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Ⅰ.取組前の宣言内容

宣
言

目

標

見て！読んで！広げよう！

取組期間

令和２年

４月

６日

～

自分の世界を

令和２年

１１月

３０日

※令和２年 4 月 1 日以降、各学校が取組みを始めた日から、令和 2 年 11 月 30 日までの取組みとする。

Ⅱ.取組後の評価
取組人数

276

取組内容（概要）

人

価
工夫したこと

131

日

読書冊数

１

コロナウィルス 感染予防のための取り組み

２

年間を通した取り組み

３

地域などと連携したその他の取り組み

１

評

実施日数

20737

冊

連携し た団 体数

3

団体

コロナウィルス 感染予防のための取り組み
今年度はコロナウィルス 感染予防のための取り組みを、主に５点行った。1 つ目
は、カウンターでの 仕切りの設置である。本学校では、カウンターでの 作業を図書館
担当の先生以外にも、図書委員会 の子どもが務める時間もある。そのため、子ども同
士での直接的な接触を防ぐために、段ボールで作成した、簡易的な仕切りを設置し
た。2 つ目は、カウンターに 並ぶ際に間隔をあける目印を床に設置をした。3 つ目
は、放課後の消毒作業である。これは主に 5 月１４日～5 月２９日に級外の先生で担
当をして消毒作業を行った。4 つ目は、図書室の椅子に番号を付け、間を開けて座る
ように指導をした。5 つ目は、図書館に入る際の手指消毒とマスク着用の徹底の呼び
かけをした。これらの取り組みを徹底することで、子ども達が安心して図書室を利用
できるように努めた。また、5 月中は子ども達の密集を防ぐために図書室での本の閲
覧を中止し、貸し出しと返却のみを行った。
２ 年間を通した取り組み
○「おすすめの本５０冊」
この諸富南小学校では、各学年で「おすすめの本５０冊」というものを設定し、図
書室入口の目立つ場所に本を置いている。選定理由は、国語の教科書で取り扱われて
いる本を中心としている。また、年度始めに各学年の 50 冊一覧表を印刷したものを
渡し、その中の本を借りたらハンコ をもらえるようになっている 。そして、５０冊す
べてを読破した児童は全校昼会などで表彰をするようにしている 。全校の前で表彰を
行うことで、他の児童への意欲を高めることにもつながっている 。今年度は、16 人の
児童が表彰をされている。(11 月 30 日現在)
○ 図書館の掲示物
季節ごとに図書室の飾りつけを変更し、変化のある図書室とした。季節の詩や、
歌、本からの抜粋など子ども達の興味・関心を引くような工夫をした。また、子ども
達の読書感想文や、読書感想画などの作品で入賞をしたものを 掲示した。図書館の本
の配置も学習単元に会うものをえらびまとめて 配置するなどの 工夫も行った。例え
ば、6 年生の修学旅行前には、戦争についてや長崎についての 本を配置していた。ま
た、今年度は、5 年生が米作りに関する学習を行ったさいに 作成したリーフレットを
掲示し、クラスの学習の成果を展示する場ともなった。
○「図書館祭り」の実施
毎年 6 月と１０月には図書館祭りを 1 週間実施し、読み聞かせや、栞コンクールな
どを行っている。しかし今年度は、コロナウィルス 感染予防のために、子ども達が図
書室に集まるようなイベントをさけて 実施した。
６月の図書館祭り

