
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 香美市立鏡野中学校

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

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 ～

本年度の研究のポイント

各教科・領域における「読み」を鍛える授業の実践

・各教科領域で図書や新聞を活用した探究的な授業が実践された。その結果、「読解力」に関して

各教科を横断する共通理解を深めるとともに、各教科部会で教科独自の読解力に関する解釈とそ

れを高める授業づくりの研究を行った。

・これまでの総合的な学習の時間の年間指導計画における課題と、これからの総合的な学習の時間

に求められるものを検討し、鏡野中により適したものになるように、指導計画の見直しを行い実

践した。

・リーディングスキルテストを実施し、生徒の読解力の弱点と学力の関係を検討した。

（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

○学校図書館活用における年間計画の見直し

（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

① 総合的な学習の時間の計画の見直し

② 総合的な学習の時間の授業研究と実践

③ 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。



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

・年度当初に研究に関する共通確認を学校全体で行い、研究推進に関する４つの研究部会が研究

主題に沿った活動計画を決定した。学校図書館を活用した授業計画の作成や授業実践及び検証

は各教科部会が中心となって行い、主体的・対話的に学ぶ探究的な授業づくりを行った。

・全ての教科と総合的な学習の時間で公開授業研究会を実施し、単元計画、指導案検討会等を通

して、各教科における主体的・対話的に学ぶ探究的な授業づくりを行った。各教科を共通して

単元計画の中で、つけたい力や学習過程とともに、図書館資料の活用を明示するように統一し

た。また、研究協議においても、研究主題を考慮して、「視点１ 相手や目的に応じて自分の

考えと、その根拠を明確に整理し、表現することができた。」、「視点２ 目的に沿った話し合

いや意見交流により、自分の考えを深めたり、広げたりすることができた。」という各教科共

通の授業参観の視点を設定し、協議を行った。

・「読解力」に関して各教科を横断する共通理解を深めるとともに、各教科部会で教科独自の読

解力に関する解釈とそれを高める授業づくりの研究を行った。

○学校図書館活用における年間計画の見直し

・年度当初に教科単位で図書館資料活用年間計画の見直しを行い、図書支援員を交えて、活用資

料の精選、活用方法の工夫を検討した。

（２）読書活動の推進

○朝読書の充実

生徒が活字に親しみ、かつ「１日の始まりを落ち着いた雰囲気で迎える」という生徒指導の

目的のもと 10 年以上前から継続している。生徒が本を手にとりたくなるように、図書委員会

が生徒会の予算の中から朝読書で使用する学級文庫の書籍購入をしている。学級文庫の書籍選

定は、以前は生徒の嗜好を第一に生徒が直接書店の店頭で購入していたが、よりよい学級文庫

を目指して教員が事前に書店に意向を伝え、校内で図書委員による選書会を実施して書籍を購

入している。本年度は、高知県読み物資料集を用いて、学級で集団読書も行った。

○読み聞かせ（ボランティア）の充実

地域の方々が鏡野中学校に理解を示し、総合的な学習の時間にお世話になっている方が読み

きかせボランティアとして参加してくれていることなどにより、地域に関わる新聞記事や、地

域の歴史・産業に関する内容、自作紙芝居、情報収集の仕方を説明する本など、総合的な学習

の時間と連携した内容が読み聞かせの内容として選ばれた。

○香美市立図書館との連携

授業で活用する図書館資料を図書支援員を介して団体貸出制度を利用して借りた。香美市子

ども読書活動推進協議会に加盟し、子どもたちの読書の実態や読書環境を把握するためのアン

ケートの実施・集計・分析を行っている。香美市子ども司書養成講座に協力した。

○生徒会図書委員会の活性化

昨年度より実施している学級文庫の選書会の他に、ビブリオバトルや、読み聞かせ時の生徒

の聞き方評価、香美市教研図書部会が主催する夏休み子ども図書館学校への参加の募集などを

