
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 土佐市立蓮池小学校

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

研究主題

「自ら学ぶ力」を身に付けた子どもの育成

～国語科を中心にした思考力・判断力・表現力を育む授業の創造～

本年度の研究のポイント

○図書資料や新聞を活用し，多様な言語活動を取り入れた単元づくり

（『主体的・協働的で深い学び』を目指した授業改善）

○チーム蓮池による OJT
（教育課程拠点校事業担当と「読み」を鍛える拠点校事業担当・外部人材の連携による人材育成）

○児童の自発的・主体的な学習を支援する学習・情報センターとしての学校図書館

（環境整備・学校図書館活用年間計画の修正・図書資料や新聞の計画的な活用推進）

○各種データを生かした加力指導

（図書資料や新聞を活用した読解力プリントの作成と実施）

○教科等横断的な視点に立ち，国語科で身に付けた言語能力を日常や他教科等に活用すること

（家庭科・理科・外国語・社会への広がりと実の場を設けること）

（１）思考力・判断力・表現力を育む授業づくりについての研究

○国語科を中心にした授業実践及び授業改善（１２回以上）

○語彙を磨き，語彙を豊かにしていくための指導研究

・国語辞典や百科事典等の利用指導 等

○先進校視察や講演会での研修

○全国学力・学習状況調査等結果分析，リーディングスキルテスト結果分析を踏まえた授業改善

（２）学校図書館活用の充実

○学校図書館活用年間計画の修正（国語単元別参考図書 等）

○学校図書館並びに図書資料を活用した授業の実施（国語科を中心に他教科等に広げる）

○学校図書館の環境整備（ ・排架 ・テーマ別展示 ・２Ｆギャラリーの展示）

○全校加力指導の際に，20 分間，図書資料や新聞資料を活用したプログラムを組む

（毎週火曜日 １・２年 15:00～ ３年以上 15:50～ ）

○出会いの企画 （・オーサービジット等）

○図書委員会の活動の充実

○コンクールへの応募（・読書感想文コンクール ・読書感想画コンクール 等）

○関係機関との連携

・土佐市民図書館（朝の読み聞かせ・・金曜，ストーリーテリング・・３回，学級文庫への排架）

・学校支援地域本部（夏休みの図書館開放） 等

（３）NIE の充実

○NIE 年間計画の修正

http://www.kochi


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）思考力・判断力・表現力を育む授業づくりについての研究

○国語科を中心にした授業実践及び授業改善（１８回以上）

教育課程拠点校事業担当（研究主任）と連携し，授業改善に臨んだ。一つの授業から広がりが持

てるような単元構成を進め，その中で，図書資料や新聞を今まで以上に活用し，多様な言語活動を

展開した。

・校内授業研究会（全校研・ブロック研・オープン授業）の実施

全校研（３回）

１A「くじらぐも」

３A「三年とうげ」

５A「大造じいさんとがん」

ブロック研（３回）

２A「お手紙」

４A「ごんぎつね」

６A「やまなし」 （評価委員訪問）

オープン授業（６回）・・・助言者：中内栄子先生

５月１１日・・１A「はなのみち」

５A「生き物は円柱形」

５月１５日・・２A「たんぽぽのちえ」

６A「時計の時間と心の時間」

５月１６日・・３A「こまを楽しむ」

４A「新聞を作ろう」

・教育課程拠点校事業研究発表会で提案授業（参加者 220 名）

６月２２日・・１A「大きなかぶ」

２A「ミリーのすてきなぼうし」

３A「もうすぐ雨に」

４A「一つの花」

５A「千年の釘にいどむ」

６A『鳥獣戯画』を読む

※本単元を組むにあたり、事前に助言者に授業参観をしていただいた。

・他教科等の授業研究

１０月・・・蓮池小学校外国語公開授業 参加者３０名

○新聞を活用した授業実践（国語科を中心に，他教科・他領域に広げる）

○NIE の環境整備（新聞読み比べコーナー・新聞資料のファイル化 等）

