
八千代市立八千代台小学校

１ 学校紹介

（１）学校と地域の概要

本校は，八千代市の南西部に位置し，昭和３０年県

住宅協会により開発された団地の中央に位置している。保護者の大部分は会社員であ

あり，教育については熱心であり，学校への関心も高い。一時急激な人口増を示した

たが，その後児童が減少し，最近は安定傾向にある。八千代台北，西，北東地区に分

かれるが，西地区の児童は極めて少なく，北東地区の児童が多い。学区は駅周辺を含

む繁華街にあり，教育上の影響も考えられるが，現在特に際立った問題はない。公民

館や福祉施設と隣接し，地域住民の学校施設の利用度は極めて高い。

（２）学校教育目標

「未来をひらく人間の育成」
めざす子どもの姿

考え創り出す（わからないこと・疑問を大切にする）

仲良く助け合う（知り合い，考え合い，支えあう）

体を鍛える

（３）読書活動に関する目標

目標

・学校図書館を利用するために必要とされる基礎的な知識・技能・態度を育成するこ

とによって，望ましい学習態度と読書習慣を身に付けさせる。

・本の好きな児童を育て，読書力を高めさせる。

２ 自校の図書館の現状

（１）図書館整備状況

学校図書館図書標準の定める冊数 ８，３６０冊

２８年度蔵書数 ９，７２７冊（平成２９年１２月末）

学校図書館図書標準の達成状況 １１６％

・現在，古い本や傷んでいる本を廃棄して，本を整備している。

（２）利用状況

２９年度（１２月末） １２，６９７冊 ４２１名 一人当たり約３０冊

・一人２冊，１週間借りられる。但し，夏休みや冬休みには３冊まで借りられる。

・低学年は，担任の貸出しカードにより数十冊借りて，児童が自分で借りた本とは別

にいつでも読めるように整備している。（一定期間で借り換えをしている。）



・国語の学習や調べ学習などで必要な本は，授業にすぐ使用できるように，担任の貸

出カードで貸出しをしている。

３ 司書教諭および図書主任等の教員の取組

（１）校内組織と主な役割

校長 教頭 教務 職員会議 図書主任 図書委員会

図書主任と学校司書が連携をして学校図書館を運営している。図書主任は，学校図

書館年間指導計画を立案したり，日々の図書館運営などを行ったりするとともに，学

校司書との連絡を密にして，学校図書館を活用した授業の提案，推進を行う。

本市では，児童・生徒の読書教育の充実を図る目的で学校司書の配置をしている。

勤務体制は，週２日，１日４時間，小学校年間７９日・中学校年間３９日である。以

前は，小学校だけであったが，平成２０年度から中学校にも配置されるようになった。

また，図書主任・司書教諭と学校司書が協力し合いながら

それぞれの役割を担っていくために，「図書主任・司書教

諭と学校司書のための学校図書館運営マニュアル」が八千

代市教育委員会によって作成され，各学校に配布されてい

る。

（２）子どもや教員に対する支援

① 図書館の運営に関すること

【図書館の整備】

○書籍

・蔵書登録，廃棄などの蔵書管理をコンピューターによって処理。

・年度当初の個人の図書カードの進級処理をコンピューターで行う。

・本の貸出し，返却をバーコード処理（紙の図書カードも使用する場合あり）

○配架整備

・十進分類法による整備をし，さらに表示札や小見出しを入れる。

・新刊紹介コーナーを設け，貸出し前に味見読書ができるようにする。

・ブックカートを使用し，学年への貸出しをする。

○環境

・季節に関係するものを掲示し，飾る。

・行事に合わせた本の展示。

・多学年で必要とする本は，学校図書館のみで使う

ように，シールで区別している。

【資料の管理】 新刊味見読書

○整備

・毎日配布される新聞を見開きにして，子どもたちがいつでも見られるようにし



ている。

・学校図書館に資料コーナーを設置。

・読書感想文学校代表は，廊下に掲示。

【学校図書館利用のガイダンス】

年度始めに全クラス実施し，学校図書館の使い方を学習する。

学 年 内 容

１年 オリエンテーション 昔のはなし 読み聞かせ（小道具）

２年 オリエンテーション カエルと遊ぼう（読み聞かせ含む）

３年 オリエンテーション ポプラディアの使い方

４年～６年 オリエンテーション

ポプラディアの使い方

テーマ３点決め，ポプラディアを使って調べてみよう

たんぽぽ学級 オリエンテーション リズムにのって絵本を楽しもう

