
  

松戸市立新松戸西小学校 

 

１．学校の紹介 

（１）学校教育目標  

                            『明るく生き生きと学ぶ学校』 

～自ら伸びようとする子どもの育成～ 

 

【めざす児童像】 

みんなが笑顔の西小 

○自ら学ぶ子 

○ともに生きる子 

○たくましい子 

   

【めざす学校像】           【めざす教師像】 

連携と協働                     重なりと気配り 

○安全で明るい調和のとれた学校   ○創意と工夫に満ちた教師 

○生き生きと活気のある学校     ○子どもと共に行動でき教師 

○清潔でうるおいのある学校       ○授業を大切にする教師 

○地域の人々に期待される学校      ○暖かさと厳しさのある教師 

 

（２）学区の状況 

本校は，松戸市の北西部に位置し，学区は流山市と隣接している。平成１７年４月１日，

適正規模適正配置のため新松戸北小学校と統合する。学区には近代的な高層マンションが

立ち並んでおり，本校の児童の多くは，高層マンションを含む新松戸７丁目，５丁目から

通学している。学校の周囲は，田畑に囲まれ，市内でも有数の自然環境に恵まれた場所に

立地している。 

 保護者の大半は，東京やその近郊に通う会社員等で占められており，教育に関心が高い。

地域住民は「地域の子どもを地域で守る」といった意識が高く，登校指導ボランティアや

スクールガードの活動も熱心に行われている。学校と地域・保護者が一体となった教育活

動の推進と子ども達が安心して過ごせる学校生活や登下校の安全確保を行い，教育実践活

動の活性化を図っている。 

 

（３）図書指導のねらい 

①学校図書館を利用するのに必要とされる基礎的な知識，技能態度を育成し，望ましい

学習態度と読書習慣を身につけさせる。 

②読書する楽しさや喜びを味わわせ進んで本を読もうとすると共に，問題を解決するた

めに進んで図鑑等の学習資料を利用できるようにさせる。 

 

平成２６年度 図書館教育年間計画 

月 目 標 指 導 内 容 

４ ・図書館のしくみや利用の仕方に

ついて知り，きまりをまもるよ

うにしよう 

・図書館の本の配置や本の借り方，返し方につい

て知る。 

・人に迷惑をかけないようにすると共に，利用後

は整理整頓をきちんと行えるようにする。 



  

 

２．自校の図書館の現状 

・学級数 13，蔵書冊数 8,357 冊，学校図書館図書標準の達成状況は 104.1％，一人あ 

たりの蔵書数が非常に多いことが特徴である。              

・本はすべてバーコード登録されている。児童も一人一人バーコードが与えられているの 

で，貸し出しはバーコード処理で行われている。 

・図書の授業時間中に教師が貸し出しを行う他に，休み時間に図書委員による貸し出しを

行う。 

＊貸し出し時間      ・授業時間 ・２０分休み ・昼休み   

＊借りられる冊数     一人２冊（１週間）  

＊利用状況（４月～１２月） 

５ ・読書の意義について考え，利用

できるようにしよう。 

・図書の正しい取り扱い方を知ろ

う。 

・読書は，学習（知識，情報を得る）や楽しみに

役立つことを知る。 

・本のこわれやすいところを知り，大切に扱う必

要性について考える。 

（ページを折らない，丸めない，書架に無理に押

しこまない等） 

６ ・読んだ本をみんなに紹介しよ

う。 

・今までに読んだ中で，楽しかった本，おもしろ

かった本，感動した本を紹介しあう。 

７ ・自由研究等のために図書室を進

んで活用しよう。 

・夏休み読書計画を立てよう。 

・目的に応じて本を選び，活用できるようにする。 

・夏休みに向け進んで本を借りるようにする。 

９ ・読書感想文を書いてみよう。 ・読んだ本について自分の感想や意見をまとめ

る。 

・楽しかった本を紹介しあう。 

10 ・本をたくさん読もう。 ・図書館にどんな本があるかを知り，いろいろな

本を進んで読むようにする。 

11 ・自分の読書傾向を知ろう。 ・本読みカードを参考に今まで読んだ本のジャン

ルから傾向を知り，新たな読書計画を立てる。 

12 ・学習に役立つ図書の利用法につ

いて知ろう。 

・いろいろな参考書の種類を知り，それらが利用

できるようにする。 

１ ・図書の整理，整とんの仕方や簡

単な修理ができるようにしよ

う。 

・本の配列の仕方を知り，正しくもどせるように

する。 

・破損図書の簡単な修理ができるようにする。 

２ ・読んだ本をみんなに紹介しよ

う。 

・今までに読んだ中で，楽しかった本，おもしろ

かった本，感動した本を紹介しあう。 

３ ・1年間の読書の仕方について反

省しよう。 

・本の取り扱い方，読書の仕方はどうだったか等

を振り返り，次年度への心構えを持たせる。 



  

