
 

 

我孫子市立湖北台西小学校 

 

１ 学校の紹介 

（１）学校および地域の概要 

   本校は，我孫子市の東部，手賀沼のほとり北側に位置している。日本住宅公団湖北

台団地及び周辺の住宅地の造成により設立された学校で，全児童数の３分の１程度の

児童が，湖北台団地より通学している。児童数は，昭和５０年代に２０００名を超え

たが，湖北台東小学校開校に伴い，児童が分離し，その後も徐々に減少した。現在で

は約３５０名（１５学級＝言語１学級，情緒２学級を含む）となっている。 

   また，本校のすぐ向かいに市民図書館（湖北台分館）があり，密に連携を図ってい

る。 

 

（２）学校教育目標 

  確かな学力を持つ子 優しい心を持つ子 健康でたくましい子 

 

（３）学校教育目標の具現 

  確かな学力を持つ子…図書館利用の活動を通して，自ら学ぶ意欲と態度を育て生涯学

習の基礎を養う。 

  優しい心を持つ子……教育活動全体を通して，読書活動を推進し，豊かな心と健やか

な精神を育む。 

 

（４）学校図書館教育のねらい 

 ・児童の読書意欲を盛んにし，豊かな心情と幅広い知識を身につけさせる。 

 ・学び方の指導を充実させ，児童の図書館利用態度や図書館活用技術を高める。 

 ・多様な資料を整え，児童の目的に応じた情報選択及び情報活用能力を育てる。 

 

（５）学校図書館教育指導の重点 

  ・教育課程に位置づけた学校図書館の利用を計画的に実施する。 

・学校図書館を利用した学習を充実させ，情報活用能力の育成を図る。 

 ・教育課程全体を通して，計画的な読書活動を推進する。 

 

（６）研究主題 

  平成２８年度 『「読む」意欲を高める読書活動の在り方』 

  平成２９年度 『「読む」力を高める読書活動の在り方』〈本年度〉 

  平成３０年度 『「読む」力を高め，思考を深める読書活動の在り方』（予定） 

 

２ 学校図書館の現状 

（１）整備状況 

   蔵書数 約９６００冊（学校図書館図書標準の達成状況 １１０％） 



 

 

（２）利用状況 

 ４月から１２月までの８ヶ月間，貸し出した本の数の平均  

 １年･･･２０．８冊／人  ２年･･･３７．６冊／人  ３年･･･１９．４冊／人 

 ４年･･･１５．５冊／人  ５年･･･２０．７冊／人  ６年･･･２１．２冊／人 

 学校平均･･･２２．５冊／人 

 

３ 読書活動への取り組み 

（１）校内組織と主な役割 

   校 長 － 教 頭 － 教務主任 － 図書館担当 － 学級担任 

                      ・図書主任 

                      ・学校司書 

                      ・研究主任 

 

     お話ポケット（地域ボランティア） 

 

    我孫子市民図書館湖北台分館 

 

   校長の下，図書主任と学校司書が，我孫子市民図書館湖北台分館と連携し，図書の

団体貸し出しを受けている。学校図書館で，新しく本を購入する際には，担任と学校

司書が協同で選書にあたる。読書活動の一環として，地域ボランティアの読み聞かせ

が行われている。 

 

（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 

   ・図書館の整備について 

     蔵 書 点 検…学校司書 

     新刊図書の選書…教職員と学校司書 

             学校司書がアンケート用紙を配布し，教職員が購入希望図書

を記入する。その後学校司書が調整し，図書館担当との検討

（購入審査）の後，学校長の承認を得て，新刊図書を予算内

で購入する。 

    図 書 の 配 置…学校司書と図書委員会担当教諭 

             基本は，十進分類法による分類で行うが，児童が本を探しや

すいように，絵本や古典の配置やサインを工夫改善する。 

     掲示物の作成…学校図書館では，学校司書が「先生方のおすすめの本」や「図

書新聞」を作製して掲示する。 

   ア）「先生方おすすめの本」 

      教職員の転入に合わせて，学校司書が，おすすめ  

の本を尋ねて，本の内容にあうように掲示物を作製 

する。 



 

 

           イ）「図書新聞」「たんた新聞（市民図書館発行）」 

           「朝日小学生新聞」コーナー 

                     図書新聞は，毎月，学校司書が作 

                    成し，掲示する。 

                     市民図書館から，小学生向けの図 

                    書新聞が，季節ごとに届く。学校図 

書館に掲示して広める。 

                     小学生新聞は，図書委員会児童が， 

                    受け取り，注目記事を昼の放送で紹 

                    介した後，学校図書館に置く。 

この      他に「貸し出しスケジュール」「新刊案内」「課題図書の紹

介」「読書感想文の書き方アドバイス」「学級別貸し出し状

況」なども掲示している。 

     