あおむしは、何曜日に何を食べたかな？

ワークシートを使い眼球訓練も視野に入れる。

オリエンテーションを楽しくする工夫

低学年 －学校図書館は楽しい場所であることを認識してもらうために，小道具や

手遊びを取り入れ，メリハリをつけた授業構成にする。

中・高学年－調べる基本を学ぶために事典を利用。公立図書館の団体借用を利用し，

学校のポプラディアと合わせて７セット準備。班に 1セット，ワーク
シートを使う。クイズ形式によって子ども達が意欲的になる。

たんぽぽ学級－音楽とコラボした絵本の読み聞かせの後，ワークシートを使用。

八千代台小学校の学校図書館の書架の配置図

② 読書推進活動に関すること

【朝読書】

月曜日・火曜日・木曜日・金曜日の朝８時２０分～３０分（読書タイム）に読書

に取り組んでいる。子どもたちは，授業に関係する本を読んだり，学校図書館から

借りている本などを読んだりしている。



《読書アンケート （２学期末）》

○読書はすきですか。

すき まあまあすき あまりすきではない きらい 合 計

人数 ２７９ ７７ ２５ ９ ３９０

％ ７１．６ １９．７ ６．４ ２．３ １００

＊地域ボランティアによる読み聞かせ

月に１回火曜日の朝読書タイムに，全クラスで実施。

【学校司書による朝読書タイムの読み聞かせ】

朝読書タイムの時間に，計画的に実施。

【課題図書の紹介】

課題図書は，夏休み前の読書指導の時間を利用して全クラスに紹介をする。

【学校図書館だより発行】

学期に１回，年３回発行 全校児童に配布。

購入した本や読書活動の報告・お知らせなどを記載する。

【家読みカード】

１年，２年，たんぽぽ学級の子どもたちが夏休み中に読んだ本を学校図書館前

廊下に掲示して，全校に紹介。

【読書まつり】

読書週間に図書担当教諭と学校司書が図書委員会の児童と活動をする。

・図書委員が昼休みに読み聞かせをする。

・BINGOカードを全学年に配布する。
読書指導の時間や休み時間を利用してビンゴの内容に取り組む。

選書のポイント

①今，話題の本

②本の多様性を伝え

られる本



BINNGOカード例（学年別にカードを配布）

「ハンディキャップ１」体験コーナー

・リーディングトラッカーで文字を読んでみる。

・虫の見え方、動物の見え方などの掲示も見る。

「ハンディキャップ２」体験コーナー

・軍手をはめて折紙で簡単なものを折る。

・２５㎝の線が引いてある紙を使って指定された形を作る。

【しおり祭り】

目的 児童が読書の楽しさに気付いたり，読書に親しんだり ①題名

することができるように，読書週間のイベントとして ②絵や紹介文

実施する。 ・おすすめの理由

内容 ・自分が読んで，友だちに紹介したいと思う本を選び ・おもしろいところ

しおりに絵や紹介文をかく。 ・本の内容など。

・全校児童が鑑賞できるようにする。 ③学年 組 名前

・学年ごとに人気本を放送で紹介する。

読書BINGO 4年生

教科書

紹介本
人体 新聞クイズ

身体クイズ しおり
ハンディ

キャップ1

お話会
ハンディ

キャップ2
部首カルタ



しおりを昇降口前廊下に掲示 保護者ボランティアと一緒に作業

（２）学習等に関する支援（担任と学校司書ティームティーチング）

① 教科指導に関すること

【アニマシオンを使った授業】

たんぽぽ学級 読み聞かせとアニマシオン紙芝居

『ぶたのいつつご』 作戦５「いる？いない？」

１年 アニマシオン『りんごの木』 作戦１「読み違えた読み聞かせ」

２年 アニマシオン『川崎洋』の本と詩 作戦６９「言葉が長くいった」

３年 アニマシオン『あなぐまさんのもちよりパーティ』

作戦５９「だれが，だれに，なにを」

４年 『漢字辞典の引き方』 漢字アニマシオン

作戦７０「意味は，はっきりしている」をアレンジ

５年 『杜子春』 芥川龍之介 名作にふれる。 一人一冊準備

６年 『最後の一葉』オー・ヘンリー 作戦６「本と私」

【国語科授業実践】

２年 『きつねのおきゃくさま』

繰り返しのある本の準備，紹介を学校司書に支援してもらい，並行読書をしてい

く。「全校のみんなに読んでもらう」という目的で，三次で自分でも繰り返しの本

を作る。学校図書館に置き，全校児童が手軽に読めるようにする。そして，学校図

書館で読んだ子どもたちは，２年生に感想カードを書く。

