
別添様式２

学校図書館を活用した「読み」を鍛える拠点校事業

実施報告書

１.１年間の主な取組

２.具体的な研究活動（研究内容・方法，研究を進める上での工夫点等）

（１）学校図書館を活用した各教科等の授業実践

①読書活動の充実

・１～４年生は週１時間，５・６年生は適宜，推進教諭による読書指導の授業を行い，図書館

資料の活用の仕方を学んだり，様々な本を読むことに親しんだりすることのできる時間を確

保した。

・地域・家庭と連携した読み聞かせ活動や読書指導の授業によって，児童の読書習慣や資料活

用の促進を行った。

・図書委員会による月別冊数調べの表彰，「本を読みたくなるキャラクター」の募集，読書週

間表彰等の活動によって，読書への関心を高めた。

・毎朝 10分間の朝読書の時間を確保し，読んだ本の感想等を記録する取組を行った。

＜記録の内容＞

１年生…本の題名，作者名，感想（字数指定なし）

２・３年生…本の題名，作者名，感想（150 字程度）

学校名 香南市立赤岡小学校

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.kochinet.ed.jp/akaoka-e/

研究主題

こころとこころをつなぐ力を育てる ―言語能力を高める探究的な授業づくりに向けて―

本年度の研究のポイント

・国語科の授業づくりについて共通理解を図るべく，全学年で公開授業または研究授業を行い，事

後の研究協議では言語活動のモデルを作ることなど全学年で共通して取り組むことについて検

討しながら国語科の授業改善に取り組んだ。これにより，学校評価アンケート（児童用）の「授

業がよくわかる」の項目で肯定的評価が 90％以上となった。

・高知県学校図書館協議会と連携した校内研修を行ったり，推進教諭と担任が連携して並行読書や

調べ学習などに必要な図書館資料を集めたりして，学校図書館の活用を意識付けるとともに，児

童が自分の考えや思いを表現するための取組として各種コンクールに全校で取り組み，成果を上

げることができた。（高知県青少年読書感想文コンクール優秀賞２名・入選９名・学校賞知事賞，

岡本彌太文学賞優良賞３名，高知県読書感想画コンクール優良賞１名・入選７名）

１ 学校図書館を活用した各教科等の授業実践

２ 書くことに関する学習活動の充実

３ 新聞を活用した学習活動の実践

４ 思いを伝え合う子どもを育てるための授業改善



４・５・６年生…本の題名，作者名，あらすじ（100 字以内），感想（200 字程度）

②年間計画の見直しと図書活用の促進

・年間計画を見直し，単元配列表の中に図書館教育の欄を設けて他教科等との関連がより見え

る形にした。

・活用図書のリスト作りを行い，次年度もリストを参考に授業で使用する図書を選書できるよ

うにした。

③図書館活用のための教職員研修の実施

・高知県図書館協議会と連携し，図書館活用についての教職員研修を行った。

７月１２日（木） 読書感想文の指導について

８月２８日（火） 学習年鑑の活用について

④各教科の学習での活用・授業実践

・年間計画に基づき，図書館資料を活用した授業づくりに各学年で取り組んだ。

・国語科の学習の中で作成した，本を紹介するリーフレットやポスター等を展示した。

・各学年の担任と推進教諭及び図書支援員が連携して，授業で活用する図書の整備や授業づく

りを行った。

（２）書くことに関する学習活動の充実

①短作文タイム（昼の学習）の取組

・毎週金曜日の昼学習の時間を短作文タイムとし，各学年に応じて内容や字数などの条件を設

定して書く活動を行った。

・説明文や意見文等を読み，読み取ったことをもとに自分の考えを書くことに取り組んだ学年

もあった。

②読書感想文への取組

・朝読書で読んだ本についてあらすじをまとめたり，感想を記録したりする活動を，年間を通

して全校で行った。

・外部講師による研修後，推進教諭が中心となって全学年で読書感想文コンクールに向けての

取組を行った。

③国語学習シートの活用

・国語学習シートを活用して，児童の語彙力や言語能力の向上を促進した。

＜活用した国語シート＞

（３）新聞の活用

１年 13，14，15，17，20，22，23

２年 29，31，34，38，43

３年 54，57，67，68

４年 61，83，84，102

５年 95，97，105，106

６年 114，119，120，129，130，131



①新聞ノートの取組

・４，５，６年生を対象に年間を通して「新聞ノート」の取組を行った。ノートには児童が選

んだ新聞記事とその要約，自分の考え・感想を記録していった。（資料１）

・新聞ノートにまとめたことをもとに，新聞スピーチにも取り組んだ。

②学校新聞づくりの取組

・総合的な学習の時間や，国語科，生活科の学習のまとめ等で各学年（２～６年）が新聞づく

りに取り組み，３年生と６年生の２作品を「学校新聞づくりコンクール」に応募した。

・全学年ではがき新聞づくりを取り入れた授業を行い，新聞を書くことに親しんだ。

③授業での新聞活用

