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令和５年度 金ケ崎町立三ケ尻小学校 研究計画 
Ⅲ 研究部 

１ 本年度の研究・研修計画  

（１）研究の基本的考え方  

ア 学校教育目標達成のため、各種の研究・研修を通して教員自身の専門的知識を

高め、実践的指導力を養い、児童の変容を期待する。  

イ 校内の実践上の問題解決を図るため、共通テーマのもと、研究体制の確立を図

り、組織的、計画的研究活動を進める。  

ウ 研究・研修活動における理論と実践を一体化し、一人一人の授業力を高めるよ

うにする。  

エ 児童とともに学び、ともに成長するように、常に自己変革を目指し、求め続け

る姿勢で研究・研修に取り組む。  

（２）方針  

ア  授業研究を実践し、児童の姿を通した研究協議を深める中で、授業の質的向上

を図る。  

イ 研究主題を設定して、本校の教育課題解決のため、研究を深める。  

ウ  主題研究の他、特別支援教育、実技研修、生徒指導などにおいて、共通理解を

深め、日常の教育実践に生かす。  

エ 日々の授業実践では、常に反省、評価を加え、次の授業の改善の手がかりとす

る。 

（３）本年度の重点  

ア 主題研究において本校の課題を踏まえ、効果的な指導法の工夫や改善に努める。 

イ 年度初めに研究内容についての共通理解を図り、教員個々の見通しをもった授

業改善の推進に努める。 

ウ 特別な支援の必要な児童への配慮の仕方やよりよい学級集団作りについて学ぶ

ための学習会を年間計画の中に設定し、指導力向上を図る。  

エ 外国語教育の質の向上、 ICT 活用の推進に向けた学習会を設定し、教職員間の

共通理解を図るとともに、指導力向上を図る。 

オ 各種研究会への参加及び伝講を行い、職員の専門性、指導力、授業力の向上を

図る。 

 

２ 主題研究  

（１）研究主題  

「わかる」「できる」を目指し 主体的に学ぶ児童の育成  

─算数科における授業改善を通して─ 

（２）主題設定の理由  

ア 今日的課題から  

     学習指導要領算数科においては、「数量や図形などについての基礎的・基本的

な知識及び技能を確実に習得し、これらを活用して問題を解決するために必要な

数学的な思考力・判断力・表現力等を育むとともに、数学のよさに気付き、算数

と日常生活との関連についての理解を深め、算数を主体的に生活や学習に生かそ

うとしたり、問題解決の過程や結果を評価・改善しようとしたりするなど、数学

的に考える資質・能力を育成することを目指すこととした。」と示されている。  

     児童が基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得し、これらを活用して問題
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を解決するだけではなく、数学的に考える資質・能力を育成することを目指すた

めには、児童が問題を自身のものとして捉え、自ら考え粘り強く課題解決に取り

組むことが大切であると考える。そのために、これまでの指導の在り方を見直し、

学習の質を高める授業改善の取組を推進していくことが必要である。本校の課題

となっている、主体的に問題解決に取り組む姿勢や、身に付けた知識や技能を活

用していこうという意欲をもった児童の育成の実現に向け、算数科における授業

改善について推進していくこととした。  

   イ 学校教育目標の具現化から 

     本校では、「確かな学力を身に付け、豊かな心の育成を図り、健やかな体をは

ぐくむ」を基本目標とし、具体的な教育目標に「自ら学ぶ子ども」「心の豊かな

子ども」「たくましい子ども」を掲げ、知・徳・体の調和が取れた、確かな学力・

豊かな人間性・健康と体力をもとにした生きる力の育成を目指している。  

     算数科における授業改善に取り組み、課題に対して自ら思考、表現しながら関

わっていくという主体的に学ぶに向かう児童の育成をめざすことは、本校の教育

目標の具現化につながるものと考える。  

   ウ 研究経過と児童の実態から  

本校の児童は、明るく素直であり、与えられた課題について一生懸命取り組む

児童が多い。昨年度、「『わかる』『できる』を目指し  主体的に学ぶ児童の育

成」を主題に掲げ、算数科の学習を中心に研究に取り組んできた。算数科におけ

る「主体的に学ぶ児童」の具体の姿について共通理解を図り、「学習の見通し」

「解決に向かうための学習活動」「学習の振り返り」を重点とし、目指す児童の

姿を明確にしながら授業改善に取り組んできた。日々の授業改善を通して、児童

の課題意識や解決への意欲の高まりが感じられたり、解決への見通しをもち一人

学びに取り組んだりする児童の姿が見られるようになってきた。また、友達と学

び合う中で、少しずつ自分の考えを表現しようとする児童が増えてきている。  

しかし、相手意識をもって自分の考えを他者に伝えたり、説明したりすること

が苦手な児童は依然として多い。また、学習に向かう意欲の個人差も大きい。こ

のような課題をふまえ、既習の定着及び活用する力、児童自らが課題意識をもち、

考え、表現しながら課題解決に向かっていく力を付けていきたいと考えた。  

そこで、今年度も算数科の学習過程において「学習の見通し」「解決に向かう

ための学習活動」「学習の振り返り」を重点に授業改善を推進することで、児童

が自ら気づきや問い、見通しをもちながら課題を解決しようとする「主体的に学

ぶ児童の育成」を目指したいと考え、本主題を設定した。  

（３）主題についての基本的な考え方  

ア「主体的に学ぶ」とは 

 

