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主体的にやりぬく力を育む教科等横断的な授業の工夫 

―カリキュラム・マネジメントの視点に立った学校図書館機能の利活用を通して 

                               （第４学年）― 
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Ⅰ テーマ設定の理由 

近年、グローバル化や技術革新が急速に進み、予測困難な時代となっている。『小学校学習指導要領

（平成 29 年３月告示）』では、「知識及び技能の習得」「思考力，判断力，表現力等の育成」「学びに向

かう力、人間性等の涵養」の３つの柱からなる資質・能力が示され、教育課程全体や各教科等の学び

を通じて、子ども達に総合的かつバランスよく育成することが目指されている。また、『小学校学習指

導要領』では、主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善に当たっての配慮事項として、「学校図書

館を計画的に利用しその機能の活用を図り，児童の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改

善に生かすとともに，児童の自主的，自発的な学習活動や読書活動を充実すること。」と示されている。 

高原小学校の学校教育目標は、「よく考え進んで学習する子」「明るく思いやりのある子」「健康でね

ばり強い子」である。本校では、昨年度の学習指導や校内研修の実践において、『「問い」が生まれる

授業サポートガイド』を活用し授業改善を図ってきた。しかし、昨年度は学習指導要領の完全実施に

より教科書が改訂され、目の前の単元の教材研究に追われ、教科全体や他教科等との関連を見通して

授業を進めるという状況にはなかった。また、学校図書館については、本の貸し出しや読書の場とし

て利用することが中心で、学習活動での計画的な利用はできていないという課題があった。 

これまでの私自身の実践を振り返ると、週１回しかない図書館利用の時間が読書中心になり、授業

に生かしきれていなかった。また、児童は普段の会話で経験したこと等を話すことは好きだが、授業

の中で話題を決めて話したり、書いたりする活動に関しては、苦手意識を持っていた。特に、書くた

めの題材設定や情報収集に関しては、書くことが見つけられなかったり、必要な事柄や資料が集めら

れなかったりという課題があった。これらの課題から、学校図書館の授業の内容を豊かにしてその理

解を深める「学習センター」としての機能と、児童の情報の収集・選択・活用能力を育成する「情報

センター」としての機能に視点を置き、利活用することで、授業の工夫をしていく。 

 本研究ではまず、学校図書館機能を取り入れた単元配列表を作成する。単元配列表の作成は、教師

にとっては学びの共有化を図ることができるため指導に有効であり、児童にとっては、各教科の学び

の繋がりを意識したり、見通しをもって学習を進めたりすることができる。また、単元配列表に学校

図書館機能の利活用を取り入れることにより、各教科における学校図書館の計画的な利活用を促すこ

とができる。次に、教科等横断的な授業を通して、学校図書館機能の利活用に関する指導を行う。資

料を探し出し、調べ、まとめるという過程は、「やりぬく力（課題対応能力）」を育成することに繋が

る。主体的にやりぬく力を育むため、国語科、総合的な学習の時間において、学校図書館機能を利活

用した指導の場を設定する。指導によって、課題を発見できる力や、課題に対応した計画を立案する

力、課題を解決する力等が育成されると考える。このように、学校図書館機能を取り入れた単元配列

表の作成と教科等横断的な授業を通して、学校図書館を効果的に利活用することにより、児童に主体

的にやりぬく力を育むことができると考え、本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉 

 教科等横断的な視点で捉えた授業において、学校図書館機能を取り入れた単元配列表を作成し、カ

リキュラム・マネジメントの視点から学校図書館機能を計画的に利活用した学習に取り組むことによ

って、主体的にやりぬく力を育むことができるであろう。 



Ⅱ 研究内容                                

１ 主体的にやりぬく力について 

平成 23 年の中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方につい

て」（以下、答申）では、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる「基礎的・汎用的能力」

として４つの能力を示した。この４つの能力について、令和２年「沖縄県キャリア教育の基本方

針」では、「かかわる力（人間関係形成・社会形成能力）」「ふり返る力（自己理解・自己管理能力）」

「やりぬく力（課題対応能力）」「みとおす力（キャリアプランニング能力）」と分かりやすい言葉

で表した（表１）。答申では、「やりぬく力（課題対応能力）」を、「仕事をする上での様々な課題

を発見・分析し、適切な計画を立ててその課題を処理し、解決することができる力」としている。

答申では、「社会の情報化に伴い、情報及び情報手段を主体的に選択し活用する力を身に付けるこ

とも重要である。」としている。具体的な要素としては、「情報の理解・選択・処理等、本質の理

解、原因の追究、課題発見、計画立案、実行力、評価・改善等」が挙げられており、これは、情

報活用能力の育成に繋がる要素と重なる。 

そこで本研究では、主体的にやりぬく力を課題対応能力とし、課題を発見し探究する力や粘り

強くやり通す力とする。検証では、国語科の教材「新聞を作ろう」の新聞のテーマに、総合的な

学習の時間の第４学年のテーマである「福祉」を設定し、生活経験やブックトーク等から課題を

見つける場や、学校図書館機能を利活用した情報収集や整理・分析の指導をする場を取り入れる。

主体的にやりぬく力を、習得・活用・探究の学習過程において、「課題設定」「情報収集」「整理・

分析」「まとめ・発表」と位置づけ、その取り組み方や達成状況を見取りながら研究を進めていく。 

表１ キャリア教育で身に付けさせたい４つの力 （Ｒ２『沖縄県キャリア教育の基本方針』より） 

