
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）国語科における図書館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を図る授業実

践の研究

①公開授業・研究授業

今年度は、国語科の研究授業を１３回し、実施、改善のサイクルを何度も回すことで、研究を積

み上げた。教材研究や指導案の検討は各ブロック、研究授業前は授業実施学年など、常にチームで

学校名 宿毛市立宿毛小学校

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

研究主題

生きて働く読解力の育成

～キャリア発達を促す探究的な授業づくりを通して～

本年度の研究のポイント

○チーム宿毛小として全教職員が主体的・対話的に研究に参画する仕組の確立

〇図書館資料及び新聞の活用

〇明確な単元構想をもとにした授業づくり～児童とともに作る単元構想図～

〇資質・能力ベイスの授業づくりに向けためあてとまとめの研究

〇語彙力の育成

〇児童の思考の足跡が残るノートづくり

（１）国語科における図書館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を図る授業実

践の研究

① 公開授業・研究授業

・公開授業年間３回（低・中・高ブロック各学年１学級公開）

・研究授業（年間１学級１回以上）

・講師招聘による授業研究（年間１３回）

② 授業分析及び各種調査やアンケート分析に基づく授業改善

③ 全国学力・学習状況調査結果および高知県学力定着状況調査結果の分析と指導の重点化

④ 教科の中での図書館資料の効果的な活用

⑤ 明確な単元構想をもとにした授業づくり～児童とともに作る単元構想図～

⑥ 資質・能力ベイスの授業づくりに向けためあてとまとめの研究

⑦ 読解力を測るリーディングスキルテストの結果分析

（２）全学年で取り組む国語辞典を活用した語彙力の育成

① 帯タイムによる語彙力・読解力の育成

② 朝の読書タイムの充実（週１回は新聞を読む取組）

③ 国語辞典の活用指導

（３）児童の思考の足跡が残るノートづくりの研究

①各学年に応じた系統的なノートづくりの定期的な検証

（４）ＰＤＣＡサイクルに基づいた学校図書館教育年間計画等の評価検証

①他教科や総合的な学習の時間による図書館資料や新聞の活用

②各種コンテストへの取組

（５）学校図書館年間活動計画に基づいた読書活動の推進

①読書活動に関するアンケートの結果分析及び課題解決に向けた取組の実施

②学級ごとの目標冊数の提示や評価



授業づくりを行い、改善点を踏まえた学習指導案の検討を行った。

研究授業後は各ブロックで研究協議の視点に沿ってＫＪ法で話し合いを行い、全体で共有した後、

明日から全員で取り組んでいくことを決め、確認し合った。

今年度、全員で取り組んでいくこととして決定したことは以下の３点である。

この３点の取組については、学期末に検証を行い、学校全体で確認しながら取り組んだ。

②授業分析及び各種調査やアンケート分析に基づく授業改善

児童のふり返り表と授業力チェックシートに基づいた授業分析を年間３回行い、改善を図った。

改善策はどの学年も確実に実践し、再度検証することで、実施→検証→改善のサイクルを回した。依

然として指導技術・児童理解の項目において授業者と参観者の数値の差があるが、課題が残る部分に

関しては、次年度も取組を続けることにより改善を図ることを確認した。

③全国学力・学習状況調査結果及び高知県学力定着状況調査結果の分析と指導の重点化
全国学力・学習状況調査及び高知県学力定着状況調査は、全教員を各教科でチームに分け自校採点

