
香取市立佐原小学校 
 

１ 学校の紹介 

 

（１）学校の概要 

本校は，千葉県の北東部に位置し，明治６年に創設された１４３年の歴史と伝統のある   

学校である。学校周辺には，利根川と小野川が流れ，市全体が低地部と台地部で占められ  

ていることから田畑に適しており，農業が基幹産業となっている。歴史的にも古い伝統を 

もつ保守的な地方小都市の特徴を残す地区であり，教育への関心も非常に高い。 

 

（２）学校教育目標 

本校の教育目標は，「心身ともに健康で，共にみがき合い・共に伸びていく子どもの     

育成」である。また，めざす子ども像を「かしこい子，やさしい子，たくましい子，は  

たらく子」とし，社会の一員という自覚をもって心豊かにたくましく生き，様々な困難

にぶつかったときでも自ら解決していく力や，日常生活や学校生活に進んで取り組むこ

とを通して，自らの課題を主体的に考え，自分なりの感じ方や考え方をもち，それらを

広げたり深めたりして自己表現する力を身に付けることを目指している。 

 

（３）読書活動に関する目標 

  ・読書に興味をもち，進んで本を読もうとする態度を育てる。 

  ・学習活動において，進んで学校図書館を利用しようとする態度を育てる。 

  ・朝の読書に取り組み，落ち着いて読書を楽しむ習慣を育てる。 

・家庭での読書を勧め，読書の習慣を身に付けるようにする。 

 

２ 自校の図書館の現状 

 

（１）整備状況 

 

 

 

 

※ 学校図書館以外にも，学年や学級の本棚に開架されている本もあるため，学校全   

体の蔵書数はさらに多くなる。 

※ 学校図書館図書標準の達成率を大きく上回っている状況ではあるが，古い本が多

いため，資料価値が低い本も含まれている。そのため，少しずつ買い換えを進めてい

る。 

 

（２）利用状況 

＜２８年度学校図書館貸出１人当たり月別平均冊数＞ 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 

冊数 １．１ ３．０ ３．８ ３．１ １．３ ２．６ ２．１ ２．５ １．５ 

※ 学級や学年文庫の本を読んだり，自分で本を持ってきたりして読んでいる児童も

・学校図書館標準の定める冊数            １２，３６０冊 

・平成２７年度末の学校図書館の蔵書数        ２４，５２８冊 

・学校図書館図書標準の達成状況            １９８．４％ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E6%A0%B9%E5%B7%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%A5%AD


いるため，学校図書館の本の貸出冊数は少ない。 

※ ６月は図書まつり実施の効果があり，貸出冊数が多かった。 

 

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 

 

 

 

（２）子どもや教員に対する支援 

  ① 図書館運営に関すること 

○図書館の整備・管理 

・今年度は，古くなって資料価値が低くなった本や傷みがひどく修復困難な本を

３００冊以上廃棄した。まだ，十分とはいえないので，来年度も引き続き行ってい

く予定である。 

・季節の行事に合わせた掲示物を作成し，それに関連した本を集め，児童が手に取り     

やすいように配置した。本の背表紙ではなく，表紙が見えるように並べることで，

児童が興味をもち，本を借りるきっかけになった（図１，２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校図書館に隣接して，「おとぎの部屋」

というフリースペースがあり，児童は

自由な姿勢で本に親しんでいる（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

② 読書推進活動に関すること 

   〇朝読書の実施 

・毎朝８：００～８：１０までの１０分間を，朝読書の時間として設定し，児童だ 

けでなく教師も一緒に読書を行った。あらかじめ読む本を決めておくことで，静  

かな時間の中で集中して本を読む姿が見られた。 

 

