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自己の考えを広げ深める子どもの育成

～ことばの力を育み，生かす授業づくり～

本校では，平成27年度に文部科学省委託事業「スーパー食育スクール」の指定校となったことをきっかけ

に，栄養教諭を中心に食の年間指導計画に沿って関係機関・地域と連携して食育の実践を行ってきた。生活

科・総合的な学習の時間を中心とした自校独自の十市式食育カリキュラムを開発し，各教科等との関連を図

り，総合的・横断的に「ことばの力」を高める研究を進めてきた。食育で得た感動体験等を学年の系統性に沿

って伝え合う活動に継続して取り組む中で，自分の考えを書いたり伝え合ったりする姿が多く見られるようにな

り,発表場面では，「つなぎのことば」を使いながら児童同士で発言をつなげて授業が進む場面も増えてきている。

全国学力・学習状況調査の結果を見ると，過去５年間（H25～H29）の平均正答率を全国と比較した場合，

国語Ａ，国語Ｂともに，全国を下回っていた。特に，国語科においては,「文章で表された情報を正確に理解

する力」「取り入れた情報を整理し,適切に表現する力」「語彙力」に課題がある。また,児童質問紙調査から,

「友だちの前で自分の考えや意見を発表すること」「授業で,自分の考えを発表する機会では,自分の考えがう

まく伝わるよう,資料や文章,話の組み立てなどを工夫して発表すること」「学級の友達との間で話し合う活動

を通じて,自分の考えを深めたり,広げたりすること」に課題が見られた。スタンダードに沿った授業は一定

定着してきたが,子ども主体となる問題解決的な学習,探究的な学びになっているとは言いがたく,本校の目

指す「ことばの力」を十分培うことができていない。

このような本校の児童の課題を解決するために，今年度は,昨年度まで研究を深めてきた「ことばの力」の

取組を継承しつつ, 積極的に学校図書館を活用しながら言語能力を高め，情報活用能力を身に付ける授業づ

くりを展開することによって,自己の考えを広げ,深める子どもを育成したいと考えた。

また，この研究を推進するためには，教職員全員がチームとして６年間で児童に付けたい力と目指す子ど

も像のイメージを共有し，全教育活動で見通しをもって取り組んでいくことが重要である。今年度も昨年同

様，全教職員が研究部に入り，ベクトルをそろえながら実践できる研究体制で研究を推進する。

〇国語科において，自分の考えを形成する学習過程を基本として語彙指導の改善や学校図書館を活用する授

業を展開することにより，言語能力や情報活用能力の身についた子どもが育つであろう。



５．研究内容

６．研究体制

研究部を以下の２つの部に分け,管理職を除くすべての教員がいずれかの部に所属して研究を推進する。

言語能力・情報活用能力を育成し，「ことばの力」を育てる授業改善

(1) 言語能力・情報活用能力の育成に重点を置いた授業の確立

①校内研修の充実

〇講師招聘による研修（年間を通しての講師として「吉田 豊香先生」を招聘）

〇授業づくりにおける研修

〇国語科の公開授業の実施

一人１回以上の研究授業を行う。（指導案は全員に配布）

全校研 各ブロック１回ずつ計３回，全教職員参加して行う。

支援学級においては，児童理解中心の全校研とする。

ブロック研 全校研をしない教員が行う。（低・中・高学年ブロックが中心となって行う）

全校研とブロック研共に講師を招聘し，助言をいただく。

授業参観の際は「シート」を活用し，授業改善に生かす。

②日々の授業づくりにおける授業改善

〇学習指導要領を基本とした系統的な学習計画の作成と検証

〇図書・新聞等を活用した，言語能力・情報活用能力を育てる授業改善

〇語彙を高める授業づくりの推進

〇児童の学びが残るノートづくり

③音読，朗読力を高める「とおちっこ発表会」の取組

(2）語彙を豊かにする取組の推進

①「ことばの力」の掲示による可視化，日常化

②図書館資料や新聞等の効果的な活用を図る単元計画の作成と取組の推進

③各種コンクールの活用

・｢学校新聞づくりコンクール｣

・「読書感想文コンクール」

・「読書感想画コンクール」

(3）読書指導の改善・充実

①学校図書館教育の計画作成と検証

②読書活動を推進する学校図館環境づくり

③学校図書館を活用した読書指導の推進

④新聞づくり・各種コンクールに向けての活動の計画、推進

⑤地域との連携(読み聞かせボランティアなど)

研究推進チーム

〇校長 〇教頭 〇主幹教諭 〇教務主任 〇研究主任 〇各チーム会の長

授業づくりチーム

・授業改善

・語彙を豊かにする取組の推進

・読書指導の改善・充実

基礎づくりチーム

・基本的な学習習慣づくり

・望ましい食･生活習慣づくり

・外国語教育



７．検証

８．研究成果の普及の方法

９．年間事業計画

達成目標 指標 時期

〇全国学力・学習状況調査（Ａ・Ｂとも）

・全国平均３P以上

・児童質問紙調査

「５年生までに受けた授業について」肯定的回答

の向上

〇高知県学力定着状況調査(４・５年)

