✏ㅤ幼児から大人まで学べます 📝

📖

無料体験いつでもOK！

自分で学ぶ力をつける

👌

新・スペースわん通信
🐾ㅤㅤㅤ第11号（通算131号）

2013年9月3日発行

🐾ㅤ

contents

✍

苦手なことに向き合うには？

✐

パソコン音痴がパソコンに向き合う

✐

生徒さん、苦手な英語のワークに向き合う

✐

試行錯誤に寄り添うこと

📌ㅤㅤ掲示板

ブログ
楽に学ぼう！ 子どももおとなも！
http://blog.canpan.info/kikurinferin/
Facebook（スペースわんor永田仁美）も
見てね！

🐾ㅤㅤ教室のご案内

(HP作成中 しばらくお待ち下さい)

「新・スペースわん通信」を置いていただいているお店
☕

喫茶＆ギャラリー たんぽぽ
富田林市高辺台 2-30-20 ☎0721-28-1593 営業時間:8:00〜18:00 定休日:月曜。
モーニングタイム 8:00〜10:30 こだわりの卵かけご飯セットが新しく登場！
ランチタイム 11:00〜15:00 新しくなったたんぽぽのお昼ご飯 ティータイム 14:00〜18:00

👟ㅤi·i·KOOK（アイ・アイ・クック）
足のこと・歩くことを考えて下さる靴屋さん。近鉄「富田林」駅北口より徒歩1分。
携帯

♪

080-3463-4118 池川さん。http://www.iikook.com

カーブス河内長野三日市
女性専用の30分体操教室。通信第6号・7号をご覧下さい。
南海高野線「三日市」駅より西へ徒歩5分。☎0721-65-6200(受付10:00〜19:00)

✿

陶器ギャラリー風露
河内長野市原町6-2-13 ☎＆ FAX 0721-54-0673

p.4の掲示板をご覧下さい。

発行：スペースわん 永田仁美
586-0012 大阪府河内長野市菊水町 3-7
TEL&FAX 0721-54-3301 E-mail space-1@sirius.ocn.ne.jp
定価 :1 部 100 円 年間購読料 2000 円（送料込み） 手渡し 1000 円
郵便振替 00990-6-120078 スペースわん
✻ 購読のお申し込みは永田まで。郵便振替の用紙をお送りいたします。

苦手なことに向き合うには？
パソコン音痴が
パソコンに向き合う

生徒さん、苦手な英語の
ワークに向き合う

今年になって新しいパソコンで通信を作
り始めたのですが、そのあと、5月には
Facebook、7月末にはブログを始め、た
だ今ホームページを作っている真っ最中で
す。
もともと、大のパソコン音痴です。
でも、多くの方々にお伝えすることを考
えると、やはりネットを利用しないのはあ
まりにももったいない。
というわけで、恐る恐る始めたわけです。

英語が苦手だという生徒さんのケースを
紹介します。
ちょうど夏休みだったので、「らくだメ
ソッド」のプリントをやったあとに、夏休
みの英語の宿題をやることにしました。
次に教室に来た日、「らくだメソッド」
のプリントはやれているのに、英語の宿題
のワークは、自分でやるのは「うんざり」
してしまうとのこと。
「じゃあ、こっちに持ってきてやりとり

すると、気づくことが山ほどありました。
それは、ブログやホームページの作り方
についてだけではなく、苦手な勉強に向き
合う時の子どもたちの気持ちを実感するこ
とを通しての気づきです。
パソコンが苦手な私は、いきなりいろい
ろ説明されても、頭がこんがらがってわか
りません。
さらに「苦手意識」があるからか、前向
きな姿勢ではなく、どこか引き気味で、
「自分はやっぱりできないんじゃないか」
「自分にはとうていムリなんじゃないか」
と自信がないわけです。
また、やりかけても、ちょっとわからな
いことが出てくると、「やっぱり私には無
理〜！」と、もう投げ出したくなります。
そんな私が、曲がりなりにもホームペー
ジを作り始めるようになるに至るまでは、
まさに「苦手な勉強をする時の子ども」と
同じでした。

