
  

  

  

  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和１年 11月 

NO，７ 

稚内市教育研究所 

  グングン塾の出席率（9・10月）４校平均  

 国 語 算 数 ２教科平均 

３ 

年 

9月 91．7％ 89．2％ 90．5％ 

10月 88．6％ 90．9％ 89．7％ 

４ 

年 

9月 89．9％ 89．9％ 

10月 90．5％ 90．5％ 
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学習意欲

合計３年 合計４年
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①ついたと思う ②少しついた ③あまり変わらない
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①ついたと思う ②少しついた ③あまり変わらない

学力

合計３年 合計４年

9.1%

47.3%
43.6%

3.2%

57.9%

38.9%

①よくあった ②時々あった ③なかった

親子で話し合う

合計３年 合計４年

⚫ 分かることも増えましたが、字をきれいに丁寧に
書くことができるようになった。 

⚫ 文章問題の読解力が若干ついた。良くなったよう
に思います。良く読まずに回答することが多かっ
たのが減りました。 

⚫ 今までの振り返りや学習を繰り返して行えるので
理解力が向上できていると判断できます。 

⚫ 文章力が上がってきていると思います。 
⚫ 算数に自信をつけてもらいました。 
⚫ わからないことはそのままにせず、調べるように
なった。 

⚫ 国語が苦手なようで、漢字の練習ができなかった
のですが、最近は書ける字が増えたので自主学習
でもしている。 

⚫ 字がきれいになった。 

⚫ 周りの友達と一緒に勉強ができるのがとても楽し
いようです。グングンが楽しみになっています。 

⚫ 文章問題が苦手だったのですが、今は進んで取り
組むようになりました。 

⚫ 勉強をきちんとすると、テストの点数が良くな
り、本当に楽しく学習しています。 

⚫ 毎日やることを自分で、机に向かい学習してます 
⚫ 自ら辞典で調べたり、意欲的になっていると感じ
ます。 

⚫ 自分で分からない所も調べて知ろうとするように
なったと思います。 

⚫ 分かることが多くなって、やったことがある、や
ってみようとすることが増えた。 

・1学期の学力に結果が表れていました(よかった)
意欲はあまりありません。 

・勉強がしたくないとよく言っています。 
・内容が難しくなった分楽しいと思うことが少なく
なったように思います。 

⚫ どんなことを学習したのかを聞いて理解できた
かどうかを知った。 

⚫ １学期のプリントと夏休みのプリントを持って
きたときに話しました。 

⚫ 勉強のやり方が少しでも分かるようになってき
たので、それを継続するように伝えた。 

⚫ 時々、どんな勉強をしたのかを聞いている。 
⚫ 分からないことを、その場で恥ずかしがらずに
聞くように言いました。 

⚫ ほめて、やる気が出るようにしました。 
⚫ その日の勉強内容や自分が頑張ったところやだ
めだったところを話します。 

⚫ どうして行ってほしいのかという話をしました 
⚫ 6時間授業の後は疲れるという時もあったが、話
をして励ましたりした。 

・自分から話しては来ないし、聞いてもあまり話
しません。 

⚫ 自主学習を自らするようになった。 
⚫ 自分で内容を考えてやっている。 
⚫ 宿題の他ドリルをするようになった。 
⚫ 家庭学習が日課になった。 
⚫ 休日に自分で計画を立てて苦手な教科をやって
います。 

⚫ 家庭学習の時間が明らかに長くなっています。 
⚫ 宿題については、親が言わなくてもすることが
少しだけ増えてきたと思う。 

⚫ 帰宅すると、すぐ始める。 
⚫ 自分で時間を決めて、学習することができるよ
うになった。 

・まだ言わないとしない。 
・元々宿題は進んでやっています。休日の自主学
習は声かけが必要です。 

・与えられたものはやりますが、それ以外はほぼ
やりません。 

 

【冬休みグングン】 

□５年 →1/14 火 

*１日日程で実施 

□３・４年→1/15水～1/17金 

    ＊午前３年生/午後４年生 

 