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

冊数 1,441 1,743 1,140 520 318 364 5,526 

・図書室利用について以下のような共通理解を図っている。 

（１） 図書室利用のエチケット 

・静かに本を読む。 

・人に迷惑をかけない。 

・本，資料，椅子などを大切に扱う。 

・利用後は，整理整とんをきちんと行う。（椅子を入れる） 

・本を読み終わったら元の場所にきちんと戻す。 

（２） 読書衛生 

・良い姿勢で読書をする。 

・場所や明るさに気をつけて読む。 

（３） 図書の取り扱い 

・本を出す時，背の上の方を引っ張らない。 

・本を丸めたり，折り曲げたりしない。 

・ページを折ったり，切ったりしない。 

・本にしるしをつけたり，落書きをしたりしない。 

・ページがとれてしまったものは，図書委員に直接伝える。 

   

３．司書教諭および学校図書館担当教諭（図書主任）の取り組み 

（１）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 

図書ボランティア 

・読み聞かせボランティアの方々を 

中心に，本の修理と図書室の環境 

整理をお願いした。 

 

今までは本の修理が追いついていなかったが，ボランティアの方々のご協力に 

    より，修繕が進んだ。児童にも活動を伝え，本を丁寧に扱うようになったように

思う。また，季節に合わせた掲示物を作成して下さり図書室が明るくなった。 

 

おすすめの本コーナーの設置 

・児童による「この本良かったよ」コーナーを設置したり，読書クラブによる紹介

ポスターを掲示したりした。 

 

友だちが書いた本の紹介を読んで「今同じ本を読んでいる」という児童やポス

ターの掲示を見て「この本はどこにあるの？」と尋ねる児童がいて，児童同士の

輪が静かに広まっていた。面白い本がクラスで回し読みされるなど，本の話題が

出されることが多くなった。 

 

 



  

 

   ②読書推進活動に関すること 

「よみたいむ」（読みたい＋時間《タイム》） 

・毎日清掃後の１３：２５～１３：３５の 

 １０分間を「よみたいむ」とし，児童と        

 教師が個人で読書を行う時間を設けた。 

  

≪約束≫ 

・全校一斉に行う。 

・読む本は指定していないが，漫画物・図鑑・百科事典・クイズ・占い・迷路・物

作りの説明書などは読まないようにする。 

・本を読むこと以外は求めない。 

  

始めは読む本を決めるのに悩んでいる間に時間が終わってしまうような児童もい

たが，すぐに定着し学校全体に静まり返った時間が流れるようになった。毎日のこ

となので，長編にチャレンジする児童も増えてきている。また，10分では読み足ら

ず，授業が始まるぎりぎりまで読み続ける児童も多い。読書に対する抵抗が減り，

自習の時など，時間が空くと読書をする児童が増えた。 

 

読書カード 

・読んだ本の題名・読み始めた日付と読み終わった 

 日付・お勧め度を書くだけのものを用意し，全校 

 で同じものを使用した。 

 

書くことがあまり多いとカードそのものが負担にな 

   ため，あえて簡単なカードにした。読んだ本の冊数が 

   多くなることを励みに読み進めたり，自分の読書の足 

   跡にもなった。また，カードをもとにお勧めの本を友 

   だちに教えることもできた。 

 

読み聞かせボランティア 

 ・第４火曜日の朝８：１５～８：３０の１５分間，保護者を中心としたボランテ

ィアの方々が読み聞かせを行う。 

 

    以前からの取り組みですでに習慣化されている為，児童は読み聞かせの時間にな 

   ると机を下げて床に座わり，「よろしくお願いします。」とあいさつをして始まる。 

   読む本はボランティアの方にお任せしているが，外国出身の方が英語の本や中国語 

   韓国語などの本を読んでくださることもあり，児童は楽しみにしている。 

  ③効率的な読書活動への工夫 

 本バッグ 

・布製のバックを机にかけ，本を入れておき，席を立たずに 

 



