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別紙様式／小・中学校用

平成30年度 学校図書館を活用した「読み」を鍛える拠点校事業 実施計画書

１．学校の概要

ふりがな なはりちょうりつなはりしょうがっこう ふりがな はら たかゆき

学校名 奈半利町立奈半利小学校 校長名 原 孝幸

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

２０ １５ ２８ １７ １６ １１

児童数等 計 教員数 ふりがな ほそかわ けんさく特別支援学級

生徒数等 学級数児童／生徒数

細川 憲作２ １２ 研究推進教諭名
１０７ ７

２．研究主題

言語能力の向上に向けた学習活動の創造

― 読解力向上を目指した指導の工夫（図書館活動を通して）―

３．研究主題設定の理由

本校では、昨年度までは学校コンサルチーム派遣事業『チーム学校の構築』を柱に、「伝え合

う力を活かした学習活動の創造―表現力を育て、伝え合う力を高める算数科授業をめざして

―」というテーマのもと、算数科を中心に学習過程の「つかむ」「考える」「深める」段階に

おける「伝え合う」活動について研究を進めてきた。問題文や事象から数・量・図形などに着

目して観察させたり、解決の方法や根拠について算数の用語や自分の言葉を使って説明させた

りする活動をペアやグループで行い、話し合いをさせるなかで児童の思考力を高める実践を行

った。基礎学力向上の様々な取組により基礎的・基本的な学習内容の定着率の向上は見られた

ものの、平成29年度全国学力・学習状況調査においては算数Ｂ、国語Ｂともに正答率の落ち込

みが見られた。また、平成29年度全高知県学力定着状況調査の結果からも「語彙力の不足」

「読解力」「表現力」などに大きな課題が見られた。資料から必要とされる情報を正確に抜き

出したり、要約したりする力にも課題が見られた。

そこで本年度は、研究主題を「言語能力の向上に向けた学習活動の創造― 読解力向上を目指

した指導の工夫（図書館活動を通して）―」とし、子どもたちに読解力をつけるために、推進

教諭と担任が連携・共有し、国語科における「読むこと」を中心に「話すこと・聞くこと」

「書くこと」全ての領域を通して指導法を研究することにした。各教科との関連も図りなが

ら、学校図書館の利用（学び方－情報の収集・情報の整理・情報のまとめ）に関する研修と国

語に関する研修も実施し、学校図書館を積極的に活用し、読解力をつけていきたいと考える。

４．研究仮説

①低学年の段階から、日常的に国語辞典に慣れ親しむことで、言葉への関心が高まり、語彙力

の向上が図られるのではないかと考える。

②言葉や言葉のきまりに着目した指導や授業展開を工夫することで、読解力の向上につながる

と考える。

③図書や新聞を活用した言語活動を充実させることで、児童の語彙力や読解力の育成につなが

ると考える。
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５．研究内容

①基礎となる力を高めるための研究

１）集中力を高める取組（計算・音読）

２）ことばの力を高める取組（辞書引き・漢字検定・漢字チェックテスト）

３）学習規律の共有

②読む、話す、聞くための技術や物の見方の技術を鍛えるための研究

１）言語技術を鍛える取組（問答ゲーム・再話・絵の分析・説明・描写・要約）

２）読解力を測るテスト（リーディングスキルテスト）の実施

３）児童の言語能力及び情報活用能力を育成するために、「新聞感想文コンクール」「学校

新聞づくりコンクール」への参加

４）「読む力」を鍛える国語科授業研究（７回）や研究発表会（１年次）の開催

③豊かな読書のための研究

１）アニマシオン・ブックトークなどの講師招聘研修

２）「きっとあるキミの心にひびく本」を活用した読書指導の研究と実践

※各学年20冊以上を読む

３）図書関係の掲示物の工夫

４）研究推進教諭と担任の連携

６．研究体制

【研究主題】

「言語能力の向上に向けた学習活動の創造
―読解力向上を目指した指導の工夫（図書館活動を通して）―

研究部

学習部研究テー 生活部研究テーマ

マ

【学習部】 【生活部】

○研究主任 ブロック会 ○生徒指導担当

