
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 「読むこと」の指導の充実を目指した国語科の授業研究

国語科「読むこと」領域において「読むプロセス」を取り入れた学習過程の工夫を行い，読み

のできる子どもを育てたいと考えた。年度始めに，「読むプロセス」については以下の通りとする

ことを共通確認し，授業研究会の機会を中心に効果的な取組について研究した。

① 授業改善に向けての取組

学校名 香美市立山田小学校

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

研究主題

確かな読みの力を育む授業づくり～聞く・考える・伝え合うことの言語能力の育成～

本年度の研究のポイント

○国語科「読むこと」の指導の充実を目指した国語科の授業研究

○語彙を磨き，語彙を豊かにしていくための指導の研究

○学校図書館活用の研修と学校図書館活用のための整備

１「読むこと」の指導の充実を目指した国語科の授業研究

①授業改善に向けての取組

②学校図書館を効果的に活用した授業づくり

２ 語彙を磨き，語彙を豊かにしていくための指導の研究

① 国語辞典や百科事典等の利用指導

② 語彙を豊かにする環境づくり

３ 学校図書館活用に対する見直し

① 情報活用能力育成のための研修

② 学校図書館活用に対する環境づくり

（１）「つかむ段階」における工夫

①単元を通しての学習過程を明確にする。

（２）「深める段階」における工夫

①目的のある発問をする。

②思考の可視化をする。

（３）「まとめる段階」における工夫

①自分の身に付けた力を使って，表現したり交流したりする場の設定をする。

②自分の学びを振り返る場の設定をする。



①授業改善に向けての取組

ア 授業研究会を通して

・今年度は説明的な文章で公開授業年間６回を実施し，各回で講師を招聘しての講話や

ワークショップによる研究協議を実施した。各公開授業研に向けては，事前の教材研

究及び単元構想，リレー授業の実施やそれに基づく改善指導案の作成など，学年団だ

けでなくブロックごとのチームで取り組んだ。

・公開授業研に係る事前研では，まず単元を通して付けたい力を決定し，それに沿った

言語活動を検討することで，学習過程の中で指導すべきことを明確にした単元計画が

立てられるようにした。その際には，現行の学習指導要領解説と新学習指導要領解説

の指導事項を確認し，指導展開について研究してきた【「つかむ段階」における工夫】。

・協議に際しては，あらかじめ授業を見る視点を参観者に伝え，全員が共通の視点で授

業参観した。また，本時における評価規準を，具体的な子供の反応の形にして学習指

導案に明記し，焦点化した話合いが行えるようにした。

・一年を通して一人の講師による指導助言を受け、一貫した取組を行うことができた。

また、年度当初に学校経営、学級経営についての助言を受ける時間を設定し、全教員

のベクトル合わせができた。

イ 指導上の工夫

・６年間の系統性を見るために，学年ごとの説明文のつながりを表にまとめ，その学年

における指導内容を確認した。

・学習活動の場面では、ホワイトボードの活用やワークシートやノートの工夫を行い，

児童の思考を可視化させることを意識した【「深める段階」における工夫】。また，振

り返りの時間を確保し，振り返りに書かせたい内容を焦点化（例えば○○することや

○○すること等）して取り組んだ【「まとめる段階」における工夫】。

・振り返りの質を高めるために，特に変容の大きかった児童の振り返りを紹介し，全体で共

有した。

・「対話の手立て」においては，低学年から対話の目的を意識して取り組むことが大事で

あるということを確認して，授業の中に仕組むことにした。

・単元計画表や毎時間のワークシート，前時で出された意見などを教室内に掲示するこ

とで，単元を通して付けたい力を常に意識して学習を進めた。また、その内容につい

ては全学級で統一した。

② 学校図書館を効果的に活用した授業づくり