  

 いつでも本を読めるようにした。よみたいむや自習の時に 

 席を立ち歩くことなく読書ができる為，時間と行動に無駄 

 がなく静かな時間を維持することができた。  

しおり  

・児童一人一人にしおりを配布し，挟んで続きが読めるようにした。進級カードと 

 してしおりを渡したり，図工の時間を活用してオリジナルのものを作成したり， 

 各学年で工夫していた。ラミネート加工をし，継続して使えるようにした。 

（２）学習等に関する支援 

  ①教科指導に関すること 

  第４学年２組 国語科学習指導案 

１．単元名 願いを受け止めて読む 

  教材名 一つの花 

２．付けたい力 

本単元では，「場面の移り変わりに注意しながら，登場人物の性格や気持ちの変化，

情景などについて叙述を基に想像して読むこと」（学習指導要領Ｃ－（１）ウ）を重点

に指導をする。単元の導入で，「ビブリオバトル（書評合戦）」を行うことを示し，学

習の道筋を明らかにする。物語の登場人物の心情の変化を見つけ，前の場面と後ろの

場面を比較しながら，どこがどのように違うのか読み深める力を付ける。それらの読

みから豊かな感想を引き出し，自分の言葉で表現することを言語活動としての力を付

ける。 

   

３．単元を貫く言語活動とその特長 

本単元を貫いて位置付ける言語活動は，物語にある，時の流れや人物の気持ち，各

場面やその様子の変化に気をつけながら読み，物語の持つ良さを読みとることと位置

付ける。 

「ビブリオバトル」をすることで物語のあらすじや場面を意識して読み，人物の心

情の変化や場面の移り変わりについて自分の言葉で伝える方法について思考する。 

いくつかの物語を読むことで本教材についても場面の移り変わりに注意しながら，

登場人物の性格や気持ちの変化，情景などについて叙述を基に想像して読むことがで

きるようにしている。 

４．単元について 

（１） 児童の実態 

  

 

 



  

本学級の児童は，「読書は好きですか」が「好き」７８％であり，読書の時間「よみ

たいむ」は静かに読書している。しかし，「自分の考えを発表したり，友達の意見に対

して発言したりできる」は，「できる」が２１％と少なく，自信の無さが伺える。児童

は，自分の考えが持てていても，いざ発表しようとした時に根拠を明らかにするのが

難しい。また，友達の意見に対して反対するような意見はあまり言いたがらない。本

単元を通して意見を発表し合う中で様々な考えがあり，それらを伝え合う良さを味わ

わせたい。 

（２） 指導観 

   本教材を指導するにあたり，まず導入で「ビブリオバトル（書評合戦）」を行うこと

を児童に知らせる。これは本単元における単元を貫く言語活動として位置付けてある。

本教材の「一つの花」だけではなく，松戸市立図書館の協力を得て，戦争に関する書

籍を約５０冊用意し，児童が「よみたいむ」を活用して並行読書するよう促し，単元

の最後に「ビブリオバトル（書評合戦）」を行う。この取り組みは，ただの本の紹介と

してではなく，戦争に関する知識を増やすことで，本教材をより深く理解するのに役

立つものと考えている。また，教材を読み解く時，時代の状況や人物のおかれた立場

を考えて，登場人物の気持ちや願いを想像して読むことで，他の物語についても同じ

ような視点で読み，自分の考えとして書評できるようにしたい。さらに，友達の考え

を聞くことで同じ作品を読んでも，感じ方や面白いと思うところに違いがあることに

気付かせたい。 

 

５．指導計画  （１１時間扱い） 

学

習 

時

配 

学習内容  

並

行

読

書 

 

ビ

ブ

リ

オ

バ

ト

ル 

を

す

る

た

め

に

戦

評価の観点・評価規準・評価方法 

一

次 

見

出

す 

１ ・学習のまとめに「ビブ

リオバトル」をするこ

とを知り，単元全体の

見通しを持つ。 

・範読を聞き，初発の感

想をメモに書く。 

単元全体の学習計画について知る。 

初発の感想をノートに書くことができる。

【書く能力】＜ノート＞ 

二

次 

調

べ

る 

１ ・初発の感想メモを紹介

する。 

物語に興味関心を持ち，意欲的に読もうとし

ている。【国語への関心・意欲・態度】 

＜観察・発言＞ 

１ 

 

