
 

 

                                 津久見市立千怒小学校 
 

自分の考えをもち，意欲的に伝え合う児童を育成する取組の実践例 
～図書館活用を通した国語科授業の改善～ 

 
 

【学校紹介】 
 

全校児童数   168     名 学級数８学級 教職員数名 
司書教諭  有  ○無  学校司書  有  ○無  図書の電算化 ○有未 

 本校の児童は，指示されたことはまじめに取り組むが，自ら課題を見つけたり，解決したりす
ることには消極的である。また，自分の思いや考えをきちんと相手に伝えられなかったり，相手
の言いたいことを受け取ろうという聞き方ができなかったりする子どもが多い。国語科を中心に
単元を貫く言語活動のなかに図書館の活用を取り入れ，調べ学習や学び方（スキル）の学習に取
り組んでいる。目的意識を明確にし，調べたことをもとに自分の考えなどを伝えあう活動を設定
している。読書活動は，読書量に個人差があり，本のジャンルに偏りが見られるものの，昨年の
2 学期から電算化が行われ，読書に興味関心をもつ子どもが多くなってきている。 
 
【図書館を活用する力を育成する取組】  
１ 国語科を中心にした図書館活用年間指導計画作成 

（１）作成の目的 
 各学年で，つけたい力を明確にす 
るために，国語科を中心に図書館を 
活用する単元を，「調べ学習・学び 
方の学習・読書指導」の内容で示す 
ようにした。  

（２）作成方法 
○各学年担任で，これまでの年間計 
画表を見直し，図書館を活用する単 
元とその目標について見ていった。 
また，各学年でつけたい学び方（ス 
キル）を校内全体計画や図書館活用 
事業の学び方指導の資料等を参考に 
して，計画を立てていった。 

                           ○学び方の学習を指導計画の中に位 
置づけて，児童の発達段階に応じた 
図書館活用の基本的な学び方（スキ 
ル）を身につけるようにする。 

（３）活用の実際やこれから 
                            国語科のねらいは何かを確かめる 

機会になることを目指し，これから
も工夫・改善を行いながら，来年度
に活かせるようにする。 
 また，つけたい力や学び方(スキ 
ル)のどの力が必要なのかを各学年 
で把握して，国語科の学習に取り組 
めると考える。 

２ 具体的な実践例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

　　第1学年　　学校図書館年間指導計画　　　 単元名（時数）　下線…学び方

他の教科・領域

教材の目標
学習指導要領との対応

調べ学習･探求学習 情報活用能力(学び方) 読書指導

４月
登場人物の行動を中心
に創造を広げながら読
む。読ウ

図書館オリエンテー
リング①

おはなしよんで(3)
読み聞かせ

学校探検（生活）

５月 春にさく花（生活）

６月

説明の順序やや内容を
考えながら読み、自分
の経験と結びつけて、
感想を持つ。読イオ

くちばし(9)

海の絵を描こう（図
工）
～高山辰雄展にむけて
～

７月

本を選んで読み、気に
入った部分を選び、知
らせたり、興味を持っ
て聞いたりする。読カ
話・聞ァェ

ほんはともだち(5)
夏休みに読む本を選ぼ
う

夏にさく花（生活）

９月

文章の内容と自分の経
験と結びつけながら読
み、思ったことや考え
たことを発表する。主
語と述語。読イオ書ウ

おはなしをたのしも
う(9)
読書感想文を書こう
みんなでよもう(9)
みいつけた

10月

書くことを決め、書こう
とする題材に必要な事柄
を集める。文章を読み返
す。書いたことを読みあ
いいいところを伝え合う
書ァェォ

おはなし大すき（図
工）
～読書感想画を描こう
～

11月

事柄の順序を考えなが
ら、大事な言葉や文を
書き抜く。順序に沿っ
て句読点などを使って
書く。読イェオカ書イ
ウオ

むかしばなしがいっ
ぱい(5)
昔話の読み聞かせ
読んだ本の紹介をしよう

木の葉や実で遊ぼう
（生活）

12月

登場人物の行動を中心
に想像を広げながら読
む。文と文のつなが
り。読ウオ書ウオ

本はともだち
冬休みに読む本を選ぼ
う

１月

言葉に気づく。必要な
事柄を集め、良さが伝
わるように文書を考え
て書く。書アイウ話・
聞オ

ことばっておもしろ
いな(11)
ものの名まえ③
おみせやさんごっこを
しよう⑧

冬にさく花（生活）

２月

順序などを考えながら
内容の大体を読み、大
事な言葉や文を書き抜
く。必要な事柄を集
め、つながりのある文
を書く。読イエ書アウ

３月

国　　　　　語

よく見てかこう(8)
しらせたいなみせたいな

図鑑の使い方（目次・索引）

ちがいをかんがえてよもう(13)
どうぶつの赤ちゃん
目次や索引の利用

まとめ方

くらべてよもう(14)
じどう車くらべ

図鑑の使い方（目次・索引）
まとめ方

調べ学習

（１）単元名「むしのこえずかんをつくろう」（国語科 第１学年） 
    教材 「しらせたいなみせたいな」（光村図書） 
（２）単元の指導目標 
  ○指導目標 
   書こうとする題材に必要な事柄を調べて書き，書いた文を読み返して間違いを見つけること

