
令和４年度 研究推進計画 

学 校 名 江田島市立大古小学校 

学校長名 畠藤 邦子 

１ 研究主題・研究内容・方法等について 

(1) 研究主題 

 

 

 

(2) 主題設定の理由 

 本校は，一昨年度より自学（自律的な学習）をベースにした学習環境デザインの創造

に取り組み，昨年度は主に算数科を中心に全校で自学と協働的な学びを組み合わせた自

学スタイルを確立してきた。自学スタイルの典型的な学習展開は，①課題の把握，②個

別や協働の学習による理解，③説明課題による理解深化，④練習問題による習熟と評価

である。「学びの責任は自身にある」という考えが自学のおおもとにあり，個別に最適な

学習環境を整え，自分の意思に即して自己の行動を調整する力を養えるよう，それぞれ

の児童が学習進度，学習方法，誰とどこでといった学習環境を選択し自律的に学習を進

めることができる学習デザインとなっている。一方，学校と家庭とが連携し自律性を高

める取組も行った。家庭学習を選択制にするとともに，メディア遮断や早寝早起きの生

活習慣の確立にも力を注ぎ，児童を取り巻く環境および活動全般について，自己実現と

自己決定という視点で包括的に見直しを図った。 

これらの取組の結果，児童の自律的な学習意欲が高まるとともに，標準学力調査で目

標値を上回った児童が昨年度と比較して増加した（図１）。ただし，全体的に学力が高ま

っているとはいえ，伸びには学級間差が見られる。また，学級の中には他律から抜け出

せない児童も一定数存在するのも事実である。自学スタイルの学習効果を高める要因は

様々考えられるが，学習展開が概ね同様であるとすれば，学級間の差を生み出す最も大

きな要因は教師の働きかけの違いであろう。学習行動を自己決定することが多い自学ス
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～自律的で協働的な学び（自学スタイル）における見取りと働きかけの充実～ 
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図１ 学力調査（算数科）における目標値到達児童の割合（学級別）



タイルにおいて，個々の児童の学習行動や進捗状況を把握し学習評価を行い（見取り），

見取りに基づきつまずきに対する支援や学習行動に対する指導（働きかけ）を行うこと

は，学習行動の質を高める上で重要かつ必要不可欠である。しかしながら，昨年担任教

師を対象に行った「自学における児童の学びの場面（個人活動・グループ活動・説明活

動）で，あなたが授業者として大切にしていることは何ですか。」という質問調査におい

て，見取りや働きかけに関する回答には個人差が大きく，全体としてこれらを意識して

行ったり重要視したりする傾向にはなかった。また，見取りや働きかけは状況判断で即

興的かつ臨機応変に行われることが多いため，その力量は経験によって形成されること

が多く，個々の暗黙知として他者に明示されてこなかったものであるとも言える。 

そこで，今年度は自学スタイルの学習デザインにおける見取りと働きかけの研究を行

う。児童の学習適性等についての気づきを蓄積し学習環境デザインに活かすとともに，

見取りに応じて適切な働きかけができるよう，事前の教材研究を充実させたい。そして，

授業においては，学習展開の３つの場面（①学習に対して停滞する児童の見取りと働き

かけ，②協働的な学びへの働きかけ，③説明課題に対する説明の見取りと働きかけ）に

焦点を当て，事前研究が授業の見取りと働きかけに効果的に作用することを実証すると

ともに，教師の見取りと働きかけの力量を高め，自律的で協働的な学びをさらに充実さ

せていきたい。さらに，低学年においては，自律的で協働的な学びに向かう際の土台と

なる基礎基本の力と習慣が身に付くよう個別の学習支援（学ぶ喜びサポート）を行う。 

 (3) 研究仮説と研究内容  

○自律的で協働的な学びにおける見取りと働きかけを充実させることにより，児童の

自律的な学習意欲は高まり，１時間の授業および授業外の学習活動が充実するだろ

う。その結果として学力は高まるだろう。 

・教材研究等による事前研究 

・授業における見取りと働きかけの質的研究 

・授業外学習の取組（選択制家庭学習，学ぶ喜びサポートを含む） 

(4) 検証の指標 

検証の視点 検証の方法 検証の指標 達成目標 

①学びに向かう力（自律

的な学習意欲） 

②基礎的な学力 

・意識調査 

 