・６つの場面に分け，構

造曲線で物語のあらす

じを把握する。 

場面の変化を読み取り，あらすじを読み取る

ことができる。 【読む能力】＜ノート＞ 

１ 

 

・ゆみ子と家族の関係を

読み取り，「一つだけ

よ」となんでもあげる

母親の思いを想像す

る。 

１場面を通して家族の関係と母親の思いを

想像しながら読むことができる。 

【読む能力】＜ノート・観察・発言＞ 

１ ・ゆみ子をめちゃくちゃ ２・３場面を通して両親の思いを想像しなが



  

 高い高いする父親の思

い，おにぎりをみんな

食べさせる母親の思い

を想像する。 

争

に

関

係

す

る

本

を

読

む 

ら読むことができる。 

【読む能力】＜ノート・観察・発言＞ 

１ ・プラットホームでの家

族の様子から３人の思

いを想像する。 

４場面を通して家族３人の思いを想像しな

がら読むことができる。  【読む能力】＜

ノート・観察・発言＞ 

１ ・一輪のコスモスを渡し

た父親の思いを想像す

る。 

５場面を通して父親の思いを想像しながら

読むことができる。【読む能力】 

＜ノート・観察・発言＞ 

１ ・戦争中と十年後の様子

の違いを読み取り，ゆ

み子の思いを想像す

る。 

場面を比べながらゆみ子の思いを想像しな

がら読むことができる。 

【読む能力】＜ノート・観察・発言＞ 

深

め

る 

１ ・「一つの花」の物語全体

を通し，感想を含めた

書評を書いて発表す

る。 

登場人物の立場になって考えたり，想像した

りしたことを書くことができる。 

【書く能力】＜ノート＞ 

三

次 

ま

と

め 

あ

げ

る 

２ 

 

・並行読書で読んできた

本で「ビブリオバトル」

を行う。 

戦争に関する物語に興味関心を持ち，意欲的

に読もうとしている。 

【国語への関心・意欲・態度】 

＜読書カード＞ 

物語を読んだ感想や気づいたことを相手に

伝わるように話すことができる。 

 話の大切なところを考えながら聞くこと

ができる。【話す・聞く能力】 

＜観察・発表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

第２学年１組   国語科学習指導案              

１ 単元名 じゅんじょよく組み立てて書く 

  教材名 生きもののことをせつめいしよう 

２ 単元について 

（１） 児童の実態 

   本学級の児童は，男子１６名，女子１１名の計２７名である。知的好奇心の強い児

童が多く，真新しいことへの学習意欲がとても高い。 

 １学期の「図書館へ行こう」では，興味のある生き物について図鑑（０類）や「学 

のアルバム」等の生き物について詳しく記されている図書（４類）を読み，わかった 

ことを書き出す活動を行った。調べ学習の際，目当ての図書を探すために，書名や表 

紙を手がかりにして図書を選ぶ練習をしてきた。現在では，本を開いて目次の項目ら 

調べたい事柄を見つけ出せるようになった児童が数名いる。 

   また学校図書館内で，図書を探すゲームを行って，どの書架にどの分類の図書が配 

架されているのかを学んできた。 

 

３ 指導計画 総時数１３時間  

学習

過程 

時配 学習内容と活動  

並

行

読

書 

 

説

明

文

を

書

く

た

め

に

生

き

物

に

関

す

る 

 

評価 

一次 （１） ・ 学習の全体の目標を理解し，詳しく

知りたい生き物を決め，学習計画を

立てる。 

 

・調べたい生き物を決

めて，進んで書こう

としている。 

（関心・意欲・態度） 

（１） ・詳しく調べたい生き物について，ど

んなことを調べたいかを考える。 

 

 

・選書した本から調べ

たいことを考える。 

（読む） 

（１） ・カード（作文のためのメモ）の書き

方を知る。 

 