・授業の中で新聞記事について取り上げたり，新聞記事の書き方について学んだりした。また，

授業の中で取り組んだものを高知新聞子ども記者のコーナーに投稿し，児童の意欲向上につ

なげた。

・国語科の単元で取り扱った例

（４）思いを伝え合う子どもを育てるための授業改善

①全学年での公開授業・研究授業の実施（国語科）

・全学年で国語科の研究授業を行い，うち５学年分の授業を公開授業とした。

・第３回公開授業以降の研究協議では，グループごとに話し合って全学年に共通する課題に焦

点化し，その課題について講師からの指導・助言を受け，それを踏まえて全体でその後取り

組むことについて協議するという流れで検討を行った。

＜焦点化された課題＞

第３回…第三次で自力で読むことができるようにするための手立てについて

第４回…付けたい力に応じた言語活動の設定について

第５回…児童の思考が深まる交流のさせ方について

②言語活動のモデルづくりを通した教材研究

・第３回目の公開授業の際に，事後の研究協議の中で言語活動のモデルづくりを通して教材研

究を行っていくことについて全教員で共通理解を図り，取組を始めた。

・指導事項と児童の実態とを踏まえて，単元のゴールとなる言語活動のモデルを試作した。

（資料２）

③言語能力育成プランや４段階学習ステップに基づく授業改善

・年度当初は昨年度まで取り組んできた言語能力育成プランや４段階学習ステップに基づいた

授業改善を行っていくことを予定していたが，異動による教職員の入れ替えや，若年教員の

増加に伴い，教師の側に実践が積み重なりにくいという課題があり，今年度は研究の方向性

を見直し，国語科の授業改善を中心にしながら指導力の向上をめざして取り組むこととした。

４年 「みんなで新聞を作ろう」

○学校やクラスでの出来事を記事に書き，グループで新聞を作る

５年 「書き手の意図を考えながら新聞を読もう」

○新聞記事の構成や写真の役割について学び，記事を読み比べる。

６年 「新聞の投書を読んで意見を書こう」

○投書を読み比べて見つけた工夫を使って，自分の意見を投書に書く。



３.研究の成果と課題

（１）検証

指標 達成目標 検証結果

・全国学力・学習状況調査

・高知県学力定着状況調査

・全国学力・学習状況調査で全国・

県平均を３ポイント以上上回る。

・高知県学力定着状況調査で県平均

を３ポイント以上上回る。

・全国学力・学習状況調査は県平均

を大きく下回った。

・高知県学力定着状況調査は県平均

に対して，4 年生が大きく下回っ

た。また，5 年生も下回った。（自

校採点による結果）

・学校新聞づくりコンクー

ル

・読書感想文コンクール

・岡本彌太文学賞

・読書感想画コンクール

・「やまもも」作品募集

・学校新聞づくりコンクールへ応募

し，成果をあげる。

・読書感想文コンクールに応募し，

成果をあげる。

・岡本彌太文学賞に応募し，成果を

あげる。

・読書感想画コンクールに応募し，

成果をあげる。

・高知県こども詩集「やまもも」に

応募し，成果をあげる。

・学校新聞づくりコンクール中学年

の部と高学年の部に１点ずつ（計

２点）の作品を応募した。

・読書感想文コンクールに各学年５

点（計 30 点）を応募し，11 名が入

賞した。（優秀２名，入選９名）ま

た，学校賞として知事賞を受賞し

た。

・岡本彌太文学賞に全学年から応募

し，３名が優良賞に選ばれた。

・読書感想画コンクールに各学年５

点（計 30 点）を応募し，８名が入

賞した。（優良１名，入選７名）

・高知県こども詩集「やまもも」に

２年生が応募した。

・授業力チェックシート ・授業力チェックシート（教師用）

指導技術９「児童生徒の知識や

考えを広げたり，深めたりする

ために，図書館資料や新聞等を

効果的に活用している。」の項目

において「あてはまる」を 70％

以上にする。

・授業力チェックシート（児童用）

指導技術７「図書館の本や新聞

などを使って調べたり話し合っ

たりする学習を行うことができ

た。」の項目において「そう思う」

を 70％以上にする。

・指導技術９は，「あてはまる」が５

月：10％→12 月：22.2％となり，

「あてはまる・だいたいあてはま

る」を合わせても５月：30％→12

月：66.6％となり，12 月の方が向

上したものの大きく下回ってい

る。

・指導技術７は，「そう思う」が５月：

52％→12 月：68.4％となり，1.6％

下回った。

・学校教育診断アンケート ・学校診断アンケートの「授業はよ

くわかる」「国語が好きだ」「算数

が好きだ」の項目について「そう

思う・ややそう思う」が 90％以上

にする。

・学校診断アンケートの「本を読む

ことが好きだ」の項目について

・学校診断アンケートでは，「授業が

よくわかる」91.7％，「国語が好き

だ」85.6％，「算数が好きだ」85.6％

であった。

・「本を読むことが好きだ」は，83.5％

であった。



（２）成果

