
第３回学都松本・教育１００年を語る会 

 

「楽しい学校ってどんなところ？」～みなさんの想い出と体験から～ 

平成３０年９月２３日（日祝） 

松本市 M ウイング（中央公民館） ６階ホール 

話題提供：学校指導課指導主事 下平 将揮先生 

（第７回学都松本フォーラム同時開催特別企画） 

 

内容 

①情報提供 

現在学校に通う子どもたちが、学校を“楽しい”と感じているのか？を知るために、

学校指導課指導主事の下平将揮先生から、全国学力・学習状況調査の質問紙調査につい

て、平成２９年度の結果考察を紹介いただきました。「学校に行くのは楽しいと思います

か？」「将来の夢や目標をもっていますか？」といった質問に対する小学校６年生と中学

校３年生の回答を、松本市全体と全国平均で比較したグラフを用いて現状を説明いただ

きました。 

②グループワーク⑴ 

受付で絵葉書を配布し、子どもと大人が混在するグループを作りました。“黄色い付

箋”には学校について「楽しい（楽しかった）」「面白い（面白かった）」「好き（好きだ

った）」といったポジティブな感想や想い出をそれぞれ記入し“青い付箋”には「苦手な

もの（苦手だったもの）」「好きになれない事」などをまとめました。 

それらをグループで意見交換しながら「楽しい学校ってどんなところ？」について話

し合いを行いました。各グループのまとめは次ページ以降のとおりです。 

③グループワーク⑵ 

上記⑴で出された意見を基に、学ぶことの「楽しさ」「大切さ」を伝える、“学都松本

を推進するためのキャッチコピー”を各グループで考えました。 

キャッチコピー案は下記のとおりです。 

 

 楽しいとは？（楽しい学び方とは？） 

 一緒に○○～ 

 楽しいだけが学びじゃない 

 どこにでも学びはある 

 みんなで好きを見つけよう 

 学びの一歩 

 フシギは学び 

 あたり前を学ぶのはおもしろい 

 私を拓く私が育つ 

 興味を学び（探求）に 

 みんなと学ぶ 

 あらたな出会い 

 学んで生きるっておもしろい 

 学ぶって苦しい 

 心をゆたかに 

 テストはなぜうけなきゃいけないの？ 

 好きを増やそう

 



グループワーク⑴「楽しい学校って どんなところ？」各グループ意見 

グループ①楽しいと感じたこと 

 

 

グループ①苦手と感じたこと 

 

  

塾
料理実習

放送委員会 図書館
クラブ活動

修学旅行 登山の旅行

下校時の探検 学校帰りの道草

友達と遊ぶ（TVゲーム）

数学が楽しかった
算数、数学のわかった時のうれしさ

テスト高得点

手芸クラブの時間
クラブ活動のとき

学校行事

友達（人間関係）

社会科見学、遠足などでの新しい経験
合唱コンクール

友達と遊んだとき

休み時間に友達と遊ぶ
下校のとき友達と帰ったこと

休み時間の体育館での遊び

クラス発表会（合唱コンクール、文化祭）

友達と秘密の基地を作る

給食がおいしかったこと 給食の時間（おいしいものを食べる）
休み時間にバレーボールの練習をすること

学校生活

大好きな先輩に会うこと（探すこと）

成績が良かった時
家庭科の授業が楽しみ

課外活動

勉強（授業）

テスト勉強 テスト 算数（数学）
器械体操

部活 スイミング

学校行事

みんなの前で意見を言うこと

考えがまとまらない時の恥ずかしさ
意見発表の手を挙げることの苦しさ

部活で選手になれなかったこと

運動会で順位を付けられること
旅行、運動会など行事への参加

友達とケンカしたとき

いじめにあった（それとなく仲間はずれ）

学級委員の長をやりたくないのにやらされた時
休日がうれしい、何となく決まっているからと学校へ行っていた

学校生活

授業がくどくて退屈だった。ガマン会みたいで嫌だった、辛かった。

先生

友達を無視する人がいる

先生に怒られたとき 先生からにらまれていた

大きな声を出せない恥ずかしさ、自信のなさ
スポーツがうまくできない時

勉強（授業）

課外活動

友達（人間関係）



グループ②楽しいと感じたこと 

 

