
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年間の主な取り組み

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)－①効果的な新聞及び図書館資料などの活用についての実践研究

・授業で活用する図書資料については、推進教諭と図書担当が連携を図り、各教科担当と相

談しながら選定をした。できるだけ多くの資料を活用することができるように、学校図書

館だけでなく、地域の図書館を活用するための計画を立て、事前に図書館に借りたい本の

リストについて教科部会との打ち合わせの時間を設定するなど、多様な資料がスムーズに

活用できるよう取り組んだ。

・語彙力の育成を目指すことをねらいとして、辞書引きを習慣化させるために、各教室には、

一人一冊、辞書が使用できるように国語辞典を備えた。辞書の活用の仕方を教職員で確認

し、備えたことが語彙力の育成につながるよう、教科部会で確認しながら取り組んだ。ま

た、２学期には、更に語彙力を育成することを目的に、ことわざ辞典を新たに備え、生徒
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研究主題

思考力、判断力、表現力を育成するための指導法の工夫と改善

～「読解力を高める取り組み」と「探究的な授業づくり」を通して～

本年度の研究のポイント

・図書資料を効果的に活用するための計画の作成と見直し

・読書活動推進のための環境整備の工夫

・言語能力及び情報活用能力の育成に向けた全教科での授業改善プランの作成及び検証の工夫

（１）学校図書館教育の計画を作成し、各教科における新聞や図書の計画的な活用

①効果的な新聞及び図書館資料などの活用についての実践研究

②教育計画の見直し（図書や新聞活用単元の計画と実施）と定期的な検証

（２）読書活動の推進

①学校新聞づくりコンクールや読書感想文コンクール等への取り組み

②新聞や図書を活用した読書活動の推進

③学級活動での 1分間スピーチ

④環境整備の工夫

（３）各教科において言語能力や情報活用能力の育成する授業研究

①全９教科での「授業改善プラン」の作成とプランに基づいた授業の実施

②各教科での言語活動の充実を図るための教科一覧表の作成

（４）定期的な公開授業の実施

①公開授業 年間５回



がすぐに手に取れるようにした。

・学級文庫は各教室に２０冊備えている。生徒の学習意欲につなげるために、委員会活動

を活用しながら、図書担当を中心に教科書の内容に関連した資料を備えるように工夫し

た。

(１)－②教育計画の見直し（図書や新聞活用単元の計画と実施）と定期的な検証

・「学校図書館年間活用計画表」については、年度当初の教科部会で、各単元でどのような

資料が必要かを検討し、計画表に記載した。計画表はデータで管理し、いつでも変更や上

書きができるようにした。

・各学期末には、実際に活用した図書資料・新聞を教科部会で確認し、「学校図書館年間計

画表」に記載した。その際、次年度の参考となるよう、活用した資料が効果的であったか

どうかを３段階で評価した。

(２)－①学校新聞づくりコンクールや読書感想文コンクール等への取り組み

・読書感想文コンクールについては、夏休み前に図書主任と国語科が連携し、課題図書の紹

介、原稿用紙の使い方の確認等を行った。また、幅広いジャンルの本に触れさせるため、

クラスごとに学校図書館に足を運び、選書の時間を設けた。

・学校新聞づくりコンクールの取り組みでは、教員がその目的や完成までの流れを把握した

上で指導できるように、事前に各学年部会で確認を行った。実際の取り組みでは、見通し

をもって取り組みを進められるように、図書主任が新聞づくりの目的や完成までの流れを

用紙にまとめ、生徒に提示した。この活動を通して培った思考力や表現力を生かせるよう、

得た情報をまとめる活動やその過程で工夫したこと、学んだこと等を発表する活動を日々

の授業の中でも行った。

(２)－②新聞や図書を活用した読書活動推進

・「朝読書」は、全教職員が共通した指導を行っていくために、年度初めの校内研修の中で図書

担当が全教職員に目的やルールについての確認を行った。読書を習慣化し、本に親しみをもつ

雰囲気を学校全体でつくっていくために、生徒だけでなく、教師も一緒になって朝読書をする

体制をつくった。

・生徒に多様な本に出会わせることで、語彙力や表現力の育成につながるよう、季節の変わり目

や長期休暇前を中心に、図書担当が「図書だより」を発行し、読書感想文コンクールの課

題図書や寄贈本の紹介、読書に対する教員の思いや願いを生徒に伝えるようにした。

・「読み聞かせ」は、生徒の読書への興味付けや地域とのつながりを目的に、月に１回、第２

木曜に実施した。読み聞かせる本の選定については、ボランティアの方に自ら選んでいた