実施した。また借りた本の冊数に応じたしおりを配布するなど、図書委員会が企画した読書推



進活動を行い、学校図書館内の書籍管理やカウンター業務以外の充実を目指した。

（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

文章のような「連続型テキスト」や、図表のような「非連続型テキスト」から情報を取り出

し、書かれた情報から推論・比較して意味を理解、解釈をし、自らの知識や経験に位置づけ

て理解・評価（批判・仮定）し、考えを表現するまでの力を読解力の定義とし、教科会が中

心となって読解力を高める授業づくりを実践した。各教科独自の読解力解釈や、教科におけ

る読解力の課題やその解決方法、図書館資料の選択方法や効果的な活用方法を検討した。

○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

①総合的な学習の時間の計画の見直し

これまでの総合的な学習の時間の年間指導計画における課題と、これからの総合的な学習

の時間に求められるものを検討し、本校により適した指導計画になるように、毎年見直しを

繰り返してきた。その際考慮することは、生徒の現状、小中連携の視点（小学校で何を学ん

できたか）、香美市のキャリア教育の方針、各学年の総合的な学習の時間に身に付けさせた

い力、学校行事や特別活動（進路学習等）との調和などである。３年間の見通しを持って、

各学年で段階的に身につける力をどのようなところまでに設定するか、ゴールとする生徒像

を生徒にどのようにイメージさせるか、教員の研修等、各学年の担当者による総合担当者会

で検討、調整を含めて、改善を重ねている。

②総合的な学習の時間の授業研究と実践

今年度は、１年生では地域教材を生かして「香美市をもっと知ろう」、２年生では地域活

性化を目指して「香美市のためになることをしよう」、３年生では「持続可能な社会につい

て考えよう」をテーマに取り組んだ。成果は学年ごとに発表会を実施し、プレゼンテーショ

ンを行った。特に３年生は、学年を解体して研究班をつくり、課題から研究テーマを決定し、

研究仮説を立て、研究手法を知り、研究計画を立てる、調査や実験を実施する、結果をまと

め、分析・考察し、レポートにまとめ、ポスターセッション方式で２０の班が学年プレゼン

テーションを行った。中学校３年間のゴールとする生徒像をイメージさせるために、２年生

に３年生の発表会を見学させた。

③総合的な学習の時間と各教科・領域との関連（つけたい力）

総合的な学習の時間の評価規準は、香美市のキャリア教育の「１５年間を見通しためざす

子どもの姿」におけるつけたい力に対応しているが、中学校３年間の総合的な学習の時間の

カリキュラムを振り返り、すべての総合的な学習の時間の評価観点を網羅しているか、偏り

はないか、見直しを行った。

（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

① 実施方法

１年生と２年生の全員を対象として実施した。受検者数は１年全 113 名、２年全 121 名であ

る。コンピュータ室で９月末から１０月上旬にかけて、学級単位計８時間で実施した。操作に

不慣れな生徒や集中力が途切れる生徒への対応として、教員がＴＴ体制で臨んだ。テスト



は例題を用いて全体確認を挟みながら実施した。

② テスト結果 数値は正答率（％）で、本校／全国平均 を表す

③ 分析

・分布の様子は、６つの項目ごとに異なるが、各項目において分布の様子は学年による変化はな

い。全国的にも項目独自の分布を持つと予想される。

・読解力は学力と正の相関がある。

・分析結果は、研究推進部会、職員会で報告し職員の共通理解を図り、今後の研究方針について

意見交換をした。

３.研究の成果と課題

（１）検証

学年 係り受け解析 照応解決 同義文判定 推論 イメージ同定 具体例同定

１年 61／56 59／55 63／67 47／56 39／26 24／24

２年 60／58 62／56 68／71 50／54 43／29 29／25

指標 達成目標 検証結果

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

全国平均以上

昨年度正答率以上

（参考） 全国との差

（Ｈ30） （Ｈ29）

国語Ａ ＋1.9 －2.4

国語Ｂ ＋1.8 ＋2.8

数学Ａ ＋3.9 －5.6

数学Ｂ ＋5.1 －5.1

１．全国学力・学習状況調査（国

語Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂ）

（２）国語Ａ・Ｂ「読むこと」

