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学校図書館を活用した授業実践
ー読書郵便イベントを通してー

源河泰希

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

1 . テーマ設定理由及び目的

我が国においては，近年，生活環境の変化や様々なメディアの発達・普及などを背景として，国民の

「読書離れ」「活字離れ」が指摘されている。読書することは， 「考える力」，「感じる力」，「表す力」 等

を育てるとともに，豊かな情操を育み，すべての活動の基盤となる「価値・教養．感性等Jを，生涯を

通じて涵養していく上でも，極めて重要である。また，特に変化の激しい現代社会の中，自らの責任で

主体的に判断を行い，自立して生ぎていくためには，情報活用能力を，誰もが身に付けていかなければ

ならない。このような視点から，本を読む習慣，本で物事を調べる習慣を，子どもの時期から確立して

いくことの重要性が，改めて認識される。そのためには，学校教育においても，家庭や地域と連携しな

がら，読書の習慣付けを図る効果的な指導を展開していく必要があり， とりわけ学校図書館がその機能

を＋全に発揮していくことが求められる（子どもの読書サポーターズ会議， 2009)。

「学校図書館法（昭和 28年法律第 185号）」では，学校図書館の目的は，図書館資料を 「児童又は生

徒及び教員の利用に供することによって，学校の教育課程の展開に寄与するとともに，児童又は生徒の

健全な教養を育成すること」とされており，学校図書館はこのような目的のもと，「読書センター」，「学

習センター」，「情報センター」という， 三つの機能で捉えられ，教育の中核と位置づけられている（全

国学校図書館協議会， 2018)。

また，小学校学習指導要領（平成 29年告示）には，各教科の授業において学校図書館を利活用する

ことを薦める記述が多くある。例えば，国語科では読書意欲を高め， 日常生活において読書活動を活発

に行うようにするとともに，他教科等の学習における読書の指導や学校図書館における指導との関連を

考えて行うことと示されている（文部科学省， 2017)。このことから，学校図書館には各教科の授業に

関連した読書活動の中心となる「読書センター」機能の役割が求められていると考えられる。

実際に学校図書館では，児童生徒や教員に向けた活動として，様々な学校図書館行事が行われている。

例えば，読書郵便やパネル展示，読書クイズ等の他に，季節，学校行事，保護者や地域の人々との連携

による取組等，様々な活動の報告がある（全国学校図書館協議会， 2017)。

ここで，私自身が児童の立場として，学校図書館を活用した授業を受けた記憶が無いことから，授業

で学校図冑館を活用したことで， どのような児童の姿が見取れるのか気になった。そこで，学校図書館

を活用した授業実践について先行研究について確認した。具体的な実践事例としては，児童が主体的に

本を手に取り，作品や自分，他者と対話しながら読む読書行為を目指した国語科授業の創造（長谷川・

松田， 2019)や，子どもの心とことばを育む読書活動実践事例（鵜川， 2006)などがある。長谷川・松

田 (2019)は，ファンタジー作品を中核にした取り組みを通して，「①自分の考えをまとめるために必

要な図書を再読する，②自分の体験と重ねながら読み，作品や作家，仲間と対話して読む，③文字言語

による表現だけでなく，音声言語による表現へ意欲を高める」という効果が認められたことを報告して

いる。また，鵜川 (2006)は，国語科での実践事例として， 1年生の『ずうっと，ずっと，大すきだよ』
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や 6年生の『やまなし』などを紹介し，児童の読書活動における変容について，教材作品に対する児童