学校図書館脇通路には，教職員が，各学年の児童にあった図書関連の掲示物

を作製（夏季休業中のモラールアップ研修にて）して掲示する。 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ウ）４年生の掲示物…教科書の巻末に掲載 

   されている図書の紹介 

 

エ）２年生の掲示物…昔話の紹介 

オ）図書委員会掲示板 

学校図書館に向かう階段の踊り場は， 

 図書委員会の掲示板として，図書委員 

の児童が掲示物を作製して掲示する。 

 お知らせ…図書新聞 

イベント…委員会主体のイベントの紹介 

 貸し出し冊数…学級ごとの貸し出し数の 

累計 

 新しい本…児童による新刊本の紹介 

 図書委員おすすめの本 

 以上のコーナーがある。 



 

 

   ・資料の管理について 

    図書資料の全てを学校司書が管理する。必要に応じて，教職員に貸し出す。 

   ・図書館利用のガイダンス 

     １年生には，初めての図書の時間に，学校司書が図書室の使い方や本の借り方，

返し方のガイダンスを行う。その後，すべての学年に対して，必要に応じたガイ

ダンスを追加で行う。 

 

 ② 読書推進活動に関すること 

   ・図書バックの活用 

     社会福祉協議会の寄付により，不織布でできた図書 

バックを児童全員に配布している。バックは常に，机の 

フックにかけてあり，中には本が入っている。給食の準 

備を待つ間や，テストや課題が終わった時などの隙間時 

間に，児童はいつでも本を読むことができる。 

   ・朝読書 

     毎朝，８時１５分から８時３０分までを朝読書の時間とする。 

    １年生は，担任による読み聞かせを行う。２～５年生は，自由読書を行う。 

    １～４年生には，１か月に１度，地域のボランティア「お話ポケット」による絵

本の読み聞かせがある。６年生には，卒業前に１度，読み聞かせが行われている。 

   ・市民図書館主催の「読む読むラリー」への参加 

     読書週間に，読書推進活動に参加する。１０冊読むとラリーのゴールとなる。 

 

 

 

                              市民図書館への校外学 

                             習と併せて，参加し，１ 

                             年生は，全員がゴールし 

た。 

                              

 

   ・市民図書館からの「学級文庫」の貸し出し 

     各学期に４０冊ずつ，年間で１２０冊の本を，市民図書館から借りて，学級文

庫としている。特別支援学級を含む全ての学級に常に４０冊の本があり，児童は

いつでも手に取って読むことができる。１年生では，学級間で交換して読み，２

倍の２４０冊を読んでいる。 

   ・長期休み前の企画 

     夏休みや冬休みには本を２冊貸し出す。その期間に合わせて，学校司書が「お

すすめの本のコーナー」を作り，読書意欲を喚起する。 

   ・図書委員会（児童）主催のイベント 

     「金曜日に本を２冊借りよう！」「西小の人気ナンバーワンシリーズを決めよ



 

 

う！」「西小読む聞くラリー」「読書感想カードを書こう」など，図書委員会主催

の読書活動が児童主体で行われている。 

 

（３）学習等に関する支援 

  ① 全学年，全学級に行われている支援 

  ・学校司書による学校図書館利用ガイダンス 

  ・学校司書による並行読書に必要な本の選定と準備 

     １クラスに対して４０冊以上を用意する。 

教員からのリクエストに応じ，テーマに沿った本の選定や，作者やシリーズに

よる本の選定を行う。学校図書館内の蔵書では足りない場合には，学校司書が市

民図書館と連携し，学習に必要な本を揃える。 

  ・国語科の学習への参加 

学校司書がゲストティーチャーやＴ２としての授業へ参加する。 

   ・辞典の配置 

     国語辞典を各学年に４０冊，教室又は教室横の通路に配置する。 

     漢字辞典は，図書室に１００冊配置する。 

  ② 特別活動に関すること 

  ・図書委員会への指導 

   学校司書は，教職員と連携して，図書委員会主催のイベントの実現や，全校集

会での発表に向け，助言と指導を行う。さらに，委員会の常時活動（本の貸し出

し，返却，図書カードの作成，図書日誌の記載，朝日小学生新聞の記事紹介）に

ついての助言と指導を継続して行う。 

  ・クラブ活動での図書館の活用 

     科学クラブや料理クラブの活動で，調べ学習の必要に応じて学校図書館を利用

する。 

 

