
- 1 -

平成２４年度学校図書館活用年間計画

（第 １ 学年）

国 語 科 情報活用能力 他の教科・領域

・図書館の使い方や 生活 ：図書室探検

４月 きまり 学活：本の借り方、返し

・本の借り方返し方 方

・本の場所（４．９

類 E)
・絵本の探し方（ア、

イ、ウ・・・）

・おはなしききたいな、 Ⅱ 図鑑の利用 学活 ：本の探し方（ラ

５月 よみたいな （図鑑の位置） ベルの色と番号）

生活 ：おおきくなあれ

・なにが、かくれているの 生活 ：なつとともだち

６月 でしょう ・かたつむりの育て方

※虫の絵本や図鑑を読もう

・おはなしのくに 生活 ：なつとともだち

７月 ※お話を読もう

・ほんをよみましょう

※興味ある本を探したり、

紹介したりして読もう

・どくしょかんそうぶんを 生活：げんきにそだて

９月 かこう

※心に残ったことを自分に

あてはめて考えて書こう

・メモをつかってしょうか ・簡単なメモの書 図工 ：読書感想画を描

１０月 いしよう き方（項目ごと こう

※大切なことを短い言葉で に書く） 生活 ：あきとともだち

書こう

・はたらくじどう車 Ⅲ抜き書きの仕方 学活 ：本をたくさん読

※働く自動車の本を読もう もう

・りすのわすれもの 学活 ：メロディーブッ

１１月 ※りすの本を読もう ク祭に取り組もう

・天にのぼったおけやさん ：心に残った本を紹介し

※ 昔のお話をたのしもう よう

・うみへのながいたび

１２月 ・「おはなしどうぶつえん」

でガイドになろう

※動物の本を読もう

・だいじなことをれんらく ・メモを使った聞 生活 ：ふゆとともだち

１月 しよう き方話し方

※メモを使って話したり聞

いたりしよう

･したことをおもいだしてかく ・メモを使った文 生活 ：もうすぐ２年生

２月 ※メモを使って文章を書こう 章の書き方

・お手がみ

３月 ※かえるの本を読もう

※アーノルド・ローベルの

本を読もう
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平成２４年度学校図書館活用年間計画

（第 ２ 学年）

国 語 科 情報活用能力 他の教科・領域

・図書館の使い方やき 学活：使い方のマナ

４月 まり ー

生活：元気にそだっ

てね

・すみれとあり ・本の場所

５月 ※生き物についての本を読 （０．４．６．９類．E） 生活：季節と遊ぼう

もう Ⅱ図鑑の利用

・たんけんしたことをほう Ⅲメモのとり方

６月 こくしよう Ⅲカードの書き方

※カードを使って報告文を

書こう

・いなばのしろうさぎ Ⅳ絵本の作り方 生活：季節と遊ぼう

７月 ※昔話を読もう

・読書感想文を書こう

９月

・きつねのおきゃくさま Ⅲおすすめの本の紹介 生活：季節と遊ぼう

１０月 ※きつねが出てくるお話を 図工：読書感想画を

読もう かこう

・生きもののことをせつめ Ⅲメモをもとに文章を

いしよう 書く

※観察したことや調べたこ Ⅲ抜き書きの仕方

とを説明する文章を書こう

・かさこじぞう Ⅱインタビューの仕方 学活：メロディーブ

１１月 ※様子を想像しながら、昔 ック祭に取り組もう

話のおもしろさを味わおう

・ないた赤おに ・おすすめの本の紹介 生活：季節と遊ぼう

１２月 ※鬼の出てくる本を読もう

きつつき 生活：季節と遊ぼう

１月 ※手作りおもちゃについて

書いてある本をさがそう

・一年間のできごとをふり Ⅳ説明の書き方 生活：すてきな自分

２月 かえって Ⅳかんたんな手紙 を知ってほしい

※書きたいことをカードに

まとめ、ならべかえて書

く

・アレクサンダとぜんまい