と結果分析を行った。

全国学力・学習状況調査は自校採点後分析をした後、各学年で課題に対する具体的取組を決めた。

各学年の学力向上の手立ては、学期末には数値目標と照らし合わせて検証を行った。８月には、結果

をもとに国語は「読み」を鍛える授業づくり部会で、算数は学力向上部会で、理科は理科主任を中心

とした理科担当教員で再度分析を行い、各教科でのミニ研修を企画、立案、実施し、弱さの見られた

問題をもう一度全教員で解くなどして課題を共有し、改善のための手立てを明確にし、全学年で取り

組んだ。

高知県学力定着状況調査は自校採点後、到達率９０％以上のものを指導の強み、６０％以下のもの

を指導の弱みとして、その要因を分析した。「読み」を鍛える授業づくり部会で、国語・算数・理科

に共通して見られる本校の課題とその手立てを全体に提案し、３学期の授業づくりに生かした。

さらに、各学年で課題の要因に対する具体的取組を決め、年度末には取組ができたかどうかの検証

を行うこととしている。また、年間を通しての学力向上計画を全教職員で共有し、検証結果を受けて

加筆、修正を加えながら全教職員で取り組んだ。

④教科の中での図書館資料の効果的な活用
４月の校内研修で、学校図書館教育年間計画に基づいて図書資料の選択と配架場所の確認を行った。

全学年で教科の中で図書資料を活用した授業を実施することとし、１学期末には年間計画に沿って検

証と評価を行った。

図書資料の活用を計画している単元の導入前には、教室前の廊下などに関連図書のコーナーを設け

るなどし、並行読書に取り組むことができるようにした。一人一冊は手にできるよう、本を購入した

り、市内外の公共図書館の貸し出しを活用したりするなど、図書資料の充実を図ってきた。

また、単元を通して行った言語活動の成果物は、宿毛市立坂本図書館にも掲示してもらい地域のた

くさんの方々にも見ていただく機会とすることで、授業での学びと実社会とのつながりも児童が実感

できるよう取り組んだ。

⑤明確な単元構想をもとにした授業づくり～児童とともに作る単元構想図～

単元の導入時には、ゴールイメージを明確にするとともに、単元全体の見通しを持たせるために、

言語活動のモデルや学習の流れを提示するとともに付けたい力を確認してきた。これまで教師主導で

単元構想図を提示していたが、３学期からは単元でどんな力を付けたいかを児童と一緒に考えること

を始め、次年度からは全単元でより主体的・対話的で深い学びにつながるように児童とともに単元構

想図を作成していく。

〇家庭学習を授業に生かすことでさらに読みを深める。【第１回公開授業以降の重点的取組】

〇対話の強化

視点の明確化、ペア・グループ学習の手引きを活用する。【第２回公開授業以降の重点的取組】

〇情報（友だちの考えを含めた）を選択し、比較する授業づくりを行う。

決められた時間の中で、書く、読む、考える等の活動を行う。時間延長をしない。（高学年）

【第３回公開授業以降の重点的取組】



⑥資質・能力ベイスの授業づくりに向けためあてとまとめの研究
２学期から資質・能力の育成に向けた授業づくりのために、国語科一単元分のめあてとまとめの作

成を学年で行い、実施・検証して次の単元につなげてきた。７月３０日の校内研修で西部教育事務所

の間指導主事より「どう変える？新学習指導要領がめざす授業」として講話をしていただき、講話の

中から、これまでの内容ベイスの授業から、資質・能力の３本柱の育成に向けた能力ベイスへの授業

に向けて、今後どのような転換を図るべきかを学び、授業づくりの方向性を全教員で共有した。

講話を受け、「読み」を鍛える授業づくり部会より全体に２学期から国語の授業のめあてとまとめ

の改善を図るために、「本時で育成したい資質・能力をまとめとし、まとめからめあてを考える」「め

あてには言葉による見方・考え方を入れる」ことを提案した。「読み」を鍛える授業づくり部会の提

案を受け、めあては、『～【言葉による見方・考え方】をもとに（を通して、に基づいて等） し

よう』という形で作成することを確認した。また、９月５日の校内研修では各学年で国語科一単元分

のめあてとまとめの作成を行った。まず単元のゴールを決めるため、新学習指導要領で指導事項を確