４年 『ごんぎつね』

１時間目に担任と学校司書がティームティーチングで，ブックトークをする。

担任は本を紹介し，学校司書は「新美南吉の生涯」を紹介する。



担任の本の紹介 学校司書の「新美南吉」の紹介

５年 『雪わたり』

「宮沢賢治作品を語らう」（担任の授業と並行して）

１回目 「ツェねずみ」宮沢賢治の作品でリテラチャーサークル

読み聞かせ後，班で「この作品で何を思い出しますか」「一番大切な考え

や部分はどこだと思いますか」など数種類の話題の中から選んで話し合う。

リテラチャーサークルの導入に感情が入りやすいと思う作品を選ぶ。

２回目 宮沢賢治本のブックトークとオノマトぺクイズ

３回目 アニマシオン

「注文の多い料理店」

１３の扉を推理しょう

『雪わたり』でリテラチャーサークル

５年生の教室前に公立図書館借用を含め１２５冊の本を準備

宮
沢
賢
治
の
作

品
に
触
れ
る



【読書指導の授業実践】

〈読み，考える力を育てるための読書指導の授業〉

学 年 内 容

１年 教科書で紹介されている絵本の紹介

２年 教科書で紹介されている絵本の紹介 （パネルシアターを含む）

３年 教科書で紹介されている絵本の紹介

４年 日本十進分類法を知ろう！

学校図書館で探そう！千葉の本 ワークシートを使って

５年 新聞の仕組み 新聞記者になったつもりで見出しを考えてみよう

６年 新聞の仕組み 新聞記者になったつもりで見出しを考えてみよう

たんぽぽ学級 カエルと遊ぼう 読み聞かせ含む

高学年の新聞の仕組み

〈夏休みに読みを深めるための読書指導〉

１年～６年 青少年課題図書の紹介

たんぽぽ学級 青少年課題図書の紹介

１年～４年 千葉県課題図書の紹介

１年～６年 優秀読書感想文を読んでみよう

② 特別活動に関すること

【図書委員会】

○めあて

毎年４月の第一回目の委員会で，今年度の活動のめあてを決める。

２９年度のめあて みんなが，気持ちよく，楽しく本を読んでもらえる図書室

○活動時間

朝 ８時～８時１０分

昼休み １２時５５分～１時１５分

毎月１回委員会活動の時間を使って，掲示物などを作成する。

（今年度は，５年生６名，６年生８名）

＊学校司書も担当教師といっしょに委員会活動を行う。

○委員会活動の取組

昼休みに読み聞かせ

導入で，自分が見たい

テレビ欄，地域版を知る

ことにより新聞を身近に

感じてもらう。

数社の新聞を用意して，

読み比べをして，書き方

の工夫を見つけ合う。



掲示物

新聞形式で図書だよりを作成 「季節の詩」掲示物作成

本紹介

こわ～い話本紹介 おすすめの本

新聞形式で書くおすすめ本

学校図書館前廊下に掲示

公共図書館「八千代台図書館」の八千代台本祭りに参加・自らも発信！

ブックストリートの期間に合わせて，八千代台図書館児童室に掲示される。



見本を参考におすすめ新聞を作成 八千代台図書館児童室

本の福袋

テーマに合った本を２冊選び，袋の中に入れる。お昼の放送で案内をする。

図書委員会で福袋を作る

福袋の説明をする図書委員

③ 総合的な学習の時間に関すること

調べ学習をするために，学校司書が関係する本を学校図書館や公共図書館の団体

貸出しを利用して準備する。特に５年「パラリンピック調査団」では，資料として

本が準備されていることにより，児童の課題解決意欲が高まった。

（４）学校司書や公共図書館との連携

○公共図書館との連携

・調べ学習コンクールへの参加を昨年度から始めた。公共図書館の司書の方を講師



に迎えて，公共図書館の利用の仕方や本を使った調べ学習の方法・レポートの書

き方などを指導してもらう。

・団体貸出

公共図書館から，２００点まで，２か月の範囲内で借りることができる。

月２回の団体貸出資料配送を利用して，本を届けてもらったり返却したりしてい

る。（年間の配送日時予定表に合わせて，利用申込を連絡している。）

○学校司書との連携

・各クラスに読書指導の時間を学期ごとに計画し，実施する。授業内容は，学級担

任と相談をする。オリエンテーション・課題図書の紹介・しおり作成は，必ず全

クラスで実施する。

・図書委員会の活動も担当教師と相談をしながら行う。

・担任は，調べ学習や授業に関係する本の準備・ブックトークなどの授業支援をお

願いしている。

