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基礎・基本ができていなくて身につくか
校

長

岸

田

賢

治

保護 者の 皆様 、地域 の皆様 、日 頃よ り本校 の教育 活動 にご 理解と ご支援 を賜 り、 心より 感謝申
し上げます。２学期が 始まりました が、学校 は子どもたちの元気な 姿でいっぱいです。
さて 、テ レビ やイン ターネ ット で「 本当か ？」と いう よう な英語 学習に 関す る広 告があ ふれて
います。少し探してみ ると 、以下のようなも のがありました。
●暗記が苦手、勉強嫌 いでも安心。１日５分 聞き流すだけ。
●簡単な英文も読めな い私が 、３０日でネイ ティブ並みに話せるよ うになった方法とは。
●テレビでも話題！ほ ぼ１０割の人が２週間 で英語がペラペラに。
これ らの 広告 を出す にはも のす ごく お金が かかり ます が、 それで も元が とれ ると いうこ とでし
ょう。それだけ英語学 習ビジネスには需要が あり、儲かる商売なの です。
では 、な ぜこ のよう な教材 （供 給） が次か ら次へ と登 場し 、それ を買う 人（ 需要 ）がた くさん
いるの でし ょう か。そ れは、 英語 がで きたら いいな とい う思 いとは 裏腹に 、ほ とん どの人 が学校
教育で は英 語を 身に 付 ける こ とが でき ないか ら です 。も し、 学校教 育でみ んな が英 語を身 に 付け
てしま った ら、 このよ うなビ ジネ スは 成り立 ちませ ん。 校長 がそん なこと を言 って はダメ だと思
われる でし ょう 。英語 を学習 する 正し い方法 という のは 存在 します 。しか し、 今の ところ 、日本
の多く の学 校で は教え る先生 も、 そし て子ど もたち もど う学 習した らよい かわ から ないと いうの
が現状 では ない でしょ うか。 海外 留学 などし なくて も英 語の できる 人はた くさ んい ますが 、その
人たち の学 習方 法とい うのは とて も効 率的で す。そ れは 小中 学校の しっか りし た基 礎の上 に、も
のすご く努 力を 必要と する方 法で 、楽 なもの ではな いの です 。では 将来英 語を 使う ための 基礎を
学ぶ小中学校ではどう すればよいのかという ことですが、それは教 師も子どもも、
●学校で学ぶ基礎的内 容（ゴール）とはどの ようなことかしっかり 理解すること。
●その基礎的内容の 習得には努力が必要で あること。
●努力の仕方には人 間の脳の仕組みに基づ く効率的な方法がある こと。
●教師は教え込もう とばかりせず、子ども も教えてもらうばかり の受け身にならないこ と。
ということを踏まえて おくということです。
英語というものの全体像からすると小中学校の学習内容は基礎的ですが、今
回の学習指導要領の改訂で小中学校の英語の教科書は以前と比べて「ものすご
く難しくなった（素晴 らしくなったとも）」と言えます。高校以降 の教育には申
し訳ないですが、この 中学校までの教科書さ えマスターすれば語彙（単語をどの
くらい覚えるか）を除 いてもう学習する事項 はないと言っても過言 ではないくらいです。
簡単 に英 語が できる ように なる とい う広告 があふ れて いる のは、 小中学 校で の基 礎もで きてい
ないの に、 これ があれ ば習得 でき るか もしれ ないと いう 安易 な幻想 にとら われ た人 がいか に多い
かとい うこ とで す。だ からそ こ学 校は 基礎 ・ 基本を しっ かり 身に 付 けさせ るこ とが 必要に なるの
です。 そし て身 に 付け させる と言 って も、子 どもを 主体 的な 学習者 として 育て る視 点も大 事だと
いうことを忘れてはい けないのです。
と言いつつ、「これ １ヶ月で 10kg 減！ 」というダイエットの 広告に目が行く自分が いますが。

２６日間の夏休みを 終え、８月１７日（火 ）から２学期が始
まりました。今年の夏 休みは、最後の１週間 を除き、最高気温
が３０℃以上の真夏日 が続くという、今まで にない夏休みでし
た。各学年の代表者か ら、夏休みの思い出の 発表がありました
が、暑さの中でも充実 した夏休みを送った様 子を聞くことがで
き、安心しました。２ 学期の登校日数は９０ 日と１年間の中で
は一番長い学期になり ます。健康管理には十 分気を付け、元気
に生活をしていきまし ょう。

２学期が始まってす ぐ、 ８月１８日（水） に５・６年生による焼 き物教室が行われまし た。
白金にある皆空窯へ行 き、事前に考えた一人 ひとりのイメージ図を もとに、 作品を制作し まし
た。当日は真剣に作業 する姿がとても印象的 で、みんな素晴らしい 作品を作り上げていま し
た。窯焼きをして届く のは少し先になります が、作品が出来上がっ てくるのが楽しみです ね。

＜９月の主な行事＞
１日（水）
６日（月）
７日（火）
８日（水）
１０日（金）
１３日（月）
１４日（火）
１５日（水）

へき複集合学習（低学年）
水泳学習②
朝会、委員会⑦
６年ふるさと学習
特別支援交流体験学習
４年ふるさと学習
児童会選挙
水泳学習③
午前授業 （全校 13:05 下校）

２０日（月）
２２日（水）
２３日（木）
２４日（金）
２７日（月）
２８日（火）
２９日（水）
３０日（木）

敬老の日
５年ふるさと学習
秋分の日
代表委員会
視力検査（低学年）
委員会①
視力検査（中学年）
前期通知表配布日
午前日課（全校 13:05 下校）