の領域

全国平均以上

昨年度正答率以上

（参考） 全国との差

（Ｈ30） （Ｈ29）

国語Ａ ＋1.2 ＋0.6

国語Ｂ ＋2.4 ＋3.8

１．全国学力・学習状況調査（国

語Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂ）

（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」

①質問番号１５

「1 日３０分以上の読

書」で全国平均以上

②質問番号２５

「週に１回～３回以上読

んでいる」を全国平均以

上

（参考） 全国との差

（Ｈ30）

①質問番号１５ ＋2.4

②質問番号２５ －2.2

２．Ｈ３１年実施高知県学力定

着状況調査

（１）全教科平均正答率

県平均以上 県平均との差

１年 ２年

国語 ＋1.5 ＋2.2

社会 ＋2.8 －2.4

数学 ＋3.6 ＋2.7

理科 ＋3.4 ＋3.7

英語 ＋2.8 －0.4



２．Ｈ３１年実施高知県学力定

着状況調査

（２）国語「読むこと」の領域

県平均以上 県平均との差

１年国語 ＋1.4

２年国語 ±0.0

３．図書館利用者調査 前年度比増 学期 前年度比(今年／前年)

１学期 ＋1.44（3224／2240）

２学期 ＋1.33（2750／2072）

３学期 ＋1.03（1730／1680）

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。」

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。」

年度当初から年度末にか

けて、４段階評価に換算し

て平均して0.5ポイントア

ップ

①項目２ 3.1 から 3.4 へ＋0.3

②項目１２ 2.7 から 2.8 へ＋0.1

③項目１７ 3.1 から 3.1 へ±0

４．生徒アンケート

（２）授業評価アンケート

①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。」

②項目１２

「授業の内容が理解できてい

る。」

全教科 3.0/4.0 以上 ①項目７

1学期末 ２学期末 3学期末

国語 3.2 3.4 3.3

社会 2.9 2.7 2.7

数学 2.3 2.2 2.5

理科 2.5 2.5 2.6

英語 2.5 2.6 2.6

音楽 2.1 2.1 2.1

美術 2.2 2.3 2.4

保体 2.2 2.1 2.3

技家 2.2 2.3 2.3

②項目１２

1学期末 ２学期末 3学期末

国語 3.4 3.4 3.4

社会 3.8 3.9 3.8

数学 3.8 3.9 3.8

理科 3.8 3.9 3.8

英語 3.7 3.8 3.8

音楽 3.3 3.3 3.3

美術 3.5 3.5 3.4

保体 3.4 3.4 3.5

技家 3.5 3.5 3.5



（２）成果

○「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

・読解力に関する現状を分析し、その課題を解決するために、学習指導案・指導方法の協議、各

教員が同じ指導案で授業を実践、参観し合って逐次授業をブラッシュアップすることを教科会

というチームで取り組むことを通して、教科会での授業改善力が高まった。

・今まで、５教科と技能教科というような違いを意識することがあったが、読解力や図書館活用

という共通の視点で、すべての教科で授業研究をすることによって、教科の相互で理解が深ま

った。

・生徒の発達段階や多様性を配慮しつつ、授業に即した図書館資料の選定力が高まった。しかし

ながら、小学生向けに書かれた平易なものでは学習に深まりがなく、かといって大人向けに書

かれたものではかなりの補足説明が必要であるという選定の難しさも明らかとなった。

・リーディングスキルテストの結果から、文の構造を論理的に理解し、その趣旨を読み解くこと、

また、根拠を伴って建設的な意見が論述できる力の不十分さが、学力向上を阻んでいることが

わかった。全国学力・学習状況調査において浮き彫りとされた、「根拠や理由を明確に示しな

がら述べたり、結果を考察し説明したりすることなどができていない。」、「長文や図表から必

要とする情報を収集することが苦手。」という課題に対して、その一因が明らかになった。

○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で育った学力についての調査アンケートの結果から次のような結果が得