 

グループ②苦手と感じたこと 

 

  

学び

つくもさい

図書館

給食
給食

生徒会

工作やお絵かきの時間

テスト・通信簿

かたつむりの研究でいっぱい卵から生まれた
生徒会

算数の問題が解けたとき

長期休み

部活やクラブ活動

部活・クラブ

休み時間

休み時間の遊び
理科準備室で先生とお話

友達

先生 新聞部で学級新聞を作った

修学旅行、遠足、登山等の行事
みんなで行く修学旅行や遠足

絵や版画で賞をもらった

休み時間に遊ぶこと
休み時間にみんなで遊んだこと

みんなが友達

先生が自由時間をとってくれた

長い休み、夏休み、冬休み、春休み

毎週ヒッチハイクで美ヶ原へ行った
校外活動

運動会や遠足などのイベント
運動会の走り競争で１位になったこと

イベント学習

授業

学力テストで順位が上がった時

クラス合唱で今までの練習の成果を出し切った 合唱をして声を合わせること
演劇で浦島太郎の主役をやった

学び

宿題

参観日
参観日

そうじ
無言清掃

生徒会

通信簿を受け取る時
長期休みの宿題

テスト・通信簿
テスト

通学

数学の先生がものすごくウザイ
担任があまり好きではなかった（悪ガキに厳しい）

掃除の時間（面倒くさい）

おいしくない給食

ルーム長をやらされた

給食で食べるのが遅かった時
給食で嫌いなものを残って食べさせられたこと

給食

給食で嫌いなもの（肉の印が押された）が出たとき

女子がいろいろと先生に言いつけるのが嫌いだった通学が遠い
朝の早起き

先生

友達

地獄の中間、期末テスト
宿題



グループ③楽しいと感じたこと 

 

 

グループ③苦手と感じたこと 

 

  

運動会 休み時間 クラブ活動 体育の時間

遠足 校外学習

図工の時間 自習時間 放課後の校庭

給食当番

地域の行事や遊び

学校の帰り道
自由！

トイレ（水洗）掃除
分類無し

夏休みのプール
中学１年の時の１年中サッカーの体育の授業 休み時間の遊び
休み時間（卓球、馬乗りなど） クラスマッチ（団体競技）

クラスマッチで常に１位

修学旅行が楽しかった。鎌倉とか東京での思い出が残っています。

新たな出会い
修学旅行

友達と体を動かす

英語の時間 テスト

書初め 宿題
音楽会

授業（先生の話ばかり）（ふざけた先生の話）

クラスマッチ（陸上） 皆の前での発表

朝掃除、掃除 なんでも先生が決めてしまうこと
忘れ物をしたとき 先生のげんこつ

夏休みの自由研究、工作

部活（軟庭）成長痛

やらされ感！
小学校の体育の時間ソフトボールがあったが最後に自分が三振してしまい、チームが負けてしまっ
て残念な思いが残っています。



グループ④楽しいと感じたこと 

 

 

グループ④苦手と感じたこと 

 

  

