
南房総市立和田小学校

１ 学校紹介

（１）学校及び地域の概要

明治６年「和田学校」として創立され、昭和２２年「和田町立和田小学校」となり、平

成１８年に７町村の合併によって「南房総市立和田小学校」として歩んできている地域の

歴史ある小学校である。これまで（昭和２２年以来）４１９６名が卒業し、学区内や南房

総市地区にも多くの卒業生が様々な活躍をしている。

かつては８００名を数えた児童数も、現在は１００名を下回る現状が続き、今年度は、

全校７７名という児童数である。また学区には２２００名ほどの方々が在住しており、３

世代同居家族の児童も少なくない。

昔から、花卉栽培や海水浴、商業捕鯨等が特色の地域であり、子どもたちの地域学習の

大事な教材として活用している。さらに、これらに従事されている方々には、“地域の先

生”として教育活動の場面でも数多く指導をいただいている。

また、読み聞かせや食育にかかわる学習でも多くの方々に指導をお願いしている。地域

の中の伝統ある学校として、「和田が好き」「学校大好き」と誇りを持って言える子ども

たちを育てることをめざしている。

（２）学校教育目標及び読書活動に関する目標

①学校教育目標

かしこく やさしく たくましく ふるさと和田を大切にする子

～和田を愛し 誇りをもてる 和田っ子の育成～

かしこく…知育

☆ 夢や希望を持ち、意欲を持って学ぶ子・・・活きた学力

やさしく…徳育

☆ 思いやりのある子・・・やさしく豊かな人間性

たくましく…体育 食育

☆ 進んで運動し、がんばる子・・・たくましい身体

ふるさと和田を大切にする子…自然や郷土を愛する

☆ふるさとの自然や伝統を愛し、誇りのもてる子

②読書活動の目標 図書室の様子 ↑ ↓

〇 日常の読書活動の一層の充実を図る。

〇 学校図書館の整備を進め、活性化を図る。

（３）図書館の概要

〇図書室 ６４㎡

蔵書約１万２千冊（平成２６年度当初）

椅子 テーブル 畳２畳のスペース

〇週３日間図書サポート員２名が交代で常駐。



２．読書活動に関する取り組み

（１）読書目標の設定とブックリストの取り組み

○読書目標の設定・・・子ども達に多読を奨励する取り組み

「本いっぱいカード」等を利用して、読書の記録を残し、

読書ページの累積に取り組んでいる。目標ページを達成

した児童には、年度末に「読書賞」を贈っている。

低学年・・・年間 １年生は 2000ページ
２年生は 3000ページ

中学年・・・年間 6000ページ

高学年・・・年間 10000ページ 本いっぱいカード

○和田小ブックリスト（資料①参照）・・・読書の幅を広げる取り組み

昨年度までの児童の読書状況を把握している図書サポート員が、職員からの要望を

加味して、低・中・高別にブックリストを作成している。ブックリストの本は、本棚

の「ブックリストの本コーナー」に並べられている。

様々なジャンルの本を子ども達が読み、読書の幅を広げるきっかけになるように、

リストに載っている本の読書を奨励している。

ブックリストの本を全て読み終えた児童は、昼の放送で紹介される。さらに、学期

末に読書賞が贈られる。

（２）地域ボランティアによる読み聞かせ

月曜日の朝（８時から１５分間）は、読み聞かせの時間

である。保護者のボランティアと地域の読み聞かせの会の

協力を得ている。

読み聞かせの選書は、ボランティアの方に任せているが、

本の宝箱コーナーには、読み聞かせに使用できるように図

書が並べてある。また、いろいろな人が読み聞かせに入る 地域ボランティアによる

ので、読んだ本の題名を各学年の「読み聞かせ貯金ノート」 読み聞かせ

に記入してもらっている。

子ども達は、読み聞かせを楽しみにしている。また、「○○さんのお母さんだ。」と

か「読み聞かせの○○さんに帰り道会った。」というように交流が生まれている。

（３）朝の読書タイム

木曜日の朝（８時から１５分間）は、朝の読書タイムである。８時までに読む本を用

意し、着席して読書を始める。担任は、子どもの読書の様子を観察したり、読んでいる

本の傾向を把握したりして適切な指導を行う。

６年生が１年生に読み聞かせに行ったり、他学年間で読書の交流をしたりするときに

この時間を使うこともある。

（４）図書サポート員による図書便りの発行（資料②参照）

月１回程度発行している。内容は、新刊図書の紹介・読書ランキング・タイムリーな

話題・言葉に関したクイズなどである。

１２月の図書だよりを見ると、小惑星探査機「はやぶさ２」が打ち上げられたときだ