（４）公共図書館との連携 

 ① 授業支援 

   ・市民図書館の団体貸し出し 

     教科の学習で必要な，並行読書用の図書や，調べ学習の資料を借りることがで

きる。テーマを伝えると，市民図書館の司書が学校司書と連携して，本を選定し

て提供する。 

   ・市民図書館の見学 

     低学年では，市民図書館の見学を行い，図書館利用のガイダンスを受ける。今

年度は、１年生は２回，２年生は１回市民図書館を訪ねて，体験学習を行った。

特に１年生は，市民図書館主催の「読む読むラリー」のゴールに合わせて，市民

図書館に行き，全員がゴールするとともに，司書による読み聞かせを聞いたり，

図書館での読書を楽しんだりと充実した時間をすごした。 

  

 



 

 

（５）読書活動を取り入れた教育課程 ☆印が読書活動 

 朝学習・全教育活動 教科との関連 学校司書 

市民図書館との連携 

１学年 ・担任による読み聞か 

 せ 

・「お話ポケット」に 

よる読み聞かせ 

・図書バックの活用 

・学級文庫の整備 

・市民図書館主催イベ 

ントへの参加 

・図書委員会主催イベ 

ントへの参加 

国語科 

・単元名「としょかんへい 

こう」 

学校図書館の使い方 

市民図書館見学 

・単元名「本となかよくな 

ろう」 

 教材名「てぶくろ」 

 教材名『「おはなしどう 

ぶつえん』をつくって， 

本をしょうかいしよう」  

☆アニマシオン的な活動

（ダウトを探せ・ 

この子はだあれ） 

☆並行読書 

（動物が主人公の絵本） 

☆学校司書による 

本の紹介 

☆掲示物「おはなしどうぶ 

つえん」 

国語科+生活科 

・単元名「ほんとなかよく

なろう」 

 教材名「としょしつであ

きをみつけよう」「カー

ドにかいてしらせよう」 

☆アニマシオン的活動 

（なつかな？あきかな？ 

 チラシからあきをみつ

けよう，どんなおはなしか

な） 

☆ブックリスト・並行読書 

☆あきみつけの校庭散歩 

☆季節の行事 

☆給食「お月見献立」 

☆本の紹介カード 

 

○学学校図書館利用のガ

イダンス 

○学担任と連携し，市民

図書館から，学習単元

に必要な図書を借り

る。学校図書館の本と

市民図書館の本を合わ

せて１クラス４０冊以

上になるように用意す

る。 

○市学級文庫１２０冊の

貸し出し 

○市市民図書館見学・体

験学習の受け入れ 

 



 

 

・調べ学習 

「はたらくのりもの」 

２学年 ・朝読書（自由読書） 

・「お話ポケット」に 

よる読み聞かせ 

・図書バックの活用 

・学級文庫の整備 

・市民図書館主催イベ 

ントへの参加 

・図書委員会主催イベ 

ントへの参加 

 

国語科 

・単元名「図書館へい 

こう」 

学校図書館の使い方 

市民図書館見学 

・単元名「お気に入りのき

つねを見つけよう，知ら

せよう」 

 教材名「きつねのおきゃ

くさま」 

☆アニマシオン的活動 

（前かな，後ろかな 

 あのねカード） 

☆並行読書（きつねが登場

する本） 

国語科+生活科 

・単元名「しごとをしらべ

よう」 

 教材名「動物園のじゅう

い」 

☆アニマシオン的活動 

（どの言葉がはいるかな） 

☆ブックリスト・並行読書 

☆町たんけん 

☆感想交流会 

☆調べ学習（仕事調べ） 

・教材文「すみれとあり」 

☆調べ学習（生き物） 

 

○学学校図書館利用のガ

イダンス 

○学担任と連携し，市民

図書館から，学習単元

に必要な図書を借り

る。学校図書館の本と

市民図書館の本を合わ

せて１クラス４０冊以

上になるように用意す

る。 

○市学級文庫１２０冊の

貸し出し 

○市市民図書館見学・体

験学習の受け入れ 

 

３学年 ・朝読書（自由読書） 

・「お話ポケット」に 

よる読み聞かせ 

・図書バックの活用 

・学級文庫の整備 

・市民図書館主催イベ 

ントへの参加 

・図書委員会主催イベ 

国語科 

・単元名「おすすめの本を

友達に紹介しよう」 

 教材名「モチモチの木」 

☆並行読書 

（斉藤隆介の作品） 

☆掲示物「読書の木」 

・単元名「伝えたいわたし

○学学校図書館利用のガ

イダンス 

○学担任と連携し，市民

図書館から，学習単元

に必要な図書を借り

る。学校図書館の本と

市民図書館の本を合わ

せて１クラス４０冊以



 