・読書授業実践例（担任とのティームティーチング）

〈図書館クイズ〉３年

本探しから集中して取り組む

〈バリアフリーのブックトーク〉1～5年生 たんぽぽ学級

点字つきさわる絵本・点字シートを準備。

〈身体・骨のブックトーク〉 １～６年生 たんぽぽ学級

ブックトーク後，A4サイズの紙で骸骨を作成

『ものづくりハンドブック ４』より

編：たのしい授業編集委員会 仮説社

〈『ぞうくんのさんぽ』を読んで，ペープサート・パネルシアター・牛乳パック積

み木で積んでみよう〉



〈カルタを使って〉

低学年はロングセラー絵本カルタをして 中学年は部首カルタ

から，絵本を読む。

４ 成果と課題

（１）成果

・朝読書の時間に，学校図書館で借りた本や学習で必要な本を静かに読むことがで

きるようになった。数年前から先生方が意識して，朝読書の選書に取り組んでき

た成果が出てきた。

・学習で必要な本を学校司書が，学校図書館にある本と公共図書館から団体貸出し

の手続きを行って準備した。その結果，多数の本を使った授業を行えた。

・並行読書・読書指導などで，担任と学校司書とのティームティーチングの授業を

全クラスで実施することができた。

・学校司書が多様な読書指導（ブックトーク，アニマシオン，体験など）をするこ

とで，いつも読まない本を手に取る児童がいた。

・図書委員会の児童が，イベントの準備をしたり読み聞かせの活動をしたりするこ

とができた。消極的な姿から意欲的な姿に変わった。

・保護者ボランティアの方を募集して，学校図書館の環境を整えることができた。

（２）課題

・本に関心が低い児童に対して，また，先生方にもっと学校図書館を利用してもら

うために，図書だよりや学校図書館活用年間計画を見直す必要がある。

・図書委員会でいろいろな活動を行ったが，多くの児童に参加してもらうためのに

は，どのような取組をすればよいのか。（図書委員の役割も含めて）

・学校図書館を活用した授業実践を計画的に実施するためには，学校司書が実施し

た授業支援を多くの先生に知ってもらう必要がある。



ブックトークシナリオ
指導者 学級担任 佐藤 直美

学校司書 村上 佳子

❖テーマ 「ようこそ 新美南吉のお話の世界へ」

❖対象学年 小学４年生

❖テーマについて

多くの教科書に,長年掲載されている新美南吉の名作である『ごんぎつね』を学習す

る。新美南吉の作品は，悲しさと優しさが登場人物や動物などを通して描かれている。

南吉自身の生い立ちが作品に影響を及ぼしているのではないかと思う。そこで，ブック

トークで新美南吉という人物と作品を知れば，その他の作品も読んでみたくなるだろう

と考え，このテーマを設定した。

❖取り扱い 国語

❖時間 45分

❖取り上げた本

『ごんぎつね』 新美南吉／作 黒井健／絵 偕成社

『手ぶくろを買いに 』 新美南吉／作 黒井健／絵 偕成社

『赤いろうそく』 新美南吉／作 太田大八／絵 小峰書店

『花のき村と盗人たち』 新美南吉／作 篠崎三朗／絵 小峰書店

『おじいさんのランプ』 新美南吉／作 篠崎三朗／絵 小峰書店

『でんでんむしのかなしみ』 新美南吉／作 かみやしん／絵 大日本図書

時配 紹介する本と話の展開 語 り 留 意 点

２ １．導入 写真を提示しながら， 子どもたちを前に集

○この写真の人は誰でしょう？ める。

○この人は「新美南吉」と言い 新美南吉の写真を提

ます。新美南吉さんはどんな 示する。

人なのかを村上先生に紹介し 新美南吉の名前の紙

てもらいます。村上先生，よ と貼る。

ろしくお願いします。

６ ２．新美南吉の紹介 ○１９１３年、愛知県半田市に 村上先生に紹介して

生まれました。小学校や高校 もらう

の先生をしながら，作品を書

きました。結核という病気で 愛知県半田市の地図

１９４３年に２９歳という若 を見せ，場所を確認

さで亡くなりました。・・・ する。



２ ３．テーマを提示 ○今日は、「ようこそ 新美南 テーマを書いた紙を

吉のお話の世界へ」というテ 黒板に貼る。

ーマで 新美南吉の本を紹介

します。

３ ４．『ごんぎつね』 ○新美南吉と聞いてどんなお話

・表紙と１ページ目 が思いうかびますか。

を紹介する。 ○みなさんが言ったように日本 ごんぎつねの絵本や

中の４年生が知っている『ご 本を数種類並べる。

んぎつね』を書いた人です。

