
柏市立大津ケ丘第一小学校  
 

１ 学校の紹介 

 

（１）学校及び地域の概要 

本校は全校児童３５９名，１４学級で構成されており，創立から３９年目の学校であ

る。旧沼南町で造成された住宅地の中に開校し，平成１７年に柏市との合併により，柏

市の東部に位置する学校となった。学区には国道１６号線が縦断し，交通量も多いが，

近くには大津川が流れ，増尾城址公園に歩いて遠足に行ける等，自然環境にも恵まれて

いる。 

 

（２）学校教育目標 

  豊かな人間性と創造性を備えた児童の育成  

校訓「ゆたかで あたたかく たくましく」 

              

（児童像） 

 

 

 

（３）読書活動に関する目標等 

  ・学校図書館教育全体計画より 

    読書への関心を高め，意欲的に読書活動に取り組めるよう支援する。 

・校内研究主題 

主体的に学び「わかる・できる」喜びを実感できる授業づくり 

― ＩＣＴや学校図書館の活用を通した教材教具の工夫 ― 

 

２ 自校の図書館の現状 

 

（１）整備状況 

  １階と４階に分かれていた本をＨ24年度より４階にまとめ，９類を読書センター，０

～８類を情報センターに配架し，２部屋でバーコードの読み取り・学習ができるように

なった。 

 

 
 
 

 
 

     （読書センター）            （情報センター） 

蔵書数 １０６９０冊（Ｈ２８．１２現在） 

学校図書館図書標準の達成状況は，１２７％である。１～２年おきに蔵書点検を行い，

古い本は廃棄したり，除籍して学級文庫として活用したりしている。 

１ よく考え，進んで学習する子 

２ 心豊かで思いやりのある子 

３ 進んで体をきたえる子 



（２）利用状況 

年間貸し出し数の推移 

※Ｈ２８は，１２月現在。 

その他は，特別支援学級，職員，学年への貸し出しを表す。 

 

３ 司書教諭の取り組み 

 

（１）校内組織と主な役割 

    校長 ― 教頭 ― 職員会議 ― 教務部 ――― 図書館・読書活動推進担当  

             ・教務         ・司書教諭      ｜ 

・研究主任   ・学校図書館指導員  ｜ 

                                  図書委員会 

  

 司書教諭は校内の研究推進委員に所属し，学校図書館を活用した授業作りの支援を 

行う。学校図書館指導員（学校司書）と連携しながら，図書環境の整備・資料の管理・ 

各学級へのオリエンテーション・図書委員会の児童への指導を行い，読書活動の企画・ 

運営をする。 

 

（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 

  ＜図書環境の整備＞ 

年度始めに全学級で図書館オリエンテーションを行い，図書館の利用の仕方や配

架を確認している。 

 通常の配架の他，各学年の国語の教科書に載っている本や学習に使う本（平和学

習など）はコーナーを設置して、本を探しやすくしている。また，各学年が期間限

定で利用する本については，ブックトラックに資料を集めたり，まとめて学年の廊

下に配置したりして活用を進めている。 

  ＜図書流通システムの活用＞ 

    校内で準備できない本や資料は，市立図書館及び市内小中学校の本を借りている。 

 

