
評
価 回答 1「そう考えた理由」 回答 2「どんな自学をやっているか」

5
決められた宿題でなく、自分で何を勉強しようか考える
力が身につくのでいいと思います。

本を読むようになったり、テレビでア
ニメではないニュースを見て世の中の
出来事を見るようになりました。天
気予報も見て、次の日の服装なども考
えています。

5
ドリルを否定する訳ではないけれど、日常生活やその子の
成長発達に合わせた課題に取り組むことで、様々な気づき
や発見をしてもらいたいから。

子どもの学力に合わせたテキストでの
学習や、Skypeを利用した英会話
レッスン、本人用のパソコンでプログ
ラミングなど。

5
自分で考えてやるという事が、今後考えて行動したり考え
る力がつくと思うので、とてもいいと思います。

何かを調べたり、興味がある事に挑戦
したりしています。例えばローマ字に
興味が出てきたので、ローマ字を使っ
て書いてみたり、数字が好きなので数
独のようなものを解いたりしていま
す。

5
子どもが自分で勉強することが好きになると思うからで
す。毎日、嫌な顔せず励んでいます。

主に、算数と漢字、英語が多いです。
工作、生活も好きで、それらも自学と
認められることで勉強が楽しく感じる
のかなとも思います。

5

今までは漢字や計算ドリルの宿題をやれば終わりでした
が、自学となれば今日は何をしようかなと悩んで考えるだ
けで勉強に入っていると思いますし、得意なことだけでな
く不得意なことを多めに取り入れることで自信を持たせ
ることができるのではないかと思います。

新しく学んできたことを復習したり英
語の単語を書いたりすることが多いで
す。テストがある時はその範囲の勉強
をしたりしています。

5
言葉調べ,ものの作り調べ,生き物観察,
計算など

5
ドリル以外にも学べる方法があるのは、子どもにとって何
に興味があるのか、これから何を学んでいきたいのかの選
択肢が広がるのではないかと思います。

家の近くにいる虫を捕まえて観察や、
ツユクサを潰した花汁で絵を描いた
りしています。

5

以前は宿題+自学だったため、のんびりな我が子は帰宅し
てからの大部分の時間をとられていました。今は自分の
ペースでドリルを進め自学に当てたりし、好きな読書をす
るなど余裕ができました。また、図鑑を開く機会が増え
た気がします。

毎回考えるのは大変なようですが、ド
リルを中心に取り組んでいます。テス
トで間違えた苦手な漢字のお直しを
したりしています。本屋さんで欲し
がった実験キットを父親とやったり、
手芸を母親の私としたこともありま
す。また、祖父と絵を描いたり、祖母
とあや取りをした様子を自学のノー
トに写真を貼り付けたこともありま
す子ども時代はのびのびと過ごさせ
たいので、以前のように宿題に追われ
るよりもいい時間を過ごしています。
私もなかなか取り組まずにに叱るこ
とが減り、助かっています。



5
自主的に学ぼうと思う力をつける意図は理解できるし大
事なことだと思う。

得意な算数の問題を自分で作って書い
ていることが多い。漢字が苦手なの
で間違った問題を書くこともしてもら
いたいが、やりたがらない。普段の
生活で質問をしてくる時に、それを自
学にすればと提案すると、面倒がって
やらない。とにかく面倒くさいと思
うことは避けるタイプなので、そこが
問題。自学は物事に興味を持ち、学
ぶというより、手早くこなす、に我が
子はなっている。

5

普段の教科以外でも自分が興味を持ったことに関して、自
ら調べて考える力がつけば、視野が広がり、感性が豊かに
なるのではないかと思います。しかし、児童に強要ではな
いのが前提となります。いかに自ら取り組めるような流れ
を作れるが先生、保護者の課題だと思います。

5
最初はやる気があるのですが、30分後暑すぎて、やる気
が出ないみたいです。

調べ物したり、プリントをしたりして
います

5

何が苦手なのか、理解できていないのか子どもが考えるこ
とができるようになってほしいと思います。やらされてい
るのではなく自分で決める事、考える事ができる良い機会
だと思います。