・県平均２P以上

〇標準学力調査（１・２・３・６年）

・全国平均３P以上

〇授業力チェックシート 初回より２Ｐ以上アップ

〇学校図書館の利用状況

・目標冊数を達成した児童の割合が８０％以上

〇全学年，毎学期一回以上学校図書館の本や資料

が授業で活用

〇各種学力調査結果分析

・全国学力・学習状況調査

Ａ問題・Ｂ問題

児童質問紙調査「５年生までに受けた

授業について」

・高知県学力定着状況調査

・標準学力調査

〇授業力チェックシートによる「ことば

の力」を高める授業力4つの要素すべ

てにおいてで検証

〇学校図書館の活用状況での検証

〇授業観察での見取りでの検証

【４月】

【１月】

【４月・１月】

【4月･12月】

【2月】

【随時】

普及内容 方法 時期

〇研究方針・研究内容

〇具体的な取り組み

・各学級・学年・図書館教育の実践

・公開授業・事後研

・学校だよりの発行

・図書館だよりの発行

・研究だよりの発行

・公開授業の実施

・授業参観による保護者への啓発

・ホームページへの掲載

【４月】

【毎月】

【毎月】

【随時】

校内研修 公開授業※校外に案内する会 研修・視察等

4月

４日 研究主題，目指す子ども像，研究内容

５日 今年度の研究計画・取組の流れ

１１日 学校図書館関係提案（計画・取組）

１９日「言語能力及び情報活用能力はなぜ必要か」

講師：吉田 豊香 氏

・１９日（木）

授業研修（国語科）

（講師：日本生活科・総

合的学習教育学会顧問

横浜高等専門学校講師

吉田 豊香 氏）

5月

２日 研究仮説・研究内容についての共有

９日 全校授業研（やまもも学級・児童理解）

講師：やまもも１ 小野 智子先生

やまもも２ 岳本 由美先生

１６日 事前研

学力テスト分析について

２３日 全校授業研（６－1国語科モデル授業）

「イースター島にはなぜ森林がないのか」

５／２３(水)

公開授業研究会

（６年全校研・国語科）



講師：大窪 由紀指導主事

３０日 新聞づくり研修

講師：高知新聞社 小笠原 雄次氏

6月

１４日 事前研

２０日 ブロック授業研（５－1国語科）

２１日 授業研修｢全学級授業参観及び面談｣

講師：吉田 豊香 氏

２７日 全校授業研（５－２国語科）

「新聞記事を読み比べよう」

講師：大窪 由紀指導主事

６／２２（金）

公開授業研

(５年ブロック研・国語科）

６／２７(水)

公開授業研究会

（５年全校研・国語科）

・２１日（木）

授業研修（国語科）

（講師：日本生活科・総

合的学習教育学会顧問

横浜高等専門学校講師

吉田 豊香 氏）

7月

４日 １学期の取組検証について

６日 ブロック授業研（６－２国語科）

講師：大窪 由紀指導主事

２１日 意識実態調査分析と経年比較

２５日 人権レポート読み合わせ

２６日 外国語研修

カリキュラム・マネジメント研修

３０日 ノート・短作文研修

７／ ６(金)

公開授業研

(６年ブロック研・国語科）

8月

１７日 Q-Uの分析・活用

２０日 ２学期の取り組み内容の共通理解

授業力チェックシート分析・取組

研究紀要（授業取組）について

9月 ５日 学校経営計画の見直し・確認

10月

１９日 ブロック授業研（２年・国語科）

２２日 ブロック授業研（４年・国語科）

２４日 全校授業研 （２年・国語科）

講師：大窪 由紀指導主事

２５日 ブロック授業研（４年・国語科）

１０／２２(月)

ブロック授業研

（４年・国語科）

１０／２４(水)

公開授業研究会

（２年全校研・国語科）

11月

８日 授業研修｢全学級授業参観及び面談｣

講師：吉田 豊香 氏

９日 ブロック授業研（３年・国語科）

１４日 Q-Uの活用・研究紀要について

２８日 全校授業研 （３年・国語科）

講師：大窪 由紀指導主事

３０日 ブロック授業研（１年・国語科）

１１／２８(水)

公開授業研究会

(３年全校研・国語科）

１１／３０(金)

ブロック授業研

（１年・国語科）

・８日（木）

授業研修（国語科）

（講師：日本生活科・総

合的学習教育学会顧問

横浜高等専門学校講師

吉田 豊香 氏）

12月
１２日 授業力チェックシート分析(末)

〇読書感想画出品

1月 ４日 2学期の研究の検証･３学期の取組確認

2月

７日 授業研修｢全学級授業参観及び面談｣

講師：吉田 豊香 氏

１３日 高知県学力定着状況調査・第２回標準

学力調査分析・検証(課題の共有）

２０日 本年度の総括（成果と課題）

２７日 本年度の研究の検証

・７日（木）

研究授業（国語科）

（講師：日本生活科・総

合的学習教育学会顧問

横浜高等専門学校講師

吉田 豊香 氏）

3月

６日 研究紀要作成

１３日 次年度研究の方向性 提案･協議

個別の指導計画の見直し

２２日 教育計画の作成