年度 
児童数    

（人） 

平均 

冊数 

1 年生 

（冊）  

2 年生 

（冊）  

3 年生 

（冊）  

4 年生 

（冊）  

5 年生 

（冊）  

6 年生 

（冊）  
その他 

全校貸出 

総冊数 

H23 391 33.7  3,078 1,848 1,506 2,353 1,779 1,647 330 13,189 

H24 378 36.5  3,759 2,548 1,640 1,388 1,856 1,344 1,266 13,801 

H25 373 35.6  2,536 3,105 2,010 2,118 1,840 1,421 260 13,290 

H26 349 43.2  3,605 3,025 3,914 2,661 937 936  ― 15,078 

H27 351 49.2  3,005 2,920 2,876 3,598 1,891 1,175 1,797 17,262 

Ｈ28 35９ 42.2 2,092 2,592 2,671 2,199 1,981 1,606 1,991 15,132 



  ② 読書推進活動に関すること 

＜読書の記録と読書の木＞ 

  「６年間で５００冊読もう」をスローガン

に，各学年の目標冊数を設定し，全児童が記

録をつけている。家庭や学級文庫など，学校

図書館で借りていない本も対象とし，３０冊

読むごとに報告する仕組みになっている。読

書センターの廊下に「読書の木」を掲示し，

３０冊ごとに色を変えて花型の氏名を貼り，意欲付けをしている。 

＜朝の読書タイム＞ 

 火木の朝１５分間を読書の時間として日課表に位置づけ，読んだ本は読書の記録 

に記入する。低学年は読み聞かせの時間としても活用している。また，月１回，読 

み聞かせのボランティアさんが各学級で読み聞かせをしてくれている。 

  ＜図書の時間＞ 

    各学級の時間割に週１回，図書の時間を割り当て，学校図書館での授業を実施す 

   る。調べ学習や図書の貸し出し，図書館指導員による本の紹介，読書会，等担任と 

相談しながら行っている。 

＜読書フェアオリエンテーション＞ 

  秋の読書フェアに合わせて，図書館指導員から，企画の紹介や取り組み方などを 

児童に説明した。 

  ＜新刊本展示＞ 

    学校図書館に新しく購入した本を展示し，通常貸し出しをする前に「味見読書」 

として多くの児童が手に取れるようにした。 

   

（３）学習などに関する支援 

    学習などで必要な図書資料を集める場合，各担任と学校図書館指導員とが直接打 

   ち合わせを行うことで，授業のねらいに合った資料が集められるようにしている。 

   ※今年度の全内容について（別表）「学校図書館活用状況」にまとめた。 

① 教科指導に関すること 

  ＜実践の中から＞ 

・２年「図書館で本をさがそう」 

 

 

 

 

 

 

 学校図書館指導員がＴ２として支援した。学校図書館にどのような本が配置され 

ているかを十進分類法とともに再確認し，実際に見て回りながら図書館地図に書き 

込んで完成させた。その後，グループで課題の本を協力して探したり，自分の読み 

たいテーマの本を個人で探したりする活動を行い，本の探し方への理解を深めた。 

 



・５年「沖縄調べ」 

                「沖縄のＣＭを作る」ことを目標に，図書資料とタブ 

レトを活用して調べた。タブレットで共通のＶＴＲを 

見た後，沖縄県のホームページや資料を各自で調べた。 

伝えたいことを付箋に書いてまとめ，ＣＭ作りの材料と 

した。 

・１年「はたらくじどう車」 

  学校図書館指導員がＴ２として支援した。本から 

自動車の役割と造りを読み取ってワー 

クシートに記入し，「はたらくじどう 

車ずかん」を作って読み合った。情 

報センターで授業を行い，４類の本 

についても学習した。 

② 特別活動に関すること 

＜図書委員会の活動＞ 

・業間休み，昼休みの当番活動･･･貸出・返却手続き，          

書架の整理 

        ・新刊本展示の準備 

      低・中・高学年向けに分けて新刊本を見やすく並べ，その中で図書委員がお 

     すすめする本のＰＯＰを作り展示した。 

・読書フェア（１０／１～１０／３１） 

ア 読書でビンゴ!! 

