
 

 

 

 

 今年は全学年、家庭学習で音読に

取り組むことになりました。

音読とは、声に出して文章を読むこ

とです。音読には、脳の血流を増加させ、脳が活

性化する効果があると言われています。音読に勝

る学習法はないと言う人もいるほどです。なぜな

らば、インプット（認識すること）とアウトプッ

ト（表現すること）を同時に行うからです。

ここ数年、国際的な学力調査の結果において、

日本の子どもたちの読解力低下が指摘されてい

ます。学校内の研修においても、課題としてあげ

られ、校内研究等で取り組んでいる学校も多いで

す。 

 読む力はすべての学習の基本といっても過言

ではありませ

すらすらと読めること（早く読めれば尚よいで

す）は学力向上の大前提とも言えるでしょう。

音読が家庭学習として習慣化し、子どもたちの力

となるよう、

備しています。保護者の認めをしていただく欄も

ありますので、是非、励ましてあげてください。

家庭によっては、

夕飯の支度

ないかもしれませんが、

もかまいません。

見てくれているという安心感にもなると思いま

す。是非、よろしくお願いいたします。
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音読のすすめ
今年は全学年、家庭学習で音読に

取り組むことになりました。

音読とは、声に出して文章を読むこ
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性化する効果があると言われています。音読に勝
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日本の子どもたちの読解力低下が指摘されてい
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られ、校内研究等で取り組んでいる学校も多いで

読む力はすべての学習の基本といっても過言

ではありません。ひとかたまりの文章を間違えず

すらすらと読めること（早く読めれば尚よいで

は学力向上の大前提とも言えるでしょう。

音読が家庭学習として習慣化し、子どもたちの力

となるよう、学年にあった音読カードを担任が準

備しています。保護者の認めをしていただく欄も

ありますので、是非、励ましてあげてください。

家庭によっては、子どもが宿題をする時間は、

夕飯の支度に忙しく、

ないかもしれませんが、

もかまいません。子どもたちにとっては、

見てくれているという安心感にもなると思いま

す。是非、よろしくお願いいたします。
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ないかもしれませんが、背中で聞いてくださって

子どもたちにとっては、

見てくれているという安心感にもなると思いま

す。是非、よろしくお願いいたします。
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八幡っ子

音読のすすめ 

６年生の音読カー

ドです。「正しくす

らすら」に加え、

６年生は、「はっき

り大きく」や「様

子や気持ち」も目

標にしています。
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子どもが宿題をする時間は、
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背中で聞いてくださって

子どもたちにとっては、自分を

見てくれているという安心感にもなると思いま

す。是非、よろしくお願いいたします。 
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おとといの放課後のことです。運動場から元

気のいい歌声が聞こえてきます。「・・・・・

たくましくあしふみしめて・・・・・あふれる

ゆうき・・・」

同じフレーズが

どこかで聞いたような？と思って運動場を見

ると、力強くブランコをこぎながら、それ以上

に力強く校歌を歌っている１年生の姿が見え

ました。

  気に入った

される不思議な歌でしたが、なんともかわいら

しい歌声でした。職員室にいる先生方もみんな

引き込まれ、自然と笑みがこぼれていました。

 すっかり学校生活を楽しんでいる１年生です。
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今年度最初の外国

語活動がありまし

た。もちろん６年

生は昨年度も学習

していますが、５・

６年生として学習するのは初めてです。

と、意外とリラックスした雰囲気で、楽しそ

うに「あいさつ」の表現に挑戦していました。

朝や昼の挨拶など、聞き慣れているものが多

かったせいか、積極的に手も上がり、英語を

使ったコミュニケーションに親しんでいる

様子でした。指導してくださる

ーンさんが、休み時間等に子どもたちとたく

さんふれあっていることも

る気を引き出す力になっているのでしょう。

通して

親し
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１９日の火曜日、

今年度最初の外国

語活動がありまし

た。もちろん６年

生は昨年度も学習

していますが、５・

６年生として学習するのは初めてです。

緊張しているのかなと思って覗いてみる

と、意外とリラックスした雰囲気で、楽しそ

うに「あいさつ」の表現に挑戦していました。

朝や昼の挨拶など、聞き慣れているものが多

かったせいか、積極的に手も上がり、英語を

使ったコミュニケーションに親しんでいる

様子でした。指導してくださる

ーンさんが、休み時間等に子どもたちとたく

さんふれあっていることも

る気を引き出す力になっているのでしょう。

これから楽しい活動（歌やゲームなど）を

通して，外国語の音声や基本的な表現に慣れ

親しむ姿を楽しみにしたいと思います。

鼻歌が校歌
          ～ブランコをこぎながら

おとといの放課後のことです。運動場から元

気のいい歌声が聞こえてきます。「・・・・・

たくましくあしふみしめて・・・・・あふれる

ゆうき・・・」 

じフレーズが何度も繰り返されます。

どこかで聞いたような？と思って運動場を見

ると、力強くブランコをこぎながら、それ以上

に力強く校歌を歌っている１年生の姿が見え
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される不思議な歌でしたが、なんともかわいら

しい歌声でした。職員室にいる先生方もみんな

引き込まれ、自然と笑みがこぼれていました。

すっかり学校生活を楽しんでいる１年生です。
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学校教育目標

自分で考えすすんで行

動する八幡っ子！
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