英語

先生が優しい

クラブ活動
部活

遠足 修学旅行

テストでいい点とれた時 体育と図工が大好き
わからないことがわかるとき 幾何の証明ができたとき 音楽で歌をうたうとき

友達と会えること
友達がほめてくれるとき先生が面白いことを言ったとき

書道、先生が居眠りしてた

給食おいしい 給食（家では食べられない食事がたくさん出た）

先生の住宅での食事会
遠足や修学旅行でグループ別の自由行動が楽しかった

中学の卒業文集や学級新聞を作ったこと
先生に褒められたとき

クラスのみんなで何かやったとき
クラブ活動（好きなスポーツを仲間と練習したこと） 文化祭が終わったとき

体育祭で優勝した時
和太鼓で大好きな先生が教えてくれた時

音楽、女性の先生をからかってばかりいた
大好きな教科があったとき

児童会で意見が上手くまとまらなかったとき

友達が酷い事を言われているとき、暴力的な男子が叩いたり殴ったりしてきたとき

テスト（先生によってはクラス全員の点数を発表した） 嫌いな先生の授業の時
うるさいクラスだからもうちょっと先生が注意したらいいのにしない時

先生が仲間を怒った時のこと
先生に怒られたとき
先生の機嫌で授業態度が変わる

テストで400点切った時
書道の時間

宿題（特に夏休み帳）
宿題（やらされ感があった）



グループ⑤楽しいと感じたこと 

 

 

グループ⑤苦手と感じたこと 

 

  

体育の授業

音楽会 運動会

給食
自習の時間 休み時間

生徒会 読書タイム

体育や音楽があった日 理科の実験、実験（植物の体）

授業（好き、得意）

友達と練習して成功したとき 音楽の合同練習
イベント（みんなで一緒に）

やろうとしたことを忘れる先生と一緒に過ごしたこと
先生と話したりほめてもらえた時 先生の授業に関係ない話

毎日の学級通信
その他

友達（ワイワイ）
友達と遊んだこと 友達と話すとき友達との帰り道

休み時間に友達と遊ぶ 友達とふざけていた時

先生（好き、おもしろい）

テストでいい点が取れたとき 好きな授業があるとき

テスト

清掃

生徒会 宿題 給食 中学校の部活

友達とうまくいかない時

発表（きんちょう、わからない）

授業（苦手な）
苦手な授業があるとき 授業についていけない 寒い日のプール
苦手な教科が授業やテストで出たとき

運動会の前日準備

掃除（めんどくさい）
嫌いな先生の授業
怖い先生の授業

なかなか自分の考えや意見が出なかったとき 苦手な教科の授業で当てられたとき

その他

先生

そうじの時間

友達
悪口を言われたとき友達と気まずいとき



グループ⑥楽しいと感じたこと 

 
 

グループ⑥苦手と感じたこと 

 

 

好きな教科 体育 美術の授業 歴史の授業 理科の実験 テスト勉強 水泳の授業

修学旅行 学校行事

給食
給食

部活 クラブ活動

朝早く学校へ行ってサッカーやバスケをみんなで毎朝やって楽しんでいた

生徒会活動が楽しくできたこと

部活がみんな仲良しだったので良かった
部活

児童・生徒会

小動物を飼っていたこと（うさぎ、タヌキ、ニワトリ） 先生の家へ家庭訪問
その他

休みが多かったこと（夏、冬、田植、稲刈、寒中） みんなで先生の下宿先に遊びに行ったこと

キャンプや修学旅行、とっても楽しかった

数学の時間、先生が全部生徒にやらせて考えさせていたので、数学の時間は楽しかった
先生

歴史の授業（先生のテストが楽しかった）

友達
友達と遊ぶとき（サッカー、バスケ、鬼ごっこなど） 友達（各々が決まった友達がいた？）
友達と放課後いつまでもおしゃべりしていたこと 放課後、道草をしながら友達と帰ったこと

好きな教科の時間自分たちで授業をした

運動会、学芸会などクラスごとで頑張る事

授業

遠足などの野外活動
学校行事

子どもが自分でやりたいことをやらせてもらえるのは楽しいどんな事にも裏表はある。
自分の力を認めてもらえると嬉しい

勉強 体育 図工 塾との差

児童会 生徒会

進路
進路

人間関係

部活
部活

粉ミルク(脱脂粉乳）
給食でどうしても食べれないものがあって暗くなるまで残された

給食

授業
教科によってはテスト

英語の授業で成績順に席を決められた

運動会の組体操の練習
学校行事

児童・生徒会

仲良し三人組から外されたこと

小学校の時厳しい担任だったのでちょっと嫌いなことがあった
先生に理由も聞かれずいきなりげんこつをもらってオシッコをちびったこと

先生

友達とのいさかい
友達

みんなであだ名をつけた（つけ合った、付けられる）