の読み取りが深まり，児童の思いや考えが広がるという効果が見られる事について述べている。

このように，学校図書館を活用した授業は，教材作品を越えて関連のある作品を提供できる点から小

学校の国語の授業で児童が幅広い視点から教材作品を読み深めることを促進させる効果が期待できる。

そのため本研究は，学校図書館行事「読書郵便」を取り入れた授業実践を行い，そこから見取れる児

童の姿を基に，学校図書館を授業で活用することの意義について検討することを目的とする。

2 研究内容

「読書郵便」とは，特定の本についてその魅力をピックアップし，他者に向けて手紙（はがき）の形

式で紹介する活動で，子ども達に読書を自身の記録として留めさせるだけではなく，自分以外の第三者

への働きかけとなる読書活動である（岩田斉， 1992)。本を読んだ感想や印象をもとに，友達に宛てて

その本を紹介するはがきを書き，送る活動を行う。はがきという形式から，児童が相手意識を持ちやす

くなると思われる。友達からはがきをもらうことへの喜びが原動力になって，楽しんで取り組めるとと

もに，友達からの推薦が動機となることで，読書意欲を高めることも期待できる。また，はがきという

限られたスペースの中で本の魅力を伝えることになる。それにより，児童が本の魅力がどこか吟味する

きっかけとなると共に，かくことが苦手な児童でも作成に取り組みやすいことも考えられる。

岩田 (1992)は， 読青郵便の意義について，表 1のように挙げており，その意義について以下の様に

述べている。「読書郵便」活動は，児童がお互いに本を紹介し合うことで，新しい本と出会うことができ

るため，児童の読書意欲向上を図ることができる。他にも，本を通してコミュニケーションを取ること

で，児童と関わる人々の中で意外な一面の発見や自分自身と似ている部分の発見など，児童の学校生活

における人間関係構築の一助となることができる。また，「はがき」という形式をとることによって，文

章や絵に囚われなくていい点，かく（書く ・描く）スペースに限りがある点から，児童のかくことへの

負担感を減らすことができる。

表 1 読書郵便の意義

⑦ 「読書成果を自己確認できる」

① 「はがきという限られたスペースで自己表現を完結する」

⑨ 「文章やイラストなどで自由に表現することによって，読書鑑賞文 ．感想画の長所を楽な気持ちで生かすことができる」

＠ 「発信，受信のよろこびを楽しむことができる」

④ 「クラス， 学年はもとより，これを超えて，読書による仲間作りができる」

＠ 「本を仲だちにして，児童 • 生徒と大人（教師，校長，図書館職員，家族，知人など）と，心の交流が生まれる」

R 「校内に読書の輪が広がる」

@ 「読書指導の方法として，学級での集団指導も容易であり，成果も顕著である」

3 研究の方法

小学校国語科の指導において， 「読書郵便」を活用した授業を実践 し，児童の振り返りや製作物につい

て，「読書郵便の意義」（岩田， 1992) と照らし合わせながら児童の姿を捉え，授業実践の成果について

考察する。

4 授業実践（実習校 3年 3組 33名

(1) 実施科目 国語科

令和元年 9月 12日-9月27日）
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(2) 実施単元名 九物語をしょうかいしよう（全 9時間）