○NIE タイムの充実（毎週金曜 13:50～14:00） （H26 年度～）

・新聞ノート ・投稿 ・記事の紹介 等

○家庭との連携・・「家族 DE 新聞（毎月実施）」の取組継続（H27 年度～）

○コンクールへの応募

・新聞感想文コンクール

・高知新聞読もっかへの投稿

・新聞づくりコンクール

○関係機関との連携（ ・高知新聞高岡西販売所 ・学校支援地域本部）

（４）「読み」の力を鍛える組織的な校内研修の在り方についての研究

○各種データ等に基づいた授業改善（PDCAサイクル）
・児童による授業アンケート，授業力チェックシートの活用

○OJTによる人材育成
・教育課程拠点校事業担当教員と加配教員と担任による授業実践

・ワークショップ型事後協議

○教育活動に必要な外部資源（人的資源）の活用



２月・・高知県家庭科教育研究会・高知県消費者センターの共催

５A「めざそう買い物名人」

○語彙を磨き，語彙を豊かにしていくための指導研究

・国語辞典や百科事典等の利用指導を 等

（3年以上の全児童に国語辞典を教室に用意）

○先進校視察や講演会での研修

・土佐教育研究会の国語セミナーに全教員が参加

・全国図書館研究会への参加

7月に富山県で開催された全国図書館研究大会に，加配教員が参加（ｃｆ.報告書）

・初等教育研究会への参加

初等教育研究会を単独で持っており，毎年，二瓶弘行先生を講師に招聘している。

５月１８日に開催した研究会には，４０名の参加があった。

・学校図書館を活用した「読み」を鍛える拠点校の公開授業に参加

横内小学校で開催された公開授業に，研究主任と加配教員が参加。

・「授業づくり研究会 in 姫路」への参加

二瓶弘行先生が中心となる研究会に，１名参加。

○全国学力・学習状況調査等結果分析，リーディングスキルテスト結果・分析を踏まえた授業改善

・全国学力・学習状況調査については，全員で問題を解き，改善策を考えた。そこから見えてき

た３点の課題について，以下の取組を行った。

① 語彙力の弱さ

教室での辞書の活用を加速するとともに，新聞記事を使った語彙問題を加力指導の

時間におこなった。

② 目的や意図に応じて内容の中心を明確にして詳しく書くこと

火曜日の加力指導の際に，加配教員が準備した読解問題を解く。その際のベースに

なるものは，「高知県読み物資料集」や「新聞」等であるが，「読売ワークシート」や

「高知新聞高岡西販売所作成のシート」を活用することもあった。

③ 予習・復習の短さ

全国平均が 62.7 に対して，本校は 55.7 だった。そこで，３年生以上の児童に対し

て，２学期より，翌日の学習課題を知らせておき予習を推奨する取組をスタートさせ

た。特に６年生の多くが予習をノートに書くようになっている。

（２）学校図書館活用の充実

○学校図書館活用年間計画の修正

年間を通して，学校図書館年間計画の見直しを行っている。

○学校図書館並びに図書資料を活用した授業の実施

読書に親しむ活動や授業での図書資料活用を，図書支援員と連携して行った。国語科の実践が，

他教科等に広がりを見せている。

○学校図書館の環境整備

・排架 ・テーマ別展示 ・２Ｆギャラリーの展示（季節ごとにテーマを決めて展示している。

○全校加力指導の際に，２０分間，図書資料や新聞資料を活用したプログラムを組む

本年度よりスタートさせたプログラムである。全国学力・学習状況調査の結果より，語彙力の

弱さや要約力の弱さ等が課題となっており，火曜日の加力指導の際に，加配教員が準備した読解

問題を解く。その際のベースになるものは，「高知県読み物資料集」や「新聞」等であるが，「読

売ワークシート」や「高知新聞高岡西販売所作成のシート」を活用することもあった。

（毎週火曜日 １・２年 15:00～ ３年以上 15:50～ ）

○出会いの企画

・オーサービジット（村岡マサヒロさん）

授業で使用した教材は、高知県消費者教育推進計画

を推進するために、「小学校における消費者教育教

材作成委員会」において検討中のものを活用