られた。

・年度初めと年度末を比較してみると、学校全体の傾向として、調査対象の２０項目において

総括的には評価は上がっている。全体的な傾向として、学習に関すること１「計画を立てる」

２「情報を集める」３「自分の考えを持つ」、自分自身に関すること１０「人の役に立ちた

い」、他者や社会に関すること１１「異なる意見を受け入れる」の 5項目の評価は高い。逆
に、１２「話し合いのときに意見をまとめる」、１９「教科で学習したことを生かす」、２０

「家族で総合的な学習の話をする」の３項目は常に低い。

これらの評価に対して、各教科から要因を検討してみると、次のような総合的な学習の時間に

関連する教科の実践が生徒の評価を上げているのではないかと推測する。

・理科では、身近な生活の中に課題を見つけ、仮説検証を繰り返す授業を実施している。

・国語では、新聞づくりやプレゼンテーションなどの表現活動の他、構成を考えて意見文を書

くことや、文章だけでなく図表や資料を読み取り、それをもとに自分の意見を構成するとい

うことに全学年で取り組んでいる。

・社会では、授業の中でテーマに沿った話し合いを取り入れ、建設的な意見交換を取り入れて

いる。

・総合的な学習の時間では、小学校で実践してきた地域学習の知識や体験活動の経験を生かし

て、主体的に取り組んでいる。

（３）課題

○「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

・授業の中に意見交流の場は設定されていても、意見の出し合いで終わったり、質疑応答のサ

イクルが少なかったり、話し合いの目的を十分に達成できていない現状がある。意見交流を



深め、質を高める手立てを工夫していく必要がある。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。」の結果にほとんど変化がないことが物語るように、生徒自身の建設的な話し合い

への苦手意識を克服するには至っていない。

・授業では図書館資料が活用されていたが、授業アンケートでの図書館活用に関しての評価は

依然低いままである。評価を伸ばしている教科の図書館資料活用方法を他教科に紹介するな

どの対策を講じる。

・情報発信の場であるホームページの更新ができていない。

・学校図書館の環境整備に関しては、生徒の読み物としての書籍とともに、探究的な学習のた

めの書籍も拡充を図ってきたが、教師用の指導資料や、授業研究のための文献資料等までは

整備が行き届かない現状がある。

○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

・実践を通して、以下のような検討すべき課題を確認した。

(ア)教職員の人事異動に伴い、前年度までの取り組みの成果を継承すべく、年度当初の総合的

な学習の時間に関する教員研修の充実や教師用手引書の作成が必要である。

(イ)活用できる地域教材、人材、施設、サポーター、協力者などのデータベースを充実させる

こと。

(ウ)ＣＳコーディネーターの活用や総合的な学習の時間に関する渉外担当の校務分掌に設置

するなどして、教員の負担を軽減し、また、学校行事や特別活動と調和をとりながら円滑な

総合的な学習の時間の実践をする。

・総合的な学習の時間を通して、価格を比較して購入するなどの経済活動や、ものづくりや調

理の際に必要な材料を適切な量で準備することなど、生徒の実体験の乏しさが明らかになっ

てきた。各教科においても、学習内容を日常の実体験の裏づけを持って理解することが難し

い現状がある。日常生活における実体験を、総合的な学習の時間の中で初めて実体験すると

いう現状において、総合的な時間に教科で学んだ知識・技能を総合的な学習の時間で活用す

るとともに、教科サイドからも、教科の知識を実生活で活用する場面を想定した授業実践を

行い、活用するために必要な力を育成することを目指さなくてはならない。

（４）次年度も継続する取組

〇「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

意見交流を深め、質を高める手立てを工夫していく。

思考ツールを活用するなどして、生徒の読解力の弱点の克服を目指す。

図書館資料の効果的な活用方法を検討する。