できなかった部分の復習をすること
が多いです。

5

ドリルは学年があがるにつれて「こなす」だけになってし
まい、身につかないような気がします。興味のわいた事柄
を自学で引き伸ばし学習に楽しみを見出せるようになって
欲しいと思います。

絵日記、読書、調べ学習、ゴルフの
パッティング練習。

5
子どもが自分のやりたいと思うことを学ぶことで集中力
が続く。

電車が関係していることを勉強に絡め
て学んでいます。

5
苦手なところを何度でも自分のペースで進められ、興味
のあることに挑戦できる時間が増えた。

何をやるか迷った時は計算、漢字ド
リルをやっています。今まで宿題には
出なかった英語も取り組んでいます。

5
一人一人に対して、無理強いするような対応はせず、のび
のびやらせていただいてると思います。 学校からのプリントのみ。

5
学童に通って、毎日学習時間は 2時間があります。家庭学
習がやらないなら、学力は駄目になります。

漢字ドリル、計算ドリル、自主学習
など。

4

宿題プラス自分のやりたい学習分野のものをやることが
できる。低学年のため、まだまだ親の手助けが必要です
が、その分親も一緒になって学ぶことができて新鮮に感じ
る。担任の先生、校長先生のコメントがあたたかく、励
みになる。

ひらがなやカタカナの練習計算練習
や文章題の練習生き物の観察や調べ
学習テストで間違えた問題のやり直
しぬりえや写し絵、折り紙や自分の
好きな絵を描いたりなど

4 自分の好きな学習ができるから。
結局ドリルがほとんどかもしれませ
ん。やらないと、終わらないので。そ
の中で、たまに好きな学習をやるとき
がある。

4 学習を自分から進んでやろうとする習慣がつくから。 自分が興味がある事についての調べ学



習やドリルの復習など。

4

自分で考える学習は素晴らしいと思います。先生方も大変
だと思いますが、コメントを頂けると 子どもたちの励み
になります。先生はハンコを押すだけだから、適当でいい
や～ と時々子どもが言ってます。ドリル以外の自主学習
を提出した時は何か一言があれば、もっと自主学習を進ん
で取り組むと思います。

漢字の練習。算数の教科書鉛筆問題
やプラスワン問題。テレビの番組で
何だろう？と思ってインターネットで
調べる。

4
興味のあることに主体的に取り組めるのは良いことだと
思います。ただ苦手なことをやろうとしないので、ある程
度の宿題は必要だと思います。

計算ドリル、漢字ドリル、工作など。

4

臨時休校になってから、自作のマンガ
を描いています。動物が出てくるの
で、図鑑などで調べて自学にしていま
す。

4
自分の興味を持ったことをノートに
まとめる。授業の予習。折り紙など
の工作。

4 楽しんでいると思う。

放課後は(去年は民間学童)石川開放に
行かせてるので、親が見る時間がなか
なかないので、ドリルも多いが、折り
紙や自分の好きな事得意な事をのせ
ているので、遊びの延長の様。でも何
を出しても否定せずに丸やコメントを
くれるので、そこから次はこうしよう
とアイデアが出てくるようです。

4

子どもが、自分の興味のあることを自分の考えでやってい
ることは、良いことだと思いますただ、個人差があり、や
れる子とやれない子と差が、今まで以上に拡がらないか
心配です。

歴史関係の調べものをしていました
が、最近は、ドリルの課題があるの
で、それが中心になっています。

4
決められた学習だけではなく、自分でやりたい学習がで
きるから。

・妖怪調べなどの調べ物・ダウン
ロードしたプリント・国語、計算ド
リル(コロナ渦になって からは、2回
ずつはやると決めた) ※現在はほぼド
リルの復習

4 自ら取り組む姿が見られる。 自分で興味のあること
4 国の名前
4
自分の興味関心のある分野を学習するので、楽しく学習
できるから。ただし、何をやってよいかわからない低学年
は保護者の負担が大きいと感じている。