しながらやろうか」ということで、ちょっ
と寄り添いながらやってみました。
その日はワークの解答を持ってくるのを
忘れたとのことなので、本人がまずワーク
に書き込んで、間違っていたら私がチェッ
クだけして、やりとりしながら間違い直し
をし、本人自身が正解を赤で記入。
やりとりの中で、彼が何がわからないの
か、どうこんがらがっているのかがわかっ
てきました。
そうやって数ページワークをした2日後。
一昨日宿題として持って帰った「らくだ
メソッド」の算数のプリント（最初は、つ
まずきを探るため、みんな小学校のプリン
トから始めます）と一緒に英語のプリント
もやってきています。
この日彼は、「らくだメソッド」のプリ
ントをやったあと、英語のワークを出し、
「じゃあ、あっちでまず自分でやってきて、
わからなかったら質問します」と言うでは
ないですか！
一昨日は「うんざりする」と言っていた
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のに、この3日で変わった!?
「もう『うんざり』しないの？」と聞く
と、「はい。一昨日、こんがらがっていた
ところがわかったから」。
そして、お盆休み後、英語のワークを自
分でやって持ってきました！
わからなくて解答を見たところは赤で記
入してあります。
さらに、解答を見てもわからないところ
には印をつけて、質問に来ました。
何ヶ所かやりとりしたあと、「あとは自
分でやります」と、2時間近く黙々と自分
でやり続け、提出の範囲を越え、2学期に
入っての実力テストの範囲まで、やり終え
ました！
さらに、「あとは、テストに向けて、わ
からなかったところをノートに書いて勉強
します」。
先月、英語のワークは「うんざり」と
言っていた人とは思えません！
たぶん、学校の授業で教わっていたはず
なのに、その時は頭を素通りしていたか、
わかったつもりだったけど、他に教わった
こととこんがらがってしまっていたか、で
すね。
まず自分でやってみて、間違ったところ
がはっきりし、それを自分で訂正すると、
こんがらがっていたことが整理されていく
んですね。
そして、自分がわかっていないこと・こ
んがらがっていることを質問して教わると、
しっかり頭に入るんですね。
わかっているのかどうかもわからない段
階で説明されるよりもずっと。
Facebookやブログを始めたばかりの私、
これよくわかります。
最初から説明されるともう頭の中がこん
がらがるのですが、やり始めてわからない
ことが出てきた時に質問してそれに答えて
もらえると、「ああ、こういうことなん

だ！」とストンと入ってきますものね。

試行錯誤に寄り添うこと
でも、だからといってすぐできるように
なるわけではなく、やってみてはまたでき
ないことにぶつかり、わかったつもりだっ
たことがわかっていないこともわかって、
そこでまた試行錯誤を繰り返して、やっと
少しずつやれるようになっていく、そうい
うプロセスを今実感しています。
「らくだメソッド」のプリントが、簡単
なところから、まず自分でやって自分で答
え合わせをし、自分で間違い直しをする、
というやり方をするのは、このプロセスを
体感してもらうためなのです。
これが習慣になれば、「自分で学ぶ力」
がついていきます。
習慣化するために、シンプルなことを少
しずつでいいから毎日やっていくのです。
「うんざり」して避けていたことが、
ちょっとずつやって、わからないことがわ
かって、間違いを訂正していく中で、避け
ずに向き合うようになれた！
その過程には、試行錯誤を繰り返すこと
に寄り添う存在が必要です。
基本は「自分で試行錯誤する」わけです
が、困った時質問できる相手がいるとか、
ヘルプを出せる存在がいるとか、見守って
くれる人がいるとか、そんな人や場がある
ことが、苦手なことに向き合うには大事な
ように思います。
楽なことでいいから、「自分でやってみ
たらできた！」という体験を積み重ねてい
ると、苦手なことでも投げ出さずに踏ん
張って試行錯誤することができます。
試行錯誤に寄り添う存在がいて、試行錯
誤する力をつけることが、いろんなことを
身につける大きな力になると思うのです。
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掲示板
✭

✭印は、永田が参加している会です

ライフロード〜「介護」や「老い」について語り合う会 ~

毎月第 2 水曜

10:30 〜 12:30

9 月は 11 日（水）。フリースクールフォロ（地下鉄谷町線天満橋駅 4 番出口下車徒歩 3 分。☎ 066946-1507) にて。参加費 500 円。参加ご希望の方は永田まで。

✭

不登校の子をもつ親の会〜河内長野で集まる会〜

毎月第 3 土曜

10:00 〜 12:00

9 月は 21 日（土）。「スペースわん」にて。参加費 300 円。参加ご希望の方は永田まで。

✭

しゃべり場きらっとぴあ
男女共同参画推進センター
☎＆ FAX

✭

9 月は 13 日（金）。大阪狭山市
大阪狭山市役所南館 1 階

072-247-7047 ）にて。参加費無料。参加ご希望の方は永田まで。

るーぷの集い

毎月第 2 土曜

市民公益活動支援センター

✭

毎月第 2 金曜 10:00 〜 12:00

きらっとぴあ（大阪狭山市狭山 1 丁目 862-5

14:00 〜 16:00

9 月は 14 日（土）

河内長野市昭栄町 8-12

認知症介護者家族の会（河内長野家族の会）

るーぷらざ（河内長野市立

☎ 0721-53-8100
偶数月の第 1 土曜

FAX 0721-53-8030 ）にて。
13:30 〜 15:30

次は 10 月 5 日（土）。河内長野駅前ノバティ南館 3 階ノバティホールにて。参加費 400 円 ( 会員無
料 ) 。連絡先☎ 0721-54-2343 西尾さん または、☎ 0721-25-3801 田中さん。
●

陶器ギャラリー風露 ( 河内長野市原町 6-2-13

☎＆ FAX 0721-54-0673 ）

毎月 1 日から 15 日まで開廊（無休）。 11:00 〜 18:00 。 9 月は「マイ椅子展」 9/1( 日 ) 〜
9/15( 日 ) 。手作り和菓子を楽しむ「ゆらり」は 9 月 12( 木 )13( 金 )14( 土 ) （ 11:00 〜 17:00 ）。
http://www.touki-huuro.com
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