かかわる力 ふり返る力 やりぬく力 みとおす力 

人間関係形成・社会形成能力 自己理解・自己管理能力 課題対応能力 キャリアプランニング能力 

多様な集団の中で他者とかか

わる力、進んで考えや気持ち

を伝え合う力、人や地域を大

切に思う気持ちや感謝する

心、協力する力、社会に参画

し、社会を積極的に形成する

力など 

行動を振り返り、改善につな

げる力、自己の役割を理解す

る力、情報・助言を正しく理解

し自分を見つめる力、自分の

よいところを見つめる力など 

問題を発見できる力、問いを

立てる力、課題に対応した計

画を立案する力、計画を実行

する力、発想（想像）する力、

間違いや他人との違いを恐れ

ない力、最後まで粘り強くや

り通す力 

将来を想像する力、自分の目

標を設定する力、目標設定の

ために計画を立てる力、立て

た目標を確認し次につなげる

力、自ら主体的に判断してキ

ャリアを形成していく力など 

 ２ カリキュラム・マネジメントの視点に立った学校図書館機能の利活用について 

   平成 28 年の中央教育審議会答申 197 号では、学習指導要領等改善の方向性として、教育課程

を軸に学校教育の改善・充実の好循環を生み出す「カリキュラム・マネジメント」の実現が示さ

れた。『小学校学習指導要領（平成 29 年３月告示）』では、カリキュラム・マネジメントについて、

「各学校においては，児童や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必要

な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教育課程の実施状況を評価してそ

の改善を図っていくこと，教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその

改善を図っていくこと」が示されている。中教審答申 197 号の中では、「カリキュラム・マネジメ

ント」を、①教科等横断的な視点、②ＰＤＣＡサイクルの確立、③人的・物的資源の活用の３つ

の側面で捉えている。教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成に関しては、「各学校におい

ては，児童の発達の段階を考慮し，言語能力，情報活用能力（情報モラルを含む。），問題発見・

解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう，各教科等の特質を

生かし，教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。」とある。カリキュラム・マ

ネジメントの３つの側面に照らし合わせ、学校図書館機能の利活用について整理したのが、表２

である。そこで本研究では、国語科「新聞を作ろう」の教材で、新聞の特徴について知り、教科



等横断的な視点から、総合的な学習の時間で「福祉」について調べたことを、各グループが新聞

にまとめ、発表する。その際、情報活用能力や問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・

能力の育成のため、「福祉」に関する課題学習について、学校図書館の学習・情報センターの機能

を生かした授業づくりを行う。例えば、「福祉」についてのブックトークを行い、課題設定に繋げ

る。整理・分析の場では、２つ以上の情報の中から比較し、目的に合ったものを選んでまとめる

ように指導し、情報の取捨選択の能力を育てる。ＰＤＣＡサイクルの面では、授業後に学年で振

り返りを行い、授業改善を行っていく。人的・物的資源の活用の面では、学校司書によるレファ

レンスサービスや、市立図書館からの資料貸借を活用し、学校図書館機能の利活用を図る。 

表２ カリキュラム・マネジメントの３つの側面に照らし合わせた学校図書館機能の利活用について 

側面① 側面② 側面③ 

教科等横断的な視点 ＰＤＣＡサイクル 人的・物的資源の活用 

各教科等の教育内容を相互の関係で捉

え、学校教育目標を踏まえた教科等横断

的な視点で、その目標の達成に必要な教

育の内容を組織的に配列していくこと。 

教育内容の質の向上に向けて、子供たちの

姿や地域の現状等に関する調査や各種デ

ータ等に基づき、教育課程を編成し、実施

し、評価して改善を図る一連の PDCA サイ

クルを確立すること。 

教育内容と、教育活動に必要な人的・物

的資源を、地域等の外部の資源も含めて

活用しながら効果的に組み合わせるこ

と。 

 

学校図書館機能の利活用に関して 

学校は、学習指導要領等を踏まえ、各教

科等において、学校図書館の機能を計画

的に利活用し、児童生徒の主体的・意欲

的な学習活動や読書活動を充実するよう

努める。その際、各教科等を横断的に捉

え、学校図書館の利活用を基にした情報

活用能力を学校全体として計画的かつ体

系的に指導するよう努める。 

（「これからの学校図書館の整備充実に

ついて（報告）」より） 

 

 

学校図書館の運営の改善のため、PDCA サ

イクルの中で、読書活動など児童生徒の状

況等を含め、学校図書館の評価を学校評価

の一環として組織的に行い、評価結果に基

づき、運営の改善を図ることが重要である

こと。 

（「学校図書館の整備充実について（通

知）」より） 

・学校図書館がその機能を十分に発揮

するためには、司書教諭と学校司書

が，それぞれに求められる役割・職務

に基づき、連携・協力を特に密にしつ

つ、協働して学校図書館の運営に当た

るよう努めることが望ましい。 

・学校図書館は，必要に応じて、公共図

書館や他の学校の学校図書館との相

互貸借を行うとともに、インターネッ

ト等も活用して資料を収集・提供する

ことも有効である。 

（「学校図書館ガイドライン」より） 

 

本研究では 

・国語科と総合的な学習の時間の学習を

繋げ、事前・事後指導を特別活動で行

う。 

・学校図書館機能を計画的に利活用した

情報活用能力の育成に努める。 

・学年で授業の振り返りを行い、授業改善

に生かす。 

 

・学校司書によるレファレンスサービ

スや司書教諭又は担任によるブック

トーク及び支援。 

・市立図書館からの資料貸借。 

 