だき、幅広いジャンルの本に触れさせるよう取り組んだ。読後に、読み聞かせボランティア

と図書担当や学校長との感想会を開き、実際の生徒の反応や学級の様子など、多くの意見交流

を行い、生徒にボランティアの方がどのような思いで読み聞かせを行い、本を選定しているの

かを伝えることで、より一層、本や地域に親しみを感じられるよう意識した。感想会の内容は、

一枚の用紙にまとめ、家庭にも配布し、学級や生徒玄関に掲示した。

・１０月の「選書会」は、生徒がより一層、本に魅力を感じ、新たなジャンルの本に興味を持つ

ことができるように、生徒が自らたくさんの本を手に取って興味のある本を探す機会を全校生



徒に設けた。また、教員も学校図書を活用した読解力の育成を目指す授業づくりを実践するた

めに、生徒と一緒に選書をし、授業に活用できそうな図書資料を購入するようにした。

(２)－③終学活での１分間スピーチ

・生徒の言語能力や情報活用能力の育成を図るために、１０月より終学活の時間を利用し、

１分間スピーチの取り組みを行った。学力向上部会で１分間スピーチの意図や目的を確認

し、校内研で共通理解することで、全教職員が一貫した指導が行えるように取り組んだ。

また、実際の取り組みの際に、発表の仕方や内容や態度がどうであったかを聞き手の生徒

に評価させ、評価表に記入させることで、自分の発表を振り返り、次回の自分の発表に生

かせるように工夫した。

(２)－④環境整備の工夫

・本校の図書館は生徒のいる教室とは別の棟に設けられており、限られた時間の中で、生徒

がふだんなかなか足を運びにくいという課題があったため、校舎内の生徒の目に触れやす

い場所に図書コーナーを設け、本がいつでも手に取れるよう工夫した。また、生徒が多様

なジャンルの本に触れることで、語彙力や表現力の育成につながるよう、「きっとあるキミの

心にひびく本」にリストアップされている本なども配架し、多くの生徒の目に触れられる

ようにした。

・廊下には、教科の学習を更に深めるために、教科に関連した並行読書のコーナーを設置し、

いつでも生徒が授業と関連した本を手に取れるように工夫した。

・各教科の中で図書資料を扱う際には、図書主任に相談し関連本を事前に用意できるように

連携して取り組みをすすめた。学校図書館に十分に資料がない場合は、地域の図書館にも

足を運んで集めてくるなど、生徒が少しでも多くの本や資料等を活用できるように配慮し

た。

・全校の読書活動の活性化を目的として、図書主任が中心となって「読書標語」の取り組み

を行った。優秀作品は表彰し、作品を校内の廊下等に掲示することで、読書への興味づけ

を行った。

(３)－①全９教科での「授業改善プラン」の作成とプランに基づいた授業の実施

・年度初めの各教科部会の中で、年間の具体的な到達目標を明確にするために、「授業改善

プラン」を全教科で作成した。２週間に１回、教科部会で進捗状況を確認しながら、課題

についての改善策を検討した。学期末の総括では、各教科の成果と課題を校内研修の中で

共有し、今後とも通して取り組む方策等を確認した。

・２学期の教科主任会では、言語能力や情報活用能力の育成に向けて、図書資料や新聞をど

のように活用しているのか、各教科での生徒の様子や学校図書館活用年間計画の進捗状況

などについて確認した。効果的であった図書資料の活用方法や、教科の悩みなどをそれぞ

れ出し合い、読解力の向上に向けた授業改善を行っていくために、他教科の視点からそれ

ぞれの教科の状況について意見を出し合った。教科主任会で協議・確認した内容は、各教

科部会で確認し、その後の授業改善につなげるよう取り組んだ。

・自分の考えを書くことで、思考の跡を残すノートづくりの向上を目的に、２学期に見本と

なるような生徒の良いノートを校舎内に掲示する「グッドノート」の取り組みを行った。



学力向上部会の教員と５教科担当の教員が連携し、各教科のノートの選定を行い、選ばれ

たノートには、担当教員がグッドポイントを付箋に書き、ノートとともに掲示することで、

生徒にとって工夫のポイントが分かるようにした。

・自分の思考を整理させること、自分の考えの根拠を明確に書かせることで、生徒の表現力

の向上につなげるために、個人思考の際に自分の考えをノートに書かせる指導を行うこと

を校内研・教科部会の中で確認し、全教科で足並みをそろえて取り組みを行った。

・書かれた内容を正確に読み取るなどの読解力の向上のために、全教科で取り組める手立て

を学力向上部会で検討し、「大事だと思った表現には線を引く、グラフや図にはチェック

を入れる」ことを校内研で確認した。

・２学期より、公開授業の研究協議後は「校内研だより」を発行し、研究協議で出された成

果や課題、指導主事からのアドバイス等を後で再確認できるようにした。全教科で取り組

む課題については内容を絞り、日々意識して取り組めるよう工夫した。