認したうえでつけたい力を話し合い、１単位時間のめあてとまとめを考えた。各学年から提出された

「めあてとまとめ」一覧表を確認し合い、めあてに言葉による見方・考え方が入っていなかったり、

めあてとまとめの整合性が図れていない部分は再度修正していくなど、めあてとまとめの作成を通し

て、資質・能力ベイスの授業づくりを進めた。

⑦読解力を測るリーディングスキルテストの結果分析

リーディングスキルテストの実施前には、実施の趣旨を全教職員で確認したうえで、実際にテスト

を体験し、出題されている問題から求められている力を共有し合った。テストの結果は、「読み」を

鍛える授業づくり部会で分析し、本校の強みと弱みを洗い出し、課題点については校内研修で全体へ

問題提起した。

◆分析の概要（○：成果、●：課題）

○係り受け解析及び照応解決の数値が全国平均を上回っていることから、文の構造を正しく認識

するといった、読解の最も基礎となる能力は概ねついていると考えられる。

●推論及びイメージ同定の数値が低く、既存の知識の活用ができていない。また、新知識と常識

に基づいて論理的に推論することで、一つの知識を拡張していく力に弱さが見られる。学習の

中でつけた力を様々な場面で汎用することができていないことが分かる。

◆改善策

課題に対する手立てを「今日学習したことがどのような場面で使えるかを児童にふり返らせ

る」「めあてとまとめにこだわる」ことと決め、全教員で取り組んだ。

（２）全学年で取り組む国語辞典を活用した語彙力の育成
①帯タイムによる語彙力・読解力の育成

帯タイム（１５分）に取り組む内容を全校で曜日ごとに統一して取り組んだ。語彙力の育成に向け

て、特に月曜日は言語についての知識・理解・技能を習熟する「ことばのきまり」の学習、金曜日は

読むことを中心とした活用問題に取り組んだ。

②朝の読書タイムの充実（週１回は新聞を読む取組）

学校図書館に設置している新聞の活用率が低かったため、各教室に新聞コーナーを設け、児童がす

ぐ新聞を手にできる環境を整えたり、学年で決めた曜日の朝読書の時間に新聞を活用したりするなど、

新聞を読む機会を増やしたり、児童が新聞に慣れ親しむ環境を整えた。さらに、新聞記事を読んでい

て分からない言葉は辞書で意味を調べることを取り入れたり、朝の会で気になる新聞記事のスピーチ

や、投書を書く取組を取り入れたりした。

今年度の全国学力・学習状況調査の結果と児童質問紙から、テストの平均正答率と新聞を読む児童

の割合を比較すると、「新聞をほぼ毎日読んでいる」と答えた児童の正答率が「ほとんど、または全

く読まない」と答えた児童の正答率を大きく上回っており、学力との相関関係が大きいことが分かる。

そのため、校内研でも新聞の積極的な活用を確認し、家庭へも通信を通じて新聞を読むことを呼びか

けたり、新聞を活用した問題を作成し、帯タイムで活用したりするなど、朝の読書タイム以外に新聞

に慣れ親しむ機会を広げる取組も行った。



③国語辞典の活用指導

年度初めに「読みを鍛える授業づくりって？～語彙力を育成するために～」として教職員でワーク

ショップを行い、子どもたちの語彙力を育成するためにどのような取組や授業づくりを行うか“語彙

力を育成するための具体的取組”について各ブロックの意見を聞き、本指定事業に向けた教職員ベク

トルを合わせた。また、その場で出された教職員の意見から、研究の方向性と明日から取り組むこと

として、「各学年に応じた国語辞典の活用による語彙力の育成」と決め、研究に着手した。

低学年は国語辞典の使い方指導を行い、中学年は国語辞典で調べる習慣を付けてきた。また、高学

年は調べた言葉をスピーチやふり返りの中で活用した。３学期から低中学年は調べた言葉をファイリ

ングして残す「言葉の貯金」を、高学年は「語彙手帳」の取組にも着手し、国語辞書の活用が広げた。

（３）児童の思考の足跡が残るノートづくりの研究

①各学年に応じた系統的なノートづくりの定期的な検証

昨年度に引き続き「思考の足跡が残るノートづくり」をめざして、ノートづくりの研究に取り組ん