グングン塾では、毎年１０月と２月にアンケートを実施

しています。保護者の皆さんから頂いたアンケートは、３

年生１１０、４年生は９５、総数２０５でした。ご協力あ

りがとうございました。 

また、児童、保護者の皆さんの他、教職員、支援員の皆さ

んからも回答を頂いています。ありがとうございました。

重ねてお礼申し上げます。 

皆さんから頂いたご意見は、後半のグングン塾 

の運営改善に生かしていきたいと思います。 

さて、前号では児童の皆さんの結果をお知らせ 

しましたが、今月号では、保護者の皆さんの 

結果と寄せて頂いた声を紹介します。 

●算数の基礎をしっかり身につけてほしいのと、国語の文章問題が苦手だったので参加させたいと思いました。●計算や漢字の反

復学習は家だと嫌がるので、グングン塾でみんなと一緒ならいいと思った。●基礎基本の繰り返し学習ができるから。●学校の勉

強宿題のほかに学習する習慣、自ら進んで勉強する意欲をつけさせるため。●国語特に文章問題が苦手で本人も自信がなかったの

で、友達と楽しく学習しながら、理解力を高め自信をもって問題に取り組めるようになってほしいと思いました。●自分から進ん

で学んでほしいのと、わかったことのうれしい、できることが増えたと思えるようになってほしいため参加させました。●わから

ない・苦手を少しでもなくせたらいいと思い参加。●自宅で家庭学習する習慣がつかず、少しでも学習する時間を設けたいと思っ

たから。●３・４年生の学習が一番重要だと聞いていたので通わせたいと思いました。●本人の希望。●平日は学校から帰って宿

題はやるが、宿題以外は自分で勉強しようという姿があまり見られない。３・４年生になると学校での授業の内容も難しくなって

いると思うので、グングン塾で授業の復習や学習の習慣を少しでも身につけてほしい。●少しでも勉強や学習に興味を持ってもら

い、やる気を向上させたかった。できないところを１つでも克服し自信につなげてもらいたかった。集中力をアップするため。や

ればできるという思いや自信など。●前の学年の復習と授業で分からない所をもう一度学習できると思った。●親が帰ってきても

仕事でいなく、一人で勉強するより、みんなと勉強したり、わからないことをすぐ聞ける場で学べる場所だったから。●学力向上

させたい。集中力をつけたいからです。●学習の習慣を身につけ、いろいろな勉強方法を知ってほしかったので。●苦手な教科な

ど、自分から進んで学習することはなかなか難しいことなので、皆と一緒に学ぶことで力がついてくれればいいなと思いました。

●授業内容の更なる理解と勉強に自信をつけ学ぶことへの楽しさを感じられるようにしてほしい。 

グングンに 
参加させた理由は… 

様々な願いがあること、グング
ン塾に沢山の期待を寄せていた
だいていることが分かりまし
た。ありがとうございます!!  
(いくつか紹介します) 

◆分らないところを教えて
もらい、国語や算数の苦手
を克服。グングンで復習し
授業内容の定着。学習時間
の確保。 

→学力向上。学ぶ意欲の向
上。学習習慣の定着。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●ご苦労が多いと思いますが、ぜひ継続をしていただきたいと思います。●字を丁寧に書く・質問に対する答え