・授業参観者の授業力チェックシートにコメント欄を設け、今後自分の授業に生かしたいこ

とを記入し、それを通信に記載することで、他の教師がそこからヒントを得たり、教職員

の授業改善の意識向上につながるようにした。

・「高知県学力定着状況調査」の結果について、各教科部会で、各学年の教科における生徒

の強みや弱みを分析し、今後の改善策について確認した。その後、校内研の中で各教科か

ら分析結果を報告し、全体で情報共有した。また、全教科で取り組む改善策についても協

議・確認し、その後の全体の取り組みとなるようにした。

(３)－②各教科での言語活動の充実を図るための教科一覧表の作成

・２学期の初めに、言語能力や情報活用能力の育成に向けて、各教科の取り組みの進捗状

況を把握するために、各教科でどのように手立てを講じているのかを教科部会でまとめ、

教科主任会の中で確認した。その後、校内研の中で全体共有し、引き続き取り組みを進

めていくことを確認した。各教科部会で出された手立てについては、一枚の用紙にまと

め、他教科の取り組みも把握できるように工夫した。

(４)－①公開授業 年間５回

・研究授業の視点を明確にするため、視点を「言語能力や情報活用能力を育成することがで

きたか」「思考力や表現力を育成することができたか」において、指導案作成を各教科部

会の中で行った。また、作成した指導案が生徒の読解力の育成につながっているのかを確

認するために、指導主事を招聘し、指導や助言を仰ぎ、よりよい指導案の作成に生かした。

なお、研究授業の視点は、評価委員訪問での助言を踏まえ、１１月以降の研究授業につい

ては、前回の研究協議で出された課題を基に設定した。

・授業参観する教員の視点がぶれないようにするために、授業公開日の職員朝礼で、授業者

が本時の授業の視点について説明した。また、授業者のねらいが他の教員にも明確になる

ように、学習指導案に加えて、本時の指導事項に関わる学習指導要領の解説をコピーし、

全教職員に配付するようにした。

・授業後の研究協議は、協議の視点を確認した後、多くの意見が出るように、ワークショッ

プ形式で行った。また、協議の際のグループについても、多様な意見を出すために、各学



年部、年代別にバランスよくグループを組むように配慮した。視点を基に授業づくりが行

えていたかを確認するために、「良かった点」「課題点」についてそれぞれ協議を行い、そ

の後「課題点」の中から一つを選び、改善策を考えた。全体共有後は、推進教諭が今後の

取り組みの提案を行い、その後、指導主事からの指導・助言を受け、今後の研究の推進に

生かすよう確認した。

３.研究の成果と課題

（１）検証

指標 達成目標 検証結果

学力の定着状況

・定期テスト

定期テスト記述式問題

正答率６５％

７月 →１２月

国語７４％ 国語７８％

社会６６％ 社会６５％

数学４３％ 数学４４％

理科５９％ 理科５１％

英語７２％ 英語４４％

授業の評価

・授業力チェックシート

肯定的評価 生徒 3.9 以上

教師 3.8 以上

７月 → １２月

生徒 3.6 生徒 3.5

教師 3.1 教師 3.1

・生活・学習アンケート

［学習に関する意識（生徒・

教師）］

生徒 ８７％以上

教師 ９０％以上

（生徒）

・授業に意欲的に取り組んでいる

85.8％

・学習課題について自分で解こうと

努力している 93.3％

・自分で考え、友達と話し合って

解決している」 90.0％

・自分の意見や友達の考えをノート

に記録している」 87.5％

（教師）

・ノートづくりの指導をしている

71.4％

・指導方法の工夫を行っている

100％

・内容を読み取り、根拠を明確にし

て表現する等の取り組みを行っ

ている 66．7％

リーディングスキルテスト 正答率７０％以上 全体数値平均（６項目）

52.9％

学年別数値平均（６項目）

１年生 45.7％

２年生 51.9％

３年生 61.1％



（２）成果

○定期的な公開授業の実施

・年間を通して公開授業を行うことで、その後の研究協議で言語能力や情報活用能力の育成の

ための授業改善について共通理解を図ることができた。

・研究協議の視点を絞ったことで、協議の内容がぶれにくくなり、成果や課題が明確になった。

○言語能力や情報活用能力を育成する実践研究

・ノートに自分の考えを書かせる、考えの根拠を明確にする、教科の学習用語を使って説明さ

せる等の取り組みを各教科で行ったことで、授業アンケートにあるように、生徒の授業への

意欲向上や、書くことへの意識向上つながった。

・授業スタンダードについて、年度当初から校内研等の中で提案授業を行い、授業づくりにつ

いて全体で確認し、取り組んだことで、授業の中で生徒の「課題に対して自ら考える力」や、

「話し合って解決しようとする力」につながった。

