
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）図書や新聞を活用しての言語能力及び情報活用能力を育成する授業づくり

①各学力調査の分析を踏まえた授業改善

・全国学力・学習状況調査後、全職員で問題を解き、問題の傾向を把握した。自校採点の結

果から教科別の課題点、教科間で共通する課題点を出し低学年から身に付けるべき資質・

能力を確認した。また、学力調査の児童質問紙及び学校質問紙の回答結果から、学習や生

活について全国平均と比較して分析し、本校の弱みを洗い出し、児童の傾向を捉えた。例

学校名 四万十市立西土佐小学校

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://edu.city.shimanto.lg.jp/nishitosa-e/

研究主題

自ら学び、かかわり合い、自分の思いを表現できる児童の育成

～「読み」を通して～

本年度の研究のポイント 学習指導要領もとに適切な言語活動を設定した国語科の授業づくり

〇資質・能力を明確にした単元計画の作成と児童用の「学習のながれ」の掲示

〇言語活動や並行読書を位置づけた単元構想

○模擬授業から見える授業改善

〇ねらいの達成に向けた評価の見取り

〇帯タイムを活用した基礎的な学力の定着

（１）図書や新聞を活用しての言語能力及び情報活用能力を育成する授業づくり

①各学力調査の分析を踏まえた授業改善

②先進校視察や研究大会への参加

③授業力チェックシートの検証による授業改善

④全学年公開授業による新学習指導要領に基づく授業づくり

（２）語彙力を育成するための取組

①国語科における「読み」の系統性を共有

②語彙力を高めるための取組の促進

（３）読書活動の推進

①学校図書館の整備と図書館資料の効果的な活用

②図書利用アンケート調査や冊数集計による読書の推進

（４）読解力を測るリーディングスキルテストの実施と分析

①リーディングスキルテストの分析方法の研究

②分析結果を生かす取組の研究



えば、児童質問紙にある「新聞を読んでいるか」という項目において、読んでいる児童が

少なかったことから、授業の中や生活で新聞を活用した取組の弱さが明確になったことな

ど、学力調査と質問紙の結果を関連付け、今後の授業改善に向けた取組につなげた。

・高知県学力定着状況調査後についても、全職員参加の自校採点会を開き、問題の傾向や課

題点等を明らかにしたうえで、①国語の単元では、必ず「伝統的な言語文化と国語の特質

に関する事項」の指導を行うこと、②文や文章を絵や図等で具体的に表現して考えさせる

こと、③前学年の漢字を確実に書けるようにすること、など全校で取り組む内容を確認し、

授業改善につなげた。

②先進校視察や研究大会への参加

・国語科については、県内４校（宿毛市立宿毛小学校、四万十市立中村小学校、高知市立潮

江東小学校、香南市立野市小学校）の公開授業や研究大会に参加した。その際、推進教諭

だけでなく学級担任も参加し、公開授業や研究協議を通して他校の実践から学んだことを

自校の実践に生かすことに努めた。特に、主体的な学習となるように、単元導入時ではゴ

ールを示し、既習で身に付けた力を確認後、本単元で身に付けるべき力は何か、児童とと

もに考え、単元の流れやゴールイメージを持たせることを大事にした。

・県の教育課程研究指定校である中村小学校の研究主任を講師として招き、取組を学ぶとと

もに、３年生の教材文をもとにした単元構想作りを行った。

③授業力チェックシートの検証による授業改善

・年間 3回の授業力チェックを行った。結果をもとに達成目標と比較し、教師・児童それぞ
れの成果や課題点だけでなく教師と児童の共通する課題点等を洗い出した。

・検証したことをもとに、対話を充実させるために話し合いを二往復させる場の設定、発表

の仕方、児童一人ひとりの考えを把握し授業へ生かすなど、今後改善すべき点を全体で確

認し、日々の授業の改善を図るようにした。

④全学年公開授業による新学習指導要領に基づく授業づくり