ったので、その話題が紙面の半分を使い記事になっている。子ども達にわかりやすく書



かれ読みたくなるような工夫がされている。

クイズを楽しみにしている子どももいて、一人で解けないときは図書サポート員に聞

きに行く子もいる。人気のある記事である。

（５）図書室の本読書ランキング

毎月個人・学年毎に利用冊数を図書サポート員が記録し、図書だよりで知らせている。

ランキングを示すことで学級内で声を掛け合い、図書室利用を奨励する効果がみられる。

１２月の図書だよりを見ると１１月は全校児童７７名が図書室を利用し、４０７冊読

んでいる。学年ランキングの１位は３年生で１１１冊（７人全員）。個人ランキング

では、３年男子、女子が同数で２２冊となっている。

下学年は絵本が多いので冊数も多くなるが、上学年になると長編を読むようになり、

冊数は少ないが、ページ数が多くなってくる。

３．教科学習等に関する支援

（１）並行読書を取り入れた実践

①単元名 じょうほうをもとめて読もう （第３学年）

「めだか」「本の仕組みを知ろう」

②並行読書でねらうもの

説明文を読んで、めだかが敵から身を守る方法や、環境の変化に耐える身体の仕組み

について知り、ほかの生き物についても調べるために本を選んで読む。「じょうほうを

もとめて読む」の学習で内容を入れ替え、並行読書（教材文と並行して関連する書物に

ついて読書する）を取り入れた授業を行った。目的意識をはっきりさせるために、１時

間目に「生き物の秘密を友達に伝えよう」をテーマに学習することを児童に伝えた。そ

の際、図書サポート員の方から図鑑や事典の使い方や、関連した科学的な読み物の場所

を教えてもらい、第二次まで並行読書を行い、読んだら、「秘密を見つけようカード」

に記入した。第三次では、並行読書で書きためていた生き物の秘密をまとめ、発表会に

つなげた。

③指導計画（９時間扱い）

過程 指導内容 並行読書

第一次 「本の仕組みを知ろう」（１時間） 図鑑事典

・白鳥の秘密を知る。（教師の話） 科学的読

・図鑑・事典の使い方（索引・目次について）を知る。 み物を使

＊索引・目次について図書サポート員の方から説明。 って生き

＊図鑑・事典のリストアップ一覧を参考。 物の秘密

第二次 「めだか」（６時間） を調べる

・敵から身を守る方法・環境に適した体の仕組みを読み取る。 ↓

＊めだかの文章構成に目を向けて読む。 ↓

第三次 「生き物の秘密を友だちに伝えよう」（２時間） ↓

・自分の伝えたい生き物をもっと詳しく調べる。 本をもう

・構成メモに書き込み、作文に書く。 １ 度 読

・調べたことを友だちに発表する。 む。



目次と索引について（図書サポート員による学習支援）

事典や図鑑で生き物に 図書サポート員に教わりながら調べる

ついて調べる

秘密を見つけようカード

構成メモと発表原稿

⑤成果

・科学的読み物を読むようになった。

・図書室に本を借りに行く機会が増えた。

・今までと違うジャンルの本を読むようになった。

・教科書教材の学習で並行読書を行うことは有効である。



（２）図書館利用ガイダンスの実施

①単元名 図書室のひみつを知ろう（第４学年）

②ねらい

日本十進分類法を使って図書室の本が配架されているこ

とを知る。それを使って必要な本を探し、情報を得ること

ができる。

③実践の概要

調べ学習で図書室を利用することが増えるので、目的の

本の探し方を学習した。図書サポート員が、資料を準備し、

十進分類法と本のラベルについて話してくれた。その後、

「クイズに挑戦」ということで、封筒の中に入っているカードに書かれた問題を解く

ために、配架のルールを使って本を探し、答えを見つける活動をした。

（３）教科学習を深める学校図書の活用

①単元名 星や月（２） 月の動き（第４学年）

②ねらい

○学習の発展として学校図書を活用することで、天体について興味・関心を高める。

○月や星に関係するいろいろな学校図書により、教科学習で学んだ知識の確認や、

月に対する豊かな心情を育てるようにする。

③実践の概要

月は日によって見える形が変わり、時刻

によって見える位置が変わることの学習を、

図書サポート員に図書室の学校図書を使っ

て話をしてもらい、さらに深く知ることが

できた。

天体に関する本の紹介とお話

（月の動きと満ち欠け）

地球と月の動きを、ボールを使って説明

（４）ブックトークの実践

①単元名 「おはなしどうぶつえん」でガイドになろう（第１学年）

②ねらい