○『ごんぎつね』は小ぎつねの 資料を見せながら，

ごんと兵十についての話で 推敲した文を見せ

す。南吉さんは，文章を書く る。

と必ず自分で自分の文を推敲

（見直しを）した人です。

例えば ～ように。

○ 絵本「ごんぎつね」を１ペ 表紙と最初の１ペー

ージ目を少し読む。 ジを提示しながら話

○この絵を描いた黒井健さん す。

は，途中で絵を描き変えたそ

うです。さらに文章に合った

絵にしたそうです。作家も画

家もよいお話にするために努

力しているんですね。

○実は，「ごんぎつね」は，絵 数冊の本を展示す

本や読み物として数多く出版 る。

されています。読み比べるの

も楽しいので，ぜひ読んでみ

てください。

３ ５．『手ぶくろを買い

に』 ○次に紹介する本は，子どもの

・話の途中まで紹介 きつねが主人公のお話です。

する。 ○１ページ読む。 絵が黒井健の絵本を

○人間を信用していなかったお 準備する。

母さんが最後に「ほんとうに

人間はいいものかしら」とつ 絵と文を見せる。

ぶやいていたのはどうしてで 紹介したいページを

しょうか。 見せる。

５ ６．『赤いろうそく』 ○新美南吉さんは，動物を主人



・全文を読む 公にしたお話をたくさん書い 表紙を見せる。

ています。この『赤いろうそ 赤い蝋燭を準備して

く』には，さるが登場しま おく。

す。全文を読む。 挿絵を見せる。

楽しいお話でしたね。

３ ７．『花のき村と盗人 ○次に紹介する本『花のき村と 表紙を見せる。

たち』 盗人たち』は，人間が主人公

・登場人物を中心に です。それも盗人です。盗人

話を紹介する。 って何をするお仕事なのか知 子どもたちに発言さ

っている人はいますか。 せる。

○むかし，花のき村に北から川 ページをめくりなが

にそって昨日，初めて盗人の ら，話を紹介する。

親方になった盗人1人と昨日，

初めて盗人になり，弟子にも

なった４人の盗人がやってき

ました。弟子の名前は昨日ま

で釜や茶釜を作っていた「釜
かま

右ｴ門」，昨日まで家の錠を
え も ん

作っていた「海老之錠」,
え び の じよう

昨日まで家々の前で逆立ちを

したり，とんぼがえりをした

りしてお金をもらっていた少

年の「角兵エ」昨日まで大工
かく べ え

の修行をしていた「 鉋 太
かんな た

郎」。かしらは弟子達４人に
ろう

村の様子を見に行かせます。

きちんと盗人の仕事はできる

のでしょうか。最後にどんで

ん返しも待っています。ぜひ，

読んでみてください。

３ ８．『おじいさんのラ ○この写真は何か分かります ランプの写真を見せ

ンプ』 か。 る。

・話を紹介する。 ランプです。このランプによ

って人生が変わったお話で

す。東一君が友だちとかくれ

んぼで遊んでいた時に倉のす

みにあったランプを見つけま 挿絵を見せながら話

す。友だちの鬼の宗八君は鉄 す。



砲と間違えてしまうくらいめ

ずらしい形のランプです。そ

のランプは東一君のおじいさ

んの巳之助さんが１３歳の少

年だった頃に，ランプ売りを

していた時の物だったので

す。家族がいなかったおじい

さんは，人の世話にならずに

自分で働いて生活をしていま

した。そして，このランプの

おかげで読み書きができるよ

うになったんです。でも，今

は本屋のお仕事をしていま

す。この本を読むと日本の生

活の変化がわかります。ぜひ，

変化した理由を考えてみまし

ょう。

３ ９．『でんでんむしの ○最後に，梅雨といえばどんな 表紙と見せたいペー

かなしみ』 生き物を想像しますか。 ジをめくりながら話

・話の途中までを紹 「でんでんむし」ですね。 す。

介する。 たくさんの悲しみをかかえた

でんでんむしが，その悲しみ

をのりこえていきます。あな

たたちを勇気づけてくれると

思います。ぜひ，手にとって

読んでみましょう。

１３ 10．新美南吉の本を ○新美南吉の本を紹介しました 一人 1冊以上になる
読む。（自分で） が,気になった本はありまし 冊数を準備する。

たか。この後，皆さんも読ん

でみましょう。

２ 11．終末 ○お気に入りの本は見つかりま 数名の子どもに発表

・本時の感想を発表 したか。 させる。

させる。 ○これからも新美南吉の本を読 ブックリストを配る

んでいきましょう。