図１ 季節の掲示物と開架の様子       図２ 表紙が見えるように配置した様子 

図３ おとぎの部屋 

校長 教頭 指導運営部 機能別委員会 読書教育 



・毎週水曜日を「読み聞かせの日」と決め，各学級担任が読み聞かせを行った。読  

み聞かせを行うことで，新しい本と出合ったり，普段は読まない本のジャンルに  

触れたりすることができ，興味の幅を広げることができた。 

〇読書コーナーの設置 

・各学年または各学級に「読書の木」という本の紹介コーナーを設けた。おすすめ   

の本の題名と読んだ感想を書いたカードを掲示したことで，それを読んで本を 

借りる児童も見られ，読書の輪が広がるきっかけとなった（図４）。 

・読む本のジャンルを広げるために，国語の教科書の巻末に掲載されている各学年 

のおすすめ本を一覧表にして掲示し，その場に本を配置した。また，それらの本 

を読んだ児童は，一覧表にシールを貼ることにした（図５）。すると，自分から 

進んで本を読んだり，シールがたくさん貼ってある本に興味をもって読んだりす 

る児童の姿が見られた。 

・５年生では，学年でおすすめ本コーナーを設け，小黒板にメッセージを書いて児  

童が興味をもてるような工夫をした（図６）。６年生では，全クラスで図書係を 

つくり，図書新聞を書いたりブックトークをしたりして，読書の推進活動を図っ 

た（図７）。新聞は，月１回程度のペースで更新し，新聞をきっかけに紹介され 

た本を手に取る児童も見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 読書の木              図５ 各学年のおすすめ本 

図６ ５年生のおすすめ本コーナー 

図７ ６年生の図書新聞 



〇読書の記録 

・児童が自分で読んだ本について記録をしていった。本の題名，著者，おすすめ度，    

一言感想など，学年の発達段階によって書く内容を変え，書くことが負担になら  

ないようにした。書き溜めることによって，達成感を味わうことができた。 

 

〇図書委員会による「図書まつり」の実施（１月と６月） 

    ・６月は１週間，１～２月は２０日間という期間で実施した。この期間中は，しお 

りを配付し，本を借りた児童にはしおりにシールを貼っていくことにした。５冊 

借りた児童には，シールやぬりえをプレゼントすると呼びかけ，たくさんの児童 

が本を借りるきっかけとなった（図８，９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・図書委員会が朝読書の時間に各学級に行き，ブックトークや紙芝居，ペープサー   

トなどを行った。熱心に話を聞く児童が多く，紹介した本を借りていく児童も見  

られた（図１０，１１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

〇学校司書による取組 

・シリーズになっている本を読む前に，「シリーズ全巻読破宣言」をし，全ての本

を読み終えると，その本に関連したカードがもらえるという取組を行った。シリ

ーズ全巻を読む児童が増え，効果的に働いた。 

・「本の貸し出しランキング」を定期的に公開した。学年ごとにランキングを作成

し，掲示することで，児童の意欲の向上に繋がった。 

  

図１０ 紙芝居を読んでいる様子       図１１ ペープサートをしている様子 

図８ 児童が制作したポスター          図９ 児童が制作したしおり 



（３）学習等に関する支援 

  ① 教科指導に関すること 

   〇教科単元に関連した図書資料の準備 

・学校司書に学習に必要な図書資料を伝えておき，事前に準備をしておいてもらっ      

た。必要な情報が載っている本が揃えられていたので，学習にとても有効であっ 

た。 

 

 

学年 教科等 単元・内容等 

１年 国語 「はたらく自動車」 

「おはなしのつづきをかんがえよう」 

生活 「あきとなかよし～つくろうあきのおくりもの～」 

学活 「図書室の利用の仕方」 

２年 国語 「『お話びじゅつかん』を作ろう」 

「生きもののことをせつめいしよう」 

学活 「本のなかま」 

３年 国語 「生き物のとくちょうをくらべて書こう」 

「くらしと絵文字」 

「『おすすめ図書カード』を活用しよう」 

「町の行事について調べよう」 

社会 「昔の道具とくらし」 

学活 「楽しい読書」 

４年 国語 「『不思議図かん』を作ろう」 

「『読書発表会』をしよう」 

「白いぼうし」 

「ぞろぞろ（落語）」 

理科 「季節と生き物（春～冬）」 

学活 「読書会を開こう」 

５年 国語 「本のすいせんをしよう」 

「マンガに対する考えを文章に表そう」 

学活 「読書会をしよう」 

６年 国語 「引用して話そう」 

「私の大切な一冊」 

学活 「読書をしよう」 

 

 

 

 



