
 

 

 

 

 

 

３０周年記念行事では、各学年の子どもたちの発表に、深い学びの心を感じることができました。

ご協力いただいたご家庭・地域の方々、ありがとうございました。 

緑園東小学校では、年間を通じて、学校図書館での活発な学びや図書委員会の活動があります。 

今回は、図書委員会の活動についてご紹介します。 

 

≪ なかよしグループ読書の木 ≫ 

 高学年になると、休み時間に委員会の当番活動があ

るなどの理由で、学校図書館に来て本を借りるという

ことが減ってきます。図書委員会では、どの学年の人

にも学校図書館に来てお気に入りの本を借りてもらい

たいという願いから、「ペア学年で来館し本を借りたら、

シールを貰って読書の木に貼ることができ、読書の木

が花いっぱ

いになる」活

動を考えました。９月末まで行い、図書集会で花の多い

グループを表彰しました。 

１位：２の１グループ 

２位：４の１グループ 

３位：１の３グループ 

でした。１年生に誘われて６年生が来館するなど、ほほ

えましい様子も見られました。 

 

 

≪ 緑園 相鉄線 ブックマラソン ≫ 

 いよいよ２０１９年１１月３０日には、相鉄線がＪ

Ｒとの相互直通運転を開始します。渋谷・新宿へと乗

り換えなしで都心とつながることで、ますます便利に

なりそうです。 

 図書月間の取組みとして、本を一冊借りたらシール

を１枚貰えるブックマラソンを行っています。いずみ

野線の湘南台駅から出発して、順番に進んでいきます。

◎の駅は、図書館と縁の深い駅です。そこではシール

を２つ貰えます。相鉄線が大好きな緑園東の子どもたち。ブックマラソンで、本にも相鉄にも親し

んでくれたらと思います。 

令和元年 １１月 １日 

横浜市立緑園東小学校 

学校図書館長 副島江理子 

学校司書   中山 裕子 



≪ 図書委員会がおすすめする本 ≫ 

図書委員が、さまざまな分野から各学年のことを考えて選び、図書集会で紹介しました。 

書名 著者 出版社 ひとこと 図書委員 

ソーリ！ 濱野京子 くもん出

版 

総理大臣や政治家に興

味がある人におすすめ 

永井遥花 

ぼくらの七日間戦争 宗田理 ポプラ社 物語が好きな人にお

すすめ 

棚橋璃子 

１０歳までに読みたい日本名作 ６ 

平家物語 

弦川琢司 学研 日本の名作を読みた

い人におすすめ 

田原武尊 

グレッグのダメ日記 ジェフ・キー

ニー 

ポプラ社 この本を読むと楽し

くなります。 

園田あいり 

二日月 いとうみく そうえん

社 

友達や家族とうまくいっ

ていない人におすすめ 

金子陽香 

南西の風 やや強く 吉野万理子 あすなろ

書房 

小説や長編物語が好

きな人におすすめ 

大髙野乃 

かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社 本格的な小説を読み

たい人におすすめ 

井上結衣 

５分後に意外な結末 桃戸ハル 学研 短時間で読みたい人

におすすめ 

太田菜月 

アーサー王と黄金のドラゴン メアリー・ホー

プ・オズボーン 

ＫＡＤＯ

ＫＡＷＡ 

ファンタジーや冒険が

好きな人におすすめ 

貝塚衛 

フレデリック レオ＝レオニ 好学社 絵に興味のある人に

おすすめ 

山﨑萌果 

どうぶつげんきにじゅういさ

ん 

山本省三 講談社 動物がすきな人に 

おすすめ 

関心 

 

いいからいいから 長谷川義史 絵本館 すぐに読める本が好

きな人におすすめ 

後藤周人 

新やさしい工作１ 

新聞紙でつくろう 

竹井史郎 小峰書店 工作を作ることが好

きな人におすすめ 

津田光咲 

ますだくんのランドセル  武田美穂 ポプラ社 低学年から高学年 

いろんな人におすすめ 

桐淵瑚奈 

１００円グッズで作って遊ぼ

う！ 

工作・実験工

房 

理論社 １・２年生や工作を作るの

が好きな人におすすめ 

吉次若葉 

名探偵コナン理科ファイル 

星と星座の秘密 

ガリレオ工房

監修 

小学館 長い文章を読むのが 

苦手な人にもおすすめ 

小久保晴 

秋の星座と星座物語 林 完次 フレーベ

ル館 

星好きな人や４年生

におすすめ 

和蛇田結衣 

バリアフリーなんでも事典 高橋儀平監修 小峰書店 バリアフリーについて 

知りたい人におすすめ 

盤木蒼大 

早速その日の中休みから、大勢の子どもたちが来館し、読んだり借りたりしています。 



失礼します。 

あ り が と う  

ございました。 

 

