
学校図書館活用年間計画
本に親しむ・続けて読む・比べて読む 調べる・深める・まとめる・活かす 情報収集・活用のための知識・技能

4月 5月 6月 7月 ８・9月 10月 11月 12月 1月 2・３月

1
学
年

国語「おはなしたのしいな」
教科書掲載の本
図書館のマナーときまり

国語「としょかんへいこう」教
科書掲載の本
生活「きれいにさいてね」植
物の本（アサガオ・タンポポ・
ヒマワリ）
図鑑の見方

国語「くちばし」鳥の本（キツ
ツキ・オウム・ハチドリ）
国語「あいうえおであそぼう」
教科書掲載の本
国語「おおきなかぶ」教科書
掲載の本

国語「おむすびころりん」昔
話の本
国語「としょかんとななよし」
教科書掲載の本、本や文章
の選び方
生活「なつがやってきた」植
物・昆虫の本や図鑑

国語「いちねんせいのうた」
教科書掲載の本
国語「やくそく」物語の本・絵
本
国語「うみのかくれんぼ」教
科書掲載の本、水の生物の
図鑑
生活「いきものとなかよし」昆
虫の本や図鑑

国語「くじらぐも」
なかがわりえこの本
生活「たのしいあきいっぱ
い」
「きれいにさいてね」植物の
本や図鑑、昆虫の本や図
鑑、図鑑の見方

国語「じどう車くらべ」「じどう
車ずかんをつくろう」はたらく
車の本、乗り物図鑑、、調べ
ることの決め方、図鑑の見
方、本や文章の選び方、絵
や文でのまとめ方

国語「むかしばなしをよもう」
教科書掲載の本、本や文章
の選び方
国語「おかゆのおなべ」グリ
ム童話、外国の童話

国語「かたつむりのゆめ」
「のはらのうた」くどうなおこ
の本
国語「たぬきの糸車」昔話の
本
生活「ふゆをたのしもう」昆
虫・植物の本や図鑑、冬の
遊び、昔の遊びの本

国語「どうぶつの赤ちゃん」
動物の本、動物図鑑
国語「ずうっと、ずっと、大す
きだよ」外国の物語の本や
絵本

2
学
年

国語「ふきのとう」教科書掲
載の本
国語「図書館たんけん」図書
館のマナーときまり、日本十
進分類法、

国語「いなばの白うさぎ」教
科書掲載の本、
国語「たんぽぽのちえ」教科
書掲載の本、植物図鑑、図
鑑の見方、目次・索引の使
い方
国語「かんさつ名人になろ
う」記録の書き方、絵や写
真、文でのまとめ方
生活「わたしたちの野さいば
たけ」野菜の育て方の本、

国語「えいっ！」教科書掲載
の本
国語「メモをとるとき」「こんな
もの見つけたよ」メモの取り
方
生活「生きものとともだち」、
ザリガニの本、生き物の飼
い方の本や図鑑、図鑑の見
方

国語「お気に入りの本をを
しょうかいしよう」「ミリーのす
てきなぼうし」教科書掲載の
本、本の選び方

国語「どうぶつ園のじゅうい」
教科書掲載の本

国語「お手紙」教科書掲載の
本

国語「おもちゃの作り方をせ
つめいしよう」説明の書き方
国語「せかい一のはなし」昔
話の本
生活「つくってあそぼう」おも
ちゃ作りの本

国語「わたしはおねえさん」
教科書掲載の本
国語「詩の楽しみ方を見つ
けよう」教科書掲載の本、本
や文章の選び方

国語「おにごっこ」「本でのし
らべ方」教科書掲載の本、遊
びの本、調べることの決め
方、本の選び方、メモのとり
方

国語「スーホの白い馬」教科
書掲載の本、いろいろな国
の昔話

3
学
年

国語「きつつきの商売」教科
書掲載の本
国語「図書館たんていだん」
図書館のマナーときまり、日
本十進分類法
国語「国語辞典を使おう」国
語辞典の使い方
理科「しぜんのかんさつ」植
物図鑑、野外観察図鑑、図
鑑の使い方、索引の使い方