ができる。 
  ○指導事項 
   ①経験したことや想像したことなどから書くことを決め，書こうとする題材に必要な事柄を 
    集めること。（書―ア） 



 

 

   ②文章を読み返す習慣を付けるとともに
   ③書いたものを読み合い，
（３）本単元の言語活動 
  図鑑を活用して調べ，着目した観点ごとに調べてわかったことを文章に書く活動
（４）単元の計画 
次 学習活動 

 

図書館活用

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学習の見通しを持つ 
①「虫の声」に出てくる
虫について興味・関心を
持ち，これからの学習の
見通しを持つ。 

 
 
 

②かたつむりの作例を
もとに文章の書き方
を考える。 

読み聞かせ

並行読書（図

鑑・絵本）

 
２ 
 
 
 
 
 
 
 
 

提示された虫の絵を見

て図鑑の目次を使って

調べ，文にまとめる 

③提示された虫の絵を

見て，図鑑の目次を使

って調べ，メモに書き

込む。 

④教材メモへの書き込

みを文にし，自分で読

み返して直す。 

 

 

 

 

 

③目次を利用し

て

３ 歌に登場する虫を図鑑

の索引を使って調べ，む

しのこえずかんを作っ

て友だちに紹介する 

⑤知らせたい虫を図鑑

の索引を使って調べ，

丁寧に絵を描く。 

⑥メモに見つけたこと

を書き込む。 

⑦教材メモへの書き込

みを文にし，自分で読

み返して直す。 

⑧グループごとに，書き

添えて，丁寧に清書し

て仕上げる。 

⑨友だちの書いた文章

を読み，感想を発表

し，本物の虫の声を聞

いてみる。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤索引を利用し

て

⑥⑦まとめ方

 
 
 
 
 
 
 
 
＜かたつむりのメモと文＞ ＜ナナフシのメモ

  

 

「ヒントカード」

「おたすけマンと

むしのこえずかんをつくろう

 

 

「図鑑の使い方

②文章を読み返す習慣を付けるとともに，間違いなどに気付き，正すこと。（書―エ）
，よいところを見付けて感想を伝え合うこと。（書―オ）

着目した観点ごとに調べてわかったことを文章に書く活動

図書館活用 
読み聞かせ 

並行読書（図

鑑・絵本） 

③目次を利用し

て 

⑤索引を利用し

て 

⑥⑦まとめ方 

 

ナナフシのメモと文＞  ＜ヒントカードを掲示＞  ＜グループで調べる

「ヒントカード」 

おたすけマンと 
図鑑で調べる」 

むしのこえずかんをつくろう 

① むしのことについて，２組の友だちに知らせ
ることを確かめ，学習の見通しを持たせる。

②教室でお世話をした「かたつむり」
例文を作成し，指導事項を学習する。

1 ヶ月前から，図鑑や虫が出てくる
教室に，並行読書。図鑑は一人に一冊。
 

「むしのこえにとうじょうするむしのようすを
しらべよう」 

⑤グループごとに知らせたい虫を調べる。
   名前がわかる   →索引

○ヒントカードで，色・形・大きさ等，見つ
ける視点を決める。 

 知らせたいところに付せん。
   児童一人に一冊の図鑑を用意。

   司書支援員や担任がおたすけマンになって支援。

⑦文にして，まとめる。 
 ○取材メモに虫の様子を書き込む。
  グループごとに文を仕上げる。

 