 

ントへの参加 

 

の気持ち！聞きたいあ

なたの気持ち！」 

 教材名「わすれられない

おくりもの」 

☆シリーズ本の並行読書 

国語科+総合的な学習の時

間 

・単元名 「谷つ生き物ひ

みつ図鑑をつくろう」 

・教材名「めだか」 

☆谷津ミュージアム見学 

☆並行読書 

☆ひみつ図鑑（児童作成）

の読み合い，交流活動 

☆調べ学習（生き物） 

上になるように用意す

る。 

○市学級文庫１２０冊の

貸し出し 

 

 

４学年 ・朝読書（自由読書） 

・「お話ポケット」に 

よる読み聞かせ 

・図書バックの活用 

・学級文庫の整備 

・市民図書館主催イベ 

ントへの参加 

・図書委員会主催イベ 

ントへの参加 

 

国語科 

・単元名「４年生が選ぶ西

小図書室５０冊」 

 教材名「ごんぎつね」 

☆並行読書 

 ブックリスト５０冊 

（冒険，友情テーマ本） 

☆図書室への掲示 

 紹介ポップを図書室へ 

掲示する。 

・単元名「読みあい，語り

合おう」 

 教材名「一つの花」 

☆事典・絵本での導入 

☆並行読書 

☆ブックトーク 

（「家族」「戦争」「平和」

をテーマとした読書） 

社会科 

・特産物を調べよう 

・土地の特徴を調べよう 

理科 

・星座を調べよう 

総合的な学習の時間 

・環境問題について調べよ

○学学校図書館利用のガ

イダンス 

○学担任と連携し，市民

図書館から，学習単元

に必要な図書を借り

る。学校図書館の本と

市民図書館の本を合わ

せて１クラス４０冊以

上になるように用意す

る。 

○市学級文庫１２０冊の

貸し出し 

 

 



 

 

う「それいけ！西っ子エ

コレンジャー！！」 

５学年 ・朝読書（自由読書） 

・図書バックの活用 

・学級文庫の整備 

・市民図書館主催イベ 

ントへの参加 

・図書委員会主催イベ 

ントの企画・運営参 

加 

 

国語科 

・単元名「どう読み 何を

受け取るか」 

 教材名「言葉と事実」 

☆児童が作成した新聞の

活用 

☆小学生向け新聞の活用

（３紙） 

・単元名「心に響く表現の

良さを味わおう」 

 教材名「雪わたり」 

☆学校司書による本の紹

介 

☆並行読書（宮沢賢治の作

品） 

☆感想交換ノート 

☆ビブリオバトルのよう

な活動（表現大賞を決め

よう） 

・単元名「故事成語」 

 故事成語を調べよう 

家庭科+総合的な学習の時

間+社会科 

・米作りについて調べよう 

・米料理を調べて作ろう 

○学学校図書館利用のガ

イダンス 

○学担任と連携し，市民

図書館から，学習単元

に必要な図書を借り

る。学校図書館の本と

市民図書館の本を合わ

せて１クラス４０冊以

上になるように用意す

る。 

○市学級文庫１２０冊の

貸し出し 

 

 

６学年 ・朝読書（自由読書） 

・図書バックの活用 

・学級文庫の整備 

・市民図書館主催イベ 

ントへの参加 

・図書委員会主催イベ 

ントの企画・運営参 

加 

国語科 

・単元名「平和について考

えよう－テーマに沿っ

た読書のすすめ－」 

 参考教材「パネルディス

カッションをしよう」 

☆集団での読書活動 

☆パネルディスカッショ  

ン 

☆テーマ（「戦争」「平和」）

に沿った並行読書 

・単元名「読書で広げよう

○学学校図書館利用のガ

イダンス 

○学担任と連携し，市民

図書館から，学習単元

に必要な図書を借り

る。学校図書館の本と

市民図書館の本を合わ

せて１クラス４０冊以

上になるように用意す

る。 

○市学級文庫１２０冊の

貸し出し 



 

 

西っ子の輪」 

 教材名「カレーライス」 

☆並行読書（自分が共感す

る本） 

☆ブックトーク 

特別活動 

・修学旅行 

「日光について調べよう」 

「世界の国々の伝統・文化

を調べよう」 

・キャリア教育 

「お仕事調べをしよう」 

 