得意な計算をしたり、動物のことを調
べたりしている。

4 自分で内容を考える……というのが良い。 苦手科目の復習

4
教科書だけに限らず、自分で考えて学びの幅が広がるか
ら。

ドリルも多いが、図鑑を調べたりイ
ンターネットを調べたりして星座や地
理、ことわざ調べなど、調べ学習が増
えている。

4 自主的に学習内容を考える様になったし、教科に制限が 「日本で 1 番長い川」や、夕飯のおか



ないので、日常の中で思い浮かんだ疑問を調べる良い機
会になっている印象です。

ずにでた魚の事を調べたり、作ってみ
たい料理のレシピを調べたりしていま
す。反面、苦手な分野に進んで取り組
む事には控えめです。

4
興味のあることを自学に活かせれば
良いのですが、なかなか難しい様で
主にドリルをやっています。

4

自分がやりたいことを進んでやっているので楽しそうで
す。特に先生や校長先生に見せるのが楽しみなようで
す。1 年生では自学だけでは心配な点(何をすればいいか
わからない、好きなことだけになる、授業内容は理解で
きているのか)もあるので、これだけはやりましょうと
か、これは出来るようにしましょう、といったある程度
の目安があると助かるなと思います。

計算、時計、日記

4

興味のあることを自ら進んで学習するので、楽しそうに勉
強していることが学習する姿勢につながってきていると思
う。必ずしも学年プラス 10分の学習時間をやっているわ
けではないので、学習時間の目安を各学年で子ども達に
付け加えて話して頂けると、高学年の子どもには時間目標
も出来てより取り組みやすいのではないかと思う。

国語の教科書のししゃや算数では市
販の問題集、理科や社会は興味のあ
ることを作ったり、まとめたりしてい
る。

4

自分でやりたい事、気になる事など
を本などを見ながら自分なりにまと
めています。時にはなかなか自学テー
マが決まらずに困る時もあります。

4 自主的に取り組む姿勢が見られるため
工作や絵を書くことが好きですが、
お手伝いも自分で考えてやってくれる
こともあります

4

自主性があり、学校の教科だけでなく、幅広く興味を持
つようになった。おかげで、料理に興味を持つようにな
り、一緒に、キッチンに立つ時間が増えました。しかし、
苦手な教科を避け、好きな教科だけをやりがちになるの
で、今まで以上に親のチェックが必要だと思います。

ドリルを中心に行いつつ、興味があれ
ば好きなものをやらせています。

4

やるのは、楽しく取り組んでいますが、中学年だと、自分
でやれる範囲が限られてしまい、子どもと一緒にやること
を考えても、時々、何をやっていいか思い付かないときが
あるため。

昆虫に関することを調べたり、百マス
計算をして、時間を縮めるのを目標に
したりしています。

4
出され課題を強制でやることも大事ですが、自分で課題
を決めてやることはもっと意味があり大事な事だと思う
ので。

好きな科目を最優先に、苦手な科目は
少しずつという感じですが、親が強制
でやらせていた時に比べると達成感
に違いがあるようです。

4 自習はキチンとやってますが、娘は、宿題と自習のとらえ
方が違う様で、元々、進んで勉強するタイプでは無いから
か「宿題はやらなきゃならないもの。」「自習は、自分
のペースで無理しないでやるもの」と思っている様です。
楽な課題を短時間でやってしまうのが、気になります。進
んで勉強をするタイプでは無い子どもには、ここからここ

ドリルは進めて、時間かあれば他の教
科を見つけやったりしますが、楽な
教科の課題を見つけてやってる感じで
す。



までと「宿題」として決めて貰った方が 親としては有り
難いと思う事があります。

4 自分で予定を立てて取り組めるから。
授業で深くできなかったところや、自
信のないところ（国語の漢字,算数の
計算式）社会で興味のあったことを
調べる等

4

下校後、習いごとがある日でも『今日は何をしようかな
…』と自分から課題を探している姿に成長を感じます。
が、その一方で、明らかに余裕がないのに『あ～、どうし
よう。何かやらないと…』と焦っている姿もあります。
『やれない日があってもよい』と肯定できるようになって
初めて、自分の学習になるのかな…というようにも感じま
す。そういう、自分の意欲と限られた 24時間のバランス
を学べるもの。と親は捉えています。

