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は じ め に

国立教育政策研究所教育課程研 究セ ンターでは，全 国学力 ・学習状 況調査，

特 定の課題 に関す る調査等の調査や各種 指導資料 の作成 等 を行 うとともに，研

究指定事 業 を実施 し，各学校 にお いて学 習指導要領 に基 づ く教育課程 が 円滑 に

実施 され るた めに，特に重要な課題 につ いて研究テー マ を示 し，指定校や 指定

地域 での実践 的研 究 を進 めています。 その成果 は，各学校 にお ける教 育課程 の

編成，指導や評価 の改善な どのた めに提供す る とともに，今後 の教育課程や 指

導方 法の改善 に向けた資料 ・デ ー タ として， 中央教育審議会へ の報 告等 を行 っ

てい る ところです。

「生 きる力 をは ぐくむ読書活動推進 事業」は，児童 生徒の読書活動 に関 し，

学校 図書館 を含 めた学校 にお ける学 習活動，公共 図書館 の活用 ，家庭 での働 き

かけな どを相互 に連携 させ なが ら，学校 ・家庭 ・地域社 会が一体 とな った効果

的 な取組方 法についての実践的 な研究 を行 い，生 きる力 をは ぐ くむ読書活動 の

一層 の推進 に資す るものであ ります。

本冊子 に掲載 した研 究報告には， それ ぞれ の推進地域 にお いて，学校及 び他

の図書館 ，児童 生徒の保護者 ，地域 の関係機 関等の連携 を推進 しつつ，読書 に

関す る現状調査 を行 うとともに，読書活動 を推進 した ことに よる読 書量 の増加

等の具体的 な効果 に関す る実証 的な取組 の要点がま とめ られ ていますので ， こ

れ らの事例 が全 国の学校や教育委員 会等の参考 とな り，今後 の学校教 育の改善

充実に資す るこ とを期待 してお ります。

最 後 に，2年 間の調査研 究に熱 心 にお取組みいた だいた研 究指定校 の方 々，

関係教 育委員 会等の方々 に心か ら感 謝 の意 を表 します。

平成21年3月

国 立 教 育 政 策 研 究 所

教育課程研究センター長

中 岡 司
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平成18・19年 度生 きる力をは ぐくむ読書活動推進事 業研究成 果報告書