・年度当初に新学習指導要領が目指す授業とはどのようなものか、指導主事からの講話を通

して授業づくりについての共通理解を図った。

・研究授業だけでなく、日々の授業でも、「読むこと」の単元を中心に身に付けたい資質・

能力を明記した単元計画を作成して、教室に掲示したり、学習ノートに貼ったりすること

で児童が見通しをもって主体的に学習に取り組めるようにした。

・ブロックごとに単元構想や学習指導案を検討し、児童に身に付けさせたい資質・能力を明

確にした。また、設定した言語活動が本単元で育成する資質・能力に確実につながるかどう

かを確かめるために、事前に教師自身がモデルを作ったり表現したりすることで、言語活動が

適切かどうか、また、子どものつまずく点はどこか、など吟味するようにした。

・事前にブロックや全体で、授業者と児童役になり学習内容や発問、板書を含めた授業展開

を確認し、ねらい達成に向けた授業にするために模擬授業を行い、授業展開の見直しを行

った。

・研究授業では、見取る児童を全教員に割り当て、人物の気持ちや気持ちの変化を読む場面

や自分の考えを話す場面で、叙述をもとに想像しているか、根拠をもとに自分の考えを話

しているかなど、評価規準をもとに児童の発言や行動、ワークシートやノートから学習状

況を捉え、協議に生かせるようにした。協議の際は、評価規準等を達成できなかった原因



を発問や活動と関連付けて協議した。

・事後の研究協議では、「ねらいの達成」「主体的・対話的で深い学び」の２つの視点で KJ

法を用いて成果及び課題を出し合ったうえで、改善策を明確にした。また、講師招聘によ

る指導や助言をもとに今後取り組むことを全体で共有して「研究授業の学び」としてまと

めた。

・家庭への啓発のために、図書館資料等を活用した授業や校内の取組について、通信「まな

びっこ」を家庭に配布した。

（２）語彙力を育成するための取組

①国語科における「読み」の系統性を共有

・「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の指導事項を学習指導要領で確認し、「読

むこと」の教材において重点的に指導する言葉の特徴やきまりを系統的に位置づけ、授業

づくりを行うことを確認した。

・国語で身に付けた資質や能力が、他教科のどの単元につながるか全教員で確認しながら、

カリキュラム・マネジメント表を作成し、教育課程の編成を行った。

②語彙力を高めるための取組の促進

・週 2日（火・木）の 8：15～8：25 の１０分間を学習朝会とし、漢字学習、新聞を活用し

た学習、言葉のきまりについての学習に取り組んだ。

・漢字学習では、漢字ドリルにある熟語について国語辞典で調べ、熟語を使った一文をノー

トに書き、文の中で漢字がしっかり使えることを目指した。また、辞書を各教室に設置し

ておくことで、普段から分からない言葉の意味を辞書で引くなど辞書活用への習慣化につ

なげた。また、漢字の定着を知るために学期毎に市販のテストの結果を検証して改善策を

考えた。

・新聞を活用した学習では、高知新聞社のワークシートを活用し、低学年では、新聞記事の

スクラップ、中学年では新聞記事への感想、高学年では、５W1H 等を見つけ、意見や感想

を書くなど、各学年の段階に応じて取り組み、語彙力の育成を図った。

・言葉のきまりについての学習では、プリントを活用し、主語や述語、修飾語など基礎的な

力の定着に向けて、学期毎に市販の言葉のテストの結果をもとに結果を検証して改善策を

明確にして取組を進めてきた。

・様々な学力調査の結果から、文章を正確に音読できない児童が数名いることが明確になっ

たことから、初見文がすらすら読めることを目標に、５～７行程度の短い文章を読むこと

ができるようにするため、昼休みを活用してその児童を対象に国語の教科書を音読する練

習を行った。

・語彙力の育成に向け、掲示スペースを利用し、四字熟語と合わせて例文を示したり、こと

わざの一部の言葉を隠したり工夫して掲示をするなどいろいろな四字熟語やことわざに

興味を持たせる工夫を行った。

（３）読書活動の推進

