
玖珠町立八幡中学校  名前（                      ） 

わかる できる わかりたい 

学校での授業が「わかる」「できる」ことが、もっと「わかりたい」という意欲を生みだします。

「わかる」「できる」ようになるためには、学習内容の定着や習熟をする努力が必要になります。

家庭で「予習する～（授業を受ける）～復習する」という学習習慣を身につけ、「わかる」「でき

る」ようにしていきましょう。 

この習慣は、中学・高校・大学、実社会に出ても役に立ちます。

やる気は自然に生まれない 

「わかりたい」という意欲＝「やる気」は、自然に生まれるものではありません。 

「やる気」があっても「やる気」を支える「からだ」が 

・ 就寝時間が遅く疲れている。 

・ 朝食を食べてなく、午前中の集中力が発揮できない。 

・ 姿勢を保って座る体力がない。 

という状態であれば、「やる気」がうまれません。また、家庭学習の仕方（＝確実に力がつく勉

強の仕方）を身につけておかないと「やる気」も育ちません。復習が効果的にでき、授業がより

よくわかるようになる家庭学習や宿題のやり方について、まとめてみました。参考にしてくださ

い。



- 1 - 

継続は力なり 

学習の仕方がわかってもちょっとだけやって「やーめた」では力がつきません。つぎのことを目安

にがんばりましょう。 

○ １か月がんばってやり続けると 

「少しできるようになってきたな。自分にもやればできるぞ。」という自信が芽生える。 

○ ３か月続けると 

「自分は苦手な教科と思いこんでいたけど、だいぶできるようになってきたぞ。」 

○ ６か月がんばってみると 

「ずいぶん得意になってきた。やる気も出てきた。自信もついたのでテストが楽しみ。 

９０点以上はとれるぞ。」 

①家庭学習は、学校の時間

割に合わせて予習・復習を

中心に計画を立てる。

②何時から何時まで、

どの教科を勉強する

かはっきりさせる。

③勉強の習慣をつけるため

に、毎日決まった時間に、

決まった場所で、計画した

教科の勉強をすること。

④どんな日で

も計画を実行

すること。例え

ば、「今日はお

客さんが来た

からやめよう」

と思わないで

計画の一部で

も実行するこ

と。ただし、病

気やけがなど

のときはしっ

かり休養する

こと。

⑤嫌いな教科

ほどしっかり

時間をかけて

勉強すること。

⑦親から言われなく

ても、勉強は計画通り

にすること。

⑧テレビやラジオ

などを聞きながら

の「ながら勉強」を

しないこと。

⑨やたらと時間をか

けないこと。

⑥復習から始

めること。

⑩学習環境の

整理・整とんを

しておくこと。

苦手な教科ほど、できたとき

の喜びは大きいよ！
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科目を学ぶ楽しさ 

勉強の仕方には、学習計画の立て方、教科書の利用の仕方、予習の仕方、授業の受

け方、ノートの使い方、テスト勉強の仕方などいろいろなメニューがあります。 

復習が効果的にでき、授業がよりよくわかるようになる家庭学習や宿題のやり方に

ついて、担当の先生にアドバイスをいただきました。 

・ この科目を学ぶ楽しさ  ・ そのための勉強方法 

というようにまとめていますので、参考にしてください。特に、科目で学ぶ楽しさ

は「なぜ、勉強するのか」の答えにもなると思います。 

―わたしの勉強法― 

わたしは学校から帰ってすぐに勉強をするようにし

ています。だいたい１時間半を目標にしています。 

やり方は、復習からはじめて、次に予習です。わた

しの場合は、復習に力を入れてやっています。それは、

その日に学校で勉強したことがたくさんあるし、「わか

ってないところはないか」と教科書・ノートを読んだ

り、確かめたりすることに時間がかかるからです。特

に、漢字・計算の練習には時間をかけてやっています。

予習は３０分くらいやっています。 

次の日に勉強する教科書を二回ほど読んだ後、「かな

らずわかる国語・数学」という問題をします。それか

ら、毎日五分ですが、地図帳をみる練習をしています。

それは、私が地図をみることが遅いからです。 

計画を立ててやる

ことが一番だよ！
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努力ノートについて 