・教員対象のアンケートから、ノート指導への取り組みの数値が他の項目より低く、全体とし

て取り組みに弱さがあったが、グッドノートの取り組みや各教科での自分の考えをノートに

書かせる指導等をきっかけに、以前に比べ教員のノート指導への意識が徐々に高まってきた。

○図書館資料等の計画的な活用と環境整備

・全教科で学校図書館活用年間計画表を作成することで、見通しをもって図書館資料・新聞を

授業の中で活用することができた。

・年度当初は、教科によっては図書館利用を活用した授業づくりにとまどう教員もいたが、教

科部会と図書担当・推進教諭が連携して、資料の選定を協議することや、公開授業等で他教

科の実践を知り参考にすることで、徐々に授業改善の意識が高まってきた。

・公共の図書館等と連携するために、図書資料について教科部会等で協議した内容を伝えるな

ど、密に連絡を取り合ったことで、豊富な図書資料を準備することができ、授業づくりに役

立てることができた。調べ学習で必要な情報を収集し、並行読書で更に知識を広げるなど、

生徒は授業を通して、多様な本と触れ合うことができた。

・教室前や玄関前のスペースに図書コーナーを設けるなど、環境整備の工夫をしたことにより、

生徒が気軽に本を手に取りやすい環境をつくることができた。ふだんから本を借りる習慣がない

生徒も本と触れ合うことができ、読書習慣を身につけさせるきっかけとなった。

学力の定着状況

・高知県学力定着状況調査

県平均＋８ 全国平均比－4.6

各教科正答率

（１年）全国比－4.0

国語－5.5 社会－2.7

数学＋2.0 理科－5.9

英語－7.8

（２年）全国比－5.2

国語－3.6 社会－4.6

数学＋0.5 理科－３．５

英語－14.7



（３）課題

○言語能力や情報活用能力を育成する実践研究

・全体的に「必要に応じて内容を正確に読み取る力」が十分に身についていない等の課題があ

る。正確に読み取るために、「大事だと思った表現には線を引く、グラフや図にはチェック

を入れる」などの取り組みも行ったが、生徒の情報活用能力の育成に十分つながらなかった。

・生徒の語彙力や書く力の育成を図るための手立てとして、「授業の中で教科の学習用語を使

って説明させる」「辞書を引かせる」等の取り組みを行ったが、定期テスト等の記述式問題

の正答率の結果から、十分な語彙力・書く力の育成にはつながらなかったことがわかった。

一般的な語彙や各教科で覚えなければならない学習用語が十分に身についていないことが、

リーディングスキルテスト等の読解力の低さにもつながっている。

○研究体制づくり

・教科によって図書資料を活用することに難しさがあり、それが授業改善への教員意識の差に

つながってしまった。教科部会の中で授業展開に苦慮している様子がうかがえたが、十分な

手立てを講ずることができなかった。

・教科主任会を定期的にもつことができなかったことで、各教科での取り組みの進捗状況を十

分に把握することができなかった。そのため、全体で取り組むべき手立て等の確認を定期的

に行えず、日々の授業に生かしきることができなかった。

・校内研だよりの発行が年度途中からとなり遅れてしまったことで、協議で出された課題や方

向性の確認が十分でなく、全教科で足並みを揃えることができなかった。

・授業スタンダードの徹底が不十分だったことで、生徒に学習の必然性をもたせるめあてや学

習課題を設定することができていない授業があり、生徒が受け身になっていることがあった。

・授業で活用する図書資料の選定が遅れてしまったことで、図書資料が十分に準備できないこ

とがあった。また、地域の図書館との連携より、資料は豊富に用意できても、それが単元に

有効であるかどうかの判断が難しい状況があった。

（４）次年度も継続する取り組み

○効果的な新聞及び図書館資料などの活用についての実践

・今年度の各教科「学校図書館活用年間計画」を基に、来年度の計画表を作成し、有効な図書

資料の選定を進め、各教科の読解力育成の向上を図る。

・公共の図書館と連携を図り、言語能力・情報活用能力の育成を図る授業づくりに向けて、効

果的な図書資料を豊富に用意できる体制を整える。

○言語能力や情報活用能力を育成する実践研究

・生徒の言語能力の育成を図るための手立てとして、ノートに自分の考えを書かせる、教科の

学習用語を使って説明させる、考えの根拠を明確にさせるなどの取り組みを、次年度も継続

して全教科で統一して行っていく。

・問題解決的な授業を目指し、学習の必然性がもてるようなめあての工夫や課題を設定する。

○研究体制づくり

・教科部会を週時程に位置付け、併せて教科主任会を定期的に持ち、全教科で協議する内容や

その後の改善策など、確認したことを足並みをそろえて取り組む体制をつくっていく。

・授業スタンダードの徹底を図り、「主体的で対話的で深い学び」の実践に向け、研修に取り

組んでいく。