都道府県について漢字ドリル・計算ド
リル市販の教科書ワーク校外のワー
クショップなどで学んだことのリポー
ト…などです。

4
子どもが興味を持って勉強するのは、良いと思います。大
人になっても自分で調べたり、勉強する事は、あると思う
ので。

植物の観察。ローマ字。

4
良い)子どもが自分からやりたい事をできる。
悪い所)簡単な自分のできる所だけをやりがちで苦手が苦
手のままになってしまう。

支援学級通級の為、土日などの休日
にやるが、自分で問題が作れる訳
じゃ無いから、私(母)が問題を作る事
になる。

4
好きな図鑑から、独自のランキングや
クイズを作っています。

4
教科書に沿っての問題解きや漢字学習
夏休みは復習編

4 自主的にどんなことができるのかがわかる。 計算。
4
好きな事には意欲を持って取り組みます。また、できてい
ないところは、苦手意識を払拭してもらうため、簡単なも
のを少量で取り組ませています。

生き物調べ、市販のミニドリル、百
マス計算

4
子どもが自分で何かに興味を持って調べたり考えたりする
事は、大切なことなので引き続き続けて頂きたいと思い
ます。

植物観察、コンパスの使い方、ドリ
ル

4 自分で考えてやる事が出来るようになる 苦手な教科をプリントして繰り返し
やったりしている

4 今までとあまりかわらない 復習を中心に
3 自学がスタートした頃は、子どももやる気があって楽しん
でいましたが、数カ月たつとマンネリ化しててきとうにす
ませようとしてしまい、注意すると親子でぶつかる…とい
うことが増えました。やる気のある子、熱心な子には自
学はすごく良いと思いますが、向き不向きがあると思い
ます。それと、今年はコロナのこともあり、休校中から、
情報を得るために学校のHPをよく確認していましたが、
毎回良くできている子の自学ノートの記事ばかりでペー
ジを開くのが憂鬱になっていました。（今は専用のページ
に分かれ、必要な情報が見やすくなったように感じま

漢字、計算の復習。お手伝い。生き
物の観察。



す）今までにない状況の中で、子どもも親も不安や焦り
を感じている時だからこそ、素晴らしいノートの紹介よ
りも、休校中のこどもたちのストレスや不安にもう少し寄
り添うような言葉がほしかったのが正直な気持ちです。校
長先生が、熱心にこどもたちのためにと自学に力を入れて
くださっていることはとてもありがたいですし、うまく子
どものやる気を引き出せるよう親としても努力していきた
いと思います。

3
子どもがたまに何をしたらいいかわからないと時間ばか
り過ぎていくことがあるので。

自分の興味のあることについて調べて
います。しかし興味に偏りがあるので
いつも同じような自学をしていること
があります。

3
素晴らしいノートの子もいるが、うちの子の自学は？と
いうものが多いが、それに対して指導等されている様子が
ない。

絵をかいたり、お話を作ったりしてい
る。

3 楽な自学しかやらないので 地図記号、危険生物など

3

親が見ないと、手をぬいた学習になっているときがありま
す。仕事をしているかたは、毎日なかなか見られなかった
りするのではないでしょうか？自分から進んで、しっかり
とで出来ていればいいのですが。個人差ができないよう、
何でもいいので学校からもドリル以外で課題(プリントで
もいいので)が出してもらえたらありがたいと思ってま
す。

主にドリル。個人的にかったワーク。

3
出された宿題は出来るが、自主的に考えて勉強に取り組む
ことが出来ない。勉強に差がついてしまうのではと心
配。

ドリル

3
ドリルなどの基礎力も大事だし、自主になると好きな教
科しかやらないため、嫌いな教科はますます出来なくな
る。

歴史上の人物や何をした人なのか？
英検の勉強、テストで間違えた問題
の解き直し

3 何をやればいいか分からず、考える時間が長い。 テスト直しをしたり、復習でノート写
しをしている

3

何をしてよいか分からず、とりあえず早く終わらせるため
適当にやる、という感じで、1～2分で終わってしまうこ
とが多々あるため。(特に低学年の子ども)上記は悪い例。
良い例はDMMの英語。出来ないなりに何とかやってい
るのでとても良いと思います。自学は良い悪いあるので、
どちらともいえない、です。