・必要な情報を選択し

てカードにまとめる

ことができる。 

（書く） 

二次 （２） 

本時 

・調べたことや観察したことをカード

に書く。 

・必要な情報を選択し

てカードにまとめる

ことができる。 

（書く） 

（２） ・教科書の例文を読み，説明する文章

の書き方を知る。 

・文章の構成を理解し

読み取ることができ

る。 

（読む） 

しらべたい生きものを考えよう。 

何をどのように調べるか考えよう。 

メモの書き方を知ろう。 

説明文はどのように書くのだろう。 

しらべたことをまとめて書こう。 



  

４ 本時の指導（４／１３） 

（１） 目標 

   ・図鑑や事典等に書かれていることから必要な情報を読み取ることができる。(読む)     

（２） 展開 

過程 児童の活動と内容 教師の関わり（○）と評価（●） 資料 

導入 

５分 

 

 

 

展開 

35 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ どんなことを調

べているのか確

認する。 

 

 

２ 調べ方を確認し，

めあてをもつ。 

 

 

３ 調べ学習をする。 

 ・図書を選ぶ。 

 ・作文を書くために

必要な情報を， 

カードに書き出

す。 

 

○何の生き物のどんなことを調べたいのか

を発表させることで，調べ学習の目的を持

たせる。 

○書名や表紙等，何を手掛かりに図書を選べ

ばよいのかを確認する。 

○カードへのまとめ方を確認する。 

（必要な情報の読み取りや引用について） 

 

 

○めあての図書が見つからない児童には，パ

スファインダーを見て探すように助言す

る。 

○児童が調べたいことが蔵書にない場合は

市立図書館から団体貸出を受けた図書を

活用する。 

○複数人が同じ生き物について調べる場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生き物

の本の

パスフ

ァイン

ダー 

 

 

（１） ・カードを使って，書く順序を決める。 本

を

読

む 

・説明の順序を考えて

文章を構成すること

ができる。 

（書く） 

（３） ・カードをもとにして説明の文章を書

く。 

・説明の順序を考えて

書くことができる。 

（書く） 

（１） ・自分で読み直したり，友達に読んで

もらったりして推敲する。 

・句読点やかぎ（「 」）

の使い方，漢字，助

詞等，適切な表記が

できる。 

（言語事項） 

三次 （１） ・書いた説明の文章をグループで読み

合って感想を伝え合う。 

 

・友達と文章を読み合

って，感想を言った

り，聞いたりするこ

とができる。 

（話す・聞く） 

生きもののことをしらべよう。 

文しょうのじゅんじょを考えよう。 

生き物博士の説明文を読み合おう。 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

ま と

め 

５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 次時の学習の見

通しをもつ。 

は，ペアやグループで話し合って調べるよ

うに助言する。 

●図鑑や事典等に書かれていることから必

要な情報を読み取ることができたか。 

A：必要な情報を読み取り，カードにまとめ

ることができる。 

B：図鑑や事典等で調べたい生き物の情報を

集めることができる。 

C：図鑑や事典等から読み取ることができな

い。 

 

 

 

   

４．成果と課題 

 【成果】 

  ・本年度から導入した「よみたいむ」の成果もあり，一人一人の読書時間が増え，読

書に対する意欲が向上している。また，図書室で本を借りる児童も増え，貸出件数

が昨年より急増した。今まで絵本しか読まなかった子が，物語を読むようになり，「前

回の続きを早く読みたい」と，わずかな時間でも本を開く子もいる。 

  ・「いつでも読書」をできるようにするために，しおりやバックなどの小さな工夫を行

ったことで，本を探す時間が短縮できたり，立ち歩くことなく本を読めたりして，

ますます本が身近な存在になった。 

  ・図書ボランティアの協力を得て，本の修理に取り組むことができた。図書委員会だ

けではやりきれていなかった修理待ちの本が減ったことは大きな成果である。 

【課題】 

・蔵書冊数はきわめて多いが，児童に読まれていない本があるのも事実である。蔵書を

見直し，本の入れ替えを進めていくことが必要である。 

・一人一人の読書の時間は増えているが，本の紹介をしたり，感想をまとめたりするこ

とには子どもたちには抵抗があるようである。次の本を読む意欲につながるような共

有の仕方を考え，全校で取り組んでいけたらますますの発展につながると考えられる。 

・本年度は読む本を限定しなかったため，同傾向の本を選書している子が多かったので，

各学年の年間読書計画を立てて取り組ませたい。  

 