「努力ノート」ってどんなノート？ 

・ 毎日、家でこつこつと努力をすることにより、少しずつ力がつくノート。 

・ その日に習ったことを復習することで、記憶を確実にするノート。 

・ 学習を習慣化するノート。 

・ テストの学習に役立つノート。 

＝「努力ノート」の内容＝ 

① 学校で学習した内容をノートに写す。 

② 数学は、その日の授業で習った問題を解く。 

③ 社会や理科は、暗記することが多いので、暗記する内容を何回もノートに写す。 

④ 英語は、ポイントをまとめている授業ノートを写す。 

（授業プリントの「文の作り方」を写す。＋単語） 

⑤ 国語は、練習した漢字や語句などをテストしてみる。また、授業中に学んだ 

大切なことをノートに写す。 

⑥ 音楽・美術・技術・家庭・保体は、学習プリントをノートに写す。 

（教科書の太字のところを中心に写す。） 

⑦ 繰り返し練習問題を解いたり、プリントの問題を解いたりする。 

☆ 困った時は先生に相談する。

＝「努力ノート」の使い方＝ 

① １ページの内容を充実させる。（ページ数ではなく、内容） 

② １日（  ）ページ。休みが続く日は２ページ、３ページ増やして 

学習する。 

③ 問題を写さなくてよい。問題は読んで、答えを「努力ノート」に書く。 

（無駄をはぶく） 
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教科別学習法 英語 

英語を学ぶ楽しさ（意義） 

英語はコミュニケーションを学ぶ教科です。英語を通して友達の意見を聞き、自分の考えを伝える力を

育てていきます。教室の仲間だけでなく、ＡＬＴの先生や海外の人々、文化など、世界中で起こってい

る様々なことに耳を傾けメッセージを発信していきます。それを可能にするのが「英語」です。英語は

人種や国境を超えて人々を繋ぐツールです。人に興味を持ち、海外の音楽、映画、文化などを通してど

んどん英語を好きになってください。やっぱり英語が話せたらカッコいいですよね。 

学習の仕方  英語はスポーツと同じです。次の 3つのステップを意識して勉強しましょう

①ルールを理解し、パターンを覚えます。授業の中でしっかりポイントを整理しましょう。 

②くり返しパターン練習をして形を身につけます。単語や文を暗記することが必要です。 

   この練習は「筋トレや素振り」です。この基礎練習をしっかりすることがとても大切です。家庭学 

習がこの練習にあたります。この中でわからないことに気づいたら①の理解に戻ってください。 

③練習したことを発揮する「試合」と思ってください。自分の力がどれだけついたか試す段階です。 

英作文に挑戦したり、ＡＬＴの先生と話をしたり、英語のニュースを聞いたりなどコミュニケーシ 

ョンとしての英語に挑戦します。大切なのはここでたくさん失敗をしながら、もう一度「練習」、「理 

解」のステップへと戻ることです。家庭学習や友達との練習で自信をつけてもう一度「応用（試合）」 

へトライしてください。何度もこの応用に挑戦することで力がつきます。定期テストや発表会など 

がこの応用にあたります。 

＜家庭庭学習の仕方＞ 

Ｐノートを中心に書いて覚える練習をオススメします。英語上達に必要な練習方法は主に以下の 3つ 

①文を覚える（単語だけ覚えても使えないので文を丸ごと覚える・授業で出た例文を覚える） 

②音読をする（読める単語は聞ける、リスニングの練習にもなります。読むスピードアップにもなりま

す。英語が得意な人は必ず音読をしています。） 

③英語を使って表現してみる（理解、練習で終わらず「応用」までいくこと。自分で日記を書いて先生

に添削してもらうとよいです。たくさん間違うことで上達します） 

英語学習は水泳に例えられます。２５ｍ泳ぐためには陸の上で何度フォームチェックをしても泳げる

ようにはなりません。水を怖がらず、犬かきからでもいいので泳ぎ始めてください。教室には一緒に泳

ぎ、助けてくれる仲間がいます。英語が使える喜びを共に味わいましょう。 

①理解 ③応用 ②練習 
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教科別学習法 国語 

国語を学ぶ楽しさ（意義） 

国語という教科は、日本語の基礎と応用を学ぶものです。また、勉強のしかたで楽しさを十分つか

