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平成２６年度 校内研究 

                                    
 

１ 研究主題とサブテーマ 
 

 

 研究主題 

確かな学力を身に付け、自ら学習する児童の育成 

 サブテーマ 

～算数科の学習を通して、自分の考えを持ち進んで発表できる児童の育成～ 
 

 

２ 研究主題設定の理由 
 
（１）学校教育目標から 
    本校の学校教育目標は、かしこく（自ら学ぶ子）やさしく（思いやりのある子子）たくましく（心 
も体も丈夫な子）であり、児童が楽しく学ぶことのできる、そして、常に子どもたちが生き生きと 
活躍する場所のある学校を創造することを目指している。 

 
（２）学校経営方針から 
  「分かりたい」「できるようになりたい」という子どもの向上欲求や、基礎的な知識や技能を確 
実に身に付けさせたいという保護者の期待に応えられる学校づくりを目指している。 

 
（３）児童の実態から 
  この４年間、国語科の研究を通して『伝えあう力』を育み、言語能力の育成を図るべく努力を重 
ねてきた結果、ある程度の成果がみられてきた。算数科において、基礎的な学力は概ね付いている 
が、応用力の必要な問題や説明を伴う問題には苦手な児童の実態が見受けられる。 

    以上のことから、これまでの研究で培われてきた国語の力をもとに、今年度から算数の研究に取 
り組むことにした。 

 
 

３ 研究主題のとらえ方 
 
 （１）「確かな学力」とは 
      ①基礎基本が身についている。 
      ②既習事項を活用して解決できる。 
      ③進んで話したり、聞いたりすることができる。 
        自分の考えや、思いを相手に伝え、相手の考えや思いをしっかり聞き、理解し、自分の考え 
    とのちがいや共通点を見いだし、更に自分の考えを深めていくために必要な力である。 
 
 （２）「自ら学ぶ児童」とは 
      ①自力で解決できる児童 
      ②進んで課題を見つけて取り組む児童 

③話し合い活動に意欲を持って取り組む児童 
 

４ 研究の方針 
 ・研究主題を具現化するために、実態を基に、仮説を立てて検証授業を行い、授業研究会で成果と 
  課題の共有化を図る。（全学年で研究授業を実施する。） 
 ・校内研修の日常化を図り、自分自身の授業の向上をめざす。 
 
  研究授業の持ち方 
 ＊授業は、学年毎に実態に合わせて単元を決める。研究はブロックで進める。 
 ＊日々の授業実践に関わることは、推進委員会で立案し、全体会で決定する。 
 ＊全体の研究授業は、各ブロック１回合計年３回。ブロック内研究授業は各ブロック年Ⅰ回とする。 
 ＊先行授業には、その学年の教員のみが参加する。 
 ＊各研究授業には指導者を招聘し、ご指導を仰ぐ。 
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５ 組織 
（１）役割分担と活動内容 
 
   役  割 

 
           活  動  内  容 

 
校長・教頭 

 
○校内研修の総括 ○校内研修の指導助言 ○渉外 ○指導者招聘 

 
研究主任 

 
○研究の推進  ○研究計画の立案   

 
推進委員会 
 

 
○研究の運営・推進  ○研究授業・授業研究会の運営及び調整 
○各学年の推進・連絡調整  ○全体に関わる指導の立案 

 
研究全体会 

 
○全体的協議・決議や理論研修  ○研究授業・授業研究会 

 
学年部 
 

 
○各学年の研究・推進・教材研究 ○指導案作成  
○授業研究会の実施・評価 

 
授業研究部 
 

 
○指導案形式検討  ○各ブロックの目指す児童像検討 
○学習の流れ、学習規律の検討 

 
環境・調査部 
 
 

 
○算数活動を支える環境づくり 
○資料掲示物等の作成  ○意識調査の集計 
 

 
 
（２）研究組織図 
 校長  
  
 教頭  
  
 研究推進委員会  
  
 研究全体会  
  
 授業研究部  環境整備・調査資料部  
  
 低学年研究部  中学年研究部  高学年研究部  特別支援学級部  
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６ 研究の構想 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

研究主題 

『確かな学力を身に付け、自ら学習する児童の育成』 

算数科の学習を通して、自分の考えを持ち、進んで発表する児童の育成         

      

学校教育目標 

心豊かに美しく  かしこく・やさしく・たくましく 

研究仮説 

（１）個に応じた指導・支援をし、わかる喜びやできる喜びを体験させ、学び取ったこと

を活用できるようにすることにより、算数的活動の楽しさやよさを感じ取ることが

できるであろう。 

（２）算数的な説明の仕方や表現力を身に付けさせ、互いの考えを交流させることができ

れば、自ら生き生きと学び合える児童が育つであろう。  

  