 

 

 

 イ「主体的に学ぶ児童」の具体の姿  

  

 

 

 

 

 

 

・意欲的に問題に取り組もうとする児童  

・既習を活用しながら，見通しをもって課題を解決しようとする児童 

・進んで課題解決に取り組み、問題場面を式や図などに表そうとしている児童 

・自分の考えを友達に伝えようと，算数用語や式などを関連付けながら表現している児童  

・友達の考えを受け止め、自分の考えと比べながら聞いたり、わからないことを質問した

りしながら，よりよい解決の仕方を身に付けようとする児童 

・学習したことを別の場面でも生かそうとしている児童 

・問題に対して児童が自ら問いや課題意識をもち、課題解決に向けて思考、表現しながら

関わっていくこと。  

・児童が解決への意欲や見通しをもちながら、粘り強く取り組んでいくこと。  

・学習方法や課題解決の過程を振り返ったり、新たな問いを見いだしたりすること。  
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発達段階に応じた目指す児童の姿  

低学年 中学年 高学年 

 数量や図形に進んで関わ

り、粘り強く問題に取り組も

うとする児童  

問題場面から既習との違

いに気づき、粘り強く問題に

取り組もうとする児童  

問題場面から自ら課題を

見つけ、粘り強く問題に取り

組もうとする児童  

 

 どの方法が使えそうかを

自分で決めて課題を解決し

ようとする児童 

既習を活用しながら、見通 

しをもって課題を解決しよ

うとする児童  

既習の何が使えるかを判

断し活用しながら、見通しを

もって課題を解決しようと

する児童  

 進んで問題解決に取り組

み、問題場面を式や図に表わ

すことや具体物の操作をし

てみようとする児童  

進んで問題解決に取り組

み、問題場面を式や図などに

表そうとしている児童  

進んで課題解決に取り組

み、目的に応じて多様な表現

方法を用いながら、解決しよ

うとする児童  

自分の考えを友達に伝え

ようと、具体物や図などを用

いて表現しようとする児童  

自分の考えを友達に伝え

ようと、算数用語や式を使っ

て表現しようとうする児童  

相手意識をもち、自分の考

えを友達に伝えようと、算数

用語や式などを関連付けな

がら表現しようとする児童  

 うなずいたり、反応の言葉

を交えたりしながら友達の

考えを聞き、理解しようとす

る児童 

友達の考えと自分の考え

を比べながら聞いたり、わか

らないことを質問したりし

ながら、相手の考えを理解し

ようとする児童  

友達と自分の考えを比べ

ながら聞いたり、わからない

ことを質問したりしながら、

表現・処理したことを多面的

に捉え、よりよい解決の仕方

を身に付けようとする児童  

学習したことが生活や学

習などの別の場面でも使え

そうかを考えようとする児

童 

学習したことを生活や学

習などの別の場面でも使お

うとする児童  

算数のよさに気づき、学習

したことを生活や学習に生

かそうとする児童  

 

（４）研究目標  

主体的に学ぶ児童を育成するための算数科授業の在り方を探る。  

（５）研究仮説  

算数科の学習過程において、児童の実態に応じた授業改善を図ることにより、「わ

かる」「できる」を目指し、主体的に学ぶ児童の育成が図られるであろう。  

 （６）研究内容  

ア 学習の見通しにおける手立て  

（ア）解決への意欲を高める課題設定 

     児童の問いを引き出し，解決する必然性のある問題場面や学習課題を設定する 

ことで，児童が意欲的に課題解決に向かうことができると考える。  

   （イ）課題解決の方法や過程についての見通し  

     自分の力で解決できそうだという見通しをもつことで，児童は課題解決への意

欲を高め，粘り強く取り組むことができるようになる。児童自身が答えや方法の

見通しをもつことができたり，学習過程についての見通しをもつことができたり

することで，主体的に解決に向かうことができると考える。  
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   イ 解決に向かうための学習活動における手立て  

   （ア）目的を明確にした一人学び  

     見通しをもとに，一人学びで何をどう考えればよいのかを明確にすることで，

児童自身何が分かるのか，どこまで分かるのか，何が分からないのかがはっきり

とする。それを学び合いにつなげていくことでより主体的に解決に向かおうとす

る意識や態度が高まると考える。  

（イ）目的を明確にした学び合い  

     学び合う場面で，一つの考えに着目させたり，考える内容を限定したりするな

ど，学び合いの焦点化を図る。このことから，視点をもって考えたり説明したり

することができるようになると共に，友達や教師と関わり合いながら本時の課題

の解決や自分の分からない点の理解につなげることができると考える。  

    