２５マスの枠に各学年の読書課題を書  

き，読んだらマスにスタンプを押していく 

というルール。２列そろった児童には，図 

書委員会が作ったしおりをプレゼントした。 

イ ポップコンテスト 

おすすめ本の紹介カード（ポップ）の作り方を学校図書館だよりやオリエン 

テーションで紹介し，応募作品を掲示した。 

ウ 大津一小図書館キャラクターの募集 

   学校図書館のキャラクターを募集し，読書フェア終了後に図書委員会で５作 

品を選考し，その後全校児童による投票期間を設けて決定した。図書館だより 

に掲載するなどして活用している。 

・読書クイズ作り 

   読書フェア終了後も本を読んでもらうために，図書委員がおすすめの本につ 

いてのクイズを作り，掲示した。回答用紙に記入してもらい，正解者を放送で 

紹介した。    

＜校外学習＞ 

    修学旅行や林間学校で行く場所についての調べ学習で使う資料を集めた。また， 

学習のためのパスファインダーを作成し，学校図書館指導員がＴ２として支援した。 

  ③ 総合的な学習の時間に関すること 

各学年の要望に合わせて本の準備を行い，授業で活用した。 



（４）学校司書や公共図書館との連携 

学校図書館指導員（学校司書）が週５日専任で配置されており，教員も児童も学校図

書館に行けばいつでも相談ができる態勢になっている。授業支援や学級担任との打ち合

わせなど，多くの部分を主体的に行ってもらい，連絡を取りながら活動をしている。公

共図書館からは図書流通システムで学習に必要な本を借りている。また，市内の小中学

校とも相互貸出をすることで多くの本を利用できている。 

 

４ 成果と課題 

 アンケートより 

＜環境について＞ 

 ○調べ学習に使う本をたくさん集めてもらえるので，使いやすい。 

○今年度エアコンが設置され，より快適に図書館の利用ができるようになった。 

●１階にいる１年生は，どうしても４階の図書館が遠く，利用に限界があった。 

→学習では図書を下の階に移動して対応した。 

＜読書の記録について＞ 

「１１月末までの読書の記録冊数」（冊） 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 学校全体 

総冊数 ３,１１３ ４,４０６ ２,４０７ ３,６１４ １,３４１ １,３６４ １６,２４５ 

１人 

あたり 
５１.０ ８６.４ ４６.３ ６１.３ ２０.０ ２２.４ ４５.３ 

 ○読書の木を掲示したことで意欲付けになった。 

 ○夏休みにも記録カードを配付し，楽しんで読んだことが把握できた。 

 ○記録を見返して，本の紹介をする活動に使うことができた。 

 ●記録する習慣がないと継続することが難しい。また，カードをなくしてしまうこと 

もあり管理が難しかった。 

→音読カードと一緒にして管理した学年はよい習慣づけができた。 

  ●読んでも書かない，読まないのに書く，という場合がある。 

  ●６年間の記録をどこに保管しておくか，保管しやすい形を模索中である。 

＜学習支援について＞ 

○今年度は研究主題の中に学校図書館の活用が盛り込まれたこともあり，各学年で

様々な授業を実施することができた。 

○学校図書館指導員が勤務している日が多いので，相談がしやすい。 

○時間割があるので忘れずに図書館に行きやすい。また，児童と図書館に行ったつい    

 でに学習支援について相談することが多く，準備を頼みやすい。 

  ●学級によって活用の差があった。 

→活用状況の記録を紹介するなどして広めていきたい。 

  ●昼休みの様々な活動が多く，読書フェア中の貸出冊数が伸び悩んだ。 



（別表）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
☆オリエンテーション ☆オリエンテーション ☆オリエンテーション ☆オリエンテーション ☆オリエンテーション ☆オリエンテーション
・としょかんをしろう ・としょかんで本をさがそう ・本を読もう ・本を読もう ・本を読もう ・修学旅行で行く日光を調べよう

　本の借り方・返し方 　参考資料の書き方
・本を読もう 　＊パスファインダー作成
　「ねずみくんシリーズ」 ☆国語

　読書会『ええところ』 ☆国語
友だちのええところを 　「引用して話そう」

            見つけよう 　名言・有名な人の言葉
○国語 ○国語 ○国語 ☆総合
　「ほんをよもう」 　「すみれとあり」 　「国語辞典の引き方」 ・林間学校で行く赤城

＜並行読書＞ ＜並行読書＞            について調べよう
☆国語  ＊パスファインダー作成 ○国語

☆国語 　・発見ノートを作ろう 「随筆を読んで経験を　
　「図書館へいこう」 もとに書こう」 ＜並行読書＞
　①図書館地図をかんせいしよう ＊リーフレット・リスト作成