①学校図書館の整備と図書館資料の効果的な活用

・日本十進法に基づいて本を配架し、新刊図書、読書感想文や読書感想画などの課題図書、

「きっとキミのこころにひびく本」のリストブック、防災・平和などの特設コーナーを設

置した。



・新聞に親しむため、廊下の新聞ラックを整備したり、異なる二社の新聞の同じ記事を掲示

し、比較することで特徴及び共通点や相違点を捉えられるように毎日のニュースの一面を

掲示したりした。

・学習するための資料として、分野別に新聞記事や県内の地域別のパンフレット等をファイ

リングし整理し、各教科において効果的に活用することを確認した。

・図書資料及び新聞活用の年間計画に沿って、昨年度の単元で活用した図書資料をもとに図

書支援員と協力しながら担任が本を選定し、単元の中で図書資料や新聞を活用して言語能

力や情報活用能力の育成を目指した。

②図書利用アンケート調査や冊数集計による読書の推進

・読書の推進に向けて、国語科の図書資料や新聞等を活用した授業の中で、教材文と関連す

る本の並行読書を進めた。

・低・中・高学年ごとに目標冊数をたて、学年ごとに読んだ冊数をおりがみで折った「読書

の花」として掲示することで、読書量が視覚的に分かるようにした。

・図書委員会を中心に、「読書ビンゴ」や「おすすめの本カード」など読書を推進するため

の活動を行った。

・各教室に学級文庫や、必読図書を設置し、朝読書を中心に本をすぐ手に取れるような環境

づくりを行った。

（４）読解力を測るリーディングスキルテストの実施と分析

①リーディングスキルテストの分析方法の研究

・例題を解き、６つの要素について全体で求められている力を共有した。

・実施後は、６つの要素のそれぞれの正答率と、各種学力調査の課題との共通点を考え、授

業を進める上での大切にすべき点を確認し、課題が見られた要素を授業づくりの視点とし

て取り入れた。

②分析結果を生かす取組の研究

・リーディングスキルテストの結果から、特に文と図、資料などをつなげて考えることに弱

さがあったため、「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の指導の充実とともに、

図書資料の活用や算数等他教科との関連付けを図った。

３.研究の成果と課題

（１）検証

指標 達成目標 検証結果

平成 30 年度全国学
力・学習状況調査

平均正答率

・＋3ポイント以上
・無解答率 0%
・記述式問題正答率 50%以上
・読む力正答率 60%以上

国語Ａ＋4.3 国語Ｂ＋11.3
算数Ａ＋7.5 算数Ｂ＋5.5
無解答率

国 A0% 国 B1.6%
算A1.8% 算B8.8% 理0%

記述式問題正答率

国Ｂ58.3% 算Ｂ50.0%
読む力正答率

国Ａ78.1% 国Ｂ68.8%
平成 30年度高知県学
力定着状況調査

平均正答率

・＋３ポイント以上

4年 国語＋4.6 算数＋14.6
5年 国語－4.7 算数＋10.7



（２）成果

〇「読む力」の向上

・高知県学力定着状況調査の結果では、「読む力」において６０%以上の達成目標に対し、4年

78.6%、5 年 62.9%と、2学年とも上回ることができた。

〇国語科の授業改善の促進

・学習指導要領に基づく教材研究を進め、児童に身に付けさせたい資質・能力を明確にした授

業を行うことで、授業力チェックの教材研究の項目で数値に伸びが見られた。

・図書資料及び新聞活用の年間計画を充実させたことで、各単元の学習に応じた図書の本や新

聞等を確実に活用した授業づくりを行うことができた。

・授業の中で並行読書を行うことで、初読の資料の大体を読むことができるようになってきた。

〇他教科等と関連させた全教育課程を通した読解力の育成

・カリキュラム・マネジメント表を作成することで、他教科や生活との関連を意識し、意図的

に読解力の育成につながる指導をすることができた。

〇家庭への啓発

・「まなびっこ」として校内研究の取組を通信で定期的に発行した。特に、自主学習や予習な

ど家庭学習の質の向上が見られつつあり、児童や家庭への啓発につながった。