むことができる教科でもあります。 

さて、新聞を読んで、書いている内容が全部理解できますか。「全部は、わからない。」と答える人

がほとんどだと思われます。その理由は、 

・ 読めない字がある。 

・ 用語がわからない。 

・ 書かれていることを理解するための知識がない。 

などでしょう。つまり、日本語で書かれて、もっとも身近にあって、新しい情報を提供してくれる新

聞が読めるというのは、かなりの日本語の力、自然や社会についての知識などが必要になります。 

新聞を読み、世の中の動きが的確につかめるように、国語力をつけてがんばりましょう。 

学習の仕方 

＜予習＞

・ 教科書を読み、気づいたことや問題点をはっきりさせておく。

・ 漢字やむずかしい言葉を辞書で調べておく。

＜授業＞

・ 自分の頭で真剣に考えることが、考える力をのばしていく。そのためにも、先生の説明や友だ

ちの意見をしっかり聞く。そして、考えたこと・感じたこと・疑問に思ったことなどを積極的に

発表する。

・ 黒板に書いてあることを、きちんとノートに写す。自分で気づいたことなども書き込む。

・ よくわからなかったことは、遠慮せず、質問する。

＜復習＞

・ 授業で学習した文章を家で声を出して、読み直す。

・ ノートや教科書を見ながら、大事な点を覚えるため努力ノートに写す。

・ 宿題は、その日のうちに終わらせる。（漢字１ページ）

・ 新しく習った漢字は、覚えるまで何度も書いて練習する。

・ 練習問題を解き、わからない問題は納得のいくまで質問する。

＜ふだんの生活で＞

・ 読書をし、文字にふれる機会をふやして語彙力をつける。

・ 日記など文書を書く機会を大切にする。わからない言葉は辞書で調べる。
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教科別学習法 理科 

理科を学ぶ楽しさ（意義） 

好きな音楽を聴くと豊かな気持ちになれます。理科の学習は、ある種の不思議さや感動、おもしろ

さを提供してくれます。しかも、実験や観察を通して、理科の学習にがんばると 

・ 時代遅れの人間にならない。 

・ 自然にけっこう詳しい人になれる。 

・ 身のまわりを今までとは違った視点でみることができる。

というすばらしさも身につきます。 

学習の仕方 

＜どの分野にも共通すること＞ 

理科には、生物・物理･化学･地学の４つの分野があります。当然、分野、単元によって学習の仕方

が違ってきますが、どの分野にも共通することは、言葉(単語)をしっかり覚えることです。 

・ ものの名前 ・ 分類名 ・ 記号 ・ 法則の名前 など 

言葉を覚えているとその言葉を手がかりにして考えることによって、理解できる教科でもあります。 

＜関連づける＞ 

理科の内容は、生活と関連した内容が多くあります。授業で学習した内容を生活と関連づけて考え 

ることが大切です。 

・ 吸盤はなぜくっつくのか（気体の学習） ・ 打ち水と冷蔵庫の仕組み（状態変化） 

など、興味・関心を持って、生活と関連づけて授業を受けることが基本です。授業の前にどんなこと

を学習するのか予習するとより効果的です。 

＜実際に使うこと＞ 

ガスバーナーの使い方や顕微鏡の使い方、プレパラートの作り方など実際に使用することで身に 

つく内容が多くあります。使いこなせるように積極的に取り組むことが大事です。 

＜知識・理解の獲得＞ 

予習や復習も大切ですが、一番がんばってほしいのがテスト勉強です。学習内容を確実に身につけ 

るための努力を工夫して行うことです。宿題の問題を図示しながら、理解していくことで知識・理解

が確実に獲得できます。 

＜科学的な思考＞ 

理科は不思議で面白くて、好奇心を刺激してくれます。しかし、学習内容が高度になるとそんな気 

持ちを持ちにくくなり、科学的な思考から遠ざかるようになります。これを「現代文明のなかの野蛮

人」化症候群といいます。コンピューターを使っている人が科学的な思考を持っているかというと、

全然関係ありません。 

実験や観察をもとに、その結果を科学的に思考できるようにがんばりましょう。 

☆ 得意分野をつくること。新しい語句をつかえるように覚える。 

☆ 学習プリントでドリルし、学習内容を定着させる。 
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教科別学習法 社会 