仮説にせまる手立て 
手立て（１）           手立て（２）         手立て（３） 

学級経営の充実          自力解決できる児童      互いの考えの深め合い 

①学習規律の徹底         ①基礎基本の充実。      ①学習形態の工夫 

②友だちの意見を尊重して聞く    くり返し学習 家庭学習    少人数指導 習熟度指導 

③ことができ、話し合いのでき   ②自力解決の時間の確保    ②発表技能の習得 

るクラス作り          ③算数的活動の重視       言葉・式・図を使って 

④算数への関心が高まる教室環   ④ノートの使い方の工夫    ③話す・聞く指導 

境作り             ⑤ヒントカードの工夫     ④評価の工夫 

 

      

授業研究部 

○研究主題の追求    ○指導案形式検討 

○話し合い活動の工夫  ○板書計画の充実 

○ヒントカードの工夫  ○学習形態の工夫 

○発表の仕方の工夫   ○ノート指導の充実 

環境整備調査資料部 

○実態調査・調査結果の考察 昨年度との比較 

○授業に関わる資料開発・保存 

○表示・掲示物の作成 

○資料室の整備 

目指す児童像 

①基礎基本を身に付けている。 

②算数的活動の楽しさやよさを感じ取ることができる。 

③既習事項を活用し、解決方法を自分の言葉で説明し、お互いに生き生きと学びあう。 

④より多くの、より困難な問題に取り組む力がある。 
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７ 目指す児童像 

 

①基礎基本を身に付けている。 

 低学年 加法減法についての理解を深め、それらを用いる能力を伸ばす。 

 

 中学年 乗法についての理解を深め、適切に用いることができ、除法の意味について

も理解する。 

高学年 数量の関係を表す式について理解を深め、式を用いることができる。 

 

②算数的活動の楽しさやよさを感じ取ることができる。 

 低学年 具体物を用いた活動の楽しさを感じる。 

 

 中学年 具体物を用いたり、言葉・数・式・図を用いたりして考える楽しさを感じる。 

 高学年 具体物を用いたり、言葉・数・式・図を用いたりして考え、説明することの

楽しさを感じる。 

③既習事項を活用し、解決方法を自分の言葉で説明し、お互いに生き生きと学びあう。 

低学年 自分の考えをすすんで発表しようとする。 

 

 中学年 自分の考えを、相手に分かるように説明しようとする。 

 

 高学年 自分の考えを、式や図を効果的に使い、相手に伝えようとする。 

 

④より多くの、より困難な問題に取り組む力がある。 

 低学年 いろいろな問題に取り組もうとする。 

 

 中学年 より難しい問題に取り組もうとする。 

 

 高学年 自分の習熟に合ったコースを選んで学習に取り組もうとする。 
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８ 研究の歩み 
 
★１学期★ 
 
 ４ ／１４（月）第１回研究推進委員会 研究主題 方針 骨子 目指す児童像 研究仮説決定 
 
 ５ ／１９（月）全体会  推進委員会報告、学年の取り組み、研究授業題材決定等 
 
 ５ ／２３（金）第２回研究推進委員会 目指す児童像等の話し合い・決定 
 
 ６ ／１３（金）各専門部の活動 授業部：指導案形式、ノートの使い方、授業の流れ 
 ６ ／１６（月）  〃     環境部：アンケート考察、掲示物作成など 
 ６ ／２０（金）  〃 
 
 ６ ／３０（月）○ブロック授業研究会 

      ◇５学年 「形も大きさも同じ図形を調べよう」 
            授業者 武山 博教諭（T1）鳴海好博教諭（T2） 

                   指導者 坂戸市立教育センター  指導主事 小峰 大吾先生 
 
 ７ ／ ２（水）○４学年先行授業  ４－１ 相馬 正和教諭 

 
 ７ ／ ３（木）○４学年先行授業  ４－３ 木村ひろみ教諭 
 
 ７ ／ ７（月）○ブロック授業研究会 

      ◇４学年「変わり方をグラフに表そう」     授業者 田邉 春菜教諭 
                        指導者 坂戸市立桜中学校校長  中里 竹男先生 
 
 ７ ／２２（火）○算数科講演会（夏季休業中） 
         演題 「算数・数学をなぜ学ぶのか」～算数・数学についての考え方、学び方～ 
                               指導者 坂戸市立城山小学校長  杉本 竜之先生 
 ８ ／２５（月）各学年 指導案検討、作成、 ２学期の取り組みについて 
 