①読書感想文コンクール等において成果を上げることができた。

・高知県高知県学校図書館協議会と連携して感想文指導の研修を行ったことや，全校で読書感想文

を書くことに取り組んだことで，多くの入賞や学校賞の受賞につながった。

・学校新聞づくりや読書感想画等の取組に関しても全校で足並みをそろえて取り組んだことが成果

につながった。

②学校診断アンケートの「授業がよくわかる」の項目で「そう思う・ややそう思う」が 90％以上とな
った。

・全学年で行った研究授業を中心に，全校で取り組むことについて共通理解を図りながら授業改善

を行ってきたことで，「授業がよくわかる」という児童の割合が高くなった。

（３）課題

①全国学力・学習状況調査，高知県学力定着状況調査で県平均に届かなかった。

・全校で取り組むことについて共通理解を図りながら授業改善に努めてきたが，今年度は１年間を

かけてこれまでの研究の方向性からの転換を図ってきたため，年度途中からの取組が多く，取組

期間が十分ではない。

・図書館活用の授業づくりや読書指導の取組を行ってきたが，教科書教材を正確に読み進めるとと

もに図書館資料を自力で読むことのできる基礎的な読みの力を鍛えることや，児童が思考しなが

ら読むことのできる発問及び授業展開を考えることなどについて取り組むことが必要であると

考える。

②授業力チェックシート（教師用）指導技術９「児童生徒の知識や考えを広げたり，深めたりするた

めに，図書館資料や新聞等を効果的に活用している。」の項目において「あてはまる」を７０％以

上にすることができなかった。

・年間計画をもとに学校図書館の活用を推進してきたが，教員が「効果的に」活用できていると自

信を持って言える取組にはなっていなかった。

・基礎的な読みの力を育てることが十分でない中で，教科書教材に加えて図書館資料を活用すると

いうことに対して積極的に取り組めなかった可能性も考えられる。

③授業力チェックシート（児童用）指導技術７「図書館の本や新聞などを使って調べたり話し合った

りする学習を行うことができた。」の項目において「そう思う」を 70％以上にすることができなか

った。

・授業の中で図書館の本や新聞を使っても，それによって学びが深まったり広がったりしたという

実感を伴うような授業展開にはなっていなかったのではないかと考える。

「そう思う・ややそう思う」が

90％以上になるようにする。



④学校診断アンケートの「国語が好きだ」「算数が好きだ」の項目について「そう思う・ややそう思

う」を 90％以上にすることができなかった。

・言語活動のモデルづくりを通して教材研究を行い，児童の授業への意欲が高まるように取り組ん

できたが，単元で付けたい力に応じたモデルを作成することに関しては不十分であり，単元の終

わりに児童が自分の成長を感じられるような授業づくりを行うことが必要である。

⑤学校診断アンケートの「本を読むことが好きだ」の項目について「そう思う・ややそう思う」を 90％

以上にすることができなかった。

・授業やその他の読書活動を通して図書館活用を促してきたが，児童が自発的に「本を読もう」と思

うような取組になっていなかったと考えられる。

（４）次年度も継続する取組

①「読み」の力に重点を置いた国語科の授業改善

・図書館資料，新聞を活用した授業づくり

・言語活動のモデル作成による教材研究

・自分の考えや思いを表現することのできる書く活動の充実

②読書好きな子どもを育てるための取組

・地域と連携した読み聞かせ活動の充実

・委員会活動を中心とした児童主体の読書活動推進の取組

・朝読書の時間の継続



（資料１）児童の新聞ノート



（資料２）教員による言語活動のモデルづくり ＜H30 赤岡小学校研究紀要「つながり」より＞

言語活動のモデルづくり

年間５回の公開授業を中心に国語科の授業研究を進めるにあたって，単元でつけたい力を明確にし，

つけたい力（指導事項）と学級の実態に応じて，適切な言語活動を設定することの重要性を確認してき

た。また，第一次で児童が「知りたい」「やってみたい」と意欲や見通しを持って単元の学習を始めら

れるような工夫を行うことや，第二次での学習が第三次につながる展開になるように計画することにつ

いて，指導・助言を受けながら研修を重ねてきた。

第３回の公開授業（１年生）の際に，担任が言語活動のモデルを作成し，単元の始めに意欲付けを図

ったことにより，児童が第二次での読み取り学習に積極的に取り組む姿が見られた。このことから，事

後の研究協議の中で言語活動のモデルづくりを通して教材研究を行っていくことについて全教員で共

通理解を図り，取り組みを始めた。

児童に取り組ませようとする言語活動について，事前に教師自身が取り組んでみることによって，第

二次で指導すべきことが明確となったり，児童のつまずきを予想することができたりする。今後も継続

的に言語活動のモデルづくりによる教材研究を行い，授業改善に取り組んでいきたい。

物語の良さを解説しよう

世界の物語を紹介しよう

伝えよう，委員会活動