英会話、漢字、計算、たまに料理

3
自学で何をやったら良いか思い付かないらしく、結局ド
リルを自学にしてるので、良いのか悪いのか難しいところ
です。

漢ド、計ド

3

自学に積極的に取り組める子どもには良いが、積極的で
はない子どもには学習内容が充実するわけではないか
ら。子どもの時点で学習量に自己責任が伴う時代になっ
たのかと思ってしまう。親が自学について関わる時間が割
けないと、質、量ともに偏りが生じると感じる。

ドリルが中心。上の子はほぼドリル
と読書しかしない。下の子はドリル
中心だが他には図工や家庭科（調
理）を好んでやっている。



3
低学年の場合、自分で考えて自学自習することが難しい場
合があるのではないかと。ドリルも進めなくてはいけない
状況で自主学習もとなると時間的にも厳しい。

動物のことについて調べたり、英語の
単語を書いたりしています。

3

まだ一年生で、親から見れば日々の生活や宿題で手一杯
なのに、みんながやってるからと自学まで頑張ってるのを
見ると無理しなくてもいいのにと思ってしまう時がありま
す。余裕がある時に取り組むのはとてもいいことだと思い
ます。

書写、計算、自宅にあるドリルや習
い事の練習など。

3

子によっては何を学習してよいかわからない子もいる。何
やろう何やろうと悩み、やっつけに自学をする日もある
ので、週の半分くらいは学校からの宿題として、自学以外
の宿題を出して欲しい。素晴らしい自学がホームページに
載っているが、プレッシャーに感じることもある。

・歴史の人物調べ・ローマ字・ス
ポーツのルール・ドリルの復習・こ
ども新聞の興味がある記事まとめ

3 自分が興味あること。
3 ちゃんとやる子どもとやらない子どもの差が出そう。 ドリル繰り返しや英語のスペル、教科

書の復習など

3

自学は、いろんな事に興味を持つ子にとっては素晴らしい
と思いますが、最低限の出された課題で終わらせてしま
う子にとっては、単純にドリル 3回やらなくて良い事が嬉
しいと思っているだけで、成績に差が出るのでは、と不安
です。

基本は、ドリル、テスト直しです。調
べたい事が有れば自学として調べてま
す。

3
自主的にドリルをする事が少なくなる。偏りがあるよう
に思える。

3

高学年男子自分で課題をなかなか決められない。苦手な
課題から、逃げるので、弱点が強化、克服されない。連
絡帳の宿題に、自学ノート○ページ、と書かれている時点
で、自学では無い気がする。ホームページに載せられた
ノートを見ると、色とりどりにまとめあげられているもの
が多く、学校として、どんな内容のノートを目指している
のか、よくわからない。

漢ド 1、計ド 1、自学ノート 1ページ
以上。自学ノートは、各教科の復習
や茨城新聞の子どものページのまと
め、日記、家庭で購入したワークな
ど。

3

何をやらせれば正解なのかが親子共々あやふやな部分が
多いです。一時の臨時休業により勉強の進め方にどう対応
すればいいのかに追われ自学までみてあげることが難しい
ものだった為です。

3

開放学級で宿題をしてくることが多いのですが、取り敢え
ず終わらせればいいという感じがあり、また何をするかを
考えるのが面倒なようでいつも同じような内容になってい
る。

絵を描いたり、その特徴をかいたりす
ることが多い。

3 何をやればいいかわからないと言われる 通信教育
3
とりあえずやれば良いというレベルでまだまだ自学に慣れ
ていない様子です。どうやる気を持たせたら良いのかわか
らないです。

天声人語の要約、ドリル
3 ほとんどドリルをやっていて宿題とさほど変わらない。自
主学習をさせてもページを使うためになるべく大きく文字
や絵を書いたりしていて身になっているかは疑問なところ

計算ドリル、漢字ドリル、料理のレ
シピ、歴史の人物、サッカー、



もある。自主学習の意図にそった学習ができるようになっ
て初めて意味を成すことだと思う。それをできるような学
校、家庭での指導方法や指導内容を具体的にまとめてい
ただけると家庭での指導もしやすくなります。もちろん
ちゃんとやっている子はいると思いますが、うちは少し怠
けているように見えるので…。自主学習のネタを探しに
図書館などで本を借りてくることが増えたのでそこはいい
点だと思います。