 ８ ／２６（火）各専門部の活動 授業部：２学期の授業について、１学期のまとめ 

環境部：備品を学年、単元ごとに整理、備品一覧作成 
 
 ８ ／２７（水）ブロック研修 指導案検討、授業終了学年はまとめ 
 
 ８ ／２９（金）○学校研究視察（環境整備・調査資料部） 日高市立高根小学校へ 
 
 
 
★２学期★ 
 
 ９ ／ ８（月）全体会 ２学期の研究について 
 
 ９ ／１２（金）各学年 ２学期の研究の取り組み、指導案検討、ここまでのまとめ 
 
 ９ ／１９（金）○授業研究会全体会 

      ◇特別支援学級授業研究会「かたち博士になろう」 授業者 関 友恵教諭 
                   指導者 坂戸市立教育センター 指導主事  小峰 大吾先生 
 
 ９ ／２２（月）○１学年先行授業  １－２ 岡田多寿子教諭 

 
 ９ ／２５（木）○１学年先行授業  １－３ 田島 歩教諭 
 
 ９ ／２９（木）○授業研究会全体会 

      ◇１学年「たしざん」授業者 寺坂 幸代教諭 
                   指導者 鶴ヶ島市立南小学校教頭 星野 浩弥先生 
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 １０／２３（木）○３学年先行授業  ３－１ 豊田百合教諭 
 

 １０／２７（月）○３学年先行授業  ３－２ 井上和哉教諭 
 
  １０／３０（木）○授業研究会全体会 

      ◇３学年「はしたの大きさの表し方を考えよう」 授業者 原口 彩香教諭 
                   指導者 坂戸市立教育センター  指導主事 小峰 大吾先生 
 
 １０／３１（金）○２学年先行授業  ２－２ 笠原和江教諭 

 
 １１／ ５（水）○２学年先行授業  ２－１ 沢野 歩教諭 

 
 １１／ ７（金）○ブロック授業研究会 

      ◇２学年「新しい計算を考えよう」(かけ算）   授業者 緒方 美咲教諭 
                        指導者 鶴ヶ島市立南小学校教頭 星野 浩弥先生 
 
 １１／１３（金）２１日の研究授業の役割分担、研究のまとめについて 
 
 １１／２１（金）○授業研究会全体会 

      ◇６学年「体積の求め方を考えよう」（習熟度別少人数指導） 
       授業者 黒坂  弘教諭 吉田 享子教諭 鳴海 好博教諭 田崎 健一教諭 
                    指導者 坂戸市立城山小学校長  杉本 竜之先生 

 
 １２／ ８（月）各専門部 授業部：まとめの冊子の内容、まとめ方について。 
 １２／１２（金） 〃   資料部：アンケート実施、集計 
 
 
 
★３学期★ 
 
 ２ ／１３（金）研究冊子印刷・綴じ込み 
 
 ２ ／１６（月）研究推進委員会  研究のまとめ、今年度の課題、来年度への申し送り 
 ３ ／ ９（月）   〃               〃 
 
 

９ 研究の成果と課題 
 

（１）成果 
①『基礎基本を身に付けている』について 

 ○たくさんの計算問題を朝自習や宿題でやったので、定着ができた。保護者のチェックもして

もらったので、保護者もつまずきを理解してもらえた。 

 ○たしざん・ひきざんは、内容が難しくなっても、苦手に思う児童が減っているので、理解し

ているように思われる。毎日の宿題で計算カードを出し、学校で３分以内に計算カードがで

きるまでテストをしたことがよかったように思われる。（１年）  

 

 ○学校全体での流れを考えたノート指導を教師が自信を持って教えたので、児童自身も日付や

線のひき方、文字や数字の書き方、赤ペン使い方など、ノートの使い方が分かりやすく上手

になってきた。（２年） 

 

○ノートの書き方が定着し、学習過程が記録でき、整理できるようになった。             

（３年） 

○筆算の形式をきちんと書かせることで、ミスが減ってきた。（４年） 

 

○ノート指導を徹底して行うことで、どの児童も分かりやすいノートをとることができた。 

（６年） 
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 ②『算数的活動の楽しさやよさを感じ取ることができる』について 

○問題解決をする上で既習事項を想起して解けるようになってきた。また、問１で身に付けた

基礎基本を、練習問題でも生かして解けるようになってきた。（１年） 

 