ア 実践に活用した場面

・第二次に付けた力を生かして，第三次に図書館資料を活用する場面を設定することを意識

して単元計画を作成した。

・高知新聞の地域連載記事を図書館資料として保管していたので，新聞記事を使って情報を

整理する授業に活用した。〈５年 単元名『伝』～わたしたちが見つけた土佐の文化～〉

・昨年度見直した学校図書館活用年間計画をもとに実践し，加筆修正を行った。

イ 学んだことを発信する場 ～読書まつり〈学校図書館活用型〉～



・毎年行っている「読書まつり」を今年度は「読書まつり～学校図書館活用型～」とし，今

年度の国語科の授業で言語活動として行ってきたことを発信する場として位置づけた。

２ 語彙を磨き，語彙を豊かにしていくための指導の研究

① 国語辞典や百科事典等の利用指導

・多くの授業で図書館資料を活用できるようにするために，４月に「学校図書館の利用

の仕方」「分類について」の２点の視点でオリエンテーションを行った。

・全クラスに一人 1冊の国語辞典を配置し，日常的に国語辞典を使用することで語彙の

獲得に生かした。

② 語彙を豊かにする環境づくり

・図書館資料について教員全体で確認する時間をとり，新聞や図書館資料を活用した授

業を充実させた。

・教室内に前時までに学習してきた内容を掲示し，単元を通しての学習用語の確認や振

り返りができるようにしてきた。

・意味を調べたことを言葉貯金ノートに書きためていき，それを使ったはがき新聞づく

りを行った。

３ 学校図書館活用に対する見直し

① 学校図書館活用に対する環境づくり

・国語科の単元や季節に応じた図書館資料を効果的に配架してきた。

・大型ＩＣＴ機器やホワイトボードを２枚設置し，学習センターとして活用できるよう

にした。

・学校図書館入口に新聞を設置し，日常的に新聞に触れる環境を整えた。

・昨年度に引き続き，学習に活用できる新聞のスクラップづくりをしたり，高知県内の

リーフレットを収集したりした。

・図書支援員と「打ち合わせカード」を使用し，単元に関連する図書館資料を収集及び

紹介してもらい，協働的な学びを支えていった。【資料１】

②各コンクール等への取組による学習成果の発信

・新聞感想文コンクール（３～６年），読書感想文コンクール（３～６年），読書感想画

コンクール（１・２年）に取り組んだ。結果は以下のようになっている。

新聞感想文コンクール ２名入賞

読書感想文コンクール ４名入賞

読書感想画コンクール 15 名入賞

学年 内 容

１年 なぞかけどうじょう

２年 かさこじぞう～山小２年オリジナルバーション～

３年 龍河洞物語～香美市の宝物～

４年 ざんねんな生き物たち

５年 「伝」～わたしたちが伝えたい「土佐の文化」～

６年 先人の知恵（ことわざ）



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

査結果分析

○全国学力・学習状況調査におい

て、平均正答率が全国より３ポイン

ト以上にする。（国語科）

全国学力・学習状況調査の実施結果

は全国平均正答率を下回っており，

基礎基本の定着に課題が見られた。

しかし，国語Ｂ（＋3.3）において

は，目標値を達成した。

○授業力チェックシート ○授業研究と事後研修を通して全

体共有を図り、読むプロセスを構築

する。

授業力チェックシート

（教師用）④⑥⑧⑨

3.5 ポイント以上

（児童用）②④⑥⑦

3.5 ポイント以上

授業力チェックシート

＜教師用＞４月→12 月

④3.0→3.3（+0.3）

⑥2.7→3.2（+0.5）

⑧2.6→3.1（+0.5）

⑨2.5→3.5（+1.0）

＜児童用＞

②3.1→3.2（+0.1）

④3.1→3.2（+0.1）

⑥3.3→3.2（－0.1）

⑦3.1→3.3（+0.2）

○学校図書館を活用した

授業の実施

○学校図書館活用の授業の実施が、

学期に３回以上。

授業力チェックシート⑨の４件法の

指標を決めて取り組んだ結果，３回