社会科を学ぶ楽しさ（意義） 

＜テレビを見るのが１０倍楽しくなる！＞

新聞の第一面に、知っている人が！出来事が！次々と出てくる。 

テレビ番組も楽しく選べる！ 

◎クイズ番組に挑戦・・・・『ヘキサゴン』『Ｑさま』『ネプリーグ』 

そして、賞金を手にハワイに行こう！ 

◎大河ドラマ「軍師官兵衛」・・・ 織田信長、豊臣秀吉、明智光秀など 

教科書では見えない裏話がおもしろい。 

◎ニュース番組・・・・・・内閣総理大臣はだれに？どういう手続きでなるの？ 

学習の仕方 

＜毎日の授業では＞ 

教科書を予習しよう！ 

前日に２ページを読む。次にポイントと思える部分にマーカーを引こう。 

＜家庭学習の方法＞ 

地理  地理の学習は「地図」です。各国や各地方の「白地図」に学習したこと（地形・産業など）

を書き込み、全体のまとめを作ります。特に、教科書の太文字については必ず記入できるよう

にしましょう。

国名や都市名、４７都道府県は地理学習の最低限の知識なので、位置とともに何度も反復学

習をして言えるようにします。

歴史  毎日の学習の復習に５W（いつ、誰が、どこで、何をした、なぜ）を書けるようにします。

特に教科書の太文字については、漢字の書き取りを何度もして書けるようにしておきましょう。

一つの時代が終われば、教科書に出てきた事柄を順に歴史年表を作成し、まとめをしましょう。

これをつないでいくと「マイ歴史年表」の完成です。文化史の歴史年表もポイントです。

公民  政治と経済の仕組みが中心です。基礎基本は用語の説明ができることです。教科書の太文字

を徹底してまとめよう。

次に、教科書に載っている「仕組み図」があるので、仕組み図を見て説明でき、簡単な仕組

み図を書けるようにしましょう。

社会のしくみや国際情勢な

どは、就職試験の教養問題

を解くときにも役立つよ。
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教科別学習法 数学 

数学を学ぶ楽しさ（意義）

中学生になり、文字式を学び、単位のしくみを知った時の喜びを思い出してみよう。 

掛け算で量の関係がわかるし、理科の公式を考える基本にもなります。 

・ 長さ × 長さ ＝ 面積 ⇒ ｃｍ × ｃｍ ＝ ｃｍ２

・ 底面積 × 高さ ＝ 体積 ⇒ ｃｍ２ × ｃｍ ＝ ｃｍ３

・ 速さ × 時間 ＝ 距離 ⇒ ｍ／分 × 分 ＝ ｍ 

学習の仕方 

数学のように、覚えることよりも、筋道を立てて考え、理解することが要求される教科では、

学力アップに「理解する勉強法」は欠かせません。問題や答えを覚えたところで「労多くして功

少なし」です。数学の勉強の基本は、次の４つです。 

①覚えることも大切であるが、それよりも効果的なのは理解することである。 

②筋道を立てて考えることが学力アップになる。 

③問題解決の道具となるいろいろな計算のしかたは、ドリルすることによって身につく。 

④さまざまな問題にアタックすれば、さらに応用力が身につく。 

この４本柱をしっかり頭に入れて、継続して取り組むように努力しましょう。 

ドリルについて 

教科書の問題を家庭学習で「ドリル」することは、授業内容とも関連付けられるうえに、計算

のスピードをつけることができ、とても効果的です。しかし、一度やったものをもう一回やるの

は新鮮味がないという人は、別の問題集を用意するとよいでしょう。 

また、一度理解したと思っていても、時間が経つと忘れていることがあります。忘れてしまわ

ないためにも、繰り返しドリルをすることが大切です。
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教科別学習法 音楽 

