
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

学校名 土佐町立土佐町小・中学校

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

研究主題

読み取る言語能力を高め、自分の思いや考えを意欲的に伝えることができる児童生徒の育成

～ 主体的・対話的で深い学びの授業づくりを通して～

本年度の研究のポイント

【対話を生み出す授業づくり】

〇学びのスキルを身に付けさせる環境づくりとして、スキルを掲示し、学期末に達成状況をアン

ケートで把握して定着に努めた。

〇聞くことの価値に気づかせる状況づくりとして、常に評価を入れて、価値づけをしたり、意図

のある指名をしたりした。

〇発表を聞く必然性のある発問づくりにするために、意欲の高まる学習課題の設定に取り組ん

だ。

【読み取りを言語化する習慣づくり】

〇資料の読み取り方のスキルの定着として、情報活用能力を高めるための学び方指導を行った。

＜研究内容＞

学び合う力の育成

【対話を生み出す授業づくり】

〇学びのスキルを身に付けさせる環境づくり

〇聞くことの価値に気づかせる状況づくり

（友達の発言→ポイント・キーワードを答えさせる）

（意図的指名で学びを深める）

（対話を授業の中盤に入れて深める）

〇発表を聞く必然性のある発問づくり

（友達から学んだことを赤で書き足すことの習慣化）

情報活用能力の育成

【読み取りを言語化する習慣づくり】

〇資料の読み取り方のスキルの定着

※全員参加できることから段階を追ってスキルを定着させる

①資料に書いてあること、出ている数値を答える。

②資料を比較させ、共通点・相違点を見つける。

③変化の理由や、資料の長所・短所を考える。

④情報から考えられることを言語化し、資料の価値や役割を考える。



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授業研究方法

②校内研修の日程

研修形態 全校公開授業研 ブロック授業研

教科・領域 小：国語 中：各教科等 小：国語 中：各教科等

授業展開のスタ

ンダード

１ つかむ

２ 深める

３ まとめる・振り返り

事前研 ※指導案検討は全授業で行い、必要に応じて模擬授業も行う。

研究協議 ・全員参加、全員協議

・事後研は研究部で運営。司会、

準備、記録等も担当する。

・学年団、ブロックで協議

・事後研はブロックで運営。司会、準備、記録

等も担当する。

授業回数 ・「読みを鍛える拠点校事業」での授業は、小中の全学年、全学級で授業公開をす

る。

（若年教員研修、教科研究ネットワーク等で授業を行う場合において本校の授業

研究日程と合わせることが可能な場合はこれを充てても良いこととする。）

授業研(小９回・中 15 回)

１学期：５月・６月・７月 ２学期：９月・10 月・11月

３学期：２月

指導案 研究を進めながら、研究の内容にリンクした指導案の様式を作成した。

◎研究推進チームと管理職が、事前に確認し、１週間前には各参観者に配付する。

その他 ①ＫＥＮＫＹＵ2018 (Ａ４で１枚程度)

自分の授業を振り返り、研究協議(参観シート)の内容を踏まえ、これからの授

業につなげるレポートを書き、研究内容を全体に共有して広げる。

②学びのスキルの定着

発達段階ごとに身に付けさせたい、読み取るための「スキル」表を作成した。

児童生徒にアンケートを取り、到達度を検証する。

③個人 PDCA サイクル表

教師の各自の課題を明確にして、取組を続けることで、授業力の向上を図る。

学期ごとの検証を行う。

④「研究推進シート」

研究の進捗状況が確認できるシートを作成し、校内研修の PDCA サイクルを機能

させる。

内 容 授業研究

4 3 火 平成３０年度研究計画について・指定について

5 木 校内研（授業の流れ・板書計画等）

ビデオ視聴・説明



4 18 水 三部会

5

9 水 校内研(全国学力・学習状況調査分析の報告)

17 木 校内研 全校研 中学校 中：英語

23 水 ブロック研 中：音楽

11 月 ブロック研 中：理科

13 水 校内研(標準学力検査の報告会)

19 火 ブロック研 中：理科

19 火 校内研 全校研 小学校 小：国語

25 月 授業参観（全学級）・研修 ※講師：西留安雄先生

7

2 月 ブロック研 小：国語 中：社会

5 水 ブロック研 小：国語

11 水 ブロック研 中：国語

13 金 ブロック研 中:総合的な学習の時間

8

20 月 町主催授業力向上研修

22 水 校内研修（中間発表会について、新学習指導要領の伝達や

研修等について 他）
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7 金 校内研 全校研 中学校 中：数学

13 木 ※読書感想文コンクール応募 小：ひまわり

26 水 校内研

10

2 火 ブロック研 中：数学

10 水 校内研 全校研 小学校 小：国語

17 水 校内研 公開授業研の準備

31 水 校内研 公開授業研の準備

11 7 水 公開授業研 小：国語 中：国語

12 3 月 ブロック研 小：国語

14 木 ※読書感想画コンクール応募

1

4 金 校内研 ３学期の研究の取り組み

16 水 校内研 高知県学力定着状況調査分析報告会

28 水 公開授業研 中：保健体育

2

6 水 校内研（研究の総括・来年度の方向性の確認）

7 木 公開授業研 中：家庭

8 金 公開授業研、三部会(学校経営計画の年度末記入) 中：保健体育

13 水 公開授業研 小：体育

18 月 公開授業研 中：音楽

3
6 水 総括職員会学級の総括・三部会(来年度への提案)