3

下の子は、校長先生に見ていただく事を楽しみに自学し
ています！ありがとうございます！宿題も週 3あるの
で、ちょうど良いです。兄の方は自学だけでは勉強量が足
りないので、ドリルやプリントなど週 3くらいで出してほ
しいです。

2 年生…野菜や植物の観察、かけ算の
予習、おんぷ読み、なぞなぞ、興味
があるものを調べる 5 年生…生き物
の観察、算数の復習、縫い物

3
高学年には良いと感じます。低学年は個人差が出てしまう
のが心配です。学習の適量が分からないため、不安があり
ます。

主に先取り学習、参考書等。他、手
芸など

3

漢字・計算ドリルが自学になってから、学力が落ちたと思
います。今は、クラスによって違いがあるようですが、何
日までに範囲を二回まで終わらせると先生が決めてくれた
ので、改善された感じはします。子ども自身も、期限を決
めてもらえれば、計画することが出来るから、やりやすい
とは言ってます。範囲や期限を自主的に自分で計画して、
自学する事はまだうちの子には定着してないみたいです。

授業の予習、復習やテスト対策、応
用問題などをしてます。

3
図鑑をみて興味のある事を調べるなど、楽しそうな時もあ
るが、ただ早く宿題を済ませたくて適当にやってしまう事
があるので。

ドリルや教科書の要点まとめ、図鑑
をみて興味のあることを調べるなど。

3
子どもが低学年なので、まだ勉強の進め方が解らない夏
休みぐらいドリルが欲しかった

できなかったものを何度も繰り返す
のがやっと

3
やりたい事を学習出来るのは良い事だけれども、あまり
家庭ではあまりやりたがらないので、どうなのかなと。 ドリル

3 自主的にやるには幼すぎる。ただの流れ作業になってる。 漢字、計算、国語辞典を使って言葉の
意味調べ

3

何をやったらいいのか分からないと言うときもあります
が、最終的に自分で決めた事なので、集中して取り組めて
いる所がすごく良いと思います。自分の好きな事を自学で
取り組むと言う点はすごく良いと思いますが、好きな事
ばかりになってしまって内容に偏りがあるかなと感じるこ
とがあります。苦手な事に取り組む事も自学であることを
伝えています。

鉄道路線図を書いて覚える。計算、漢
字ドリルを進める。歴史人物を調べ
る。授業で書いたノートをもう一度書
く。都道府県。生き物の観察。折り
紙。

3

学力には個人差があると思うので、基礎学力があって積極
的に学習を進められる子もいれば、自主学習でどうした
ら良いかわからず、結果的に学力が低下してしまう子もい
ると思うから。学校の勉強だけでなく自分で興味のある
事を自主的に調べたりするのは良いことだと思うが、宿
題が自主学習だけだと、家庭でフォローしないと復習な
どが難しくなってくる場合もあると思う。

・インターネット学習・調べ物・ド
リル・運動・リコーダー練習など



3
好きな教科ばかりやったり学習にばらつきがあること
と、ここまでやりなさいと言う目安がないので、親が学習
の進み具合を把握出来ない。

自分の好きな教科や、簡単に終わりそ
うなものを選んでいるようです。

3

勉強したいことをできるのはいいが、調べたことを写す
だけだったり、短時間で終わらせていて、身になっている
のか、疑問。ノートのまとめ方もわからないので、つらつ
ら書いているだけで、チェックしづらく、宿題を見るのに
時間がかかる。先生たちのドリルの丸つけの手間を省い
て、空いた時間を他の学習に充てる、という理由もあるよ
うですが、自学のノート全部に目を通すほうが、はるか
に時間がかかるのでは？と思ってしまいます。

3
自学はよくやるようになりましたが,漢字と計算のドリル
は毎日の宿題にして欲しい,先生に見てもらいたいとよく
言っています。先生の負担は承知していますが。

社会と家庭科。好きな教材に偏ってい
る感じがします。

3
苦手な事を避けるようになる親がやらせようとしても聞い
てもらえない学校でやったものを自学にしても良いと言わ
れ、家ではやらない

漢ドと計ド日記スマホでの調べもの

3

心配する部分は「自分から進んでする子」と「やらない
子」の差が広がる。内容を見る先生の負担が増えている。
（プリント等なら同じ物を確認するだけだが、自学は
各々違うので。）

