
別添様式１／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

２．研究主題

３．研究主題設定の理由
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自分と集団の考えを発展させる探究的な授業づくり

～ 聴く・考える・伝え合う力の育成 ～

本校は、平成２８・２９年度の２年間「探究的な授業づくりのための教育課程研究実践事業(学校図書館活

用型)」の指定を受け、学校図書館を活用しながら、探究的な深い学びについて、研究を進めてきた。この指

定事業によって、「総合的な学習の時間」等において、学校図書館を活用した探究的な学びの姿勢も多く見

受けられるようになった。

探究図書関係の継続的な取組によって、平成２９年度全国学力･学習状況調査国語Ａの学習指導要領の領域

「読むこと」において、平均正答率７４．４(全国比＋０．６)の数値まで伸びてきている。また、国語Ｂに

おいても「読むこと」の平均正答率は、７５．９（全国比＋３．８）という数値まで向上してきた。

学校あげての取組によって、「読む力」は向上傾向にはあるものの、まだまだ安定した力がついてきてい

るという状況にまでは至っていない。

本校では、生徒が主体的・協動的に学ぶ授業づくりを目指し、「鏡野中学校授業スタンダード」や授業改

善プランに基づいた授業改善の取組を進めてきた。学校として目指す授業づくりの共有は進んではきたもの

の、自分が考えたことを「筋道を立てて考えたり、分かりやすく伝えたりする」ことに関する言語活動の充

実においては、まだまだ不十分さが見られる。また、生徒が自ら考えたことを伝えたいと思える必然性を仕

組む学習展開の工夫等が、一層必要となってくると思われる。

このような現状を踏まえ、今後、生徒がより主体的・協動的に学ぶ授業づくりを進めるに当たって課題の

提示」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」の探究のプロセスを重視しながら、言語活動の充実

を図りたいと考えている。

本指定事業を通して、今後本校が磨かなければならない力は、「読解力」だと捉えている。この読解力を

つけるために、「語彙力」「要約力」「思考力」「表現力」を養わなければならない。文字や語彙を認知す

る力（語彙力）、文章の要点をつかんで分かりやすくまとめる力（要約力）、文章を様々な角度から読み、

理解し自らの知識や経験と関連付けながら自らの考えを創り出す力（思考力）、そして自らが得た考えを伝

える力（表現力）をつけたいと考えている。

以上のことから、研究主題「自分と集団の考えを発展させる探究的な授業づくり～ 聴く・考える・伝え

合う力の育成 ～」を設定した。



４．研究仮説

５．研究内容

６．研究体制

本指定事業を通して、文字や語彙を認知する力（語彙力）、文章の要点をつかんで分かりやすくまとめる力

（要約力）、文章を様々な角度から読み、理解し、自らの知識や経験と関連付けながら自らの考えを創り出す

力（思考力）、そして自らが得た考えを伝える力（表現力）を養い、深い読解力を身につけることで、本校の

研究主題に迫れるのではないかと考える。

（１）学校図書館教育の計画の作成及び図書や新聞の計画的な活用推進

○学校全体における効果的な学校図書館活用の研究

・年度当初の共通確認、学校図書館を活用した授業計画の作成を踏まえた授業実践及び検証を

行い、主体的・対話的に学ぶ探究的な授業づくりを推進する。

・情報収集等に対応できる学校図書館にするために、設備や環境の整備を充実させ、図書館利

用拡大のための組織づくりや体制づくりや雰囲気づくりを行う。

○学校図書館活用における年間計画の見直し

・教科別図書館資料活用年間計画

・新聞活用年間計画

（２）読書活動の推進

○朝読書の充実

○読み聞かせ（ボランティア）の充実

○香美市立図書館との連携

○生徒会図書委員会の活性化

（３）図書や新聞の活用を通して言語能力及び情報活用能力を育成する事業の実践

○「鏡野中学校授業スタンダード」に基づいた図書や新聞を活用した探究的な授業構想

○各教科と総合的な学習の時間との相互作用が生まれる教育課程の研究

・総合的な学習の時間の計画の見直し

・総合的な学習の時間の授業研究と実践

・総合的な学習の時間と各教科・領域との関連（つけたい力）

（４）読解力を図るテスト（リーディングスキルテスト）の実施と分析を行い、その結果を県教育委員会へ

提供する。

○ 研究推進にあたっては、「学級づくり部会」、「学力向上部会」、「生徒支援部会」、「地域連携部会」の４つ

の研究部会を構成し、それぞれの部会が担当する取組の計画作成・提案、実践・進渉管理、検証・改善

策の提案を行っていく。

○ 各研究部会の進渉状況を研究推進委員会（校長、教頭、主幹教諭、研究主任、各部会キャップ、推進教

諭）が取りまとめ、学校全体の研究を進めていく。



７．検証

【研究組織】

達成目標 指標 時期

１．（１）全国平均以上

昨年度正答率以上

（２）全国平均以上

昨年度正答率以上

（３）①

＜1日３０分以上の

読書で全国平均以

上＞

（３）②

＜週に１回～３回以

上読んでいるを全

国平均以上＞

２．（１）

＜県平均以上＞

２．（２）

＜県平均以上＞

３．

＜前年度比増＞

４．（１）① ② ③

＜年度当初から年度

末にかけて、平均

して0.5ポイント

アップ＞