 ３ やりぬく力を育むための学校図書館機能の利活用について 

   2016 年 11 月、文部科学省より出された「学校図書館の整備充実について（通知）」では、別添

で「学校図書館ガイドライン」が示された。その中の「（３）学校図書館の利活用」では、「学校

は，学習指導要領等を踏まえ，各教科等において，学校図書館の機能を計画的に利活用し，児童

生徒の主体的・意欲的な学習活動や読書活動を充実するよう努めることが望ましい。その際，各

教科等を横断的に捉え，学校図書館の利活用を基にした情報活用能力を学校全体として計画的か

つ体系的に指導するよう努めることが望ましい。」とされている。 

学校図書館を利活用した情報活用能力については、これまでに全国学校図書館協議会が、児童

生徒が「学び方」を身につけるためには、発達段階に応じてどのような指導をすべきかについて

の指針を示してきた。「資料・情報を活用する学び方の指導」体系表（1992）、「情報・メディアを

活用する学び方の指導体系表」（2004）、さらにこれらの体系表を発展させた形で、2019 年１月「情

報資源を活用する学びの指導体系表」を発表している。そこで本研究では、やりぬく力を育むた

めに、この指導体系表を基に、本校第４学年段階での学校図書館機能を生かした指導体系表を作

成し、実施する（表３）。 



表３ 情報資源を活用する学びの指導体系表（高原小学校・中学年） 

※2019 年１月１日公益社団法人全国学校図書館協議会発表の体系表を基に、本研究用に表にまとめた 

 Ⅰ 課題の設定 Ⅱ メディアの利用 Ⅲ 情報の活用 Ⅳ まとめと情報発信 

 

 

 

小

学

校

中

学

年 

A.課題をつかむ 

◇学習の題材、日常

生活の気づき、ブ

ックトークから考

える 

◇課題について話し

合う 

 

B.学習計画を立てる 

◇調べる方法を考え

る 

◇学習の見通しをも

つ 

◇テーマが適切かど

うか考える 

◇テーマ設定の理由

を書く 

A.学校図書館の利用方法を 

知る 

＊日本十進分類法（NDC）

のしくみと配架のしかた 

＊レファレンスサービス 

 

B.公共図書館の利用方法を 

知る 

＊レファレンスサービス 

 

C.学校図書館メディアの利

用方法を知る 

＊図書資料、百科事典、国

語辞典、漢字辞典、地図 

＊新聞、雑誌 

＊コンピュータ 

A.情報を集める 

＊観察、見学、体験 

＊ゲストティーチャー、イン

タビュー 

＊図書資料、百科事典、国語

辞典、漢字辞典、地図 

＊新聞、雑誌 

＊コンピュータ 

 

B.２つ以上の情報の中から、

必要な情報を箇条書きでま

とめる 

 

C.集めた情報を目的に応じて

分ける 

 

D.情報の利用上の留意点を知

る 

＊著作権、引用のしかた、出

典の書き方 

 

A.学習したことを相手

や目的に応じた方法

でまとめ、発表する 

＊文章、新聞 

＊発表会、展示 

 

B.学習の過程と結果を 

評価する 

＊計画を立て、課題解

決ができたかを振り

返る 

＊友達の表現のよさに

ついて伝える 

４ 教科等横断的な授業について 

田村学（2018）は、これまでの年間指導計画では、各教科等での学びが相互に関連付いたり、

連動したりすることが実現しにくい傾向があったとし、「主体的・対話的で深い学び」の実現には、

各教科等の学びがつながることが大切で、単元配列表の作成が重要であるとしている。また、田

村知子（2016）は、教科等横断的な単元配列表の作成を進めるうえで、関連づける観点を明らか

にする必要があるとしている。主な観点として、「育てたい資質・能力（例：論理的思考力、主

体的態度など）」「学習内容（例：総合的な学習の時間、道徳など）」「教育課題（例：キャリ

ア教育、環境教育、安全教育、食育など）」「学習方法（例：言語活動、調べ方など）」の４つ

を挙げ、「これらの観点から、各単元の意義をじっくり考え、相互に関連付けられそうな単元を

探し、線で結んだり、色分けしたり、表を作成したりして整理していく」としている。 

そこで本研究では、カリキュラム・マネジメントの教科等

横断的な視点に基づき、単元配列表を作成する。本研究で関

連づける観点は、表４のように捉える。作成に当たっては、

本校第４学年の職員と学年研修において共通確認をした上

で作成に当たる。その際、学校図書館の計画的な利活用を促

すため、単元配列表に学校図書館機能の利活用について取

り入れる（表５）。単元配列表の作成は、以下のように行う。 

(1) 本校第４学年職員と、児童の実態について普段の様子

やアンケート結果等から分析し、主体的にやりぬく力を育むために、学校図書館機能をどのよ

うに手立てとして位置付けるかを検討する。 

(2) 本校第４学年職員と、関連付けられそうな単元を線で結び、単元配列表を作成する。 

作成した単元配列表は、学年で共有し指導に生かすとともに、児童用を作成し、学年廊下に掲

示する。 

 

 

 

表４ 本研究で関連づける観点 

育てたい 

資質・能力 

やりぬく力 

（課題対応能力） 

学習内容 
国語科 

総合的な学習の時間 

教育課題 福祉 

学習方法 情報活用・調べ学習 



 表５  単元配列表  高原小学校 第４学年 

身に付けたい力：学校図書館を利活用して育むやりぬく力（課題対応能力） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 

学校行事 

児童会活動 

 

 

 

      

 

 