○国語・図書館 (低ブロック） ○人権教育主任 校内支援委員会

担当 ○１年生担任 ○体育主任 ○特別支援

・お便り ○２年生担任 ○養護教諭 ○養護教諭

・保護者、地 ○栄養教諭 ○栄養教諭 ○学級担任

域への働き ○教頭 ○教頭

かけ （中ブロック） ○校長

○外国語担当 ○３年生担任 ○支援員

○道徳推進教諭 ○４年生担任 ○ＳＣ・ＳＳＷ

○養護教諭

（高ブロック）

○５年生担任

○特別支援学級

担任

○６年生担任

○校長
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７．検証計画

達 成 目 標 指 標 時 期

○総合学力調査において 総合学力調査 ４月

■国語科平均が全国を３ポイント上回る

○全国学力・学習状況調査において 全国学力・学習状況調査 ４月

■国語Ａ問題…平均正答率が全国平均を３ポイント上

回る

■国語Ｂ問題…全国平均正答率を上回る

■質問紙…「読書が好き」９７％以上

「図書館利用週３回以上」７０％以上

○国語の授業…「目的に応じて資料を読み、自分の考え 授業力チェックシート 年間を通

を話したり、書いたりしている」肯定的回答率７５％以 して

上

○高知県学力定着状況調査において 高知県学力定着状況調査 ２月

■国語科平均が県平均正答率を３ポイント上回る

○読書推進活動 読書カード 年間を通

■各学期の読書数が目標冊数を上回る児童の割合８０％ して

６月－３年○授業力チェックシート 授業力チェックシート

７月－５年■児童用１・２年生：番号３ 平均3.5ポイント以上

９月－３年■児童用１・２年生：番号７ 平均3.5ポイント以上

９月－２年■児童用３～６年生：番号３ 平均3.5ポイント以上

10月－６年■児童用３～６年生：番号７ 平均3.5ポイント以上

10月－４年■教師用１・２年生：番号４～８ 平均3.3ポイント以

12月－１年上

■教師用３～６年生：番号９～１２ 平均3.3ポイント 1月－全校

以上

○学校評価アンケート 学校評価アンケート １月

■「あなたは自分の意見や考えをいっていますか」児童

肯定的評価100％

■「あなたは授業がよくわかりますか」児童肯定的評価

100％

８．研究成果の普及の方法

普 及 内 容 方 法 時 期

○研究主題にかかわる研究授業の実施（国語科・図書館 公開授業・研究協議 ５月～１月

活用）

○授業の様子など研究だよりを発行 研究だよりの発行 １・２学期

○ホームページを活用し、情報発信を行う ホームページ 学期に１回

○研究発表会 研究発表会 １月

○図書や新聞を活用した授業実践 他教科・図書館活用 校内掲示・読書新聞・ 適宜（ ）

はがき新聞など
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９．年間事業計画

校 内 研 修 研修・視察など
公開授業・研究発表会

※校外に案内する会

４月 ○年間計画作成

○研究主題及び研究計画確認

○全国学力・学習状況調査自校採点・検証

５月 ○これからの実践についての研修

講師：北村有紀 教諭（初月小）

※指定を受けてのこれからの図書を活

用しての実践

○読解力診断検査(市販版）

６月 ○校内研修－新聞の活用に関する研修など 先進校視察(未定）

（４年・６年）

○ブロック授業研－細川(３年）

７月 ○全校授業研指導案事前検討会

○全校授業研－田島(５年）

○新聞活用研修

・講師：高知新聞社 高本氏

○１学期の検証

８月 ○言語技術校内研修

・講師：山崎千佐教頭(福山市）吉田貴

志教諭(尾道市）

９月 ○全校授業研指導案事前検討会

○全校授業研－千光士(３年）

○ブロック研－小松(２年）

○新聞活用研修

・講師：川口加代子 氏

10月 ○ブロック研－田村(６年） 先進校視察(未定）

11月 ○ブロック研－西田(４年） 高知県学校図書館研

修会

12月 ○全校授業研指導案事前検検討

○全校授業研－田川(１年）

○学校新聞づくりコンクール

○２学期の検証

○全校公開指導案事前検討会

１月 ○全校公開授業 ○研究発表会授業

○高知県学力定着状況調査自校分析・検証 （全学年）

２月 ○年間の研究検証 国語科公開授業(小・

中合職）

３月 ○次年度計画