国語「きちんとつたえるため
に」教科書掲載の本
国語「こまを楽しむ」教科書
掲載の本
国語「全体と中心」
社会「わたしたちの市のよう
す」公共図書館の利用

国語「まいごのかぎ」教科書
掲載の本
国語「引用するとき」引用の
仕方、出典と著者の記入
理科「チョウを育てよう」生き
物の飼い方図鑑、「アゲハ
モンシロチョウ」

国語「仕事のくふう、見つけ
たよ」教科書掲載の本
国語「初めて知ったことを知
らせよう」図鑑や科学読み
物、図鑑の使い方、索引の
使い方
国語「鳥になったきょうりゅう
の話」教科書掲載の本
社会「働く人とわたしたちのく
らし」表やグラフでのまとめ
方
理科「ぐんぐんのびろ」植物
図鑑、栽培方法が書かれた
本

国語「わたしと小鳥とすずと」
「ゆうひがせなかをおしてく
る」
教科書掲載の本、詩の本

理科「こん虫を調べよう」野
外観察図鑑、昆虫図鑑
図鑑の使い方、索引の使い
方

国語「ちいちゃんのかげおく
り」教科書掲載の本（戦争が
描かれた話）
理科「光をしらべよう」表やグ
ラフでのまとめ方

国語「すがたをかえる大豆」
教科書掲載の本
国語「科学読み物での調べ
方」資料の選び方、奥付の
見方
国語「食べ物のひみつを教
えます」科学読み物（５類６
類）テーマの決め方、説明す
る文章の書き方
国語「ことわざ・故事成語」教
科書掲載の本

国語「三年とうげ」教科書掲
載の本、世界の民話、「本の
世界を広げよう」に掲載され
ている本

国語「詩の工夫を楽しもう」
教科書掲載の本
国語「ありの行列」教科書掲
載の本

国語「モチモチの木」教科書
掲載の本、齋藤隆介の本
社会「変わるわたしたちのく
らし」ポプラディア「昔のくら
し」「昔の道具」百科事典の
使い方、図鑑の使い方、索
引の使い方

4
学
年

国語「春のうた」「おどる詩あ
そぶ詩きこえる詩」
国語「白いぼうし」教科書掲
載のシリーズの本
国語「図書館の達人になろ
う」
図書館のマナーときまり、日
本十進分類法
社会「私たちの県のまちづく
り」地図の利用

国語「漢字辞典の使い方」漢
字辞典の使い方
国語「筆者の考えをとらえ
て、自分の考えを発表しよ
う」教科書掲載の本
社会「健康なくらしと町づく
り」環境に関する本、パンフ
レットの利用
総合「めざせ！大豆はかせ」
大豆栽培の本

国語「一つの花」教科書掲載
の本
国語「要約するとき」要約の
仕方
国語「新聞を作ろう」新聞・
リーフレットの作り方

国語「事実にもとづいて書か
れた本を読もう」教科書掲載
の本
理科「夏の星」星と星座に関
する本や図鑑

国語「詩を味わおう」元気が
出る詩４年生
国語「パンフレットを読もう」
新聞・リーフレットの使い方
社会「自然災害にそなえる
町づくり」防災に関する本、
統計や図の読み取り方

国語「分ける・くらべる」国語
辞典の使い方
国語「ごんぎつね」教科書掲
載の本
総合「自分ができることを行
おう！」福祉・バリアフリーに
関する本

国語「世界に誇る和紙」要約
の仕方、
国語「百科事典での調べ方」
ポプラディア、百科事典の使
い方
国語「伝統工芸のよさを伝え
よう」リーフレットの利用
社会「昔から今へと続くまち
づくり」大河津分水の歴史の
本、パンフレット

国語「プラタナスの木」教科
書掲載の本
国語「ウナギのなぞを追っ
て」教科書掲載の本
国語「もしものときにそなえ
よう」テーマの決め方、情報
カードの記入方法、引用の
仕方、出典と著作の記入

国語「調べて話そう、生活調
査隊」表やグラフでのまとめ
方、報告書の書き方
理科「夏の星」星と星座に関
する本や図鑑

国語「初雪の降る日」教科書
掲載の本
社会「わたしたちの県のまち
づくり」地図の利用

5
学
年

国語「なまえつけてよ」教科
書掲載の本
国語「図書館を使いこなそ
う」図書館のマナーときまり、
日本十進分類法、百科事典
の使い方、レファレンス、情
報カードの記入、インター
ネットで検索する、出典と著
者の記入
社会「日本の国土と世界の
国々」地図の活用