ウ 学習の振り返りにおける手立て  

   （ア）学んだことを生かす適用問題  

     本時で学習したことを用いて問題を解くことで，児童自身が本時の学びを振り

返ることができる。また，適用問題に確実に取り組ませることが学習の定着につ

ながると考える。  

   （イ）視点を明確にした振り返り  

     単元などの内容や時間のまとまりごとに，教師がねらいを明確にもちながら振

り返らせることで，児童が自分の学びを実感することにつながると考える。  

 

（７）めざす子ども像  

ア 学習したことを生かしながら、自ら考え課題解決に取り組もうとする子ども  

イ 「わかるようになりたい」「できるようになりたい」という気持ちをもって意

欲的に学ぼうとする子ども  

   ウ 自己の学びを振り返り、成長を実感できる子ども  

 

（８）研究の計画   

   令和５年度  

    ア  研究の方向性の共通理解  

    （ア）主題研究計画の吟味  

    （イ）研究の目標、仮説、内容の共通理解  

    （ウ）指導案の形式、授業改善の重点  

    イ  授業実践  

    ウ  研究のまとめ  

 

（９）研究の方法  

  ア 仮説に基づく日常の授業実践  

  イ 目指す児童の姿の実現に向けた教員個々の主体的な授業改善  

  ウ 児童の学びを支える学級づくり  

エ 先行研究や資料文献による理論研究  
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（10）研究の組織と運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校 長  

副校長  

授業研究部  

○指導案検討  

○ 資 料 作 成 ・ 整理

○授業記録  等  

部 会  

◎１学年担任 

・２学年担任  

・３学年担任  

・担任外  

低学年部会  

◎４学年担任  

・５学年担任  

・６学年担任  

・担任外  

高学年部会 

◎すまいる学級担任  

・なのはな学級担任  

・あおぞら学級担任  

・やまびこ学級担任  

・担任外  

特別支援部会  

研究推進委員会  構成 校長 副校長 教務主任 研究担当  

役割 研究推進についての企画・運営  

   実態調査の集計・分析  

全体研究会  構成 校長 副校長 教務主任 研究主任  

担任  

役割 研究授業の内容検討・準備・実施  

日常実践の情報交換  

研究授業時の記録分担  

現職教育部  

（現職教育）  

○教材・教具に  

 関わる環境整備 

○伝講会  

○実技研修  

〇学級経営研修  

 

 

事務  

各教科研修担当  

◎の先生が中心となり

部会研を進める。  

研究部は、各部会の研究

会に参加する。  
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（11）研究の全体構想図 

今日的教育課題  

○「主体的・対話的

で 深 い 学 び の 実

現」に向けた授業

改善  

○基礎的・基本的な

知識及び技能の確

実な習得と活用  

〇豊かな心、望まし

い人間関係の育成  

 

 

 

 

 

 

 

学校教育目標  

○自ら学ぶ子ども  

  ○心の豊かな子ども 

  ○たくましい子ども 

 

 確かな学力を身に付け、豊か

な心の育成を図り、健やかな体

をはぐくむ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

児童の実態  

〇与えられた課題に一生

懸命に取り組もうとす

る。  

○主体性にやや欠けてい

る。  

○筋道を立てて考え判断

し、行動する力がもう

少しである。  

 

                                         

めざす子ども像  

○学習したことを生かしながら、自ら考え課題解決に取り組もうとする子ども  

○「わかるようになりたい」「できるようになりたい」という気持ちをもって学ぼ

うとする子ども  

○自己の学びを振り返り、成長を実感できる子ども  

                                         

                                        

研究主題  

「わかる」「できる」を目指し  主体的に学ぶ児童の育成  

─算数科における授業改善を通して─  

 

研究仮説  

算数科の学習過程において、児童の実態に応じた授業改善を図ることにより、「わか

る」「できる」を目指し、主体的に学ぶ児童の育成が図られるであろう。  

 

 

 

 

 

 

                                        

研究を支える日常実践  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

学習習慣の確立  
・家庭学習の習慣化  

・家庭学習強化期間  

・スクールスタンダ - 

ドの活用  

・算数コーナーの活用  

 

基礎基本の定着  
・スキルタイム  

・チャレンジテスト  

・各種調査の分析、

活用  

・音読、読書の習慣

化  

 

授業改善  
・いわての授業づく

り３つの視点  

・指導と評価の一体

化 に む け た 学 習

評価  

・児童の実態把握  

・個の学びへの支援  

・ ICT の活用  

学級づくり  
・互いの考えを理

解し合う雰囲気  

・間違いを認め合

える関係  

・活動への意欲  

・協力しようとす

る関わり合い  

 

（１）学習の見通しにおけ

る手立て  

・学習課題の設定  

・方法や過程の見通し  

（２）課題解決に向かうた

めの学習活動におけ

る手立て  

・一人学び  

・学び合い  

（３）学習の振り返りにお

ける手立て  

・適用問題  

・振り返り  
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