・江田島市学力調査 

・年度当初と年度末の２

回の比較 

・全国平均得点との比較 

・全体の平均値が上昇す

る。 

・全国平均を上回る。 

(5) 本校で育成したい資質・能力（本年度の重点は太線） 

 観点 １・２年生 ３・４年生 ５・６年生 

協

働

す

る

力 

自分を律する ルールを守る・がまんす

る 

自分で判断する・意識し

て自分をおさえる 

特性を自覚して行動する 

自分を大切にする 自分の考えを伝える わからないことはわかる

まで追究する・相手にわ

かってもらうまで伝える 

対等な立場で，互いのよ

さを生かして解決する・

新しいものを生み出す 

他者を大切にする どんな相手でも話を最後

まで聞く 

相手の「なぜ」や「わか

らなさ」を含め，言うこ

とを受け止めて返す 



学

び

に

向

か

う

力 

何事にも好奇心を

もつ 

経験を増やす 勧められたことはやって

みる・よさを見つける 

自分の興味を追究する 

嫌になっても目標

に向かって粘り強

く取り組む 

励ましを受けながら最後

までやり遂げる 

目標に向けて嫌でも続け

る 

適切な目標を設定し，目

標に向かって取り組む 

計画を立て遂行し

つつ，状況の変化

に応じて行動する 

毎日の決められた課題を

確実にする 

１週間程度の期間の猶予

がある課題について計画

を立て遂行する 

課題について計画を立て

自主的に遂行する・臨機

応変に対応する 

 

２ 校内研修計画 

(1) 研修方法 

 ○理論研修，実践交流，研究授業を通して，教職員の研修を深める。 

 ○研究授業のための事前研修と事後研修を行う。 

(2) 研究組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 研修日程 

月 日 曜 研修形態 研修内容 

４ 24 日 全体研修 研究推進計画，第１回校内研修の事前研究（５年） 

５ 13 金 全体研修 第１回校内研修授業研究（５年） 

６ ７ 火 全体研修 第２回校内研修の事前研究（６年） 

６ 20 月 全体研修 第２回校内研修授業研究（６年） 

６ 22 水 全体研修 第３回校内研修の事前研究（４年） 

７ ５ 火 全体研修 第３回校内研修授業研究（４年） 

８ ５ 金 全体研修 第４回校内研修の事前研究（３年） 

９ 13 火 全体研修 第４回校内研修授業研究（３年） 

10 25 火 全体研修 第５回校内研修の事前研究（２年，太陽２組） 

11 15 火 全体研修 第５回校内研修授業研究（２年，太陽２組） 

11 21 月 全体研修 第６回校内研修の事前研究（１年，太陽１組） 

12 ６ 火 全体研修 第６回校内研修授業研究（１年，太陽１組） 

２ 10 金 全体研修 研究の成果と課題について 

小中合同研修会 

個  人  研  修 

教 頭 

校 長 

研究推進部（教務部） 

研究主任 

講師の招聘 

研究会参加 

先進校視察 
全体研修会 

低学年部会 

永井・奥窪・西浦・田邊 

高学年部会 

住田・瀧川・池田・加藤 

中学年部会 

藏本・小宇根・高本（石丸）・高尾  



３ 研究公開の予定 

  なし 

 

４ 研究構想図  

 

 

基礎・基本
学びに

向かう力
協働する力

他者と協働し，主体的に学び続ける児童の育成
～自律的で協働的な学びにおける見取りと働きかけの充実～

学校で基礎的な学力をつけきる

授業づくり

・自学と協働を組み合わせた授業

・定着までを入れ込んだ授業

教員のスキルアップ

・学習環境デザインの構成力

・教材の本質をつかむ力

・見取り，働きかける力

授業外で

・朝の時間の活用

・放課後の補充

校内環境整備

・自主学習スペース

の確保

（校内は静かに行動）

非認知能力の育成

・やり抜く力

・コミュニケーション

・リーダーシップ

・縦割り班活動，

児童会等の自治的

活動による自主自

立の学校づくり

家庭で自律性を高める

選択制家庭学習

親子で選ぶ家庭学習３タイプ

A：提出しない（必要があれば学ぶ）

B：今日の学び直しや予習をして提出する

C：ドリル中心の出された学習をして提出する

メディア遮断

・１日30分間

（午後9時までに）

・親子共に

・早寝

学ぶ喜びサポート事業

自学に向かう

基礎的な力と習慣

・読み，書き，計算

・他律のうちにつけておきたい習慣

・自立に向かうための習慣