学校図書館 

（利用計画より） 

学校図書館と 

エチケット 

漢字辞典を 

利用しよう 

本の検索の 

仕方 

好きな本を 

紹介しよう 

 情報の種類を 

知ろう 

資料を 

集めよう 

 

国語 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

総合 

テーマ： 

 『福祉』 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

特別活動 

 

 

      

  

Ⅲ 指導の実際   

１ 単元名 国語：新聞記者になって伝えよう 教材名「新聞を作ろう」（『国語４年上』光村図書） 

      総合的な学習の時間：「育てよう 福祉の心～〇〇〇が幸せになるために～」 

２ 単元の目標 
 知識及び技能 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

 

国語 

・比較や分類のしかた，必要な語句など 

の書き留め方，引用の仕方や出典の示

し方を理解し使うことができる。 

・相手や目的を意識して，経験したことから

書くことを選び，集めた材料を比較した

り分類したりして，伝えたいことを明確

にすることができる。 

・言葉がもつよさに気付くとともに，幅広

く読書をし，国語を大切にして，思いや

考えを伝え合おうとする。 

 

総合的

な学習

の時間 

・探究的な学習の過程において，課題の

解決に必要な知識及び技能を身に付

けるとともに，それらが人々の努力や

工夫によって支えられていることを

理解する。 

・実社会や実生活の中から問いを見いだし，

その解決に向けて見通しをもって調べ，

集めた情報を整理・分析してまとめ・表現

できるようにする。 

・探究的な活動に主体的・協働的に取り組

むとともに，互いのよさを生かしなが

ら，積極的に社会に参画しようとする態

度を養う。 

３ 単元の評価規準 
 知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

 

国語 

・比較や分類のしかた, 必要な語句など 

の書き留め方, 引用の仕方や出典の

示し方を理解し使っている。 

・「書くこと」において，相手や目的を意識

して，経験したことから書くことを選び，

集めた材料を比較したり分類したりし

て，伝えたいことを明確にしている。 

・進んで相手や目的を意識して，経験した

ことから書くことを選び，構成を考え，

学習の見通しをもって学級新聞を作ろ

うとしている。 

 

総 合 的

な 学 習

の時間 

・探究的な学習の過程において，課題の

解決に必要な知識及び技能を身に付

けるとともに，それらが人々の努力や

工夫によって支えられていることを

理解している。 

・社会や実生活の中から問いを見いだし，そ

の解決に向けて見通しをもって調べ，集

めた情報を整理・分析してまとめ・表現し

ている。 

・探究的な活動に主体的・協働的に取り組

むとともに，互いのよさを生かしなが

ら，積極的に社会に参画しようとしてい

る。 

 

１学期始業式  

入学式 夏休み 

１学期終業式 

２学期始業式 

こんなところが 

同じだね 

オリエン 

テーション 

バリアフリーを知ろう 

点字体験・車いす体験 

学習課題を 

見つけよう 

課題を追究しよう 

課題に合った調べ方 

新聞にまとめよう 

新聞発表会 

１学期の総合の学習を振り返ろう 

新たな課題を設定しよう 

図書館オリエ 

ンテーション 

春のうた 

白いぼうし 

図書館の 

達人になろう 

聞き取りメモ

の工夫 

思いやりの 

デザイン 

お礼の気持ち

を伝えよう 

一つの花 

短歌・俳句 

新聞を作ろう 

事実にもとづ

いて書かれた

本を読もう 

忘れもの 

ぼくは川 

あなたなら、 

どう言う？ 

パンフレット

を読もう 

ごんぎつね 

クラスみんな

で決めるには 

学習を 

振り返ろう 



４ 単元の指導計画と評価計画（国語：全 12 時間、特別活動：２時間、総合：８時間）  

                 ※      は、指導体系表（表３）の指導内容 

   

５ 検証授業１（４／22 時間） 総合的な学習の時間 

 (1) 本時の目標 

自分の調べたい学習課題を見つけることができる。（表３ Ⅰ－Ａ） 

時 学習目標 学習活動 評価の観点  

〈評価の見取り〉 
他教科等との横断 

●学習活動 

 

  【知】図書館が必要な知識や情

報を得ることに役立つこと

に気づいている。〈観察、ワ

ークシート〉 

【特別活動】 

図書館オリエンテーション 

●図書館の役割や活用について

考えよう。 

 

１ 

●学習の見通しをもつこ

とができる。 

・学習の見通しをもつ。 

 P89,94 の新聞や、実際の新聞を見

て、読む人のことを考えた新聞の工

夫を見つける。 

 

 

【思】学習の見通しをもち、

課題を設定し、計画を立て

ている。〈観察、ワークシ

ート〉 

 

【総合】２時間  

●「福祉」について考えよう 

グループでウェビングマップ

を作成する。 

●課題を見つけよう 

ブックトークや図書資料か

ら、課題を見つける。 
２ 

●テーマを決め、計画を

立てることができる。 

・どんな新聞を作るかについて話し

合い、学習計画を立てることがで

きる。 

 

３ 

●アンケートの取り方を

理解することができ

る。 

・P96「アンケート調査のしかた」を

確認する。 

 

 

 

 

【思】必要な情報を集めた

り、複数の情報を比較した

り関係付けたりしながら解

決に向けて考えている。 

 〈観察・ワークシート〉 

 

 

 

 

 

【総合】2 時間 

●課題に合った調べ方 

情報の活用について理解する

ことができる。 

 情報の集め方、記録の取り

方、情報の利用上の注意など

について知る。  

 

 

 

 

 

４
～
６ 

 