だ。年度当初に、各学年のモデルノートを示し、目指すノートとして児童とも共有し合ったことで、

児童自身もノートづくりへの意識が高まった。

今年度は研究仮説に沿った視点でノートづくりに取り組んだ。校内研のノートの見合いの場では、

持ち寄ったノートを一人ひとりが手に取り視点に沿ったノートづくりができているかどうかを見合

い、その後、視点に沿ったノートづくりができたかどうかをブロックでふり返り、各学年で次回まで

に取り組む視点と単元を決めることで、協働的、継続的なノートづくりを進めてきた。

（４）ＰＤＣＡサイクルに基づいた学校図書館教育年間計画等の評価検証

①他教科や総合的な学習の時間による図書館資料や新聞の活用

国語以外の教科や総合的な学習の時間による図書館資料や新聞を、学校図書館教育年間計画に基づ

いて活用し、学期末には年間計画に沿って検証と評価を行った。活用の更なる充実に向けて、計画は

加筆修正を加え、次年度へつなげていく。

また、推進教諭は１～４年生は週に１時間、５、６年生は月に１時間、図書の授業の中でＮＤＣや

図書館の配架をはじめ、図鑑や百科事典の目次や索引の活用の仕方、新聞活用など学び方指導を行っ

た。昨年度作成した情報活用能力育成年間指導計画に基づいた指導を行ってきたが、各学年で育成す

る情報活用能力が系統性のあるものになっているか、学期末には加筆・修正を行った。図書の授業の

中だけでは学び方の習熟は難しく、各教科の中で繰り返し行うことで身に付けることができると考え、

指導した内容を担任に伝え、学級でも取り組んでいけるよう連携を図った。

②各種コンテストへの取組

各種コンテストは、新聞感想文コンクールに５・６年生が、新聞づくりコンクールに全学年が取り

組んだ。新聞づくりコンクールに向けては、高知新聞社編集局の高本浩史さんを講師に招き、３年生

が新聞づくりを学習した。また、校内研で『子どもを伸ばす新聞活用』として新聞作り研修会を行っ

た。新聞を活用する中で「読み」を鍛えることができるという点が特に本校の研究を進める上でたい

へん有効であると考え、具体的な実践を通して活用の方法を学び、授業や研究の取組に生かした。

（５）学校図書館年間活動計画に基づいた読書活動の推進
①読書活動に関するアンケートの結果分析及び課題解決に向けた取組の実施

昨年度の学校評価アンケートにおける家庭での読書習慣に関する肯定的評価は、児童は８３．３％、

保護者は５７．８％であった。家庭でも読書ができていると答えた児童の割合は高いが、保護者の肯

定的評価は低く、家庭での読書の推進が課題だと捉え、今年度から全校統一の生活日誌「すくすくノ

ート」に読書の欄を設け、読んだ本の題名や読書時間を記入させ、家庭との連携した読書活動に取り

組んだ。

②学級ごとの目標冊数の提示や評価

４月には学校図書館全体計画及び学校図書館年間活動計画を見直し、修正を行った。特に学校図書

館年間活動計画のそれぞれの活動をより明確にし、読書活動や関連行事等を通して、子どもたち一人

ひとりに読書の楽しさを味わわせ、読書意欲を高めるために図書館関係行事と司書教諭の活動、委員

会活動に分けて見直した。また、学級担任に声かけをしてもらうなど連携を図るために、月の半ばと

終わりに読書状況を各担任に知らせたり、読書冊数の多い児童はベストリーダーとして表彰したりす

るなど評価を行う機会を増やすことで、読書への興味・関心を高める取組を行った。



３.研究の成果と課題

（１）検証

（２）成果

①全教職員が主体的・対話的に研究に参画する研究体制の構築

昨年度までは授業研究部会と児童理解部会の２部会で研究を進めてきたが、今年度は体制を見直

し「読み」を鍛える授業づくり部会等を加えた５つの部会で研究を進めてきた。研究目的や内容を

細分化したことにより、部会の役割がより明確となった。また、人数が少人数となったことで全員

が意見を積極的に出し、話し合いが進められるようになり、教員一人ひとりがより主体的に研究に

参加することができた。

②アンケート分析に基づく授業改善

各学力調査や授業力チェックシートなどを活用して、実践したことの検証を学期ごとに行い、分

析から明らかになった課題と改善策を全教職員で取り組むことでＰＤＣＡサイクルが回り、授業改