音楽を学ぶ楽しさ（意義）

  音楽は、万国共通で「思い」を伝える手段の芸術です。いろいろな音や音楽に興味を持ち、心で聴

き、心で感じましょう。

学習の仕方 

   ＜予習＞

    ・授業道具を忘れないように、事前に準備しておこう

    ・「今日もおもいっきり歌うぞ～♪」「演奏を楽しむぞ～♪」というやる気が大切！

   ＜授業＞

    ・楽譜は、教科書でもありノートでもあります。表現のポイントとなることなどは、すぐに

書き込んでおこう

    ・練習時間はとっても大事！パートリーダーを中心にできるだけたくさんの声を出していこう

    ・間違っても声が裏返っても音が取れていなくても、挑戦することや練習することで表現の幅

がグッと広がります 失敗を恐れず向上心を大切に

    ・その作品に込められた思いやイメージを思い描きながら表現しよう

    ・鑑賞する時は、「どんな楽器で演奏されているのかな？」「テンポは？」「調は？」「リズムは

どんな感じかな？」などといった視点を持って鑑賞してみよう

    ・プリントや楽譜はきちんとファイルに整理しておこう

   ＜日頃の生活で＞

    ・本物の音楽（コンサートやリサイタルなど）に触れる機会があれば、積極的に参加しよう

 楽器に注目したり、演奏者の奏法などを観察したりしてみよう

    ・普段からテレビやラジオ、音楽機器などを利用し、さまざまな音楽に触れよう

好きなアーティストは誰？  好きな曲は？？ 

好きな音楽のジャンルは？？   

コマーシャルで流れるメロディが好き。  

あのドラマのBGMを演奏してみたい。 



- 10 - 

教科別学習法 美術 

美術を学ぶ楽しさ（意義）

学習の仕方

   ＜予習＞

    ・授業道具を忘れないようにしましょう （教科書・鉛筆・絵の具セットなど）

   ＜授業＞

    ・指示は集中して聞きましょう

    ・作業の時は集中してとり組むことでよい作品に仕上がります

    ・自分の作品や、友だちの作品を大切にしましょう

   ＜復習＞

    ・作品提出が間に合わない場合は、放課後の時間を利用するか、家庭に持ち帰って仕上げる

ようにしましょう

   ＜日頃の生活で＞

    ・美術館などで本物を見る機会がある場合は、積極的に利用しましょう

    ・さまざまなものをよく見る目を養いましょう 日頃から物をしっかりと観察し、形や色など

     作品をつくっている元になるものなどに興味を持ちましょう

感動を形で表現できた時の喜びは最高です。心で感じたままに表現する

ことが大切です。いろいろな表現の仕方を知ることはとても楽しいもの

です。 
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教科別学習法 保健体育 

保健体育を学ぶ楽しさ（意義）

 スポーツは楽しく、私たちの生活を豊かなものにしてくれる教科です。

  ○自分の心や体の状態に興味を持とう

  ○種目の特徴を知り、スポーツを“自分から進んで”楽しもう

  ○仲間と共に教え合い、助け合い、楽しもう

学習の仕方

  ＜予習＞

    ・規則正しい生活をし、身体の健康管理をしっかりしよう

    ・授業内容や、用意するものをしっかりと確認しよう

＜授業＞

    ・準備・整理整頓はしっかりしよう

    ・練習の仕方を考えたり、工夫したりし、自分やチームの課題を解決しよう

    ・ルールやきまりを守ろう

    ・仲間と協力し、アドバイスは素直に受け入れ、一生懸命とり組もう

  ＜普段の生活で＞

    ・学んだことを生活の中にとり入れ、明るく健全な生活を送ろう
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教科別学習法 技術 

技術を学ぶ楽しさ（意義）

  日頃から身の回りの「もの」に興味を持ちましょう。また、身の回りの「もの」を大切にしましょ

う。

  ○材料と加工   ・・・どんな材料でできているの？どんな風につくられているの？

  ○エネルギー変換 ・・・どんな仕組みで動いているのだろう？

  ○生物育成    ・・・どのような過程で育っていくの？

  ○情報      ・・・パソコンって便利！

学習の仕方

   ＜授業＞

   ・作業がたくさんあります。作業では安全に気をつけることが大切です。指示をしっかりと聞き、

安全に気をつけてとり組みましょう。指示以外のことを勝手にすると、危険な場合があるので、

気をつけましょう。

   ・話を聞く時と作業する時の区別をきちんとつけましょう

   ・後片付けをきちんとしましょう

   ＜復習＞

   ・授業で使ったプリント類はきちんとまとめておきましょう

教科別学習法 家庭 

家庭科を学ぶ楽しさ（意義）

   毎日の生活に必要な「衣」「食」「住」に関わることについて感心を持ちましょう

学習の仕方

   ＜予習＞

   ・日頃から衣食住に関わる情報を収集しましょう

   ＜授業＞

   ・自分の意見を積極的に発表し、友だちの意見をよく聞きましょう

   ・作業は協力して、安全に進めましょう

   ＜復習＞

   ・実習で学習したことを、家庭でも実践してみましょう

テレビなどからもたくさんの情報を

得ることができます


