
（28）図書館司書専門講座 

実践事例発表レジュメ 

 

研修・研究事業名 様々な主体と連携した事業の展開 

実践事例名（テーマ）  町立図書館と学校等が連携した子ども読書活動の推進 

事業主体（実施機関）  福岡県宇美町立図書館 

連携・協力機関等  町内 5 小学校・3 中学校、保育所、町行政関係課等 

発  表  者  宇美町立図書館長 黒田修三 

                                 期日 平成 28 年 6 月 20 日   

１ 宇美町と町立図書館の概要 

  

（１）福岡都市圏を構成する 16市町の一つ 

   

（２）町立図書館の姿 

施設概要 H27 末蔵書数 H27 貸出点数 H27 入館者数 H28 職員数 

施工期間 

H17.11～H19.7 

建築面積 3,404.49 ㎡ 

内図書館部分 1,922.29 ㎡ 

内児童・青少年コーナー  

423.1 ㎡（閲覧・書架に占める

割合 31.5％＋ＹＡコーナー） 

144,138 冊 

内児童書 

38,435 冊 

（蔵書に占める

割合 26.7％） 

254,165 点 

町民１人当り 

約５.1 点 

166,879 人 

１日平均 

579.4 人 

＜町立図書館＞ 

館長：嘱託１人 

司書：町職６人、嘱託６人 

非常勤：５人 

＜学校図書館―５小、３中＞ 

司書：町職１人、嘱託７人 

 

２ 子ども読書活動推進の経緯 

 

平成１９～２０年度 文部科学省委嘱「子ども読書の街」づくり推進事業（全国１０地域に委嘱） 

① ４つの柱 家庭・地域において子どもの読書活動を推進する、保育園・幼稚園

において・・・、学校教育において・・・、町立図書館において・・・ 

② ３つの専門部会 学校（園）読書推進・家庭読書推進・地域読書推進部会 

平成１９年９月 町立図書館開館 

平成２１年度  ① 宇美町図書館を使った調べる学習コンクール開始 

② 前町長、教育長等が北海道恵庭市図書館を視察 

       ＊ 学校司書を市立図書館に所属させ、子ども読書活動を全体として推進 

③ 宇美町子ども読書活動推進計画（第 1 次）を策定 

平成２２年度  恵庭市の視察を受け、学校司書を町立図書館所属にする（２３年度から全校配置） 

平成２３年度  ブックスタート事業の実施 

平成２５年度  町立図書館と学校が連携し子ども読書リーダー養成講座（小学生版）を開始 

平成２６年度  ① 第 2 次宇美町子ども読書活動推進計画（第 1 次の改訂版）を策定 



② 日本図書館協会建築賞受賞 

平成２７年度  中学生読書リーダー養成講座を開始 

 

３ 人における連携～学校司書を町立図書館所属に～ 

 

（１）学校図書館の活性化、高度化  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）町立図書館と学校をつなぐキーマンとして働く学校司書 

  ① 子ども読書活動の面としての広がりと発達段階に応じた取組を担う 

  ② 町立図書館と学校との連携事業の主体及び学校での調整者として 

 

（３）日常的に行われる連携作業 

  ① 月２回定例的に開催される館長、図書館司書、学校司書の合同会議 

  ② 年４回開催される司書教諭・司書合同研修会への参画 

  ③ 図書館長による全学校図書館訪問を実施 

  ④ 町立図書館資料の団体貸出しの促進 

  

４ 事業における連携 

 

（１）子ども読書活動推進計画の策定 

  ① 平成２２年２月 第１次推進計画を策定 
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111.6冊 

27年度 

107.6冊 

26年度 

10.2冊 

27年度 

8.4冊 

３つの目標  

ア 子どもが様々な場所で本と出会えるように、読書に親しむ機会の提供と読書環境の整備を進める。 

イ 家庭、地域、保育園・幼稚園、小・中学校、高等学校、町立図書館、そして町行政の関係各課が連携し協

力していく体制の整備と取組を推進する。 

ウ 子ども読書活動の重要性の PR、情報提供などの読書活動の普及・啓発に努める。 

４つの基本方針 

ア 家庭・地域が主体となって推進する読書活動と他への働きかけ 

イ 保育園・幼稚園、小・中学校、高等学校が主体となって推進する読書活動と他への働きかけ 

ウ 宇美町立図書館が主体となって推進する読書活動と他への支援 

エ 行政各課（主に健康福祉課、学校教育課、社会教育課、生涯学習まちづくり推進室等）が主体となって推

進する読書活動と他への支援 

 



  ② 平成２７年３月 第１次の改訂版として第２次推進計画 (平成２７年度～３０年度) を策定 

 ア 第１次推進計画の「３つの目標」と「４つの基本方針」を踏襲する。 

イ 個々の取組項目を検証し、新たな推進計画整備目標を設定する。 

ウ 推進計画評価方法を見直し、より実効性のある取組を行う。 

 