善が促進された。このことは、年度末の児童用の授業力チェックシートは、教材研究、授業構成、

指導技術、児童理解すべての項目において３．６ポイント以上であり、全設問における児童の肯定

的評価は９０％以上であったことからも授業改善の成果が見える。

③資質・能力の育成を目指した授業づくり

授業者・参観者ともに設問 2「学習指導用要に基づき、何ができるようになるか、そのために何

をどのように学ぶのかを明確にした、目標やめあてを設定している」において年度当初から０．３

ポイント以上向上した。これは、資質・能力ベイスのめあてとまとめの研究を通して、何ができる

ようになるか、そのために何をどのように学ぶのかを明確にしためあての設定を行うことができた

成果である。また、付けたい力を児童とともに考え、明確化することで学習に対してより意欲的に

取り組む児童の姿が見られた。

④図書資料や新聞の積極的な活用

児童の授業力チェックシートの設問７「図書の本や新聞などを使って調べたり話し合ったりする

学習を行うことができた。」は年度当初に比べて肯定的評価が３．４％高くなった。また、教師の授

業力チェックシートにおいても設問９「児童生徒の知識や考えを広げたり、深めたりするために、

指標 達成目標 検証結果

平成３０年度高知県学

力定着状況調査

（自校採点）

平成３０年度高知県学力定着状況

調査の５年生国語科で７５％以

上、記述式問題で６０％以上、言

語についての知識・理解・技能の

観点で８０％以上の正答率。

５年国語 ７３．５（＋２．４）

算数 ６５．６（＋１１）

理科 ７３．１（＋３．７）

（ ）内は全国平均比

＜記述式問題＞

６８．１％

＜言語についての知識・理解・技能＞

７４．２％

ＣＲＴ 平成３０年度全国学力学習状況調

査の結果を分析し、課題となる領

域の改善を図る。CRT において全

国平均３ポイント以上。

６年国語 ７１．４％（＋０．２）

・伝統的な言語文化と国語の特質に関

する事項 ７１．６％（＋０．４）

・書くこと ７５．９％（－０．２）

・読むこと ６１．３（－１．２）

（ ）内は全国平均比

授業力チェックシートの

肯定的評価の上昇

児童用の肯定的な評価を１回目

（５月）より上昇させる。肯定的評

価の全項目８０％以上。

教材研究の項目において1回目（６月）

３．６から３回目（２月）３．７と上昇し

た。肯定的評価は全項目で９０％以

上。

授業における学校図書

館活用の計画的な実

施

学校図書館活用回数が学期に３

回以上、年間１０単元以上。

各学級で学期に３回以上、年間１０単元

以上活用することができた。

新聞づくりの取組 学校新聞づくりコンクールの全員

参加。

学校新聞づくりコンクールに全員が参

加した。



図書館資料や新聞等を効果的に活用している。」は年度当初に比べ肯定的評価が６．６％高くなった。

このことから、図書資料や新聞の積極的な活用が図られたことが分かる。また、抵抗なく記事を読

んで問題に取り組む児童の姿が見られるようになったことは、新聞を読む取組の成果である。

⑤豊かな語彙力を基盤とした学力の向上

語彙力の育成を目指した取組を行うことで、「言語についての知識・理解・技能」はＣＲＴの１、

２、３、６年生、高知県学力定着状況調査の４、５年生において全国平均を上回った。また、高知

県学力定着状況調査では、全ての教科で全国平均を上回り、特に国語科では４年生が＋０．１、５

年生が＋２．４、県平均を上回ったことからも、今年度の研究の取組を通して基盤となる語彙力の

向上したものと捉えている。

⑥読書活動の推進を目指した図書担当と学級担任の連携

１学期の読書冊数の到達は８２．６％、２学期は８１．４％と目標としていた８０％を超えるこ

とができるなど児童の読書量が増加しており、短いスパンで児童の読書状況を学級担任に知らせる

ことで、読書量の把握ができ児童への声かけ等の取組が成果につながったと捉えている。

（３）課題

①対話の強化

授業力チェックシートの設問６「ねらいを達成するために、話し合いや交流の目的を明確にし