② 特別活動に関すること 

   〇図書委員会の指導 

   【常時活動】 

    ・本の貸し出しや返却の補助（月～金曜日：朝，昼，放課後） 

    ・全校朝会での児童への呼びかけ（前・後期１回ずつ） 

   【委員会活動時】 

    ・常時活動内容の確認と反省 

・本棚の整理整頓 

    ・イベントの準備 

   【特別活動】 

    ・「図書まつり」の準備（紙芝居，ブックトーク，ペープサートの練習） 

    ・ポスターやしおりの作成 

 

    ＜常時活動の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 総合的な学習の時間に関すること 

   〇課題設定及び課題解決に向けた資料提供 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４学年 「世界を見てみよう」 

【本単元のねらい】 

・世界のあいさつや日常の生活の仕方について調べ，国による文化の違いなどに

気付くとともに，それぞれの違いを認める気持ちをもつことができる。 

【読書とのかかわり】 

 ・世界のあいさつや日常の生活のしかたなどについて，本を使って調べる。 

第３学年 「石尊山博士になろう」 

【本単元のねらい】 

・四季を通して，石尊山の自然を調べることで，自分たちと自然との関わりに気

付くことができる。 

【読書とのかかわり】 

 ・石尊山探検で見つけた植物や生き物について，図鑑などを使って調べる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）学校司書や公共図書館との連携 

 ① 授業支援 

 

 

   ○本単元のめあて 

    ・１年生に伝えたいことを題材に，展開を考えて物語を書くことができる。 

   ○指導の実際 

    物語の題材を考える前に，低学年向けの本を読み，話の内容や展開をつかんだり，

読後に受けた印象を話し合ったりする活動を取り入れた。低学年向けの本を読んだ

ことによって，１年生にはどのような話が人気なのか，どのような展開がわかりやす

いのかということを知ることができた。また，読後の話合いの活動では，学校司書が

グループに加わって支援をした。司書が活動に参加することで，本の内容をよく理解

第５学年 「やってみよう！私たちにできること」 

【本単元のねらい】 

・高齢者や障害をもつ人に役立つ仕事や道具，施設について調べ，福祉の意味や

さまざまな立場の人の見方，考え方を理解することができる。 

・地域社会の一員として誰もが住みやすい町にするために，自分ができる活動を

考えて実践することができる。 

【読書とのかかわり】 

 ・高齢者や障害をもつ人に役立つ仕事や道具，施設などの福祉について本を使っ

て調べる。 

 

第５学年 「考えよう！佐原の環境」 

【本単元のねらい】 

 ・地球を取り巻く環境について調べ，さまざまなことが要因となった環境問題が

自分たちの生活に影響を及ぼしているということを理解することができる。 

 ・香取市も住みやすい町であるように，今の自分にできることを考えて実践する

ことができる。 

【読書とのかかわり】 

 ・環境問題について，本を使って調べる。 

第６学年 「ゆめ・仕事ぴったり体験プロジェクト」 

【本単元のねらい】 

・ゆめ・仕事ぴったり体験を通して，働く人の様子や会話から社会生活にはいろ

いろな役割があることやその大切さを知り，自分の将来について考えることが

できる。 

【読書とのかかわり】 

 ・自分の将来就きたい職業や職場体験をする仕事の内容などについて，本を使っ

て調べる。 

【授業実践】 第６学年 「１年生に向けて物語を書こう」 



できなかった児童も一緒に読みすすめるうちに理解ができるようになったり，注目

する視点を変えることで１冊の本で多様な見方ができたりすることを学ぶことがで

きた。また，題材を選ぶ場面や物語を書く場面では，本を読む活動を取り入れたこと

で，自分が書きたい物語のイメージをもちやすくなった（図１８，１９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資料の収集 

・学校司書に学習に必要な図書資料を伝えておき，事前に準備をしてもらった。必

要な情報が載っている本が揃えられていたので，学習にとても有効であった。 

 