生 きる力 をは ぐくむ読書活動推進事業 【平成18・19年 度】取組の概要―平成19年 度―

都道府県名 岩 手 県 推進地域名 釜 石 市

取 組 の 概 要

1ね らい

児童生徒の読書活動に関 し，学校図書館を含めた学校における学習活動，公共図書館の活用，家庭で

の働きかけなどを相互に連携 させながら，学校，家庭，地域社会が一体となった効果的な取組方法につ

いて実践的な研究を行い，生きる力をはぐくむ読書活動の一層の推進に資する。

2育 成 したい姿 ・力
・ 進んで本を読んだ り本で調べた りする児童生徒の育成

・ 本を通 したコミュニケーシ ョン能力の育成

3地 域の範囲及び読書に関する活動の現状

釜石市には，市立小学校12校 ，市立中学校5校 ，県立高校4校 が設置 されているが，本事業の実施

する範囲は甲子地区とし，推進協力校を甲子小学校，甲子中学校，釜石南高等学校の3校 と推進協力機

関 として釜石市立図書館の1施 設とする。

4事 業の内容

（1）学校，家庭，地域社会が連携 した取組

① 推進協力校の学区に学校，保護者，地域関係者等か らなる読書推進協議会を設置 し読書活動を推

進する。

② 各学校と公共図書館と連携 した蔵書活用の推進を図る。

③ 各校における読書活動を取 り入れた学習や読書活動の一層の推進を図る。

④ テーマを決めた朝読書を行 う。

⑤ 各校 と公共図書館や図書ボランティアとの連携による読み聞かせを行 う。

（2）読書に関する現状調査

前年度 と今年度 の意識調査 に よる実態 と変容 の把握

ア 読書 量調査 （読書傾 向、読書量）

イ 読書推進会議 におけ る評価

5具 体 的な取組方法 と結果

（1） 甲子地 区読書活動推進協議会

（2） 担 当者会議 （H19．5．5／9．13／H20．2．8）

（3） 児童生徒の読書量調査 （6月 ・9月 ）

（4） 読書ア ンケー ト （意識 調査）の実施 （7月・9月）

（5） 各校への公 共図書館の蔵書 ・図書資料 の活用

（6） 読書に関す る授 業交流及び実践交流

（7） 岩 手県学校 図書館 協議 会 にお ける研究発表大会

（8） 公 共図書館 との連携

（9） 家庭 における読書啓発 と親 子読書の推進

6成 果 と課題

（1）成果

① 読書に親 しみ，進んで本を読んだり本で調べた りする児童 ・生徒の姿が見 られるようになった。

② 各推進協力校における読書活動の取組の工夫がみ られ，公共図書館や地域ボランティア との連携

が図られた。

③ 県図書館協議会研究大会にかかわって読書に関する授業交流及び実践交流を行 うことでより実践

的な取組ができた。

④ 各校 と公共図書館や図書ボランティアとの連携による読み聞かせから，中 ・高校生による読み聞

かせや小学生同士などの読み聞かせは，どの形においても読書だけでなくコミュニケーションを図

ることにも大いに効果的であった。

（2）課題

① 学年が進むにつれて，読書の時間が少なくなっている。特に中学校や高等学校では部活動 との関

連 もあ り，平日の読書活動の時間確保が難 しくなっている。

② 今後は，地区だけではなく市全体の取組へ と推進 していきたい。

本の紹介をする中学生

の写真
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平成18・19年 度生 きる力 をは ぐくむ読書活動推進事業研究成果報告書

岩手県

推進地域名 釜 石 市

1推 進地域の概要

（1）地域の概要

釜石市には，市立小学校12校 ，市立中学

校5校 ，県立高校4校 が設置されてお り，本

事業の実施す る範囲は，甲子地区とし，推進

協力校を甲子小学校，甲子中学校，釜石南高

等学校の3校 と推進協力機関 として釜石市立

図書館の1施 設 とする。

（2）推進 協力校 の概要 （平成19年5月1日 現在）

① 甲子小学校

ア 研究主題

自ら学び，豊かな心を育てる学校図書

館教育の在 り方について―進んで本 を

読んだ り本で調べた りす る児童の育成

を目指 して―

イ 実践事例における工夫

○ 図書館を活用 した授業の工夫

○ 読書に親 しませ る環境づ くり

・ 図書環境の整備と美化

・ 日常の読書推進を図るための取組

・ 地域 との連携

② 甲子中学校

ア 研究主題

生きる力をはぐくむ読書活動の推進

イ 実践事例における工夫

○ 読書環境の整備

○ 地域 と連携 した読書活動

③ 釜石南高等学校

ア 研究主題

豊かな人間性や社会性を育てる学校図

書館教育

イ 実践事例における工夫

〇 朝読書の実施

〇 図書館を中心とした環境づくり

（3）協力機関等

釜石市立図書館

○ 移動図書館による各校への本の貸出

○ 絵本づ くり教室開催

○ 読み聞かせボランティア

○ 中学生ボランティア研修講座

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果 （○） と課題 （●）

○1年 次は，各学校の取組 を中心に事業を進

め，読書に親 しむ児童生徒の姿がみ られ，読

書活動についての取組の工夫が図られた。

また，公共図書館や地域ボランティアとの

連携も図られた。

●2年 次は，地区共通の取組 として次の3点

を行 う必要がある。

①テーマを決めた朝読書

②読書に関する授業交流及び実践交流

③各校と公共図書館や図書ボランティアと

の連携による読み聞かせ

（2）平成19年 度の研究の概要

（1）学校，家庭，地域社会が連携 した取組

① 推進協力校の学区に学校，保護者，地域

関係者等か らなる読書推進協議会を設置 し

読書活動を推進する。

② 各学校 と公共図書館 と連携 した蔵書活用

の推進を図る。

③ 各校における読書活動を取 り入れた学習

や読書活動の一層の推進を図る。

④テーマを決めた朝読書

⑤各校と公共図書館や図書ボランティアとの

連携による読み聞かせ

（2）読書に関する現状調査

① 前年度 と今年度の意識調査による実態 と

変容の把握

ア 読書量調査 （読書傾向、読書量）

イ 読書推進会議における評価
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3実 践研究の内容及び成果