ている。」は年度当初の３．５ポイントから０．１ポイント高くなったが、児童が交流を行う場面

において友達の考えと比較して自分の考えを話したり、「それってこういうこと？」などの問い返

しを行ったりする姿は少なく、対話の強化を図っていく必要がある。

②情報を読み取り活用できる能力の育成

高知県学力定着状況調査の結果から、複数の情報を読み取る力が弱いことが分かった。また、

学び方指導は行っているが、たくさんの図書資料等の中から必要な情報を見付け、活用する力に

課題がある。

③書かれてあることを確実に読みとる力の育成

高知県学力定着状況調査の結果から、問いをおさえて正しく読み取ることに課題が見られた。

ＣＲＴからも「読むこと」に課題の残る学年もあることから、書かれてあることを確実に読みと

る力の育成を目指す。

④条件をおさえて書く力の育成

高知県学力定着状況調査の結果から、記述式問題では４年生は県平均に０．３ポイント、５年

生は１ポイント届かなかった。条件をおさえて書くことに弱さが見られるため、書いたものを条

件と照らして確認したり読み直したりする習慣を付けることで改善を図る。

（４）次年度も継続する取組

①明確な単元構想をもとにした授業づくり～児童とともに作る単元構想図～

今年度３学期は、単元を通して付けたい力を児童と一緒に考え単元構想図の中に明記した。こ

れまで教師主導で単元構想図を提示していたが、より主体的、対話的で深い学びにつながるよう

に来年度からは児童とともに単元構想図を作成していく。

②ゴールの具体化

言語活動を教師が実際に作って中身を吟味し、表現してみることで、付けたい力に最も適した

質の高い言語活動を設定する。単元導入時には、言語活動のモデルを示すことで、児童に学習に

対する見通しと意欲を持たせたい。

③資質・能力ベイスの授業づくりに向けためあてとまとめの研究

今年度作成した単元のめあてとまとめは来年度に引継ぎ、前学年で付けた力を確認したうえで 1

学期の学習計画を作成していくこととしている。ゴールからの授業設計や、「言葉による見方・考

え方」を働かせるという視点をいれためあての作成について、学年間や校内研修で話し合いを重ね

ていくことにより、資質・能力の３本柱の育成に向けた能力ベイスの授業への転換を図る。

④図書館資料や新聞を活用して言語能力及び情報活用能力の育成を図る授業実践の研究

児童が主体的・意欲的に図書館資料等を活用する姿が見られるようになったが、集めた情報を比

較したり、整理・分析したりする思考スキルに弱さが見られる。このため、思考ツール等を活用し

ながら思考スキルを育成するとともに、他教科でも図書館資料や新聞を活用してさらに言語能力の

育成を図りたい。総合的な学習の時間や新聞作りコンテストに向けた取組等を通して、集めた情報

から図や表、グラフを作成し、それらを基に意見を書いたり表現したりできる力を身につけさせる



ことを目標として計画的・系統的に取組んでいく。また、新聞に対する興味関心が高まりつつある

一方で、まだ進んで新聞から情報を得ようとする児童の姿は少ない。今後、児童に目的意識を持た

せる工夫をすることでさらに興味関心を高めていく。

⑤児童の思考の足跡が残るノートづくりの研究

今年度研究したことを来年度につなげ、研究仮説に基づいて児童の思考の足跡が残るノートづ

くりの研究を継続する。今年度課題として見えてきた「自分の考えを根拠を明らかにして書く」力

を付けるために、友だちの意見や図書資料などから読み取ったことをノートに残すこと、自分の考

えを理由をはっきりさせて書くことに意識して取り組む。また、書くという行為を通して子ども自

身に学びの自覚化を促したい。

⑥ＰＤＣＡサイクルに基づいた学校図書館教育年間計画の評価検証

学校図書館の計画的な活用が図られ、図書資料や新聞等が効果的に授業の中で生かされるために

学校図書館教育年間計画の評価検証を継続して取り組む。

⑦語彙力の育成

今年度３学期から始めた「言葉の貯金」を１～４年生が、「語彙手帳」を５、６年生が来年度も

継続して取り組み、辞典を活用しながら語彙を増やしていきたい。また、調べた言葉が児童に定着

し、使えているのかの検証を行う。