○図書委員会の活動の充実

・１０月の目標「本をたくさん読もう」を達成した児童に「手作りしおり」をプレゼントした。

・３学期には，図書委員会主催の辞書引き大会を開催した。

○コンクールへの応募

・読書感想文コンクール（H30 年度・・優秀校， 優秀・・1作品 優良・・1作品）

・読書感想画コンクール

○関係機関との連携

・土佐市民図書館との連携

朝の読み聞かせ（金曜 8:25～8:40） （年間２８回）

ストーリーテリング（各学期に１回）

学級文庫への排架

学習の成果物を市民図書館に展示していただくこと

（５年・・・本の帯，６年・・・宮沢賢治の作品新聞）

並行読書用の書籍の収集を依頼

・学校支援地域本部との連携

夏休みの図書館開放は，１２日で，延べ３００名が利用した。この取組は，平成 27 年度

よりスタートさせており，子どもの居場所づくりとしての意義も大きい。

（３）NIE の充実

○NIE 年間計画の修正

NIE 年間計画の修正は，適宜おこなっている。タイムリーなものにしていきたい。

○新聞を活用した授業実践

平成 26・27 年度に NIE の指定を受けたことを契機として，国語の授業を中心として新聞の活

用をおこなってきた。特に，国語科では，言語活動の一つとして，新聞づくりを取り入れ実践が

多い。また，社会科・家庭科・理科でも新聞づくりをおこなう動きが定着してきた。

○NIE の環境整備

本校は，４社の新聞（高知新聞・朝日小学生新聞・毎日ＫＯＤＯＭＯ新聞・産経新聞）を取っ

ている。図書支援員は加配教員との連携で，新聞読み比べコーナーへの掲示や新聞資料のファイ

ル化を進めている。

○NIE タイムの充実

毎週金曜日の 13:50～14:00 の１０分間を NIE タイムとして，新聞に親しむ時間を取っている。

「読もっか」への投稿，お気に入りの新聞記事の紹介，新聞ノートづくり等，取組は様々である。

○家庭との連携「家族 DE新聞」

「家族 DE 新聞」は，本校が NIE の指定を受けた平成 26 年度からスタートさせ，現在も続いて

いる取組であり，学期に２～３回行う。加配教員は，高知新聞の記事から「低学年向きの記事・

高学年向きの記事」を４～６点選び，プリントをして各家庭に配布。配布された記事の中から，

親子で記事を選択して，同じ記事を読み，意見を交換する。そして，その声が学校に届き，加配

教員が作成した通信を学級で読み合い交流する。本校では，「家族 DE新聞」を通して，親と子ど

もをつなぎ，学校と家庭をつなぎ，そして，子どもと子どもをつないでいる。また，ゆるやかな

がら，読解力の向上につながる取組として大切にしている。

○コンクールへの応募

・新聞感想文コンクール【全校児童】

H30 年度 優秀校 （H26～H29 年度４年連続学校奨励賞）

・学校新聞づくりコンクール【低高で１作品ずつ応募】

「特選(H27・H28年度)，入選「H27・H28・H29・H30年度」
・高知新聞読もっかへの投稿【全校児童】

「ありのまま賞（H26年度）」「最多掲載賞（H27年度・H29年度）」「個人賞（H28年度）」
○関係機関との連携

・新聞社（高知新聞高岡西販売所）

・学校支援地域本部

（４）「読み」の力を鍛える組織的な校内研修の在り方についての研究

○各種データ等に基づいた授業改善（PDCAサイクル）



・子どもによる授業アンケート，授業力チェックシートの活用

○OJTによる人材育成
・教育課程拠点校事業担当教員によるモデル授業の実施

・加配教員と担任による授業実践

・ワークショップ型事後協議

○教育活動に必要な外部資源（人的資源）の活用

・桃山学院教育大学 二瓶弘行先生（初等教育研究会・教育課程拠点校事業研究発表会）

・元初月小学校長 中内 栄子先生（中内研の講師・教育課程拠点校事業研究発表会）

・高知市学力向上アドバイザー 片岡 忠三先生（教育課程拠点校事業研究発表会）

・高岡第一小学校教諭 小濵 みほ先生（教育課程拠点校事業研究発表会）

・童話屋編集長 田中 和雄さん（「のはらうた」の取組）