プリント（国語、算数、生活、英
語）ニュースや本に出てきた判らない
言葉を調べる。

3 自分からしないから あまりしないから 割り算の筆算の 3桁 1桁 割り算 ロー
マ字 リコーダー漢字 日記

3

まだまた自分でどんな勉強をしたいか分からず、自由にと
言われると、あー、面倒となっています。必ずしも、毎回
ホームページにあげているお子さん達のように、全校児童
が楽しく自学を行っているのか正直疑問です。また、今年
は特例かと思いますが、いくらドリルを宿題に出さない
にしても、結局子ども達は自分では進められず、連絡帳で
いつまでに何番まで終わらせること。とするなら、結局は
宿題という認識になると思います。先生達の丸付けをする
時間を減らすため以前から保護者は丸付けをしていたかと
思うので、宿題として出してもらった方がいいと思いま
す。

3 本当に学習能力が身に付いているか判断しにくい 最近は絵を描いたり、図鑑を読んで引
用したりしています

3
任せておくと、好きなことしかやらない。苦手なことはや
らないので、更に苦手になる。以前のように、宿題＋自学
にしてほしい。

くもんチャレンジ〇年生調べ学習(好
きな生き物のことばかり)郷土かるた
巡りをして、ノートに書く(親の協力
あり)ドリル(親や学童の先生に言われ
て)

3

自分で進んで好きな自学をやれる子ではないので、学習レ
ベルが低くなっている。働く親にとって、子どもの勉強を
見る時間作りは難しいです。繰り返しで身につける漢字、
計算は宿題としてやらせて欲しいです。

ドリルを購入して、書込みをしていま
す。短時間で終わる宿題しかやろうと
しません。

3 低学年には自分で考えてやることが難しい子もいるから



3 何を自主的にやってよいのか迷っています。
3
自分からやる気にはならないので、毎回同じような勉強
しかしていなかったり、楽をしようとするので。 ドリルの写しなど

2 家庭に丸投げのような気がする 歴史など
2
親が家庭にいない時間が多く、自学をする時間がなかな
か取れない。 チャレンジ

2

理想と現実の乖離が大きいので「良くない」としまし
た。主旨はすばらしいと思います。が、学校も親も力量不
足です。以下が苦労していること、学校へ期待しているこ
と、です。親の時間的な負担が大きく苦労しています。今
は自分で考えて学習計画を立てられるようになりました
が、軌道に乗るまではつきっきりでした。計画の立て方・
立てる時間を授業に組み込んでいただきたかったです。ま
た、親自身の導く力量も低いので苦労しています。自学の
範囲が広いので子どもの好きなアニメ・ゲームを調べるこ
ともあるのですが、どうやって学習へ派生させていくか考
えると、親子で言い合いになることもあり、お互いにリフ
レッシュできない週末もありました。結局、自学用の参
考書を購入してしまいました。授業の中で自学の発表・
交流などがあると、子どもも調べ方や考え方のヒントが
増えるので助かります。

平日は曜日毎に科目を決めて予習復
習。主に教科書・テスト・自学用に
購入した参考書の転記。週末は、本
人が漢字を覚えられないことを弱点
としているので漢字ドリルを 4ペー
ジ。時々、工程を考えながら料理をし
たり、旅行先の地理・風土などの事前
調査など(しばらく行けそうもありま
せんが)

2
一人親の家庭のため子どもの勉強までみる余裕がないの
で困っています ドリルや音読

2
子は自学だからやらなくてもいいという認識を持ってい
る。ある程度強制力も必要かと思う。 学校ドリル、市販のドリル

2
計算ドリル、漢字ドリルが終わらない。毎日自学をして
いるが、同じ所だったり、計算ドリルに片寄ってしまった
りしてしまう為。

毎日、頑張ってやっているが、やるこ
とが漢字ドリルと計算ドリルを 1つ
か、2つ位。

2 学力が下がった。 漢字ドリルと計算ドリルの復習のみ
2 1

自由(好きなことをやって良い)という
のを言い訳に、簡単な作業(テキスト
を写すとか)に逃げがち。

2

低学年の親です。家での勉強がまだ身に付いていない学年
から自学になってしまったので面倒だなと言う気持ちが
あってなるべく簡単に済ませてしまう感じです。ドリルな
ど与えられた課題をこなすという習慣が、毎日あっても良
いかなと思いました。