 

 

 

 

 

≪ こんにちは！ 学校図書館です ≫ 

 学校図書館は、子どもたちにとっていろいろな役割を果たし

ています。 

まず、楽しい読書の場であり、学習の場であり、また、いろ

いろな情報を集める場です。そして、社会で生きていく術を身

に付ける場でもあります。 

子どもたちは、入館・退館の際にあいさつをしたり、公共の

場での振る舞いを考え、公共の物を仲よく大切に扱ったり、丁

寧な言葉で質問したり、「ありがとう」の気持ちを伝えたりしま

す。「来た時よりもきれいに！」も心がけてくれています。 

高学年の子どもたちから低学年の子どもたちまで、気持ちの 

よいあいさつをしてくれる素敵な場所です。 

 

≪ 学校図書館には 何があるの？ ≫ 

＜調べるための本＞ 

２年生が生活科の授業で野

菜の育て方を調べました。 

国語科「たんぽぽのちえ」

の学習のときに学んだ 

「もくじ」と「さくいん」 

も上手に使って調べています。 

 

 

＜インターネット＞ 

 パソコンと、タブレットの両方を使うことができます。  

ＩＣＴ支援員の

山内先生から、イ

ンターネットを使

うときの注意点・

便利な使い方・タブ

レットにキーボードをつないだ使い方・使うときの約束

やマナーなど、大切なことを教えてもらいました。 

４年生が社会科の授業で、「水はどこから」について調

べています。 

令和元年  ６月 １４日 

横浜市立緑園東小学校 

学校図書館長 副島江理子 

学校司書   中山 裕子 



＜英語に親しむための本やＣＤ＞ 

英語の本を読むコーナー          英語のＣＤを聴くコーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

＜ 休み時間、本に親しむ場所 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 何より子どもたちの興味を呼ぶ！本物の展示 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の方から、４年生の国語の教科書に出てくる「夏みかん」と、別の方から「シジュウカラ

の卵」をいただきました。図書館に説明や本と一緒に置いておくと「触っていい？」「あ、これ、

知ってる。」「４年生のときにやったよね。」また、「生まれるの？」「何で生まれないの？」「どう

やって巣を作ったの？」と、質問攻めにあいます。こうやって興味をもったものを調べていくこ

とがとても大事なのだと思います。実物がこんなにも多くの子どもたちの、多くの疑問を引き出

す力をもっていることに、あらためて気付かされました。 

 英語と日本語で同じ本は 

２冊セットを１冊として 

ゴムバンドで留めて貸出し 

します。 

英語 日
本
語 

 休み時間は、空いている席

で好きな本を読んだり、マッ

トスペースで本を読んでも

らったり、返したり借りた

り、本に親しむ時間です。 



 

 

 

 

 

≪ こんにちは！ 学校図書館です ≫ 

横浜市では学校図書館を「読書センター」「学習センター」「情報センター」 

として捉えています。 

緑園東小学校でも、子どもたちの主体的・意欲的な学びを支え、豊かな感性 

や情操・思いやりの心をはぐくむために、図書・雑誌・新聞・リーフレット・ 

パソコン・タブレットなどを用意し、子どもたちが目的に合った方法で読んだ 

り調べたりできるようにしています。 

  

スピーチや学習の中で新聞が活用されていて 

           先生と一緒に、休み時間に子どもたちが自分で 

           新聞記事を探しに来る姿が見られます。 

                 

 

 

 

 

 

好きな本を選んで読書する姿が見られます。 

休み時間にも、本で調べる姿が見られます。 

緑園東小学校の授業では、本もパソコンもタブレットも使って、２つ以上 

の情報を見つけ、比べながら学習を進めている姿が見られます。 

調べたことを記録する「情報カード」の活用も身についてきています。 

 

 

≪ １年生も学校図書館を活用中 ≫ 

入学してすぐの４月に全学年各学級、オリエンテーション（図書館の使

い方を学ぶ）を行いました。１年生も図書館ポスターを見ながらマナーに

ついて考えました。 

休み時間も子どもたちだけで学校図書館に来て、本を読んだり借りたり

返したりしています。絵本をはじめ、

動物の本、電車の本、料理の本、英

語の本など、様々な分野の本に親し

んでいます。 

 

図書館だより 秋号 
平成３０年１０月１日 

横浜市立緑園東小学校 

校  長 副島江理子 

学校司書 中山 裕子 

毎日届く新聞が５紙 

各本棚の新聞スクラップ 

学校図書館に置いてある情報カード 

教室に持って行って書いている子も

います。 
１年生オリエンテーションで使ったポスター 

 図書館だより 
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