単元が終わっても，引きつづき図鑑や絵
本などを用意し，ついた力を確認。
 

図鑑の使い方」 

「これは，なんだろう。しら
③「ナナフシ」(名前は知らせず

物を提示し，調べ，取材メモに書く。
 ○名前が分からないものは，どうやって探すか

みんなで考える。 
   名前がわからない →目次

   名前がわかる   →索引

○ヒントカードで，色・形・大きさ等，見つ
ける視点を決める。 

   児童一人に一冊の図鑑を用意。

   司書支援員や担任がおたすけマンになって支援

④教材メモへの書き込みを文にして
 ○取材メモに「ナナフシ」

みんなで文に仕上げる。

正すこと。（書―エ） 
よいところを見付けて感想を伝え合うこと。（書―オ） 

着目した観点ごとに調べてわかったことを文章に書く活動 

グループで調べる＞ 

むしのことについて，２組の友だちに知らせ
ることを確かめ，学習の見通しを持たせる。 

「かたつむり」について範
を学習する。 

虫が出てくる絵本を
。図鑑は一人に一冊。 

「むしのこえにとうじょうするむしのようすを

に知らせたい虫を調べる。 
→索引    

色・形・大きさ等，見つ

知らせたいところに付せん。 
児童一人に一冊の図鑑を用意。   

司書支援員や担任がおたすけマンになって支援。 

○取材メモに虫の様子を書き込む。 
文を仕上げる。 

ホップ 

ジャンプ 

単元が終わっても，引きつづき図鑑や絵
本などを用意し，ついた力を確認。 

しらべてみよう」 
名前は知らせず)の拡大写真や実

取材メモに書く。 
○名前が分からないものは，どうやって探すか

→目次 

→索引 
，色・形・大きさ等，見つ

児童一人に一冊の図鑑を用意。 

司書支援員や担任がおたすけマンになって支援。 

書き込みを文にして，まとめる。 
」の様子を書き込む。

文に仕上げる。 
ステップ 



 

 

（５）児童の様子から 

 ①単元を通した学習課題 
  何をだれに知らせるかをはっきりと知らせていくことで見通しを持ち，意欲を持続すること

ができた。最後に一年生同士での交流会を行い，感想を出し合った。 
②つけたい力を明確に 
つけたい力を明確にして指導したため，児童は活動内容を理解して 

取り組んだ。一人では読みづらい児童でも，グループにして一緒に 
活動することで，それぞれでの教え合い，伝え合う姿が見られた。                           
③目次や索引の利用                        
低学年には難しいと思われたが，題材を興味のあるものにしたこ 

とで，楽しく意欲的に調べようとする姿が見られた。低学年のうち   
から，図鑑の調べ方のスキルをしっかりと学習することは大切なこ  ＜交流会で熱心に   
とであると考えられる。                        話を聞く１年生＞ 

（６）この実践で特に工夫したところ        
 ①他教科の関わり 

生活科や図工で秋に関するものを集めたり，描いたりして整え，本単元に入る前から，朝の
会で「むしのこえ」を歌い，「むしのこえ」に出てくる虫はどんな形や大きさや色，生活をし
ているのかに興味・関心を持たせ，活動の見通しを持たせていった。 
②導入の工夫 
一学期に教室で育てた「カタツムリ」で範例文を作ったり，本物の「ナナフシ」や「ナナフ

シ」の部分的な写真を提示したりして，虫についての興味を強く持たせていく工夫を行い，調
べてみたいという気持ちを持たせて意欲を持つことができた。 

 
【調べ学習における学級担任と司書支援員との連携】 
  学期ごとに調べ学習で必要な本・資料等を司書支援員に知らせ, 

校内・市図書・県図書等から探して集め，使用したものはブック 
リストに記録している。並行読書や調べ学習に必要な本・資料は， 
一人一冊用意している。少しずつだが，市内の小学校や中学校の 
司書支援員さんと連携し，本を探す活動も始まりつつある。 
調べ学習に必要な本については，授業後のブックリスト等から 

購入計画を立てている。                     ＜必要な本や資料を 

                                     ブックトラックに＞   
【読書活動を推進する取組】 
（１）朝読書 
  毎週月・金曜日の朝 8:05～8:20 までの時間を全校朝読書の時間にしている。学校図書館や学 

級文庫にある本から好きな本を選び，一人読みの時間として取り組んでいる。 
（２）読書ビンゴ・年 2回 

様々なジャンルの本を知り，少しずつだが，いろいろなジャンルに興味を持ってきている。 
（３）読書のめあて 

それぞれの学期でホップ賞・ステップ賞・ジャンプ賞を設定して,達成者には賞を送っている。 
昨年度，9348 冊（一人平均 58 冊）だったが，本年度 11 月現在で 11133 冊(一人平均 67 冊) 

と図書館貸し出し数は増加している。 
（４）家庭・地域と連携 

 保護者や地域の方による読み聞かせ（毎週水曜日，8:00～8:20）を行っている。「ちぬっこ
ゲーム祭り」（児童会行事）では，大型絵本やペープサートを用意し，多くの児童に読み聞か
せをしてくれるなど積極的な活動が続いている。また，家族読書に取り組み始めている。 

（５）図書館コーナーの設置 
教員や図書委員会の本の紹介や，各学年の学習の成果を掲示・展示し，紹介することで興味

や関心を持って，図書館に来る児童が増えてきている。また，各学年の教科書に出てくる本コ
ーナーを設置し，読書活動にいかしている。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

＜３年生おすすめの本＞ ＜教科書に出てくる本＞ ＜大型絵本を使って読み聞かせ＞ 