タブレットでの勉強時々調べ学習、
工作

2 漢字ドリル、計算ドリルだけをやって満足している。本人
は毎日勉強をしているが、ノートに書き込む人よりは勉強
をしていないように思われていそう。勉強カードの記入を
忘れてしまうので、せめて自学ノートの最初のページにプ
リントを貼り、まとめてほしい。中学年にもなると帰宅
も遅く他の勉強で手一杯なので自学を推奨なら、勉強
カード内の項目にある音読等も自学のうちに入れてほし
い。読書や音読が大事で外せず時間枠もないので家で毎

パソコンを使った通信教育の教材



日させると言うのなら朝の時間の読書や音読の時間を増
やしてください。朝の読書は漫画でも良く、流行りの漫画
を持ちこみ読んでいる生徒もいますが家にある漫画を持ち
込むなら既に読んでいる子のほうが多いですし、家でも読
めます。せめて図書室での漫画のみ許可とかならわかりま
す。友達との交流をさせる為など他の理由があるなら別で
すが。いろいろなことが手際よくできるのが上手な子なら
高学年になっても勉強などで手一杯になることはありませ
んが、要領が悪くノンビリとした子もいますので家でば
かりする事が多くなると困るので、どうか改善をお願い
します。

2

低学年は自学自体よく分からないようで、親がつきっきり
で見て教えてあげなくてはいけないのが大変です。高学年
は、いかに簡単に早く終わるような課題を探して、パパッ
とノートに書いて終わらせています。学校の方で、きっち
りとした宿題を出してもらった方が「勉強」にはなるん
じゃないかと思います。

自分の興味があるものなどをタブ
レットで検索して、それをノートに写
しています。

2

何をすれば良いのかわからない子が圧倒的に多い。自主
性を尊重するのであれば、他のやり方でも構わないと思
う。ドリルの 1 番、2 番など指定してもらった方が、勉強
効率ははるかに良いと思う。自主的にやっている子もいる
のでしょうが、これでは児童間の学力の差が出来てしまう
と思う。

1ページや 2ページを埋めるだけの作
業に終わってしまっていることの方が
多い。(大きく文字を書いたり、絵を
書いてすませたり)•

2
なわとびやお手伝いばかりで勉強しないのできちんと
やっている子と差が出てしまいそうで不安です。決められ
た宿題を出してもらいたいです。

なわとび、お手伝い、たまに漢字やひ
らがな

2
積極的にやる子とやらない子の学力の差が開いてしまう。
自学に凝ってしまうと、それにかなりの時間を使ってしま
い、他の勉強ができなくなる。

ドリルネットで検索して文章や絵を写
している。

2 何を勉強していいのか分かっていないから。 ドリル学習
2 自分で何をするべきか,わからない。 苦手意識、嫌いな教科を勉強できな

い。
2
まだ低学年の子どもは自分ではなかなか勉強ができな
い。親の負担が多い。 絵を書いたり、日記、漢字、計算など

2 我が子には向いてないと思いました。 算数や国語ではなく、興味のある事
をただただ書いているだけです。

2
自分で考える力がまだ乏しく、毎度親参加になるので、意
味があるのか？

親の考えた問題がメインで他は学校
の復習

1
ただノートを埋めればいいと思っていて全く頭に入ってい
ません。 いつも漢字。

1
自主学習にすると宿題ないと思いこんでやらない。何を
やっていいのか分からないよう。先生に言われたや手紙を
見ても全然分かっていないようでこちらも困る。

苦手なところと字を母親に問題書いて
もらいながら嫌嫌やる

1 自分でやりたいことしかやらなくなり、ドリルの取り組
みが減り、復習が足りなくなった。最低限のドリルは宿



題としてやらせないとダメだと思います。教師はちゃんと
自学をクラス全員分を把握していますか？自学で差がつ
き、学力低下を招いているとしか思えません。