○具体物や写真などのより真実感のある問題を工夫したことにより、多くの児童が積極的に問

題をつかみ、予想を立てて、考えていくようになってきた。また、次の学習過程では何をす

るのかが明確に働きか 

○算数コーナーや九九唱え表（掲示物）の活用しながら、反復的に練習することで、ほとんど

の児童が九九を唱えることができた。（２年） 

 

○アンケートの結果より、算数が好きと回答する児童が増え、解くことや分かることに楽しさ 

を感じることが出来るようになった。（３年） 

 

○公式を活用できると、正解にたどり着け意欲が増すことがあった。（４年） 

 

○具体物を使った操作に関して 

・具体物（折り紙）を使った操作は、効果的であった。 

・折り紙は、準備が楽で価格も安くよい。 

・作った図形を動かすことができるので、合同の性質（回転させたり、反転させたりして、ぴ

ったりと重ねることができる場合がある。）を理解するのに役立っていた。 

                                                                 （５年） 

○算数的活動を多く取り入れることにより、学習への関心を高め、わかる喜びを味わわせるこ

とができた。（６年） 

 

○教材の工夫 

・目に見える視覚を通しての教材物の工夫に心がけた。 

・児童が授業に集中して取り組めるようになってきた。 

○支援の工夫 

・１時間の授業の課題を明確にさせ、個に応じたヒントカードを使うことにより、児童が進ん

で学習に取り組めるようになった。（特支） 

 

 ③『既習事項を活用し、解決方法を自分の言葉で説明し、お互いに生き生きと学び合う』について 

○問題を解くときには、授業の中でいつも、既習事項を思い出させているので、「今までやっ

たこを思い出して」が多くなったように思われる。（１年） 

 

○問題解決をする上で既習事項を想起して解けるようになってきた。また、問１で身に付けた

基礎基本を、練習問題でも生かして解けるようになってきた。（２年） 

   

○考える時間に自分なりの方法で（図・言葉・数直線・式）考えることができる児童が増えた。 

○考えを説明することが上手になった。  

○発表しようとする意欲が増してきた。（３年） 

 

○ラインを引かせ、問題の中からヒントを見つけることで、（単純化することで）式をたてや

すくなった。（４年） 

 

○自力解決のための時間配分に関して 

・自力解決のための時間が、しっかりと確保されていた。 

・導入を短くすることで、操作の時間を多くとることができていた。（約２５分間）（５年） 

○アンケート結果から、自分の考えを進んで発表する児童の割合が５６％→６８％に増えた。

また、既習事項を思い出して問題を渡航とする児童の割合も６９％→７７％に増えた。     

                                                

○自力解決した方法を積極的に発表させることによって、友だちの考えと自分の考えとの相違
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点や類似点を明らかにすることができた。（６年） 

 

○発表の工夫 

・「～だから、～です。」と理由を付けて発表するパターンを身に付けると、発表が活発にな

った。（特支） 

 ④『より多くの、より困難な問題に取り組む力がある』について 

○計算カードも、３分以内に言えるという目標を立てたので、目標に向かって進んで練習する

ようになってきた。（１年） 

 

○学習過程を教師自身も意識しながら、よりきめ細かい指導を工夫したことにより、児童一人

一人も次は何をするのかが分かり、より積極的に問題に取り組む姿が見られた。（２年） 

 

○少人数習熟度別指導については、ほぼ全員の子が肯定的な意見・感想を述べていた。その理

由としては、自分のペースで授業が進められている。分かりやすく最後まで教えてもらえる。

などである。（６年） 

 

○環境の充実 

・情緒の学級では、教室環境を整え、児童の気が散る掲示物は教室黒板前には掲示しない。児

童が勉強に落ち着いて取り組めるようになった。（特支） 

 

 ⑤その他 

○教師が児童の学習意欲を向上させようと工夫する中で、児童一人一人の良さを認めようとす

る教師の意識も高まってきた。それにより、学級経営にもよい影響を及ぼしている場面があ

る。                                             

○算数コーナーや九九唱え表（掲示物）を使いながら、反復的に練習していくことにり、算数

が苦手な児童も学習内容を振り返ることができた。 

○先行授業時などの校長・教頭・教務主任の授業参観とその指導により、教師自身が日々の授

業も大切にし、めあてを持って授業をする意識も強くなってきた。（２年） 

 

○導入に関して 

・教科書通りの導入よりも面白く、児童が生き生きと活動できていた。 

・具体物を使って、課題のやり方の説明が明確に示されていた。 

・導入は言い過ぎず、言わな過ぎず、ちょうどよかった。 

・導入に時間をとり過ぎず、作業に入れた。                          （５年） 

 