以上授業の実施を行ったのが 90％以

上であった。

○読書カード ○読書冊数が目標冊数（１年 160

冊、２年 180 冊、３年 120 冊、４年

100 冊、５年 80 冊、６年 60 冊）を

達成する。

２月に集計した結果，達成したクラ

スが４クラスであった。１，２年生

は約 80％の達成率であり，上級生

に向かうにつれ達成率が低かった。

○読書カード ○分類別読書冊数が、９類以外の分

類で増加する。

０類は貸し出しをしていないため，

冊数には入らないが，児童が学習に

使うために多く使用していた。

その他，２類（歴史），４類（自然

科学），７類（芸術，体育）等も冊

数が増えている。

○高知県学力定着状況調

査・標準学力調査

○読解力の向上（国語科）

標準学力調査 ２・３年

全国平均＋３以上

高知県学力定着状況調査４・５年

県平均＋３以上

標準学力調査２・３年

全国平均正答率との比較

２年 ＋6.5〈４月〉

＋2.3〈１月〉

３年 ＋2.6〈４月〉

＋8.1〈１月〉

高知県学力定着状況調査４・５年

国語（全国平均正答率）

４年 ＋2

５年 ＋3.1



（２）成果

ア 学力調査について

・標準学力調査においては，２年，３年ともに全国平均正答率を上回っていた。達成目標の

３ポイント以上ということに対しては，２年生の４月実施の結果は 6.5 ポイント上回って

おり，３年生においても１月実施の結果が 8.1 ポイントを上回っていた。なかでも「書く

こと」の領域の数値が上がっていた。その要因としては，どの教科においても授業の中で，

振り返りの時間を確保し，視点を定めて書くことによって条件に応じた書き方ができるよ

うになったのではないかと考える。

イ 授業力チェックシートの結果より

・どの項目も目標の 3.5 ポイント以上には届かなかったが，教師側の結果は１回目と３回目

を比較すると，全て数値が上がっていた。授業スタンダードを確認し直すことで，「めあ

て」と「まとめ」の設定の仕方の徹底を図ることができた。児童質問紙④については授業

研の際に児童の話し合い場面に注目し，発問や支援の在り方について改善策を具体的に出

し合った。それらのことが授業改善につながった。

ウ 学校図書館を活用した授業の実施

・特に，１回目の数値が低かった「新聞・図書館資料活用」の⑨においては，校内研修を充

実させてきたことで教員の取組に対する意識が変わり，2.5 ポイントから 3.5 ポイントに

上がった。学校図書館活用の授業の実施が学期に３回以上という達成目標に対しては，教

員の 90％以上が実施することができた。学校図書館の活用を意識して授業に積極的に取り

組んできた結果が数値に現れたといえる。

（３）課題

○学力調査について

・全国学力・学習状況調査の結果は，国語Ｂは全国平均正答率３ポイント以上を上回って

いたが，それ以外は下回っていた。複数の情報の中から情報を見つけることに課題が見ら

れた。正確な読み取りについては行ってきたが，それを自分の考えの形成に生かすという

点での指導が十分でなかったと考えられる。

○授業力チェックシートの結果より

・教師側の「振り返り」の⑧は 0.5 ポイント上昇していたが，児童側においての⑥は 0.1 ポ

イント下がっていた。教員側は振り返りを意識して取り組み始めたが，振り返りの視点や

取り組ませ方の十分な統一感がなかったため，取り組み方にばらつきが出てきたことが

原因ではないかと考える。

（４）次年度も継続する取組

○学校図書館を活用した授業づくり

・今年度の授業を生かして，効果的な図書館資料の活用について研究していく。

・学年でリレー授業を行う。リレーで授業を行いながら改善指導案を立て，研究を深めてい

く。



・語彙力を高めて確かな読みができるように，全学年が統一して取り組むことを検討し，実

施する。

・単元を通して付けたい力を明確にした単元計画づくりをする。

・振り返りの時間確保や振り返りの視点の焦点化を図り，定着していく。

【資料１】


