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読書活動活性化のために

﹁
もりもり﹂ でーす︒

大阪府学校図書館研究集会

本日の内容
１ 守口市立学校における読書活動の現状

１ 守口市立学校における
読書活動の現状

２ 読書活動活性化のための取組み
３ まとめ

(1) 児童・生徒アンケートより
☆読書は好きですか。
☆一日どれくらい読書をしていま
すか
読書好きの児童・生徒の割合が
増えてきている。

(2)全校一斉朝の読書活動について

小学校１８校中１６校で実施
中学校９校中３校で実施
※学年ごとに実施している学校もあり。

平成２０年度より

２ 読書活動活性化への
取組み

・学力向上・学習状況改善重点プランを策定。
・3つの「重点プラン」を設ける。

①学び力向上プラン
②言語力育成プラン
③家庭学習応援プラン

３つの重点プランを実行していく
ための具体的な方策として
5つの「アクションプラン」を掲げる。
アクションプラン２ ・・・ 読む力を育てる
アクションプラン３ ・・・ 書く力を育てる。

アクションプラン２ ・・・ 読む力を育てる
読書活動の充実にむけ

◎守口版「読書カード」の発行
◎「おすすめの本」紹介

アクションプラン４ ・・・ 伝え合う力を育てる。
読書活動に関わるアクションプラン

アクションプラン３ ・・・ 書く力を育てる
書く力を伸ばす取組み

◎「読書感想文を書こう」
リーフレットの作成・配付

アクションプラン４・・・伝え合う力を育てる
発表活動の充実を図る

◎「守口市読書感想文発表会」
の開催

守口版「読書カード」

②発行部数 約9,000枚
9,000枚

③守口市教育センターＨＰより
ダウンロード可能

ほん

しんぱい

り ゆう

つぎ

おお

よ

に ねんせい

ぶん

よ

なに

よ

ほん

す

か

よ

えら

あらすじ

どくしょかんそうぶん か

じゅん お

よ

にがて

・題名

か

ひと

おお

しょうがっこういちねんせい

・目次やあとがき ・本の帯

・友達やまわりの人にすすめられた本

・さし絵

ヤマトシジミの食卓

・今年の課題図書

ものすごくおおきなプリンのうえで

・今︑話題の本

がっこうかっぱのイケノオイ

エディのやさいばたけ

アリクイにおまかせ

こども電車

こえ

笑って病気をぶっとばせ！

ホスピタルクラウン・Ｋちゃんが行く

忘れないよリトル・ジョッシュ

わたしのとくべつな場所

聖 夜

夢をつなぐ 山:崎直子の四〇八八日

スピリットベアにふれた島

ぶん

だ

おうちの
人や友だ
ちに聞い
てもらお
う！

よ

最後に読み返して︑字のま ちがい
や︑文の表し方 がこれでいいか確
かめる︒

わからない 言葉 や漢字は辞書を引
いて確かめる︒

話の切 れ目で段落を変えて︑
一マス下げる︒

︑や ︒や﹁ ﹂も きちんと︑
ていねいな字で書く︒

題名や書き出しで人をひきつける︒

感想メモをも とに文をつ なげ たり︑もう
少しくわしく書いたりして︑感想文を書い
ていこう︒

原稿用紙 を用 意しましょう︒

かん そう

天風︵てんかぜ︶の吹くとき

犬どろぼう完全計画

クジラと海とぼく

きむらゆういち 作

・友だちが読んでおもしろいと言っていた︒

この本を選んだわけ

﹁あらしのよるに﹂シリーズを読んで

・あらしのよるに︑まっくらな小屋の 中
で出会ったオオカミの カブとヤギのメ
イがお互い﹁食うもの ・食われるも
の﹂と知ったあとも最後まで信じあう

・メイに自分を食べる ように言われた
場面②︒

・カブのとうぼうセットの中から四葉
のクローバーが出てきた場面①︒

心に話
残︒
った場面

思ったこと︑考えたこと

場面①
・カブがどんなにメイ との友情を大切に
しているか︑とてもよくわかった︒
場面②
・うえ死にしそうな時︑目の前におい し
そうなエサがある︒だけどそれは大切
な親友︒苦しいだろうなぁ︒

まとめ

・カブとメイが最後ま で信じあえたの は︑
二匹がたくさん話をしたからだと思う︒
ぼくは上手に話せなく て︑ときどき友
だちとけんかをしてしまう︒ぼくはカ
ブを見ならって友だちといろんなこと
を話そうと思う︒