（３）課題

〇各種学力調査、授業力チェック結果を生かした授業の質の向上

・無解答率 0%
・記述式問題正答率 50%以上
・読む力正答率 60%以上

理科＋4.2
無解答率

4年国語 1.5% 算数 0.3%
5年国語 3.1% 算数 3.2%

理科 0.2%
記述式問題正答率

4年国語 58.3%算数 54.2%
5年国語 58.9%算数 10.0%

理科 36.7%
読む力正答率（国語）

4年 78.6% 5年 62.9%
平成 30年度全国学力
学習状況調査質問紙

による実態把握

学校図書館アンケー

ト

図書利用

・週 2回以上 80%以上
・読書目標冊数達成率 80%以上

図書利用

・週 2回以上 57.1%
・読書目標冊数達成率 77.8%

授業力チェックシー

ト

授業者・参観者

・総合評価平均 3.3以上
・図書資料、新聞の効果的な活

用についての質問項目平均

3.3以上
児童振り返り

・授業構成要素で平均 3.5以上

授業者・参観者

・総合評価平均 3.3
・図書資料、新聞の効果的な活

用についての質問項目平均 3.3
児童の振り返り

・授業構成要素で平均 3.4



・各種学力調査やリーディングスキルテストの結果から、文章を正確に理解することを目指し、

全単元で「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の指導を充実させる必要がある。

・国語で身に付けた資質・能力を「生きてはたらかせる」場の設定や指導をさらに充実させる

必要がある。

・年度末の児童による授業力チェックの結果において、「めあてを考えたり、課題を発見した

りして自分から学習に取り組む」「自分の考えとその理由をはっきりさせて書いたり、伝え

たりする」の項目で低かった。学習課題の設定の仕方や自分の考えをもたせ伝える場面、話

し合う場面の充実を図る必要がある。

〇語彙力の育成に向けた検証サイクルの確立

・図書資料や新聞を活用した言語能力及び情報活用能力の育成に関する実態把握が弱かった。

学力調査結果だけでなく、授業における評価規準やノートなど日々の評価を充実させ、学期

途中の進捗状況を確認するなど、短いサイクルで児童の変容を捉える必要がある。

〇読書活動の推進

・読書推進への取り組みが弱かったため、週２回以上の図書利用も目標が達成できなかった。

月ごとに検証しながら改善策を考え、手立てを見直していく必要があった。

・図書資料等の本の選定や効果的に活用できていたのか検証することが難しく、図書館資料を

活用した授業づくりが十分できなかった。

（４）次年度も継続する取組

○図書や新聞を活用しての言語能力及び情報活用能力を育成する授業づくり

・研究内容を「めあてやまとめ」「板書やノート」など具体的に見取れるものに重点を絞って

研究を進める。

・全学年の研究授業だけでなく、ブロック間での教材研究及び授業参観する時間を確保すると

ともに、日々の授業の検証や授業力チェックシートの結果をもとにした検証を行いながら授

業改善を目指す。

・図書資料や新聞等の効果的な活用のために、学年や学習に応じた本の選定や言語能力及び情

報活用能力について評価規準やノート、成果物など児童の変容を見取っていく。

○語彙力を育成するための取組

・学び方指導体系表から各学年の重点を決め、調べ方のスキルを身に付ける。

・単元ごとに「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」を確実に位置づけた指導を充実

させる。

・授業の中で辞書を活用した学習を進めながら、様々な場面での活用ができるようにする。

・帯タイムを活用して、漢字・言葉のきまりの定着を図るとともに、新聞記事を活用した学習

に取り組む。

○読書活動の推進

・読書冊数達成目標の設定やアンケートなど月に一度の進捗状況の把握を行い、読書の推進を

図る。

・学習活動や学年に応じた本を購入し、学校図書館の本の充実を図る。

・学習の成果物の掲示や、季節に合う壁面作りなど親しみやすい学校図書館の環境づくりに努

める。