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

・ワークショップ型事後協議で

の授業評価

・研究発表会 参加者評価

・全国学力・学習状況調査，高

知県学力定着状況調査，NRT
等の分析と活用

・市販テスト等で学力定着状況

の把握

○国語科において思考力・判断

力・表現力を育む授業づくりが

できる。

・授業力チェックシートの平均

3.5 以上。

・「研究大会で学ぶことがあっ

た」90％以上

・全国学力・学習状況調査，

NRT(全国標準学力検査)，高知県

学力定着状況調査において，全

国値や正答率を３ポイント以上

上回る

☆授業力チェックシート

(児童）教材研究 3.4→3.6

授業構成 3.3→3.6

指導技術 3.5→3.6

児童理解 3.7→3.8

(教員) 教材研究 2.8→3.4

授業構成 2.8→3.3

指導技術 2.9→3.2

児童理解 3.0→3.2

☆研究大会参加者アンケート

「学ぶことがあった」100％

☆全国学力・学習状況調査・・・

国語Ａ（＋3.7Ｐ）,国語Ｂ（＋

11.9Ｐ）,算数Ａ（＋6.5Ｐ）,

算数Ｂ（＋2.5Ｐ）。

☆NRT・・・学校全体の教科総

合（＋1.7) ,国語（＋2.5）。

☆高知県学力定着状況調査(自

校採点)・・・4年国語（＋1.0P）,

5 年国語（－4.7P）。

・授業時における図書館及び図

書資料利用率

・授業力アンケート

・日常生活での言葉の力の高ま

りを評価（学校支援地域本部

による評価）

・土佐市学校評価基準

○図書館活動・NIE で「読み」

の力を鍛えている。

・ 学校図書館を活用した授業の

実施が，月３回以上

・図書の貸し出し数 前年比

２％増

・授業時における図書館や図書

資料・新聞資料の活用

前年度比２％増

・図書館実施回数月３回以上

・貸し出し数 55 冊

（土佐市Ａ基準 40 冊）

・図書資料・新聞資料を活用し

ている単元 100％

・毎週新聞を活用 100％



（２）成果

○授業が変わる

・教育課程拠点校事業担当（研究主任）と加配教員（研究副主任）が単元計画作成段階から関わる

ことで，授業のゴールイメージを明確にした評価規準の精度が上がり，手立ても明確になった。

図書館資料や新聞等を活用して児童の言語能力及び情報活用能力を育成する過程において，児童

が「どのように学ぶか」により意識を向けた授業改善が日々行われ，「自ら学ぶ力」を育てる方

向に，チーム蓮池のベクトルがそろってきた。

・全国学力・学習状況調査より，本校児童の「予習・復習の時間の短さ」課題となっていた。そこ

で，２学期より，３年生以上の学年で「次の日の学習課題の予習」を組み入れてみた。個人差が

大きくあるものの，家庭での学び（主にノートづくり）を授業に生かす児童の姿が多くなってき

た。

・毎週，新聞を活用している学

級 100％

・新聞投稿による高知新聞掲載

数 50回

・新聞掲載数 57 回

・日常実践の共有化

・授業力チェックカード

・Q―U満足度チェック

・学校組織意識調査

・学校評価アンケート調査等の活

用（保護者・児童・教職員・地域

の評価）

○授業力向上を目指した組織的

な校内研修が展開されている。

・「研究が系統的に進んだと実感

できる（教員）」肯定的回答 90％

・様々な方法で，研究の成果を

発信できている。

☆「研究が系統的に進んでい

る」100％

☆学校組織アンケート

・教育振興計画の方向性に沿

って学校経営計画を立て，職

員と方針や計画を共有してい

る。(4.9)

・現状分析と課題把握が行わ

れており，課題解決に向けた

戦略を描くことができてい

る。(4.5)

・課題解決のための PDCA をし

っかり回すことができてい

る。 (4.3)

・チーム会を定期的に開催。

日常的に若年教員が先輩教員

に指導を仰ぐなどの OJT 機能

が活性化され，チームで授業

力向上に努めている(4.5)