●目的に応じた取材をす

ることができる。 

 

・出来事や事柄を正しく伝えるため

に、どの取材のしかたがよいかを

考え、取材（情報収集）を行う。 

 （取材：図書資料、インターネッ

ト、インタビュー、アンケート

等） 

【態】活動を通して、自分の

生活を振り返り、自分にで

きることを見つけようとし

ている。〈観察・振り返

り〉 

【総合】１時間 

    福祉講演会 

    視覚障害の方の講演 

７ 

●目的に応じた割付をす

ることができる。 

・取材メモをもとに、割付を考え

る。 

・一番大きく取り上げたいものは何

か、取材した内容を分かりやすく

伝えるために必要な大きさはどの

程度かなどから、記事の大きさや

場所を考える。 

 

 

【態】相手や目的を意識し

て、調べたことや経験した

ことから書くことを選び、

構成を考え、学級新聞を作

ろうとしている。〈観察・記

述〉 

 

 

【総合】2 時間 

●目的に応じたまとめ方 

 情報の中から比較し、目的に

合ったものを選んで新聞にま

とめることができる。 

８
・
９ 

●相手や目的を意識し

て、記事の下書きを書

くことができる。 

・P92、P94 を読み、どのように書け

ばよいかを話し合う。 

・記事の下書きを書く。 

・伝えたい内容に合った見出しを考

える。 

 

10 

・ 

11 

●相手の読みやすさを考

えながら、表記と内容

の両面から推敲するこ

とができる。 

・グループ内で下書きを交換して推

敲し、記事の見出しを決める。 

・チェック表を用いて、確認し合

う。 

・チェック後、清書をする。 

 

【思】間違いを正したり、相

手や目的を意識した表現に

なっているかを確かめたり

して、記事を整えている。

〈記述、観察〉 

 

 

12 

●新聞を読んで、相手や

自分たちの書いた新聞

のよいところを見つけ

ることができる。 

・友達が伝えたいことを考えながら

読み、内容や書き方の工夫などに

ついて伝え合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【知】探求的な学習で分かっ

たことを振り返る。〈発

言・ワークシート〉 

 

【総合】１時間 

●新聞発表会をし、取材したこ

とを伝えることができる。 

 

 

 

 

 

  【特別活動】 

学習の振り返りを行う。 

●本学習で身についたことを考

えることができる。  

国語「新聞を作ろう」 

課題設定 Ⅰ-A：課題をつかむ／Ⅰ-B:学習計画を立てる 

 

情報収集 Ⅱ-C：学校図書館メディアの利用方法を知る／Ⅲ-A：情報を集める 

 

整理・分析 Ⅲ-B.C：集めた情報を目的に応じて分ける 

 

  

 

まとめ・表現 Ⅳ-A：学習したことを相手や目的に応じた方法でまとめ、発表する 

 

振り返り Ⅳ-B：学習の過程と結果を評価する 

 



 (2) 本時の展開 
 学習内容 指導上の留意点 

〇支援  ☆評価  

◇学校図書館 

機能の活用 

 

導入 

５ 

分 

１．前時の学習を振り返る。 

２．本時のめあてを確認する。 

 

 

 

・作成したウェビングを確認する。 

・学習の流れを掲示し、本時の見通しがもてる

ようにする。 

 

 

 

 

 

 

展開 

30 

分 

３．教師のブックトークを聴く。 

４．ウェビングを見たり、図書資料を見たり

して、調べたいことを考える。 

 

 

 

 

 

 

５．自分（グループ）が追究していきたい課

題を決める。 

    ↓ 

  各グループ、課題を発表する。 

 

 

 

 

 

〇調べたいことが見つからない児童に対して

は、話しかけたり、助言したりするよう努め

る。 

☆思考ツールのウェビングマップを活用した

り、ブックトークを参考にしたりして、自分

で課題を設定している。 

〈観察・ワークシート〉 【思・判・表】 

◇「福祉」をテー

マにしたブック

トークを行う。 

◇関連資料の準

備、展示 

◇図書資料の他、

新聞記事やイン

ターネットの記

事なども手に取

れるようにす

る。 

◇市立図書館から

の資料も展示

し、活用できる

ようにする。 

終末 

10

分 

６．本時の学習の振り返りをする。 

７．次時の見通しをもつ。 

・ワークシートに記入させる。 

・次は、調べ学習や新聞づくりまでの計画を立

てることを伝える。 

 

 

６ 検証授業２（８／22 時間） 国語 

(1) 本時の目標 

調べた情報を整理・分析し、新聞の割付を考えることができる。（表３ Ⅲ－Ｃ） 

 (2) 本時の展開 
 学習内容 指導上の留意点 

〇支援  ☆評価  

◇学校図書館 

機能の活用 

 

導入 

５ 

分 

１．前時の学習を振り返る。 

２．本時のめあてを確認する。 

 

 

 

・グループの情報メモを確認し、キーワードを付

けたこと。 

・学習の流れを掲示し、本時の見通しがもてるよ

うにする。 

 

 

 

 

 

 

展開 

30 

分 

３．各自で調べた情報メモに、キーワードが

ついているか確認する。 

  （前時でつけておく。） 

 

４．キーワードを書いた付箋紙を、ピラミッ

ドチャートの下段に置き、話し合う。 

５．作成したピラミッドチャートをもとに、

新聞の割付を考える。 

    ↓ 

割付用紙に、簡単なレイアウトを書か

せ、イメージできるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一番大きく取り上げたいものは何か。他に伝え