１．全国学力・学習状況調査（国語Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂ）

（１）全教科平均正答率

（２）国語Ａ・Ｂ「読むこと」の領域

（３）質問紙における図書や読書に係る調査項目

①質問番号１５

「学校の授業時間以外に、普段、１日あたりど

れくらいの時間、読書をしますか」

②質問番号２５

「新聞を読んでいますか」

２．高知県学力定着状況調査

（１）全教科平均正答率

（２）国語「読むこと」の領域

３．図書館利用者数調査

４．生徒アンケート

（１）総合的な学習の時間で育った学力についての調査アン

ケート

①項目２

「課題の解決に役立つ情報かどうかを考えながら、

情報を集めることができる。」

H30年４月

H30年４月

H30年４月

H31年１月

各学期

年度当初

年度末

　山田小学校
　　　　との連携

地域連携部会

主幹教諭･研究主任推進教諭

校長・教頭

研究推進委員会
（校長・教頭・主幹教諭・研究主任・推進教諭・研究部会各キャップ）

学級づくり部会 学力向上部会 生徒支援部会

・コミュニティ・ス
　クール

開かれた学校づくり、鏡野の子どもを育む会、小中高大との連携、PTA活動
学校支援地域本部、コミュニティ・スクール推進本部

特別活動
・学校行事
・生徒会活動
・学級活動

仲間づくり
・QU
・自尊感情、
 規範意識等
 に関する取り
 組み

・学力定着
・家庭学習（鏡
  野プリント）
・学習規律
・縦持ち

・探究的な授業
  づくり
・図書館活用

不登校
・不登校生へ
  の取組
・不登校を防ぐ
  取組

特別支援
・支援学級
・支援を必要とす
  る生徒

・総合キャリア教
  育
・カリキュラムマ
  ネージメント
・総合的な学習
  の時間の推進

・学習委員会

・図書委員会

・生活交通委員会

・体育委員会

・保健委員会

・給食委員会

・代表委員会

・文化環境委員会

・放送委員会



８．研究成果の普及の方法

９．年間事業計画

４．（２）（３）

＜全教科3.0/4.0以上＞

②項目１２

「話し合いのときに、班やクラスの意見をまとめる

ことができる。」

③項目１７

「教科の学習と総合的な学習はつながっていると

感じる。」

（２）生徒用授業力チェックシート

項目７

「授業では、図書館資料や新聞等を使って調べた

り、話し合ったりする活動を行っている。」

（３）授業評価アンケート

項目１２

「授業の内容が理解できている。」

学期末

普及内容 方法 時期

①学校図書館を利用した授業研究の実施

②保護者、地域等への研究内容の公開

③リーディングスキルテストの実施

④学校新聞の作成

公開授業研究会

ホームページでの公開

県教委に結果提供

学校新聞づくりコンク

ールに応募

１・２学期

随時

８月以降

１０月

校内研修
公開授業・研究発表会

※校外に案内する会
研修・視察等

4月

11日(水)授業づくり校内研修・教科部会

12日(木)研究推進部会

13日(金)研究部会研修

25日(水)学校経営計画研修

5月

２ 日(水)授業づくり研修

７ 日(月) 授業力チェックシート、総合

的な学習の時間で育った学力に

ついての調査アンケートの実施

・公開授業指導案検討

※東部教育事務所より講師招聘

９ 日(水)教科主任会

16日(水)学校図書館活用研修
30日(水)全国学力・学習状況調査

標準学力調査分析

先進校視察研修

（県内外）



6月

13日(水)教科部会
27日(水)教科主任会

※東部教育事務所より講師招聘

・公開授業指導案検討

※東部教育事務所より講師招聘

7月

２ 日(月)総合的な学習の時間で育った

学力についての調査アンケート、授業力

チェックシートの実施

４ 日(水)研究部会、教科会、1学期の総
括

26日(木)Q-U、教科部会、教科主任会
・吉井勇短歌大会への取組

8月

１ 日(水)総合的な学習の時間で育った

学力についての調査、授業評

価の分析、シンキングツール

等の研修

８日(水)オンデマンド研修

17日(金)研究部会、教科部会（2学期の
取組）

29日(水)教科主任会、研究部会

9月

５ 日(水)全国学力・学習状況調査分析

と対策の確認

・リーディングスキルテストの実施

19日(水)公開授業指導案検討会
※東部教育事務所より講師招聘

26日(水)教科会

10月

３ 日(水)公開授業指導案検討会

※東部教育事務所より講師招聘

10日(水)教科部会、教科主任会、リーデ
ィングスキルテストの分析

17 日(水)全国学力・学習状況調査の結
果をもとにした授業改善

・学校新聞づくりコンクール

31日(水)公開授業研究会準備

先進校視察研修

（県内外）

11月

７ 日(水)教科主任会

26日(月)総合的な学習の時間で育った
学力についての調査アンケー

ト、授業力チェックシート

・リーディングスキルテストの実施

公開授業研究会

※吉田豊香先生講師招聘

12月

５ 日(水)研究部会、教科部会

１９ 日(水)総合的な学習の時間で育っ

た学力についての調査、授業評

価、リーディングスキルテスト

の分析

1月

16日(水)研究部会、教科主任会
23日(水)高知県学力定着状況調査の

分析

30日(水)教科会



2月

６ 日(水)総合的な学習の時間で育った

学力についての調査、授業評価

の分析、高知県学力定着状況調

査の分析

13日(水)校内研究会（1年間の総括）

3月

次年度へ向けての計画