・学習指導要領を理解し，必

要な力を伸ばすための授業研

究が全員で行われている。

(4.5)

・学力調査等をしっかり分析

して課題を明確にすると同時

に，取組の改善を図っている。

(4.6)



○授業改善による児童の変容

・学期を追うごとに「授業力チェックシート」の改善値が高くなった。その中にあって，板書や児

童理解の項目は，年度当初より高い数値を保っている。普段から，担任が児童の様子や理解度を

しっかり見取ろうとしているからであろう。また，国語意識アンケートでは，「国語が好きです

か」の肯定的回答 82％，「友達の意見を聞くとやる気がわいてきますか（主体的・対話的な授業

の観点）」の肯定的回答 88％，「単元の終わりに新しい発見があるか（深い学びの観点）」の肯定

的回答 89％以上であった。このことからチームでの働きかけが，少しずつ児童に浸透しているこ

とがうかがえる。

○データ分析・授業改善・研修等を通して，教職員の研究のベクトルが合う。

・学校組織アンケートでは，「教育振興計画の方向性に沿って学校経営計画を立て，職員と方針

や計画を共有している」は，4.9 であった。学校経営計画に主な実践項目を載し，PDCA を回

してきた成果だと捉えている。

・外部資源を活用して，研修をフルにおこなったことは有効であった。

・図書資料や新聞の活用に対する教員の意識は，確実に伸びている。

○国語の授業で身に付けた言語能力や情報活用能力を，他教科等の学習でも活用できるような力を育

てるための教科等横断的な視点を持ったカリキュラム・マネジメントが確立にむかっている。

（３）課題

・教材研究や単元構成を考える時には，児童の実態に応じた課題・めあて・発問・板書を考え

る。意図的な話し合いやグループ活動を取り入れて，「自分たちでできた」「もっと知りたい。

調べたい」と，児童が思えるような授業構成をしたい。教員は，授業中の児童一人一人の見

取りや支援，声がけができるような指導を継続する。

・授業力チェックシートの結果では，年度末に 3.5 で留まっている項目には，児童の自主性や自己

表現に関するものが多い。このことから，与えられたことはきちんとできるが，自ら考え，意思

決定し，表現する経験を今以上に意図的に設けていくことが必要ではないかと考える。そのため

には，図書資料や新聞等を活用する必然性や必要性を持たせて，資料を自分で選択できるような

場を単元で設けられるように構成を図りたい。

（４）次年度も継続する取組

○思考力・判断力・表現力を育む授業づくりについての研究

・図書資料や新聞を活用し，言語活動を充実した単元づくりと授業改善

・語彙を磨き，語彙を豊かにしていくための指導研究（国語辞典や百科事典等の利用指導）

・全国学力・学習状況調査等結果分析を踏まえた授業改善

○学校図書館活用の充実

・学校図書館活用年間計画の修正

・学校図書館並びに図書資料を活用した授業の実施（国語科を中心に他教科等に広げる）

・学校図書館の環境整備

・全校加力指導の際に，20 分間，図書資料や新聞資料を活用したプログラムを組む

・出会いの企画（オーサービジット）

・コンクールへの応募（・読書感想文コンクール ・読書感想画コンクール 等）

・関係機関との連携（土佐市民図書館・学校支援協働本部）

○NIE の充実

・日常生活に新聞を活用した授業実践（国語科を中心に，他教科・他領域に広げる）



・NIE の環境整備（新聞読み比べコーナー・新聞資料のファイル化 等）

・NIE タイムの充実（毎週金曜 13:50～14:00） （H26 年度～）

・家庭との連携・・「家族 DE 新聞（毎月実施）」の取組継続（H27 年度～）

・コンクールへの応募（・新聞感想文コンクール・読もっかへの投稿 ・学校新聞づくりコンク

ール）

・関係機関との連携（新聞社・学校支援地域協働本部）

○「読み」の力を鍛える組織的な校内研修の在り方についての研究

・各種データ等に基づいた授業改善（PDCAサイクル）
・子どもによる授業アンケート，授業力チェックシートの活用

・OJTによる人材育成
・ワークショップ型事後協議

・教育活動に必要な外部資源（人的資源）の活用