国語「言葉の意味が分かる
こと」教科書掲載の本
国語「原因と結果」
総合「和小スイーツを作ろう」
稲の生長に関する本

国語「目的に応じて引用する
とき」「みんなが過ごしやす
い町へ」情報カードの記入、
引用の仕方、出典と著者の
記入、テーマの決め方、メモ
の取り方、新聞の活用、図
表の用い方
社会「米作りのさかんな地
域」ポプラディア、年鑑、年
鑑の活用

国語「作家で広げる私たち
の読書」教科書掲載の本

社会「水産業のさかんな地
域」ポプラディア、年鑑、年
鑑の活用

国語「新聞を読もう」新聞の
活用
国語「たずねびと」教科書掲
載の本
統計や図の読み取り方

社会「これからの食料生産」
ポプラディア、年鑑、年鑑の
活用

国語「固有種が教えてくれる
こと」「統計資料の読み方」
「グラフや表を用いて書こう」
教科書掲載の本、年鑑、現
代用語の基礎知識、資料の
集め方、引用の仕方統計や
図の読み取り方、発表資料
の作り方
国語「古典芸能の世界」教
科書掲載の本

国語「やなせたかし」教科書
掲載の本、伝記の本、やな
せたかしの本

国語「想像力のスイッチを入
れよう」教科書掲載の本、新
聞の活用
理科「人のたんじょう」関連
図書、からだ図鑑
社会「森林を守る人々」年
鑑、統計や図の読み取り方

国語「提案しよう、言葉とわ
たしたち」テーマの決め方、
資料の集め方、発表資料の
作り方国語「大造じいさんと
ガン」教科書掲載の本、（動
物と人との交流）
社会「自然災害とともに生き
る」「生活環境を守る人々」
年鑑、統計や図の読み取り
方

6
学
年

国語「詩を読もう」おーいぽ
ぽんた
国語「帰り道」教科書掲載の
本国語「地域の施設を活用
しよう」図書館のマナーとき
まり、日本十進分類法、公共
図書館などの活用
社会「憲法と私たちのくらし」
朝日ジュニア学習年鑑、
総合「佐渡探検隊」佐渡に関
する本、資料資料の集め
方、
インターネットで検索する

国語「笑うから楽しい」「時計
の時間と心の時間」教科書
掲載の本
国語「情報と情報をつなげて
伝えるとき」「私たちに出来
ること」複数の情報を組み合
わせて考えるテーマの決め
方、メモの取り方、資料の集
め方、インターネットで検索
する
理科「人や動物の体」ポプラ
ディア人のからだ、図鑑の使
い方、

国語「私と本」教科書掲載の
本、テーマの決め方、レファ
レンス、ブックトークの仕方
家庭「いためて作ろう朝食の
おかず」料理の本
社会「日本の歴史」＊通年、
パソコン検索の仕方、効果
的な資料の集め方、年表や
地図の活用
総合「矢川灯篭流し」短歌・
川柳・俳句に関する本

国語「詩を味わおう」まど・み
ちお
国語「利用案内を読もう」イ
ンターネットで検索する、パ
ンフレットの読み方、ウェブ
サイトの見方、複数の情報
を組み合わせて考える
家庭「クリーン大作戦」清
掃、アイディアグッズ、小物
作りの本

国語「やまなし」「イーハトー
ブの夢」教科書掲載の本
総合「未来プロジェクト」仕事
に関する本、新潟日報ふむ
ふむ等

国語「『鳥獣戯画』を読む」教
科書掲載の本
国語「日本文化を発信しよ
う」資料の集め方、新聞の活
用、インターネットの利用、
パンフレットにまとめる、絵
や写真の用い方、引用に仕
方、出典と著者の記入

国語「古典芸能の世界－演
じて伝える」教科書掲載の本
家庭「工夫しようおいしい食
事」料理の本、郷土料理の
本

国語「メディアと人間社会」
「大切な人と深くつながるた
めに」教科書掲載の本・座右
の銘に関する本

国語「海の命」教科書掲載
の本

社会「世界の中の日本」朝
日ジュニア学習年鑑、世界
の国々を紹介した本

理科「人と環境」地球温暖化
等環境に関する本

新潟市立和納小学校