３月 ねずみ

※レオ＝レオニの本を読も

う
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平成２４年度学校図書館活用年間計画

（第 ３ 学年）

国 語 科 情報活用能力 他の教科・領域

・白菜ぎしぎし 理科：植物のすがた

４月 ・かえるのぴょん

・宝物をしょうかいしよう

・消しゴムころりん 社会：公共図書館の利用

５月 ・いろいろな手紙を書こう Ⅱ地図の見方 社会：地図記号

・漢字の広場 Ⅳポスターのかき方 市の紹介ポスター

・めだか Ⅱ図鑑の利用 をつくろう

※生き物を調べよう 理科：こん虫を育てよう

※本の仕組みを知ろう ・本の種類と選び方 理科：動物のすがたと

６月 ※国語辞典の引き方 Ⅱ国語辞典の利用 かんきょう

・俳句に親しむ 理科：自由研究

７月 ※お話の好きな場面をくわしく書

こう

・漢字の広場

・学校生活に生かす話し合いをし

９月 よう

・漢字の広場

・くらしと絵文字

１０月 ※生き物のとくちょうを説明しよ Ⅰ調べ方の選択

う

・モチモチの木

１１月 ・ことわざ・慣用句

・のらねこ 社会：バリアフリーたい

１２月 ※「読書けいじ板」を作ろう けんたい

・どちらが生たまごでしょう Ⅱインタビューの仕方 社会：さぐってみよう

１月 ・方法を選んでしょうかいしよう 昔のくらし

・強く心に残っていることを 社会：昔の道具とくらし

２月 ・漢字の広場

・おにたのぼうし

３月 ・ローマ字
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平成２４年度学校図書館活用年間計画

（第 ４ 学年）

国 語 科 情報活用能力 他の教科・領域

・春のうた 社会：交通事故を防

４月 ・とびばこだんだん ぐ

・写真をもとにスピーチし 理科：季節と生き物

よう

・やいとかげ Ⅱ百科事典の利用 社会：火事を防ぐ

５月 ※学級新聞をつくろう Ⅲ新聞の作り方

・漢字の部首

・アーチ橋の進歩 社会：水はどこから

６月 ※じょうほうけい示板をつ ・本の種類と並び方 総合：自分探しの旅

くろう ・日本十進分類法 理科：季節と生き物

・見学したことを報告しよ

う Ⅱ漢字辞典の利用

※漢字辞典の引き方

・短歌の世界 社会：ごみはどこへ

７月 ・物語の作り方をくふうし 理科：自由研究

よう

・学級で話し合おう 総合：うまれたとき

９月 ・新しい言葉、伝わる言葉 の様子

理科：季節の生き物

理科：わたしたちの

体と運動

・一つの花 社会：昔のくらしと

１０月 ・いろいろな詩 町づくり

・おおきな木 理科：季節と生き物

・花を見つける手がかり Ⅳ説明文の書き方

１１月 ※資料をもとに説明しよう

・ごんぎつね

１２月 ・故事成語・落語

・読書発表会をしよう Ⅳブックトーク

・便利ということ Ⅳポスターセッション 社会：47 都道府県の
１月 ※ポスターセッションで発 Ⅱインタビューの仕方 位置と名しょう

表しよう Ⅲ 引用の仕方 理科：季節と生き物

・心の動きがわかるように 社会：大分県の特色

２月 ・修飾語 総合：文集の作り方

・夕鶴

３月
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平成２４年度学校図書館活用年間計画

（第 ５ 学年）

国語科 情報活用能力 他の教科・領域

４月 ・すいせんのスピーチをしよう⑥ Ⅳスピーチメモのまとめ方 理科：天気の変化

※おすすめの本を決めて読む

５月 ・漢字学習カード①※漢字辞典

６月 ・新聞を作ろう⑨ Ⅳ新聞の作り方・必要な事柄を工夫総合・社会