15 金 研究のしおり作成



３.研究の成果と課題

（１）検証

指標 達成目標 検証結果

○授業力チェックシー

トによる、主体的・対話

的で深い学びにつなが

る授業を行うための授

業力向上の検証

○各種学力調査等の結

果分析による、基礎基本

の定着と活用力の実態

○教材研究、授業構成、

指導技術、児童生徒理

解の各項目を 0.2P ア

ップさせる

○全国学力・学習状況調

査

・Ａ・Ｂ問題で全国平均

５Ｐ以上

・正答率４０％未満２問

以内

・無解答率１０％以上

０問

○高知県学力定着状況調

査

・県平均５Ｐ以上

・正答率４０％未満２問

以内

小学校・児童

・教材研究＋0.1P

・授業構成＋0.1P

・指導技術＋0.2P

・児童生徒理解＋0.1P

小学校・教師

・教材研究＋0.4P

・授業構成＋0.2P

・指導技術＋0.4P

・児童生徒理解＋0.1P

中学校・生徒

・教材研究＋0.2P

・授業構成＋0.1P

・指導技術＋0.3P

・児童生徒理解＋0.1P

中学校・教師

・教材研究＋0.1P

・授業構成＋0.2P

・指導技術＋0.3P

・児童生徒理解＋0.3P

※全項目でアップしている。単元のゴールを

明確にした授業づくりを意識づけたことと、

友達から学んだことをノートに書き加えさせ

て、学び合いを視覚化させたことの効果であ

ると考えられる。

○平均 国 A-1.3P 国＋2.3P

算＋3.5P 算 B＋10.5P

正答率 国 A：０問 国 B：０問

算 A：０問 算 B：１問

無解答 国 A：０問 国 B：０問

算 A：０問 算 B：０問

○５年生 平均

国-3.8P 算＋1,6P 理-3.5P

正答率 ４０％未満

国２問 算 10 問 理３問

無解答 １０％以上

国１問 算５問 理０問
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◎リーディングスキルテストの分析及び活用について

・問題別に見てみると、全国的な正答率とほぼ同じ傾向である。

・学年別比較を見ると、係り受け問題、具体例判定問題で小６が高く、小５が低くなっている。それ

ぞれの学年の弱いところが明確になった。

・問題文を正しく読み取るために、語彙を増やすことも重要と考える。学年の発達段階もふまえ、「言

葉」に関する図書に触れさせる機会を持つようにする。

・指導者も問題文と照らし合わせながら、結果のグラフを読み取り、授業の中でできることを考える

研修を行った。

○リーディングスキル

テストによる検証

○学校評価アンケート

の結果に基づく実態

○授業における児童生

徒の学びの見取りに

よる検証→学びのス

キル定着アンケート

・無解答率１０％以上

０問

○学習方法に関するこ

と、自分に関すること、

他者や社会に関するこ

と、学習活動に関する

ことの各項目でポイン

トをアップさせる。家

庭学習の習慣化、90％

以上

４年生 平均

国-3.8P 算＋3.8P

正答率 ４０％未満

国５問 算５問

無解答 １０％以上

国５問 算２問

○下記（説明及び図）で示す。

○家庭学習習慣化アンケート

保護者：７２％、児童生徒：８９％

〇学習プリント提出率（２月）92％

【図】土佐町小・中学校におけるリーディングスキルテストの正答率



（２）成果

・付けたい力を明確にした単元構成にすることの重要性を理解することができた。

・学びのスキルを掲示することで、話し方・聞き方のポイントを意識するようになってきた。

・友達から学んだことを赤ペンで書き足すことを定着させることができた。

・「聞いて、学んで、伝えよう」を合い言葉にして取り組んだことで、学び合いの意識を高める

ことができた。

・意図的指名を行うことを目的とした机間指導を授業に取り入れることができた。

・どの教科においても読み取りを意識した授業改善にチャレンジできた。

・自学コンクール・自学ローテーションの実施により、上手な家庭学習の方法を友達から学ぶ生

徒が増えた。

（３）課題

・学習意欲の低い児童・生徒への手立てが十分ではない。

・個々で読み取った内容を学び合いへとつなげる手立てが明確でない授業が多い。

・授業改善をチームで行う意識が低い。

・実践を共有しても、自分の授業改善に生かすことに取り組めない実態がある。

（４）次年度も継続する取組

◎「授業のスタンダード」を基盤においた「授業研究」「授業改善」を実施する。

◎課題に対するめあて意識をしっかりと持たせる。

→書き込み式の学習計画表を掲示し、活用していく。

→系統表に基づいた具体的なスキルを提示する。

→年間カリキュラムを活用する。

◎教師の評価の言葉を増やす。

◎読み取りのスキルの向上を図る。

◎聞き方・話し方の系統的指導を行う。