方など私が普段子供に対して気をつけてほしいことを伝えてくださり感謝しています。体調気分に「ムラ」のあ

る学年ですが、先生達のおかげで何とか続けられていますが、本人は今回自分で行くといったから続けているだ

けで４年生になったら行かないと今から宣言されています。今はまだ、友達と一緒にグングンを受けるより自由

な時間がほしいようです。親としては来年もと考えていますが。●グングン塾の後の宿題が大変ですが、みんな

と一緒に楽しく頑張れると笑って話してくれます。●苦手教科の克服にかなり効果があったようです。家で一人

で勉強するよりもやはりお友達と一緒に学習することが意欲へとつながるようです。●今年度は火曜・水曜と通

っていますが、次年度も同じ曜日での開設ならば４年生は週１回、月曜日かと思います。月曜日だと祝日の振替

や学校行事の振替などお休みが重なることが多く、学習の定着という意義を果たしずらい気がします。開設曜日

の検討をしてみてください。●その日にやった復習プリントなどを次回までの宿題として持たせるのもいいと思

います。●子供の勉強をする基本が身につくと思います。親では教えるのが難しい楽しく勉強することを学んだ

と思います。●５年生でも６年生でも夏冬休みだけではなく普段でもグングンがあってほしい。●グングン塾自

体の学習時間に問題はないのですが、普通日課の６時間授業からのグングン塾だと帰る時間が少し遅く冬だと暗

くなっているので、短縮日課の時にグングン塾があれば助かります。●５年生からもあったらよいと思う。中学

校に行ってからの学習が本当に心配。●短い時間の中でいろいろなプリントをやってとても充実した時間になっ

ています。●継続をお願いします。●いつも友達と楽しく学習でき自分の苦手なところなども理解できるように

なりグングン塾に参加できることを、ありがたく感じています。●今日も楽しかったと笑顔で帰ってきます。楽

しく教えていただきありがとうございます。●あまり本人から話してくれることがないので、どのような学習を

しているのでしょうか。●いつも丁寧なご指導ありがとうございます。●意欲的にいつも参加しています。●わ

からない所をわからないままにしないで、グングン塾で克服していってほしいです。間違ったところを解けるま

でやらせてあげてください。●グングン塾は楽しんで勉強しているようなので参加してよかったです。●まだま

だできないことあると思いますがそういうところを教えてできるように今後もお願いしたいです。●楽しみなが

ら勉強しているみたいです。●国語が苦手ですが、毎回楽しくグングンに参加しています。あまりのある割り算

のタイムが短くなって集中も前よりついたと思う。いつもわかりやすく丁寧に教えてくださりありがとうござい

ます。●グングンに行くようになってからできることの嬉しさも倍になっているようです。算数はやり方さえ覚

えたら大丈夫なのですが、国語特に文章能力がちょっと不安です。日記や作文といった相手に読んでもらったり

する書き方がまだまだなので文章の組み立て方を教えてもらいたい。●丁寧に見てくださり楽しく学ぶ場にして

もらい、本当にありがたいです。6 時間授業の後だったので、疲れていた日もありましたが、家庭での勉強時間

を減らして調節しました。楽しいと思えると頑張れると思います。●週に１回、学校や家庭ではない環境で勉強

できることが子供、親もとてもありがたく思います。●応用問題などが苦手なので「難しいよ」「できないよ」と

思う問題なども多くしてほしい。●残りわずかですがよろしくお願いします。●今年は週１日なので少々残念で

すが、少ない先生の中教えていただき感謝しております。●冬はグングン塾の時間が少し短くなりますが、最近

すぐ暗くなるので帰りが心配になります。●学童もないので、５年生になってもこういう場があると助かります。

●５・６年になってもできたらいいなと思います。●その子供によってわからない所の克服の場にしてほしい。 

●分からない所は自分から「先生！」と声を上げて聞くことが出来るのか気になっています。●余った時間を

使ってやっているプリントを授業でやらない少しレベルの高い問題を出してほしい。●家庭でできないとこ

ろを指導者に教えてもらって、できることが増え本当に感謝しています。●苦手なところを繰り返し教えてい

ただきありがとうございます。●楽しくグングン塾に参加しているようです。今後も楽しく参加できればと思

います。●１学期分のプリントをまとめていただきドリルとして家庭で苦手な所を復習したりするのであり

がたいです。●いつも丁寧に教えていただいている様子が分かります。●国語が苦手だったのですが、子供か

ら「国語できるようになった」というようになりました。テストの点数も気になりますが、自信が持てたこと

が日々の学習につながると思いました。●楽しく学びを深めていただきありがとうございます。●共働きなた

め毎日教えてあげることができないため、助かっています。●家での宿題の取り組みにもムラがあり、夏休み、

冬休みの課題を教えるのも一苦労です。グングンの先生達にも生意気な態度をとっていることだろうと思い

心苦しいです。３年生の間は続けれるように話してます。ご迷惑をかけますがよろしくお願いします。●この

まま続けてほしい。回数を増やしてほしい。●丁寧に接していただきありがとうございます。放課後なのに楽

しそうに参加しています。●自分からは進んで学習をしたり、宿題もなかなか取り組めないけれど、グングン

塾はお友達も同じく頑張ってる姿が見えるので、自然な形で学習する時間を過ごしとてもいいと思います。 