※環境の本を読む してまとめる ：米作りについて

・和語・漢語・外来語①※国語辞典 Ⅲ引用の仕方 社会：テーマ別地図

作り

理科：メダカのたん

じょう

７月 ・漢文に親しむ③ 理科：人のたんじょ

※漢文の作品を読む Ⅱ国語辞典の利用・漢字辞典の利用 う

・熟語の組み立て②※国語・漢字辞

典

９月 ・討論会をしよう⑥ 理科：植物の花のつ

※テーマに関する資料を調べる Ⅲ討論の仕方 くりと実や種子

・漢字三字の熟語②※国語・漢字辞

典

１０月・大造じいさんとがん⑥ 理科：台風と天気と

※椋鳩十の作品を読む 変化

・読書感想文②

１１月・思いをこめて② 総合：米の調理法や

※他の詩を読む 活用

・世界遺産⑭※百科事典 Ⅱ百科事典の使い方・情報カードの社会：自動車工場の

・同じ読み方の漢字②※国語・漢字辞典 書き方 本

１２月・「物語」を楽しむ 外国語：絵本の読み

※昔の物語を読む 聞かせ

・雪わたり （９月～３月）

※宮沢賢治の作品を読む

１月 ・「読書すいせん会」を開こう④ 社会：情報ネットワ

※テーマを決めて本を読む ークについて

・まんがの方法⑥ 調べる

※まんがの方法を見つけよう

※手塚治虫の作品を読む Ⅲプレゼンテーションの仕方

・効果的に発表しよう⑧

２月 ・漢字の成り立ち①※漢字辞典

・コラムを書こう⑩※百科事典 Ⅲ要約の仕方，引用の仕方

３月 ・漢字の成り立ち①※漢字辞典 社会：世界遺産を調

・みすずさがしの旅⑤ べる

※金子みすずの作品を読む 公害について調べる
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平成２４年度学校図書館活用年間計画

（第 ６ 学年）

国 語 科 情報活用能力 他の教科・領域

・風景、純銀もざいく、雑草

４月 ・リレースピーチをしよう Ⅲスピーチメモのまとめ方

・薫風・「迷う」 理科：体のつくりとはた

５月 ※随筆を読んでみよう Ⅱデジタルカメラの活用 らき

・学校案内パンフレットを作ろう 社会：大陸に学んだ国づ

※図書館にあるパンフレットを参考に くり

する 総合：永井隆の本

・日本語をコンピューターで書き

６月 表す

・学んだことを生かして調べよう Ⅱ百科事典の活用

※図書館やインターネットなどで情報 Ⅱインターネットの利用

を集め、報告文を書こう

・春はあけぼの 社会：全国統一の動き

７月 ※古典の作品にふれよう ※武将について調べよう

・随筆を書こう Ⅱ漢字辞典の利用 理科：生物とそのかんきょ

・漢字の広場 う

・パネルディスカッションをしよ Ⅳ討論の仕方 外国語：行ってみたい国

９月 う を紹介しよう

・心を見せる言葉 理科：月と太陽

・川とノリオ 社会：戦争と人々の暮らし

１０月 ※戦争について書かれた本を読もう 理科：土地のつくりと変

・イナゴ 化

・島

※いろんな詩を読もう

・ぼくの世界、きみの世界 Ⅲ要約の仕方 家庭科：バランスのよい

１１月 ・意見文を書こう Ⅲ引用の仕方 こんだてを考えよう

・言葉は時代とともに Ⅱ国語辞典の利用

・日本の文化を考える

１２月 ・俳句・短歌を作ろう

※いろいろな俳句・短歌を読んでみよう

・きつねの窓

※安房直子の本を読もう

・読書座談会をしよう

※本を紹介し合おう

・表現方法を選んで書こう Ⅳ文集や新聞のまとめ方

１月 Ⅳ依頼状・礼状の書き方

・伊能忠敬 社会：日本とつながりの

２月 ※伝記を読んでみよう 深い国々

・日本語の文字

※ことわざ・四字熟語を調べよう Ⅱ国語辞典の利用

・先輩からの手紙ー六年間を振り 理科：生物と地球のかん

３月 返って きょう