○読んだ本について、好きなところを紹介することができる。

○友達や図書サポート員の本の紹介を聞き、読んでみたい本を見つけて読む。

③実践の概要

子ども達が動物の出てくる本を一人１冊選んで紹介する学習。子ども達が選んでいな



い本を図書サポート員にまず紹介してもらう。子ども

達は図書サポート員の読み方を聞き、紹介の仕方を学

び、自分が紹介するときの参考にしていた。その後、

友達が紹介した本を探して読む姿が見られた。

図書サポート員による

ブックトーク

４．成果と課題

○児童が何冊読んだか、どこまで読書目標を達成できたか等の振り返りを、児童自身が

定期的に行うことで、読書量が増加した。

○図書サポート員と学級担任が連携を図ることで読書活動が活発になった。

・学級担任は、定期的に読書への取り組みの様子や学年目標ページ達成に向けての振り

返りを行い、図書サポート員は図書室に本を借りに来た子ども個々に働きかけを行う。

・図書だよりの発行や昼の校内放送の中で、今月の読書ランキングやブックリスト達成

者を紹介したことで、子ども同士の刺激となり、読書活動が盛んになった。

・図書サポート員が児童個々の読書傾向を知り、停滞しているときには、具体的に対象

児童に合った本を紹介するなどし、読書意欲をもたせることができた。

○図書担当が先頭に立って読書活動を牽引することで、学校全体の活動が高まっている。

・読書教育全体計画の策定と提案。

・地域読み聞かせボランティアの募集と実施。

・国語教科主任が図書担当者を兼ねることで、国語科の中での図書活用について見通し

がもてた。

●学級担任により、取り組みに温度差があり、前学年まではよく読んでいた児童があ

まり読まなくなることがあり、継続した共通理解の必要がある。

●図書室での本の管理や貸出等、児童数が少ないことで、図書委員会が組織できない。

そのため、図書サポート員や教員に頼っている。児童の活動と合わせて読書活動を進

めていきたい。

●教科学習の中で学校図書をさらに活用する工夫をしていきたい。

●図書システムの導入により、現在バーコード入力を行っている。今後、図書システム

の活用と、合わせて地域図書館とのネットワーク作りを進めていきたい。



資料① 　　　中学年ブックリスト

２６年度　３・４年生 作者名 日付 在庫

1 3年1組ものがたり　シリーズ 後藤　竜二 ○
2 アスペルガー　シリーズ フワリ ○
3 あほろくの川だいこ 岸　武雄 ○
4 アンジュール ガブリエル・バンサン ○
5 アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト ○
6 ウェズレーの国 フライシュマン ○
7 うきわねこ 蜂飼　耳／牧野　千穂 ○
8 宇宙人のしゅくだい 小松　左京 ○
9 おいしそうなバレエ ジェイムズ・マーシャル ○
10 おしゃべりなたまごやき 寺村　輝夫 ○
11 キツネ山の夏休み 富安　陽子 ○
12 きみはきみだ 斉藤　道雄 ○
13 黒ねこのおきゃくさま ルース・エンズワース ○
14 こんなふうに作られる！ ビル・スレイヴァン ○
15 酒呑童子 舟橋　克彦 ○
16 新聞をつくろう！ 大沢和子･原正･長谷川孝　ほか ○
17 じっぽ たつみや　章 ○
18 地球はえらい 香原　知志 ○
19 地球をほる 川端　誠 ○
20 てんぷらピリピリ まど　みちお ○
21 泥かぶら　 くすのき　しげのり ○
22 猫は生きている 早乙女　勝元 ○
23 はせがわくんきらいや 長谷川　集平 ○
24 ハリセンボンがふくらんだ 鈴木　克美 ○
25 びりっかすの神さま 岡田　準 ○
26 ほしになったりゅうのきば 君島　久子 ○
27 ぼくのいのち 細谷　亮太 ○
28 ぼくのお姉さん 丘　修三 ○
29 見えなくてもだいじょうぶ？ フランツ・ヨーゼフ　ファイニク ○
30 三つのお願い ルシール・クリフトン ○
31 モチモチの木 斉藤　隆介 ○
32 落語絵本　シリーズ 川端　誠 ○
33 龍の子太郎 松谷　みよ子 ○
34 わたしの研究　シリーズ　１～１２石井　象二郎　ほか ○
35 わたしのせいじゃない レイフ・クリスチャンソン ○
36 わたしはひろがる 岸　武雄 ○

37 よかたい先生 三枝　三七子
38 ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡　達英
39 ただいま！マラング村 ハンナ･ショット
40 ともだちは、サティー！ 大塚篤子・タムラフキコ

シリーズとかいてあるものは1さつよめばクリアです。