 

 

４ 成果と課題 

－学習意欲が低い児童にとって，読書活動は，どのような価値を持つのか－ 

  本校の児童の学力は高い方ではなく，個人差も大きい。小学校入学前までに，家庭で

本に触れたことのない児童も複数おり，本に触れることや目の前にある文章を読むこと

に対しての拒絶に近い反応を示す児童が学級内に１割程度は存在するという現状である。

このような児童にとって，読書活動はどのような価値を持つのか。 

 

（１）成果 

  ① 本に親しむ時間の充実 

  児童が本を手に取り，文章を読もうという意欲を持つことを第一のねらいとし，

教師がアニマシオン的な活動を取り入れたり，読み聞かせの時間を増やしたりした。

その結果，児童が本は楽しいと感じ，読書を好むようになり，本や文章を読もうと

する意欲が高まった。児童がすぐに本を手に取ることができる環境を作ることがで

きている。 

 ② 児童の読む力の高まり 

   児童が，読書に親しんだことで，読むことに対しての苦手意識が薄れ，文章や本を

読む力を高めつつあるといえる。課題に対しては，「読まずに取り組まない」という姿

はほとんど見られなくなった。児童の読む力を高めるために，教職員は，授業改善を

進めた。読む意欲を継続させるために，読書活動を取り入れるとともに，正しく読ま

せるための手立てを複数用意した。それぞれの学習単元において児童に十分な量と質

の本を用意することができた。 

 ③ 学習場所としての図書館の充実 

   国語科の並行読書や図書の時間の自由読書をはじめ，その他の教科やクラブ活動で

の調べ学習などで，学習場所として学校図書館を活用している。さらに，学習の場を

市民図書館（湖北台分館）にまで広げた。これには，「選挙権を持つ１８歳までに自己

決定できる青年を育てたい」という大きな願いを込めている。自己決定するために情

報拠点としての図書館を活用することを目指すのである。まずは，「市民図書館に足を



 

 

運ぶきっかけを作ること」をねらいとした。校長の強いリーダーシップの下，図書館

副館長，児童担当者との打ち合わせを行い教職員の願いを聞いていただいた。市民図

書館の理解を得られ，１・２年生の全児童が市民図書館（湖北台分館）での学習を体

験することができた。市民図書館の職員の方からは，本校児童が家庭学習（調べ学習）

のために図書館へ足を運んでいるとの声も聞かれるようになった。地域に児童の居場

所が増えたことも本校にとっては大きな成果である。しかし，より大きな成果として

は，児童の読書生活と，学習活動の幅が広がったことである。これは，将来の言語生

活と読書生活につながる足がかりとなったのではないだろうか。児童にとって，学校

図書館が様々な学習を行う場所として機能した結果，市民図書館も同様の機能を持つ

ようになった。    

以上３点は，どれも教員と学校司書，さらに市民図書館の職員が強く連携し，ねら

いを明確に持って，意図的にカリキュラムを組んだ成果である。 

 

（２）課題 

 ① 年間計画・系統指導計画 

   各学年及び特別支援学級での，図書の活用や，図書室の活用が重なることが多々見

られる。今年度までの実践を継続していくためには，年間計画を立てて図書館利用を

調整する必要がある。また，図書館利用のガイダンスや，図書の活用力を系統立てて

指導していくことを目指したい。 

 ② 人員環境・情報機器の整備 

   現在，学校司書は週に２日間の勤務体制であり，図書室に職員が不在になる時間が

多い。そのために，情報機器を配置して管理することが難しい。今後，児童の学習活

動を，さらに充実させるには，パソコンやテレビなどを配置し，図書と併せてその他

の情報も同時に活用できる情報拠点としての学校図書館が求められる。学校司書の常

勤体制を含めた人員環境の整備，また情報機器の整備などが課題となる。 

 ③ 小・中連携 

   現在小学校では，読書活動を取り入れた教育課程に取り組み，学校図書館や，市民

図書館を活用する機会を多く設けている。しかし，このような取り組みを中学校区で

は共有しておらず，児童が身につけた図書活用の力や，読書の習慣が望ましい姿のま

ま，継続して伸びているのかが定かではない。小学校での学校図書館の活用を社会人

としての読書生活へと繋ぐことを目指すならば，その第一歩として中学校区での共有

から，地域での共有へと広げていくことが課題となる。 

 

  本校の児童にとって，読書活動は「楽しみ」であり「学び」である。経験を補い，言

葉を与え，自らの心の有りようを認識させる「学び」である。 