○各単元の終了時に学習感想を書くことによって、学習の定着度を自覚させることができた。 

                                                          

○算数活動室や教室に算数コーナーを設けることにより、算数を身近に感じさせることができ

た。                                                     （６年） 

 

（２）課題 
①『基礎基本を身に付けている』について 

○ノートを整理して書かせるためには、今後も共通の認識による指導の継続が必要となる。   

                                                      （４年） 

○ノートの書き方（ノート指導）は適切であったか？ 

・黒板に書かれていることをノートを書くことに必死になってしまっている児童がいる。     

                                                      （５年） 

○学習定着度の低い児童に対する補習を授業時間内で行うことは困難なので、他の時間をどの

ように作り出すかが課題である。                       （６年） 
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 ②『算数的活動の楽しさやよさを感じ取ることができる』について 

○導入の資料のインパクトがありすぎても本来の課題から児童の意識が離れてしまうことがあ

った。                                                 （４年） 

○具体物を使った操作に関して 

・今回使用した折り紙（約４㎝四方）は、児童が作業するには小さ過ぎていたと思われる。先

行授業で使用していた折り紙（約８㎝四方）の方がよかったと言える。 

・折り紙を操作する際にセロハンテープを使っていたが、シールの方が操作が簡単で速い。 

・少し厚みのある紙を使った方が、操作がしやすい。                （５年） 

○自分の考えを発表するときに、画用紙に書いたりしたが、発表ボードなどを多く用意して活

用すれば良かった。                                     （６年） 

 

 ③『既習事項を活用し、解決方法を自分の言葉で説明し、お互いに生き生きと学び合う』につ

いて 

○ペアでの話し合い活動については、他教科でもポイントをしぼって、進んで取り入れていく

こと。                                                  （１年） 

○児童自身は理解しているが、友だちに言葉を整えて上手く説明できないので、つい教師がし

ゃべることが多く、一問一答の場が多かったので、さらに教師が児童に言葉を返すときの発

問を工夫していく。 

○練り上げの段階では、それぞれの類似点や相違点を児童にしっかり確認させた上で、手際よ

く簡単にできる方法に持っていく発問をさらに工夫していく。  （２年） 

○まとめの時間が忙しくなり、「分かったこと」を自分の言葉でまとめることがなかなかでき

なかった。                                              （３年） 

○既習事項の定着が十分でない児童がおり、該当学年の課題に対応するのが困難な場合の支援

の仕方。 

○文章題や問題の意図を自力で読み取るための言語能力の育成。        （４年） 

 

 ④『より多くの、より困難な問題に取り組む力がある』について 

○真実感のある学習問題をさらに工夫していくとともに、導入段階である問題の提示や設定の

仕方についても取り組んでいく。                         （２年） 

○学習に対する意識を継続させるため、学習習慣を身に付けさせること。（４年） 

○習熟度別のクラスを選択するときに、児童に任せると、客観的に判断することが難しかった。

特に、上位グループを自ら選択する児童は少なかった。 

○少人数指導や習熟度別指導を行うときは、早めに担当者同士の打ち合あせを行い、教材の準

備や指導計画の検討などを行う必要がある。               （６年） 

 

 ⑤その他 

○発表パターンの掲示 学年に応じた学校全体のパターンがあるとよい。 

○アンケート結果を見ると、算数の学習がどちらかといえば嫌い・嫌いな児童は 11人いる。

嫌いな理由としては「難しい」「計算が早くできない」とあったので、個別指導をしていく

必要がある。 

○前時の授業がふりかえられるように、教室の掲示を前か横に貼れるようにする。（１年） 

○問題解決のための基礎基本は何かを見極める上で、教師自身にも、まだ、甘さがあるので、

どんな観点で教材分析をしていくかを見直す。 

○教材内容や児童の実態に応じて、効果的な学習過程の組み方やヒントカードの提示の仕方を

さらに工夫していく。 

○練習問題までの段階をやり終え、児童の意欲をさらに盛り上げるために、学習過程ごとの時

間や４５分の授業時間の配分をさらに工夫する。      （２年） 

○個人差に応じた支援や準備が難しかった。 

○アンケートの結果より、苦手な項目が増えた。内容が難しくなったことも起因するが、更に 

支援の方法を考えていく必要がある。                    （３年） 

○アンケート結果からｈ、算数好きの児童が、８２％→７６％に減り、算数好きの児童が１８

％→２４％に増えてしまった。                            （６年） 