第 2 次宇美町子ども読書活動推進計画作業部会  毎年度の推進  宇美町立図書館協議会 

（平成 27 年度設置）                計画進捗状況 （宇美町地域交流センター 

  任務：推進計画整備目標の確認と具現化       を報告          条例第 7 条により設置） 

年度ごとの進捗状況の点検                       構成：学校教育及び社会教育 

構成：関係各課（社会教育課、学校教育課、まち  進捗状況の評    関係者、家庭教育関係者、学 

づくり課、子育て支援課、健康づく課）、   価並びに指導   識経験者   7 名 

学校、保育所・幼稚園の担当者  7 名   助言       

                                

 

  事務局：町立図書館                      事務局：町立図書館 

 

 

（２）「図書館を使った調べる学習コンクール」の実施 

  ① 経緯 

教育委員会学校教育課主催で平成 21年度より開始。社会教育課図書館係は協働実施の形をと

る。平成２６年度町内コンクール応募者数３，０１０点（全児童生徒数の８８．６％、応募者数

は全国自治体で５位、町部では１位）➡ ２０作品を全国コンクールへ➡ 優良賞１点、奨励賞４

点、佳作１５点が入賞、その後町立図書館に作品を展示。 

 ＊ 平成２６年度には、宇美町自体も活動賞を受賞 

 

  ② 連携の実際 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 指導者研修会 

○学校教育課・指導主事、担当校

長、学校担当者(司書教諭)、学

校司書、図書館長、図書館司書 

○実施要項の提示 

５～７月 学校での取組 

○職員会議、児童・生徒や保護者

への説明、学校図書館での実習 

○学校司書が大きな役割を果たす

（町立図書館との緊密な連絡） 

７月 親子学習会 

○学校教育課・指導主事、担当校

長、学校担当者(司書教諭)、学

校司書、図書館長、図書館司書 

○目的や具体的な事例を提示 

７～８月 町立図書館での取組 

○昨年度優秀作品のレプリカを展示 

○学校司書が３人程度町立図書館に

常駐し、レファレンスを行う「お

たすけ先生」を実施 

１０月 各学校の審査会を経て（各学

年５作品以内）、町第１次作品審査会

の開催 

○学校教育課・指導主事学校担当者

(司書教諭)、学校司書、図書館司書 

 

１０月 町第２次審査会

の開催 

○教育長、指導主事、担

当校長、図書館長 

○全国大会出品作品選考 



（３）「小学生・中学生読書リーダー養成講座」の実施 

  ① 経緯 

  平成２４年度町立図書館主管で、学校の協力を得て開催。各小学校の５・６年生から応募を募

り、町立図書館での６回の研修と各学校での実習を組み合わせて実施。学校での読書活動普及と

読書を通じた子どもたち自身の成長をねらい、大きな効果をあげている。平成２７年度からは中

学生でも同様な取組実施。取組の様子をパネルにして、町立図書館に展示。 

 

② 連携の実際 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他 

  ① 学校司書が毎月発行する学校図書館通信に「町立図書館からのお知らせコーナー」を掲載 

② 学校司書が年４回程度子ども用パスファインダーを作成し、町立図書館と各学校に設置 

③ 町立図書館エントランスホール展示コーナーに、毎年１～２月「町内小中学校読書活動の取り

組み」をパネルにして展示   

 

５ 残された課題 

 

（１）子ども読書活動の停滞状況～もはや図書館単独では対応できない～ 

 

（２）保育所、幼稚園、小・中学校、高等学校と連動した取組 

 

（３）家庭での読書活動の推進、地域読書拠点の整備 

４月 参加者募集 

社会教育課  校長会  各学校 

（図書館） 

 

学校司書 

５月 小・中学生合同開講式 

○小学生１５名、中学生１０名 

＊学校長４名、司書教諭３名、

学校司書全員参加 

○オリエンテーション、グループ協議 

７～８月 町立図書館での実習 

○小学生、４回、ポップづくり、読

み聞かせ講習、お話会実習等 

○中学生、３回、ブックトーク・ビブ

リオバトル講座、ポップづくり等  

＊学校司書参加 

９～１月 各学校での実践 

○小学校 図書委員会と協働でお話会や読書集会、

しおりづくり講座、ポップづくり、おすすめ本紹

介等 

○中学校 講師による現地指導、図書委員会と協働

でビブリオバトル大会や読み聞かせ講座、校内放

送でブックトーク、ポップ講座等 

＊学校司書が司書教諭の協力を得て、学校での練

習、講座等の企画・運営を指導 

２月 小・中学生合同実践報告会と閉講式 

○学校ごとに実践報告会、講師による講話、認

定証授与 

＊学校長４名、司書教諭７名、保護者１１名、

学校司書全員参加 

＊報告会や報告書の指導は司書教諭と学校司書

が協力して行う 

○２～４月 活動の成果を町立図書館にパネル

展示（図書館司書と学校司書が協力して作成） 

 