４ 成果と課題 

○月ごとのテーマに関する本を配置したり，新刊コーナーを設けたりしたことで，児童 

の興味をひくことができた。 

○おとぎの部屋（フリースペース）が隣接しているため，多様な活用法が考えられる。 

年度始めに，朝読書について共通理解を図ってスタートしたので，どのクラスも静かに 

集中して読書をすることができた。 

○「読書の木」や「おすすめの本」の掲示や「読書の記録」を書き溜めていくことで，児   

童の読書意識や関心を高めることに繋がった。 

○本に親しんでもらうために，図書委員会が中心となって「図書まつり」を実施した。６  

月は１週間という短い期間であったが，１月は４週間に期間を延ばしたことで，一冊の  

本をじっくりと読むことができた。 

○夏休み前に読書感想文の課題図書を購入し，開架することで，意欲的に読書感想文に取  

り組む児童の姿が見られた。 

▲図書館の使い方を確認するために，４月に全学年に図書館ガイダンスを行っていく必要  

がある。 

▲図書館の構造上，図書館で学習することが難しいため，授業で図書館を使うことが少な  

い。 

▲補修が不可能な本や資料価値の低い本は，今後も廃棄していく必要がある。 

▲児童の図書館利用状況は，教師の影響が大きい。そのため，教師が授業で図書館を計画  

的に使用したり，積極的に図書を活用したりしていくことが望まれる。 

 

 

 

 

 

図１８ 授業の様子            図１９ グループ活動の様子 



○授業で行われている取組の実践例（第５学年の実践） 

 

 

 

１ 指導にあたって 

本単元では，まず「雪わたり」を読み，表現の工夫や登場人物の性格を読み取っていく。

その読みをきっかけとして，自分が紹介したい本について推薦する活動を行う。「図書す

いせん会」を通して本の世界を深めるとともに，選んだ本のよさが相手によく伝わるよう

に，推薦の言葉や文章の構成を工夫しながら推薦文を書いたり，表現方法を工夫して推薦

したりすることをねらいとしている。 

  本学級の児童は，「書くこと」に対して 23％の児童が苦手意識をもっていて，「書くこ

とが思いつかない」「書く順序で悩む」などの理由を挙げていた。また，「書くことは好き」

と答えた児童の中にも，「文章の区切りが分からなくなる」「書く内容が決まらない」など，

文章を書く時の悩みをもっていることが分かった。また，既習の物語について紹介する文

章を書かせたところ，文章の構成や薦める言葉を工夫しながら書いていた児童は数名で

あり，その物語を読みたくなるような工夫をするまでには，多くの児童が至っていなかっ

た。 

  そこで，本単元では，自分が選んだ本のよさが伝わる推薦文が書けるように，例文を提

示することで推薦文を書く力を育てたり，字数入りカードを用いて文章の構成を考えさ

せる活動を取り入れたりするようにした。 

 

２ 授業の実際 

 

（１）指導の工夫 

  ① 推薦文を書く力を育てる工夫 

   本の推薦文のモデル文を３つ提示し，それら 

の文章に何が書かれているか，書き方の違いは 

何かを見付ける学習を行い，読み手に伝わる推 

薦文を書くための大切な点について気付かせた 

（図１２）。さらに，実際の本の推薦文を紹介し 

ながら，本の推薦に使える言葉や文型の例，本 

の中の言葉を引用する例などを提示し，それら 

の例を参考にしながら本を推薦する文を書くこと 

ができるようにした。 

 

  ② 文章の構成を考えさせるための工夫 

   紹介したい本のあらすじや登場人物の性格，印象的な表現，自分が感じたこと，問

いかける文などを字数入りカード（30字）に書き，推薦文の材料を書きためていくよ

うにした。そして，読み手によく伝わる推薦文になるように，書きためた字数カード

を整理し，並べ替えながら文章全体の構成をつかませるようにした。 

 

 

 

 

図１２ 推薦文の大切な点を示した掲示

物 

推薦文を書く力の育成と文章の構成を考えさせる活動の工夫 

第５学年「本のすいせんをしよう」 



（２）展開（９╱11） 

  文章の構成や言葉を工夫して，本のよさが伝わる推薦文を書くことができる。 
 ＜書くこと＞ 

学習内容と学習活動 教師の支援（○）児童の様子（☆） 

１ 本時の学習内容を確認す
る。 

 

 

 

 

 