●放課後、学校という安心感のある環境で勉強を見ていただきとても感謝しております。おかげさまで学校＋

αの所まで基礎力がつきとてもありがたく思います。●九九がいまいちでしたが全部覚えることができまし

た。本人も楽しく続けています。●週に２回がうちの子にとってはちょうどいい回数だと思っています。●木

曜日の朝は「今日はグングンだ」って張り切って学校にいっています。●木曜日の６時間授業の後というのが

少し大変なようです。色々と事情はあると思うのですが、５時間授業の日に設けていただけるとありがたいで

す。●どんな内容をやっているのか毎回持ち帰らせてほしいです。どこが弱いのかテストで間違ってた所をグ

ングンによって理解できたのか、確認できないのが残念です。グングンでできなかったところ、間違ったとこ

ろを、土日で自主学したり復習できるようにしてくれるともっといいです。●どんな内容の勉強をしているの

か、プリントを持って帰ってくることがないので、今日は何をやったのか分かりません。まとめて返ってくる

と息子は話していました。先生達も本当にお忙しい中、教えて頂きありがたいです。グングンは強制参加では

無いため分からない子供などどんどんそういった子供達が参加できればいいですね。私は強制でもいいと思

います。それだけ理解できる子が増えると子供の自信にもつながりますし・・・誰かがちょっと手を差し伸べ

るだけで理解できるのでしたらこんなうれしいことは無いですよね。●これからもよろしくお願いいたしま

す。グングンの先生には感謝です。●本人が楽しいと言っていて良かったです。●私の時代にもあったらよか

ったのにと思っています。●定着する勉強方法を教えてほしい。●説明がわかりやすく、意欲も出てきたと思

います。とても感謝しています。●引き続きよろしくお願いします。●習い事が重なってしまい、最後まで参

加できないことが残念です。週に１度しかないので、是非、毎日３０分でもいいです。放課後学習を取り入れ

てもらい学力アップにつなげたいです（帰っても宿題しかしないので）●子供の苦手なところを見つけて、宿

題をくれるので、とても助かっています。●先生によって子供たちの学習意欲が変わる。●国・数両方文章問

題の学習を増やしてほしいです。●６時間授業の木曜日（普通日課が多い曜日）なので疲れてしまうようです。

他との合わせもあると思いますが、せっかく昨年楽しんで学んでいた時間が今年にはいり疲れたやめたいと

言い始めました。●今後もよろしくお願いします。●３年生の時に比べ、週１になり最初は不安でしたが、き

ちんと勉強できてるような気がするのでこれからもよろしくお願いします。 

グングン塾に対する意見や要望 

 

月曜日実施について 

祝日や学校行事の振替等のために、月曜

日が休みになることが多くありました。特

に、祝日と学芸会特別時間割期間・振替休

業が集中した 9～10月は 1か月以上実施で

きないこともありました。中央小 4年、南

小 3年算数、東小 3年国語の実施回数が大

変少なくなり、指導内容を厳選するなど、

指導員も悩みながら指導しているところで

す。特に、週 1回で国語と算数を学習する

4年生は深刻です。 

次年度の体制や実施日等については、今

後、検討することになります。 

帰りの時刻について 

帰りの時刻が遅くなることを心配

する声をいただきました。「児童の

下校時の安全」は一番の心配事で

す。過日、終了が 4時を過ぎる学校

には下校時刻に係るお知らせ文書を

配布しました。早速連絡を頂き対応

したと指導員から報告がありまし

た。 

冬本番のこれからは、荒天による

中止も予想されますので、その際の

連絡等について改めてお知らせ・確

認する文書を配布いたします。 

6 時間終了後の実施 
子どもの疲労を考え、5時間授業日への変更を望む声があり

ます。児童アンケートにも「大変。疲れる。」とありました。

毎年、3年生を優先して設定していますので、3年生より授業

時数が多い 4年生は、どうしても 6時間の日にならざるを得ま

せん。 

来年度からは、授業時数が 4年生は週 29時間、3年生は 28

時間と、1時間ずつ増えます。4年生は 5時間の日があって

も、活動委員会やクラブ活動が入ると予想されます。「5時間終

了後の実施」は、これまで以上に難しくなると考えられます。 

プリントの持ち帰り 

 以前はこまめにプリントを持ち帰

らせていましたが、ファイルやプリ

ントが戻ってこないことがあり、ま

とめて持ち帰ることに変更しまし

た。今年は 1学期分を冊子にし、2学

期に返却しました。今回、家庭学習

で活用しているという声をいただき

有難く思います。また、「土日の学習

に活用させたい」という声がありま

すが、連絡カード等で遠慮なく指導

員にお知らせ下さい。要望があれば

対応させていただきます。 

レベルの高い問題、 
文章問題 

10月号でお知らせしま

したが、児童アンケート

にも「もっと難しい問題

をやりたい」「文章問題

をやりたい」という声が

ありました。発展問題や

活用問題のプリントも用

意し、その日の課題や間

違い直しが終わった時に

取り組めるようにしてい

ます。 

グングン塾の様子はいつでもご覧いただけます。参観日等で学

校にお越しの際は、どうぞ、遠慮なくご覧ください。子ども達の

頑張って取り組む様子を見ていただけると、嬉しく思います。 

沢山の声・激励、ありがとうございました。スペース
の都合により、一部割愛し掲載させていただきます。 