たいものは何か。 

 一人１記事は書くように考慮することを伝え

る。 

・内容を分かりやすく伝えるために必要な大きさ

はどの程度かなどから、記事の大きさや場所を

考える。 

☆相手や目的を意識して、調べたことや経験した

ことから書くことを取捨選択し、構成を考え、

学級新聞を作ろうとしている。〈観察・記述〉 

        【思・判・表】 

◇前年度の作品

の準備、展示

を行う。 

 

 

 

 

◇市立図書館か

らの資料も配

置し、確認が

必要な時には

手に取れるよ

うにする。 

 

終末 

10

分 

６．本時の学習の振り返りをする。 

  感想や、本時の学習でできるようになっ

たこと、わかったことなどを発表し、全

体で共有する。 

７．次時の見通しをもつ。 

・ワークシートに記入する。 

 

 

 

・次は、記事の下書きを書くことを伝える。 

 

 

 

Ⅳ 仮説の検証 

 本研究仮説に基づき、「教科等横断的な視点で捉えた授業において、学校図書館機能を取り入れた単

元配列表を作成し、カリキュラム・マネジメントの視点から学校図書館機能を計画的に利活用した学

本時のめあて 

調べる課題を見つけよう。 

本時のめあて 

情報を整理し、割付を考えよう。 

【活動の流れ】 

① 集めた情報にキーワードがついてい

るか確認する。 

② ピラミッドチャートを使って、整理

する。 

③ ピラミッドチャートをもとに、新聞

の割付を考える。 



習に取り組むことによって、主体的にやりぬく力を育むことができるであろう」について、児童の振

り返り、発言内容や授業観察、事前・事後アンケート調査を基に検証を行う。 

１ 学校図書館の利活用についての検証 

本研究では、国語科「新聞を作ろう」の教材で、新聞の特徴について知り、教科等横断的な視

点から、総合的な学習の時間で「福祉」について調べたことを、各グループが新聞にまとめ、発

表するという授業を行った。その際、情報活用能力や問題発見・解決能力等の学習の基盤となる

資質・能力の育成のため、「福祉」に関する課題学習について、学校図書館の学習・情報センター

の機能を生かした授業に取り組んだ。その効果について検証する。 

  (1) 課題設定の場でのブックトークや市立図書館からの資料貸借の効果 

学校図書館の機能である、「学習センター」「情報センター」の

機能を生かすべく、「福祉」についての調べ学習の課題設定の際

に、第３時で「福祉って何だろう」のウェビング・マップを作成

し、福祉に対するイメージを膨らませた。第４時（第１回検証授

業）の課題設定の場では、学校図書館において、教師が福祉に関

するブックトークを行い、図書資料や新聞資料への興味を持た

せる工夫を行った。ブックトークでは、図書資料の紹介とともに、

関連資料が、日本十進分類表に基づき、どの書架に配置されてい

るかも意識させるよう心掛けた。ブックトーク後は、沖縄市立図

書館から団体貸出した図書資料も手に取れるように配置した。 

調べる課題を決めるため、ウェビング・マップを見たり、図書

資料を見たりする場面では、ブックトークで紹介した書架で関

連する図書を探し（図１）、さらに市立図書館の司書によって選

書された図書を手に取って見る様子が見られた（図２）。 

事前アンケートでは、前年度を振り返り、「調べ学習で困ったことは何ですか？」という項目

で、「調べることが決まらない（決められない）」と回答した児童が 17 名おり、課題設定に難し

さを感じている児童が多かった（図３）。しかし、事後アンケートでは２名と減少した。このこ

とから、ウェビング・マップやブックトーク、充実した資料を手に取って見ることができると

いう手立てが、課題設定において効果があったと考えられる。 

図１ 関連図書を探す様子 

図２ 市立図書館からの 

貸借資料から探す様子 

図３ 学習の困り感に関する事前・事後アンケートの比較（複数回答） （n=26） 
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(2) 情報収集の場での選書及び教師支援の効果 