○ 推薦文を書く明確な目的がもてるように，おすすめ
の本のポスター作りをすることを確認し，作品例を提
示した。 

☆ 作品例に興味を示し，完成までの見通しをもつこと
ができた。 

２ 文章の構成を考える。 

 ○ 字数入りカードを並べ
替えながら文章の構成を
考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

○ 書きためた字数入りカードの中から推薦文としてふ
さわしい文を選択できるように，前時で学習したモデ
ル文を確認した。 

☆ あらすじだけではなく，「問いかける文」「登場人物
の性格」「本の言葉の引用」「心に残ったこと」などを
入れるとよいとの発言があった。 

○ 本のよさが伝わる文章の構成を考えられるように，
モデル文を使って字数入りカードを並べ替える様子を
実演し，効果的な構成を確認した（図１３）。 

☆ 教師の操作に合わせて，次にどの文（字数入りカー
ド）をもってくるとよいか発言があった。 

○ 友達と交流することにより，友達の工夫を見付けて
参考にしたり，自分の文章の改善点を見付けたりする
ように助言した。 

☆ 友達同士で，お互いの並べ替えた字数入りカードを
見ながら話し合う様子が見られた（図１４）。 

 

３ 並べ替えた字数入りカー
ドをもとに推薦文を書く。 

 ○ 字数入りカードをも
とにしながら推薦文を
書く。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

○ 本のよさが伝わる推薦文が書けるように，並べ替え
た字数入りカードを再度見直し，読み返してから書き
始めるように促した。 

☆ どの児童も，並べ替えた字数入りカードをもとに書
き始める様子が見られた（図１５）。また，書き進め
ながら，文の前後がつながるように言葉を書き加えた
り，手元にある本
を開き内容を確認
したりするなど
（図１６），より
よく相手に伝わる
文章になるように
工夫する姿も見ら
れた。 

４ 友達の作品を読み合う。 

○ 作品を読み合い，気付
いたことを話し合う。 

 

○ 友達が書いた文章の工夫に気付き，交流できるよう
に，チェックシートや付箋（感想を書く）を活用し
た。 

 

本のよさが伝わるすいせん文を書こう。 

 

この文もいいね。どこかに入れられ

ないかな…。 

あらすじの文 

図１４ 友達同士で話し合う様子 

図１３ 並べ替えの実演 

図１５ 字数入りカードをもと
に推薦文を書いている
児童 図１６ 本を見直し確認している児童 



 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 友達の推薦文にどのような内容が書かれているかチ
ェックシートを用いて確認し，お互いに読み合って気
付いたことを伝える様子が見られた。 

 

○ 学習したことを深め，今後の自分の表現の参考にで
きるように，読み手によく伝わる推薦文を全体で紹介
し（図１７），自分の文章と比較させた。  

☆ 「登場人物の性格」や「問いかけ」，「心に届く言
葉」などが書かれていることに目を向け，友達が書い
た推薦文のよさを見付けていた。 

５ 本時のまとめをする。  

 

３ 指導を振り返って 

この実践研究は，字数入りカードを用いて文章の構成を考えさせる活動を取り入れた

授業を展開することで，紹介したい本のよさが伝わる推薦文を書けるようにすることを

ねらったものであった。授業中の児童の様子から検証すると，推薦する文を書いた字数入

りカードを操作しながら，よりよい推薦文になるように構成をよく考えている姿が見ら

れた。また，事前調査で「書くこと」を苦手と感じていた児童は 23％であったが，事後調

査では７％であった。モデル文や文型の例を提示したことにより，児童は推薦に使いたい

言葉や文例を選んで書くことができたことや，字数入りカードを「あらすじ」「登場人物

の性格」「問いかけ」などの項目別にしたことで，視点を変えながら書く材料を集めるこ

とができたことから安心して書き進めることができたと考える。さらに，96％の児童が，

「字数入りカードを使うことで推薦文が書きやすかった」と答えたことから，多くの児童

にとって字数入りカードは有効な手立てとなったと考える。課題としては，文章の構成に

ついて指導や評価をする際に，そのよさを判断するのは感覚に頼ることになり，明確な判

断基準を設けることが難しいことであった。児童が納得して書き上げた推薦文であって

も，自分の考えを相手に分かってもらうためには，筋道の通った文章でなければならない。

今後は，明確な目標を設定することで児童の書きたいという意欲を高め，「書く力」を育

てていく指導方法を研究していきたい。 

 

４ 児童の作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１７ 全体の前で発表している様子 