小学校中学年の
部

中学校の部

生のみ なさんは︑おう ちの人に読ん でもらいながらすすんでいきましょう︒

かん そう

この本を選んだわけを思い出そう︒

なぜ この本を選んだの？

主人公 が最初に何をして︑最後にど
うなったの？

どういう本か︵あらすじ︶をかんたんに
書こう︒

心に残った場面を思い出そう︒

３つくら いある かな？ たとえば︑
おもしろかった場面
悲しかった場面
不思 議な場面 など

なぜ心に残ったのか考えよう︒

思ったこと︑考えたこと
〜が〜したのが︑おもしろかったから
〜が〜なのが悲しかったから
など

自分が主人公だったら・・・
どうだろう？
本を読む前と今で・・・
自分の気持ちが変わった？

ゴール

平成２３年度課題図書

こんなところに目を向けて

でも 心配いりません︒次のスタートからゴールまで︑順を追ってすすんでいけば︑書けるよう になりますよ︒小学校 一年生︑二年

ひと

苦手な理由で︑いちば ん多いのは﹁ 何を書いた らいいのかわからない﹂というこ とです︒

にがて

みなさんはい ろいろな本を読 むのが好きです か︒ でも︑読 書感想文を書くのを苦手にしている人も多いようですね︒

スタート
スタート

この本を読んで学んだことを書こう︒

本を選ぶ
ポイント

小学校低学年
の部

小学校高学年の
部

(2)「読書感想文を書こう!!」
リーフレットの配付
①平成２１年度より発行

心に残ったところ
（あらすじ）
読み終わった日

おすすめ度
りんごマークに色をぬる
本のタイトル
小学校高学年
中学校用

(1)読書カードの発行
小学校低学年用

守口版「読書カード」

http://www.moriguchihttp://www.moriguchi-osk.ed.jp/52digita.html

④市の読書カードをアレンジしたり、
学校独自の「読書カード」を発行
している学校もあり

③ 今度の本選びの参考にしてもらう

ぶん

おすすめの本紹介

そう

への応募が約1,100作品増加

かん

☆配付前と比べ、市の読書感想文コンクール

原稿用紙を用意しましょう︒

︑や ︒や﹁ ﹂もきちんと︑ていねいな字で書く︒

題名や書き出しで人をひきつける︒

話の切れ目で段落を変えて︑一マス下げる︒
わからない言葉や漢字は辞書を引いて確かめる︒

だ

最後に読み返して︑字のまちがいや︑文の表し
方がこれでいいか確かめる︒

３位

２位

※平成２２年１２月 守口市立小・中学校「読書アンケート」より

１位

② 小学校低学年・中学年・高学年、
中学校ごとに「おすすめの本ベス
ト10」を守口市教育センターＨＰ
10」を守口市教育センターＨＰ
に掲載

よ

本の表紙

① 児童・生徒約4,700名から回答

感想メモをもとに文をつなげたり︑もう少しくわしく書
いたりして︑感想文を書いていこう︒

こえ

あらすじ

この本を選んだわけ

あらしのよるに︑まっくらな小屋
・
の中で出会ったオオカミのカブと
ヤギのメイがお互い﹁食うもの・
食われるもの﹂と知ったあとも最
後まで信じあう話︒
心に残った場面

③ 平成21
年度 小中合計 4,739作品の応募
平成21年度
4,739作品の応募

おうちの人や友
だちに聞いても
らおう！

この本を選んだわけを思い出そう︒

なぜこの本を選んだの？
どういう本か︵あらすじ︶をかんたんに書こう︒

主人公が最初に何をして︑最後にど
うなったの？

カブのとうぼうセットの中から四
葉のクローバーが出てきた場面①︒
メイに自分を食べるように言われ
た場面②︒
・

思ったこと︑考えたこと
場面①
・カブがどんなにメイとの友情を大
切にしているか︑とてもよくわ
かった︒
場面②
・うえ死にしそうな時︑目の前にお
いしそうなエサがある︒だけどそ
れは大切な親友︒苦しいだろう
なぁ︒
まとめ
カブとメイが最後まで信じあえた
・
のは︑二匹がたくさん話をしたか
らだと思う︒ぼくは上手に話せな
くて︑ときどき友だちとけんかを
してしまう︒ぼくはカブを見な
らって友だちといろんなことを話
そうと思う︒

5,848作品の応募
平成22
年度 小中合計
平成22年度

心に残った場面を思い出そう︒

３つくらいあるかな？たとえば︑
おもしろかった場面
悲しかった場面
不思議な場面 など
なぜ心に残ったのか考えよう︒

など

思ったこと︑考えたこと
〜が〜したのが︑おもしろかったから
〜が〜なのが悲しかったから

この本を読んで学んだことを書こう︒

自分が主人公だったら・
・
・
どうだろう？
本を読む前と今で・
・
・
自分の気持ちが変わった？

② 感想文を書くときの留意事項を図解で分
かりやすく説明

児童・生徒対象に、
今までに読んだ本の
中で、おすすめの本
を紹介してもらう。

① 守口市立学校全児童・生徒に配付（平成22
年度）
（平成22年度）

(3)おすすめの本紹介（平成22年度）
リーフレット
読書感想文を書こう!!

ゴール

(4)読書感想文発表会
守口市読書感想文コンクールで「特選」「入選」受賞者に対し、
表彰状の授与を行い、「特選」受賞者は感想文の発表を行なう

第1回発表会（平成22年10月23日〔土〕）
会場

守口市生涯学習情報センター（ムーブ21）

小学校３９名、中学校１３名表彰
そのうち小学校9名、中学校3名発表

第2回発表会（平成23年11月19日〔土〕）
会場

守口文化センター（エナジーホール）

小学校４０名、中学校１２名 表彰
そのうち小学校9名、中学校４名 発表

ありがとうございました！

３ まとめ

(1) 蔵書の確保について(量＆
質）
(2) 学校図書館の開放・整備
（ボランティアの活用）
(3) 読書と学力向上