取り組んだ感想

これまでの取組や
今後の取組予定

①ぬりえコンテスト これは 1 年生～3 年生を対象として、図書委員会が作成した塗
り絵を配布して、回収をした。その後、優秀な作品を選び掲示をした。②図書館クイ
ズ これは 4 年生～6 年生を対象として、本にまつわるクイズを 4 問作成し配布をし
た。図書委員会で丸付けをした後、プラス 1 冊件を付けて返却をした。③しおりコン
クール これは全学年対象で個人で作成したしおりを掲示して、人気投票を行い、表
彰を行った。
１０月の図書館祭り
①POP コンテスト 好きな本を紹介する POP を作成するように 呼びかけ、集めたあ
と、掲示をして人気投票を行った。②図書館クイズ 本にまつわるクイズを作成、配
布をした。図書委員会で丸付けをした後、プラス 1 冊件を付けて返却をした。③まち
が絵さがし 図書委員の児童が、問題を作成し配布をした。図書委員会で丸付けをし
た後、プラス 1 冊件を付けて返却をした。④ラッキーブック 作成 図書館の本の中か
らラッキーブックをえらび 、児童が本を借りる時に「ラッキーブック 」が当たるよう
にした。⑤佐賀 7 賢人人気投票 図書委員会の児童で、7 賢人を紹介するポスターを
作製・掲示をし、人気投票を行った。今回の結果としては、1 位、大隈重信、2 位大
木喬任 3 位佐野常民となった。
○読書の木の設置
１１０冊以上は緑色、２００冊以上は赤色、3００冊以上は銀色、４00 冊以上は金
色５00 冊以上は虹色のりんごを用意し、達成した児童の名前を書き図書室入口に掲示
をした。
３ 地域などと連携したその他の取り組み
○読み聞かせ「こんぺいとうさん 」
毎年地域ボランティアの 「こんぺいとうさん 」が月 1 回全クラスで読み聞かせを行
っていた。しかし、今年度コロナウィルス 感染予防のため、１学期は実施ができなか
ったが、１０月９日に、リモートでの 読み聞かせを行うことができた 。電子黒板を利
用しての読み聞かせを１０月以降月１回で実施をすることができた。
○諸富図書館との連携
図書室の入口付近に諸富図書館 の掲示板を設置している。そこには、諸富図書館 で
行われるイベントのお知らせなどが 掲示されており、学校以外 の場所での読書の場を
広げることに役立てている。
○諸富北小学校との連携
近隣の諸富北小学校の図書室を連携をとり、諸富北小学校 の 6 年生が書いた「おす
すめの本しょうかい」を図書室内の掲示した。また、諸富南小学校 の 6 年生が書いた
「おすすめの本しょうかい」を諸富北小学校の図書室に掲示をしてもらった。中学校
入学前の交流としてのやり取りを意識した。
１１月に 6 年生に「図書委員会になった今の感想」を書いてもらった。「コロナで図
書館祭りがいつもみたいにできなくて 悲しかったけど、いつもとは違う形でできてと
ても楽しかった。2 年間図書委員会 をやって、昨年 6 年生に教えてもらったことを 、
今年は自分が 5 年生に教えることができてよかった 」や「委員会の仕事をやっていく
うちに、自分から仕事を見付けて動くことができるようになった 」、「今までは、あま
り本を読むことが好きではなかったが 、図書委員会になり、本に触れる機会が増え、
本をいつも以上に読むようになった 」という感想があった。
今年度はコロナウィルス 感染予防のため、学校が臨時休校になったり、図書室の利
用に制限がかかったりと 、今までとは大きな変化があった。しかし、その中で、知恵
を出し合い、協力し子ども達の安全を保ちながらの図書室の利用について考え、実行
することができた 。また、今年度は「本を読むことで、自分自身の世界を広げてほし
い」という想いでこの活動を行ったが、この気持ちを大切にして今後も図書室の活動
を充実させて生きたい。

※本報告書は簡潔に記述し、A4 サイズ 2 頁以内とし、取組内容が分かる資料（写真、イラスト、
取組前後の比較データ等）を A4 サイズ３頁以内にまとめて、添付してください。
報告書・資料の様式は PDF を基本とし、他形式も可（復号化必要）としますが、一度にメール添
付できる容量は５ＭＢまでですので、これを超える場合は写真の解像度を落とす等の工夫をし、
必要に応じ圧縮、分割送付などの処理をお願いします。
※県のホームページに掲載しますので、写真等は、
「個人が特定できないもの」または「本人の了承を得て
いるもの」でお願いします。

Ⅲ.応募する【提出期限：令和２年１２月１４日（月）】
実践報告書は、データ（PDF 版）で佐賀県まなび課まで電子メールにより送信してください。

季節の壁面飾り（児童の興味関心を引くような制作物）

感染予防を意識した図書室の様
子

お話し会（こんぺいとう）…リモートによる読み聞か せ

地域との連携

読書感想文・感想画の入賞者掲示

公共図書館との連携（季節ごとの掲示貼り換え）

近隣校との交流（図書委員によるおすすめの本の紹介と相手校の本の感想）

「としょかんまつり」準備の様子（年２回）

としょかんまつりの様子

図書委員による応援ポスタ
ー

おまつりイベントから
学習への繋がり

学習記録の掲示
（クラスの学習成果を展
示）

学習に関する掲示

おすすめ５０冊（教科書に準じた選書本）
本年度は教科書の変更に伴い
選書の入れ替え有

本の紹介

目標１１０冊達成者の「りんご」の掲示

