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「ゲームばっかりやって…」って悩んでいませんか
校長
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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。
さて 、以 前に 東北大 学のグ ルー プが 長時間 のゲー ムが 、脳 に悪影 響を及 ぼす とい う論文 を発表
しまし た。 これ は「長 時間ゲ ーム を遊 んでい る子ど もは 、そ うでな い子に 比べ て記 憶力や 言語能
力が低 い」 という もの です。「 そうか 、ゲ ー ムのや り過 ぎは脳 に悪 いのか」、と短 絡的 に はとらえ
てはいけないそうで、
「ゲームのプレイ時間 が長い子どもは、脳機 能が低下していた」と いう話で
あって、「ゲー ムが 脳 に直接 悪影 響を与 えた 」かど うか はまだ まだ 検証が 必要 だとい うこ とです 。
先日、全国学力・学習状況調査（６年生対 象）の正式結果が発表 されました。
この調査では子どもの 家庭でのゲーム時間に ついても調査 され、平 日（月〜金）
に家庭でゲームをどの 位するかという問いで 、本校では、全 員が少 なくとも１
時間以上、中には４時 間以上するという猛者 ？もいました。
最近になって、勉強が できる子はゲームもよ くやると言われていま す。今の
ゲーム はう っか りした り、詰 めが 甘い とあっ さりと 負け てし まい次 に進め ない ので す。ゲ ームで
は瞬間 的判 断、 予測な どの緻 密さ が必 要で、 こうい うこ とが できる 子は物 事を よく 見て判 断する
ので勉 強で もミ スする ことが 少な いと いうの です。 確か に観 察力は 勉強の あら ゆる 場面で 必要で
あり、国語の文章をき ちんと読むこと、漢字 を正しく書くこと、算 数の計算間違いをしな いこと、
英単語のつづりのミス をしない、などという ことにつながります。
このよ うな 緻密 さを身 につけ るに は、 やり続 ける、 とこ とん やる、 という こと が大 事です 。ゲ
ームで も勉 強で も、と ことん やり 抜く という 経験が 大切 なの です。 勉強で は漢 字や 計算を 何回間
違えて も、 正し く書け るよう にな るま で何回 も練習 した り、 正解が 出せる よう にな るまで 解き直
したりするのです。そ れを続けることでよう やく成果が出てくるの です。
ご家庭 でゲ ーム ばかり してい る子 ども にやめ なさい と注 意し て「だ って、 校長 先生 がゲー ムも
極めるくらいやったほ うが良いって言ってい るじゃない。」と言い 返してきたら、
●ゲームで長時間遊ん だ後の 30 分～1 時間ほどは、脳の前頭前野 が十分働
かない状態であり理解 力が低下してしまう。
●1 日 2 時間以上勉 強していても、スマホ やゲームが 4 時間以 上になると、
スマホやゲームをやら ないけれども勉強時間 が 30 分未満の子より成績
が悪い。

（東北大学の研究 から）

「こう いう 研究 結果も 出てい るよ 。こ れは家 庭学習 が２ 時間 以上の 子ども のこ とで 、１日 ３０
分位しか家庭学習をし ない子がゲームばかり しているとどうなるか わかるよね。」と教 え てくださ
い。ゲームの時間と家 庭学習の時間の長さは 同じくらいにしたいも のです。

８月末から９月にか けて、他校とリモート で交流する活動が 様々 な学年で行われ ました 。例
年であれば何校かが実 際に集まり、そこで様 々な交流をしていたの ですが、新型コロナウ イル
ス感染症の影響もあり 、今年度はリモートで 活動に取り組みました 。
まずは、８月３１日 （火）に中学年、９月 １日（水）に低学年の 集合学習が行われ、美 沢小
学校、明徳小学校と合 同で授業に取り組みま した。低学年は音楽、 中学年は算数の授業を 行い
ました 。画面を通して 他校の児童とも交流を 図りながら授業が進み 、どの児童も Chromebook
をうまく 操作すること ができました 。
９月８日（水）には 、６年生のふるさと学 習を美瑛東小 学校、美 沢小 学校、明徳小 学校 と合
同で行いました。途中 ４つのグループに分か れ、美瑛にあったら良 いと思うものについて 一人
ひとり 発表を行うなど 交流し 、最後には全体 で美瑛町長さんから、 発表に対する感想 やア ドバ
イスなどをいただきま した。
今回は集まることが できないためリモート での活動を行いました が、 どの学年もリモー トで
の通信方法について学 ぶことができ 、今後に 向けて とても有意義な 活動にな ったと思いま す 。
１ 年 生 と ２ 年 生 で 時 間 を 分 け て 、音 楽 の 授 業 を 行 い ま

３・４年生それぞれで、算数の授業を行いました。画

した。先生の指示に従い、うまく使え ました！

面上ですが、たくさんの児童と交流できました！

６ 年 生 は 、４ 校 合 同 で ふ る さ と 学 習 を 行 い ま し た 。グ
ループに分かれ堂々と発表を行い、それに意見や感
想 も 記 入 し ま し た 。そ し て 最 後 に は 、そ れ を 見 て い た
だいた町長さんからアドバイスもいただきました！

＜10 月の主な行事＞
１日（ 金）
４日（月）
５日（ 火）
８日（金）
１１日 （月）

視力検査（高学年）
朝会（認証式）
クラブ

朝会、後期児童総会
下校バス指導（～１５日）
１２日（火） ５年生 夢の教室（夢先生）

１３日（水）
１４日（木）
１８日（月）
１９日（火）
２２日（金）
２９日（水）

参観日、懇談会
水泳学習②
学芸会特別時間割開始
クラブ
代表委員会

※４月 に配 布した 学 校暦か ら、 日程が 変 わって いる 行事が あ ります 。

