思っている。 

 

寒い体育館の中，聞いていただき感謝申し上げる。 

私たち石川小の教職員一同は，子ども達の未来を開きたいと願っている。 

未来に羽ばたく子ども達を育てたい！その一心である。 

皆さんと一緒により良い「いしかわスタイル家庭学習」を創り上げたいと思っている。 

 

夜遅くに書いていただいたようである。スマホで書いたと思われるが，さぞかし時間がかかったことと

思う。「子どものために！」という気持ちがびしびし伝わってくる。読みながら，とても嬉しい気持ちに

なった。石川小の保護者は,すごい！！ 
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文意をまとめると，次の 4 点になると思う。 

 

(1)漢字，計算，個々で学習の習得の差がある 

(2)ドリルをやる意味はある 

(3)ドリルも家庭学習として一応提示すると良い 

(4)ドリル（反復練習）の代わりになるものを考えるべき 

 

(1)は全くその通りだと思う。ドリル宿題の同じ課題を一律に出すのはどうか，ということである。こ

れを改善するため，「（一律の）ドリル宿題をなくす」と，うたったわけである。(2)(4)についても同感で

ある。学習には反復すべきものもある。しかし，これまでの宿題では過度のドリルが問題になっていたと

いう一面がある。ドリルを否定するわけではなく，適宜利用するのが効果的ではないかと考える。そして

(3)については非常に建設的な意見である。自主学習が身に付いていなかったり，教師側から「これをす

るべき」という場面があったりしたときに，ドリルを提示することは良いと思う。ドリルに縛られないよ

うな，家庭学習の在り方としても検討すべきところである。 

先日，某市（水戸市ではない）の公立小学校の校長先生と話をしていたら，「うちでもドリルの宿題は

ないよ。」とのこと。「じゃあ，ドリルはやらないんですか？」と聞いたところ，「授業の中でやってしま

うんです。その方が,効率がいいんです。」と答えた。授業の中でしっかりと基礎を身に付けさせて，その

後「もっとやりたい！」児童は家庭学習でやってくる，ということである。 

「いしかわスタイル家庭学習」も，まだまだ工夫する必要があると思う。 

皆さんからたくさんの意見をいただくことができるのも，インターネット，スマホ等の発達のおかげで

ある。すごい時代に生きていることを改めて感じる。 

 

ここまでのご意見を踏まえると，低学年での課題があることが分かる。まだまだやり方が不十分なのか

も知れない。改善を図っていく。 

  「とにかく早く終わらせたい」「自分からやらない」「宿題を嫌々やる」という子ども達の姿は，今ま

でのドリル宿題の出し方に問題があったのではないかと思っている。自分だけの「学び」に対して，その

ような姿勢をとらせてしまっていたのだという反省の気持ちである。子ども達にとって大切な時間を奪っ

ていたのではないかと，申し訳ない気持ちでいっぱいである。 

  子ども達が，意欲をもって主体的に「学ぶ」ことは，大人になってからの生き方に大きく影響すると思

っている。「誰かに与えられた未来」を生きぬくのではなく，「自分が自分に与える未来」をエネルギッシ

ュに生き抜いてほしいという思いがある。この取り組みは簡単にはいかないと思っている。もう少しチ

ャレンジの時間をいただきたいと思う。 

漢字・計算の基礎・基本については，学校でしっかりと定着させていく。月例テストやワークテストの

より良い活用についても，今後検討する必要があると思っている。 

「いしかわスタイル家庭学習」は，いわば，ドリル宿題を含めた家庭学習の「アップグレード」である。 

 

最後に,「塾に通わすことも考える」…という意見について。 

子ども達の学力向上は，学校としての最優先課題の一つである。学力がしっかりとつくよう，学校でし



12 

 

っかりと指導していきたいと思う。その上で，再考をお願いしたい。 

 

市外の方からも意見をいただいた。嬉しいことである。インターネットを介しているからこその交流で

ある。一昔前なら，不可能であった。 

おっしゃる通りだと思う。このような考えをお持ちの方がいてくれて感激である。 

これまでの宿題スタイルは，もう何十年も続けられてきたものである。「ドリルに意味があるのか」「負

担が多すぎないか」等々，疑問が湧いてきても，中々検討することができずにいた。その間，バブルが弾

け，ジャパン・アズ・ナンバーワンと言われたのも今は昔，GDP では中国に抜かれてしまっている。ど

んどん存在感が薄くなっているような気がする。世界の流れから取り残されそうで，私個人的には非常

に危機感を抱いている。世界が変化しているのに，学校はほとんど変化してこなかったと思う。（言いす

ぎかも知れないが）ドリルをやっているだけでは，世界には勝てないと思っている。今こそ，感性が大切

にされるべきなのではないだろうか。「不思議だな」「面白そうだな」「美しいな」「やってみたいな」とい

う感性である。 

だから，「ドリル宿題の廃止」を決断したのである。 

とはいえ，まだまだ課題が多く，新たな課題も次々に見つかっている。「いしかわスタイル家庭学習」

の確立には，もうしばらく時間がかかりそうである。迷惑をかけて申し訳ないが，皆さんと一緒に考える

ことが楽しい。 

意
、

見を
、、

いただいて
、、、、、

いる皆さん
、、、、、

，
、

このブログを読んでくれている皆さん
、、、、、、、、、、、、、、、、、

は，
、、

今まで以上に石川小学校を身
、、、、、、、、、、、、、

近に感じてい
、、、、、、

ないだろうか
、、、、、、

？
、

 

いつの間にか
、、、、、、

，
、

学校運営に参画している
、、、、、、、、、、、

気分になってい
、、、、、、、

ないだろうか
、、、、、、

。
、

 

当ブログに
、、、、、

，
、

皆さんの声を紹介している理由が
、、、、、、、、、、、、、、、

，
、

ここにあ
、、、、

る
、

。
、

 

賛成の方も反対の方も
、、、、、、、、、、

，
、

このブログを見ている方すべて
、、、、、、、、、、、、、、

，
、

すでに
、、、

，
、

もう
、、

，
、

石川小学校の運営に参加してい
、、、、、、、、、、、、、、

る
、

ことになる
、、、、、

。
、

 

もっともっと学校は変われる
、、、、、、、、、、、、、

と思
、、

う
、

。
、

それは
、、、

，
、

皆さんがいるから
、、、、、、、、

だ
、

。
、

 

 「異端児」は，私にとっては褒め言葉である。 

 

自主学習ノートの一部を紹介する。おうちの方からの温かいコメントがいい。 

まだアンケートは終わらないが，大体の意見が出尽くした感じがあるのと，大体の傾向がつかめたと思

われるので，ここで，意見へのコメントは一時休止させていただく。今後の意見については，後ほどまと

めて紹介させていただくこととする。今後も，取り組み状況等については適宜発信していくので，よろし

くお願いしたい。 
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７．その他 NHK スペシャル「ボクの自学ノート」の紹介 

本校の黒羽教頭先生より以下の番組の紹介があった。※本校とは全く関係はない。 

「NHK スペシャル ボクの自学ノート～7 年間の小さな冒険～」11/30（土）9 時～ 

ホームページ https://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20191130 

 

 

https://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20191130