○図書 　②グループでさがそう ○国語 ○総合
　雨の日は本を読もう 　③じぶんでさがそう 　「本でしらべよう 　「手賀沼のひみつに
☆国語 ・図鑑の使い方」 せまろう」     
　「すずめのくらし」 ☆国語 ○国語 ○理科
　なにをしているんでしょう？ 　「本でしらべよう」 　「写真をもとに話そう」 　「天気の変化」
　クイズをつくろう  生きもののとくちょうを

○図書 しらべて書こう　　　 ○社会 ◇社会
　・読書会 　・ナビカードをつくろう 　「沖縄・北海道しらべ」 　「3人の武将と天下統一」
　『１４ひきのせんたく』 　本とタブレットで調べよう

☆課題図書の紹介 ☆課題図書の紹介 ☆課題図書の紹介 ☆課題図書の紹介
○国語 ○国語 ○国語 ◇社会 ○国語
　「おはなしのくに」 「きつねのおきゃくさま」 　「ぞろぞろ」 　沖縄調べ 　「春はあけぼの」
　むかしばなしをよもう ＜並行読書＞ ＜並行読書＞ 　・タブレットを使った調べ学習 　季節のことば

＜並行読書＞
○図書 ○国語
　・読書会 　読書会　『大きな木』
　『１４ひきのせんたく』

☆指導員の支援（T２として） ○レファレンス（本の準備） ◇調べ学習支援

学校図書館活用状況　(Ｈ２８年度） 柏市立大津ケ丘第一小学校

４
月

５
月

７
月

大津中学区３校合同職員研修

６
月

８
月

☆新刊展示会　　味見読書

◇日光新聞をつくろう

◇赤城のポスターをつくろう



１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
○国語
　「まんがの方法」
　・まんがを調べよう

○国語 ○図書
　「だれがたべたのでしょう」 　読書会

　・なにをしているのでしょうクイズ 　『りんごかもしれない』

☆国語 ☆国語 ☆国語 ☆国語
はたらくじどう車 　「わにのおじいさんの 　「わすれられない 　「一つの花」
　・くるま、やくわり、つくり　調べ 　　　　　　　　　たからもの」　　　　　　　おくりもの」 　・本の帯をつくろう

・つづきのおはなしを 　・読書会 ○戦争の本 ○総合
　そうぞうして書こう 『アナグマのもちより ＜並行読書＞ 　「未来に向かって
・読書会『ジオジオの 　　　　　　　　　パーティー』 はじめの一歩」

かんむり』

○図書 ○国語
二人読み「おさるシリーズ」 　不思議図かんを作ろう

○図書
おすすめ本カードをかこう ○国語

○総合 　きつねの窓
○国語 　そだててみよう柏のかぶ 　・１年生に向けて物語を
　「けんかした山」　 　・「カブの絵本」　３０冊 ☆国語 　　書こう

　＜並行読書＞ 　読書発表会をしよう 　１年生向けの本
☆国語 　・図書館指導員の ☆国語
　生きもののことを 　　ブックトークを聞こう 　本のすいせんをしよう
　　せつめいしよう 　・ビブリオバトル
・生きものしらべカード 　①学校図書館の本

○国語 　②自分のすきな本
　故事成語 （自宅にある本）　

☆指導員の支援（T2として） ○レファレンス（本の準備） ◇調べ学習支援

☆新刊展示会　　味見読書

９
月

１
０
月

１
１
月

☆読書フェア「読書でビンゴ！！」オリエンテーション

柏市立大津ケ丘第一小学校学校図書館活用状況　(Ｈ２８年度）

１
２
月