    第７時からの情報収集の段階では、学校図書館の利用時間の関係もあり、毎時間学校図書館

で学習することができないため、市立図書館の団体貸出の図書と選書したものを学年フロアへ

運び活用した。児童にとって、調べたいことがどの図書にのっているのかを探すことは、簡単

なことではない。今回は市立図書館の司書の協力を得て、ある程度テーマごとに図書の冊数を

準備することができた。そのため、第８時の情報収集では、調べたいことについてどの図書を

探せばよいか、見当をつけやすい環境を整えることができた。授業では、どの児童も課題に合

った図書を探すことができ、情報収集の学習は順調に進められた。どの図書を手に取っていい

かわからないというような状態の児童は見られなかった。 

    また、児童の情報収集の際、教師は質問等に応えられるようにした。その中では、児童の質

問に対し、選書された中から図書を探すように声掛けしたり、探した図書の目次や検索のペー

ジから関連しそうなキーワードを見つけたりするように指導した。今回の授業では、時間の関

係もあり事前に牽引を使った調べ方の指導を入れておらず、２学期に指導予定の国語科「百科

事典の使い方」の教材で指導していきたい。これらのことから、選書や教師の支援は、情報収

集の場において有効であると考えられる。 

   以上(1)(2)により、探究型の学びにおいて学校図書館機能の利活用を取り入れた授業づくりを

行うことは、テーマを設定することによって児童が課題を見出し、その解決に向けた情報を収集

するための方法といった学び方や学ぶための手立てを習得させることに有効であったと考える。 

 ２ 教科等横断的な授業の工夫についての検証  

   本研究では、主体的にやりぬく力を育むための授業の工夫として、教科等横断的な視点を取り

入れて取り組んできた。 

(1) 単元配列表の作成 

教科等横断的な視点として、単元配列表を作成した。作成

にあたっては、教科横断的に関連づける観点を表４の通りと

した。５月中旬の学年会で、第４学年職員とともに年間指導

計画を確認し、単元配列表の作成した （図４）。そして、国語

科の「新聞を作ろう」の教材と総合的な学習の時間の第４学

年のテーマである「福祉」を中心に結び付け、特別活動で図書

館利用指導や学習の振り返りを行うという計画を立てた。 

結び付ける単元や単位時間を決めることにより、限られた

時間内での学習の進め方が可能となった。また、児童用の単

元配列表を作成し、学年掲示板に掲示した（図５）。国語の教

材で新聞の作りや特徴を学び、総合的な学習の時間で調べた

「福祉」について、実際に自分たちで新聞を作成していくと

いうことで、視覚的に表すことによって、児童自身が学びの

繋がりを実感することができた。 

(2) 授業の工夫について 

教科等横断的な視点として、第１時では特別活動で学校図書館の活用の仕方について扱い、

第２時以降は総合的な学習の時間に福祉について「〇〇〇が幸せになるためには」をテーマに

探究的な学習を行い、国語科の「新聞を作ろう」の学習でグループ新聞を作成していくよう設

定した。国語科の学習で、新聞の特徴や新聞の書き方について知り、総合的な学習の時間では

「福祉」についての調べ学習や福祉講演会を行い、新聞にまとめていく。これらの学習に取り

組むことにより、効果的に情報活用能力や問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能

力を育成できるものと考えた。 

図４ 学年会の様子 

図５ 学年掲示板の単元配列表 



授業の工夫としては、探究的な学習の過程を

「課題設定」「情報収集」「整理・分析」「まとめ・

表現」と位置づけた。それぞれの過程での学習

内容や手立ては、表６の通りである。また、４・

５名でのグループ新聞を作成するにあたって、

グループでの話し合いを効果的に行えるよう

に、課題設定の場と情報の整理・分析の場では

思考ツールを取り入れた。情報収集の場におい

ては、学校図書館及び市立図書館の図書資料を

活用し、さらにインターネットでの情報検索も

行った。 

    『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説

総合的な学習の時間編』には、「総合的な学習の

時間は，教科等を越えた全ての学習の基盤とな

る資質・ 能力を育むとともに，各教科等で身に

付けた資質・能力を相互に関連付け，学習や生活

に生かし，それらが総合的に働くようにするものである。」と示されている。総合的な学習の時

間を含んだ教科等横断的な授業を構成することにより、探究的な学習の学習活動を充実させる

ことができる。さらに、協働的な学習を促すことも可能となる。児童の振り返りからも、教科

等で身に付けた能力を生かして探究的な学習を進めることの効果を感じ取ることができた（図

６）。 

    以上により、教科等横断的な授業の工夫を行うことによって、探究的な学習を進めたり、多

様な学び方のアプローチを経験したり、学習活動の質を高めることができるという点で効果が

あったと考えられる。 

 ３ 主体的にやりぬく力についての検証 

   本研究では、やりぬく力を課題対応能力とし、「課題設定」「情報収集」「整理・分析」「まとめ・

表現」の学習活動における児童の自己評価と振り返り、アンケートから検証する。 

第 22 時の特別活動では、本学習単元の振り返りを行った。その際の児童による自己評価では、

「◎よくできた」「〇わりとよくできた」「△あまりできなかった」「×できなかった」の４段階で

各学習活動を評価させた。全ての学習活動において、「できなかった」は一人もおらず、児童の多

くができたという達成感を得られたのではないかと考えられる（図７）。 

図６ 学習終わりの児童の振り返り 

表６ 探究的な学習の過程における学習内容 

探究学習の過程 学習内容・手立て 

課題設定 ウェビング・マップ、学校図書館及び

市立図書館の図書資料の活用 

情報収集 図書資料の活用、 

インターネット検索、講演会 

整理・分析 ピラミッド・チャート、割付 

まとめ・表現 グループ新聞、新聞発表会 

 

よくわかった, 

13名
わりとわかった, 

12名

あまりわからなかった 1名

今回の学習を通して、課題設定、情報収

集、整理・分析、まとめ・表現のしかた

がわかりましたか？

よくわかった

わりとわかった

あまりわからな

かった
わからなかった

図７ 各段階の自己評価（n＝26）                    図８ 学習全体を通しての自己評価（n＝26） 
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また学習を通して、「課題設定」「情報収集」「整理・