(3) 教材名 スーザン＝バーレイ作， 「わすれられないおくりもの」

(4) 単元で身に付けたい言葉のカ

• あなぐまの生前と死後に応じてあなぐまと森の皆の気持ちの移り変わりを想像しながら読むこと

・物語の魅力や特徴を明確にし，知らない人でも読みたくなるような理由を挙げて書くこと

(5) 本単元の流れ

今回の授業実践における単元の流れを表 2に示す。

表 2 単元計画 （※学校図書館との関連）

時 学習活動

1 
全文を読んで， 学習の見通しをもつ。※児童が作品中の登場人物の関係性や，時の流れ，出来事をイメ ー

ジしやすいよう，絵本で読み聞かせを行った。

2・3 あなぐまとその他の動物たちの心の動きについて考える。

4 あなぐまが死ぬ前後で， もぐらの気持ちはどのように変わったか考え，発表する。

5・6 他の動物たちは，あなぐまにどのようなお礼の言葉を言ったか考え，発表し，作品の感想を話し合う 。

7 家の人や身近な人など，相手を決めて，物語の内容が分かるように紹介する。

8・9 
紹介したい相手と本を決め，その本の魅力を伝える方法を考えながら，読書郵便を作成し，紹介し合う 。

※児童が相手意識を持つように，「読書郵便」を作成し，児童が紹介したい相手へ渡せるよう工夫する。

(6) 授業実践

第 8時と第 9時の授業概要を表 3に示す。

表3 授業概要

! 
第 8時では，第 7時までに行ってきた活動を踏まえ，児童が自ら学校図書館でみつけた紹介したい物語の

紹介文として「読書郵便J作成を行った。「読書郵便」作成にあたって，選書を児菫が行う際に，テーマを

時 設定せず，物語を選ぶように指示した。

第 9時では，その「読書郵便」を学級全体で紹介し合う活動を行った。発表形式は① 4人一組のグループ

烹 を作り，「読書郵便」を 1人ずつ紹介し合う。 ②話し合って 1名代表として選出する。③代表者は全体に向

時 けて，「読書郵便」の発表を行うという流れで行った。この活動を通して 1人あたり 10名程度の紹介を聴く

ことができた。

5 授業実践を通して見られた児童の姿

(1) 児童の聴く姿から

第 9時における「読書郵便」を紹介し合う活動の際，他の児童の発表に対して意欲的に聴く姿を見

ることがでぎた。第 8時までの授業実践では，発表を聴くことに集中できるような手立てを実践でき

ずにいたため，書く活動に夢中であったり，発表の挙手に集中していたりする児童が見られたが，第

9時では発表を聴くことに集中できた。その理由として，以下に示した，他の児童の発表内容への興

味 • 関 心の高まり，一度発表する機会があることへの満足度の高まり，の二点が考えられる。

今までの授業とは違い， 一人一人が作成したものを発表する場面が設定されていたことから，友達

の発表に対して興味が生じたと考えられる。自身が作成したものと比べてどのような違いがあるのか，

友達が誰にどんな本を紹介するのかという興味 • 関心の高まりが聴くことへの集中力へとつながって

いったのではないだろうか。また，児童一人一人が最低 1回発表できる機会を作った。これにより，

普段挙手に集中し，発表を聴いていなかった児童も自身の作品を発表することが出来たという満足度

が高まり， しっかりと聴くことができていたのではないだろうか。
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(2) 児童の振り返りから

全体で代表者として発表を行った児童の振り返りから表 4のような姿を見ることがでぎた。

表4 第 9時における児童の振り返り

ぼくは，今日はっびょうできてうれしかったです。またはっびょうしたいです。

みんなはっびょうするのがいやがってたけど，ぼくがはっぴょうしてとてもよかったなと思いました。

今日，わたしは，読んで， とてもきんちょうしたけれど， これを読んだら，スーザン＝バーレイの本を見つけたよ

と，伝えられると，思って，ますます，スーザン＝バーレイの本をさがしたくなりました。

周りに薦められ嫌々ながらも発表を行った後，「またはっびょうしたい」という発表に対する肯定的

な振り返りを見ることができた。発表することで，皆の役に立てた，皆に伝えることが出来たなどの自

己肯定感の向上や達成感を感じ，それが発表に対する意欲の向上につながったのではないかと思われる。

(3) 児童の発表から

「読書郵便」の全体発表では，児童が「読書郵便」を送る相手を紹介するが，それによって児童の交

友関係を知ることが出来るという発見があった。これは，国語の授業に留まらず学級経営にとっても有

益な情報が得られる。本を紹介する，紹介される活動を通して得られだ愉報は，児童の学級内での居場

所作りを考える際にも有効に機能する。このように，「読書郵便」の新たな可能性を見ることが出来た。

今回の読書郵便と絡めた授業実践で見られた児童の姿と，表 1で示した「読書郵便の意義」を照らし

合わせると，表 1で示した④，＠の要素が強く見られた。岩田 (1992)は，読書郵便の役割と して「児

童と関わる人々の中で意外な一面の発見や自分自身と似ている部分の発見など，児童の学校生活におけ

る人間関係構築の一助となることができる」と述べている。今回の授業実践において，読書郵便を作成

し，児童一人一人が全体の場に共有することによって，児童が友達とさらに仲良くなる，友達の意外な

一面を知り興味が湧く等，児童が人間関係を構築する上でのきっかけの一つとなることが考えられる。

6 今後の展望

今回の授業実践では， 45分間の一つの授業でどのように学校図書館を活用できるか考えてきた。次回

の授業実践では，単元全体を通してどのように学校図書館を活用することができるか検討する。その上

で授業実践を行い，児童の姿を通して成果や課題を見出だしていきたい。
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