分析」「まとめ・表現」のやりかたが分かったかの質

問には、25 名の児童が「よくわかった」「わりとよく

わかった」と回答した（図８）。 

さらに、今後どのように課題を解決していきたい

かという質問には、「学校図書館を利用する」、「パソ

コン（インターネット）を利用する」がともに 88％

となった（図９）。ＧＩＧＡスクール構想の下、一人

１台端末の環境が整備される中、探究的な学習を実

施していく上で、図書資料とインターネット活用の

両面からの指導体系を整えることが必要だと感じ

た。また、課題を解決するために「先生に相談する」

という回答も 50％あった。図書館の先生や家の人に相談するという回答もあり、学習を進めるに

あたって、人との関わりの中で学ぶ姿も見えてきた。今回は、教師のほうで事前に児童の課題に

合わせた図書資料の準備やインターネット検索の支援等を行うことができた。教師が児童の探究

的な学習を支援する環境を整えるためには、学習指導にも精通している司書教諭の存在が重要で

ある。小学校であれば、担任教師、司書教諭、学校司書が連携して学習を進めることによって、

児童の探究的な学習を深めていくことができると考える。 

次に、児童２名の振り返りの記述から考察する（図 10）。児童Ａは、課題設定の段階から、「ウ

ェビング・マップで福祉を考えたとき、みんなはすごくいい考えを提案してくれたので、私も勉

強になった。」と積極的にグループの学習をリードしていた。情報収集の段階の一環として位置付

けた視覚障害のある方の福祉講演会では、講演者の体験談を聞いて、「今勉強していることが役立

てれば」という感想を記述している。さらに、まとめ・表現の段階では、「障害のある人は、健常

者の自分たちよりも生活が困難だから、より幸せになってほしい。」という記述をしている。 

 情報収集（福祉講演会） まとめ・表現 「〇〇〇が幸せになるために」 
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今後、調べたいことや調べ学習をする時、どのよう

に課題を解決していきますか？

図 10 児童の記述（左：「情報収集」福祉講演会の感想、右：「まとめ・表現」） 

図９ 今後の課題解決の方法（複数回答）（n=26）

￥ 



児童Ｂは、積極的な発言はないが、しっかりと学習活

動に取り組んでいる様子が見られた。課題設定の段階

では、「みんながみんな幸せではない時がある。」と記述

し、福祉講演会後の感想でも、「障害者はあまり幸せで

はないと思っていた。」と記述をしている。しかし、講

演を聞いて、「障害者の暮らしをよりよくしたい。」とい

う気持ちの変化を記述し、まとめ・表現の段階では、

「みんなで支え合うことで、困ることがなくなる。」と

いう福祉に対する考えを深めている様子がうかがえ

た。 

単元を貫く課題として、「〇〇〇が幸せになるために

は」という視点で学習を進めてきたが、各グループは設

定した課題について、新聞記事の最後に書き入れた。そ

の際の個人の考えは、図 11 の通りである。 

本実践では、カリキュラム・マネジメントの視点を

取り入れた探究的な学習を行うことによって、児童は

学びの繋がりを意識して学習することができ、学ぶ方

法や学習の進め方を習得するのに効果があった。また

児童は、図書資料やインターネットからの情報収集、福祉講演会で感じたこと等をもとにグルー

プでの対話を深め、新聞を完成させるという達成感を得ることができた。課題を自分事として捉

え、グループで一つの課題を追究し、新聞を完成させるという達成感を得ることができたこと

は、やりぬく力（課題対応能力）の育成に繋がったと捉える。 

以上により、学校図書館の利活用を図り、教科等横断的な授業の工夫を行うことは、主体的に

やりぬく力を育む手立てとして有効であったと考えられる。 

 

Ⅴ 成果と課題 

 １ 成果 

  (1) カリキュラム・マネジメントの視点から学習課題を設定し、単元配列表を作成・掲示するこ

とで、児童が学習の繋がりを意識し、課題を追究しようと意欲的に取り組むことができた。 

  (2) 学校図書館機能を生かす授業の工夫を行ったことにより、授業内での児童の声や事後アンケ

ートの結果からは、児童が学校図書館を課題追究する際の学習の場として意識するようになっ

たことが伺えた。 

  (3) 課題対応能力を身に付けさせるため、「課題設定」「情報収集」「整理・分析」「まとめ・表現」

の段階を位置づけ、学校図書館機能の利活用や思考ツールの活用により、できたという充実感

と達成感を実感し、やりぬく力を育むことができた。 

 ２ 課題 

(1) 学校図書館機能を効果的に利活用するためには、学校図書館担当職員（学校司書）の配置及

び授業支援とともに、学校図書館を活用した授業における教育指導法や情報活用能力の育成等

について司書教諭が参画できるようになることが望ましい。 

(2) 今後の学習でも教科等横断的な学習や学校図書館機能の利活用する学習を計画する等、継続

した授業づくりに取り組む必要がある。 

  (3) ＧＩＧＡスクール構想の下、インターネットによる情報検索も増えてくると考えられる。今

後、探究の過程における学び方や手立てを身に付けるためにも、図書と情報端末を併用した授

業の実施と情報手段の適切な活用方法の指導が必要である。 

 

図 11 各自の課題へのまとめ（一部） 

①困っている人が幸せになるために  

 困っている人が幸せになるためには、みんなが広い心

をもって、助け合いができるようになればいいと思いま

す。 

 困っている人がいたら、「大丈夫ですか？」と言える

勇気も大事だと思います。 

②困っている人が幸せになるために  

 目の見えない人の場合は、横断歩道を歩くのを手伝っ

たり、耳の聞こえない人には、手話やゆっくり口を動か

すなどして、困ることを少なくしたいです。 

③目の不自由な人が幸せになるために 

 ぼくが、困っている人を助ける人になるといいと思い

ます。 

 目の不自由な人が困っていたら、自分から声をかけて

助けたいと思います。 

④目の不自由な人が幸せになるために 

 私は、点字で伝えてわかるようにしたり、普段の人の

生活をできるように挑戦したりするのを手伝ってあげ

たいです。 

⑤目の不自由な人が幸せになるために 

 目が不自由でも、みんなみたいに歩道を歩いたり、横

だん歩道をわたったりして、どこへでも行けたら、いい

世界だと思います。 

 また、もっと多くの人が視覚障害のことを知って、ひ

つような時に他の人が声をかけて手つだうようになる

と、よいと思います。 
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