（1）具体的な取組の内容

① 各校の取組

【甲子小学校】

1授 業における図書館活用の工夫と指導の工夫

① 図書館 を活用 した授業の工夫

ア1年 生の授業実践 国語科 「本となかよし

ず うっと，ずっと，大すきだよ」

② 調べ学習の進め方についての指導の在 り方

5年 生の授業実践 家庭科 「楽 しい食事を工

夫 しよう」

③ 図書館利用年間指導計画

2読 書に親 しませる環境づ くり

① 読書環境の整備 と美化

ア 学年分館の充実 ・・ワークスペースの活用

イ 学校図書館の整備

ウ 図書委員会の活動の推進

・ 目標利用冊数の提示と表彰

・ 多読者の紹介

・ 「図書館祭 り」への取組

「読書の木」，読書郵便，紙芝居，しお り

プレゼン トの実施，読書クイズ

エ 環境美化

・ 「心に残った1冊 」 「親子読書」

・ 図書を活用 した学習の作品掲示

（1年 生 「じど う車ずかん」）

（2年 生 「本 の しょ うかい」）

・ 教 室の読書環境

（「読書 のあ しあ と」 「おすす めの本」）

② 日常の読書推進 を図 るた めの取組

ア 読書の記録 「読書のあ しあ と」へ の取組

イ 読書活動の充実

・ 月，金曜 日に朝読書の実施

・ 読書活動 の工夫

（1・6年 生 のブ ックバデ ィに よる読み

聞かせ）

（2・5年 生の読書 クイ ズ）

（3年 生 の担任やボ ランテ ィア読み聞かせ）

（4年 生のアニマ シオ ン）

ウ いろいろな場での読み聞かせ

（全校朝会等，校長や担任 に よる）

エ 家庭読書の取組 ，啓発活 動

・ 土，日曜 日に家庭読書 の呼びかけ （金曜

日には必ず一人2冊 本 を借 りる）

・ 図書館便 りの発行

③ 地域 との連携

ア 保 護者 ボ ラ ンテ ィ ア に よ る読 み 聞 かせ

（「お話 どん どこ」）

イ 地域ボ ランテ ィアに よる読み聞かせ （「颯

2000の 会」）

ウ 公共 図書館 との連携

・ 移動図書館 「しおかぜ号」の利用

・ 団体貸出の利用

・ 授業で使 う図書の 申込

・ 図書を利用 した児童の作品 の展示

④ 中学校 との連携

ア 研究授業における中学校教員の参加

イ 中学生による読み聞かせ

1年 授業の様子

1年 生同士の

読み聞かせ

3年 「本のおび」

ブックバディの

読み聞かせ

3年

「本のおび」
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【甲子中学校】

1読 書環境の整備

① 読書スペースの設置拡大

ア1・2・3階 の多目的ホールにも読書スペ

ース設置。公共図書館からの団体貸出本を置

き，1ヶ 月ごとに交換。

② 委員会活動の活性化と図書館整備

ア いつでも利用できる図書館

イ 新刊図書の紹介及び図書館利用や読書を

呼びかけるポスターの作成

ウ 新刊図書の受け入れ （ラベル貼 り・カー ド

書き ・ポケッ ト付け）

③ 全校による朝読書の実施

（火 ・水 ・木の朝の短学活前）

ア 時間帯は変わらないが，チャイムを1度 増

やすことで時間前に開始する習慣が学校全

体のものとなった。

イ 特別活動の時間に生徒一人 一人が自ら

の読書活動を振 り返る場を設けその推進を

図 っ た 。

④ 図書担当の取組

ア 新聞 ・インターネ ッ ト等の書評を参考に

「今読みたい本」の受け入れを心がけた。

2地 域 と連携した読書活動

① 公共図書館の団体貸出を利用 し，いろいろ

な種類の本を生徒の身近に置 くことができた。

② 図書館ボランティアの方々による廃棄図書

の選別 ・類別配置など図書館整備によ り，書

架を有効に使 うことができるようになった。

③ 市立図書館において中学生のボランテ ィア

研修講座に参加。 （県立図書館職員等が講師）

【釜石南高等学校】

1学 校図書館を活用した授業展開

① 視聴覚教材を利用 した指導

② 調べ学習指導 （総合的な学習の時間を通 した

適切な図書の精選指導）

2朝 読書の実施 （1学年）

①8時15分 から10分間の朝読書，その後5分 間

読書メモ （フレーズの記述） （9月）

3図 書館を中心とした環境づ くり

① 校内読書感想文コンクールの実施

国語科と連携 し，優秀作品については外部読

書感想文 コンクールに出品し入賞者について

は表彰し， 「図書館報」に作品を掲載

② 「ライブラリー ・ニュース」 （図書館便 り）

の発行

③ 図書館交流会の開催

図書環境のよ りよい在 り方について高校訪

問による情報交換

④ 児童館においての読み聞かせ

②甲子地区共通の取組

ア テーマを決めた朝読書

イ 読書に関する授業交流及び実践交流

ウ 各校 と公共図書館や図書ボランティアと

の連携による読み聞かせ

2年 「本の紹介」

中学生のための

ボランティア講座

中学生のためのボランティア講座

朝読書の様子
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（2）成果等

① 推進協力校の成果 （〇）と課題 （●）

【甲子小学校】

○ 授業における図書館活用の方法の実践を

深めることができた。

〇 図書館を活用 した授業を行 うことで，子

どもたちが図書館に足を運ぶ回数が増えた。

また，教師 も図書館を積極的に授業に活用

しようとする意欲が高まった。

○ 教室の読書環境を整えたことで，子ども

たちが本に触れる機会がさらに多くなった。

○ 朝読書は読書の習慣化につながった。ま

た，読書活動を工夫す ることでどの子も喜

んで参加 し，意欲を高めることができた。

○ 保護者，地域，学校 との連携が図れた。

● 「各学年に応 じた調べ学習」については，

見直 しが必要である。

● 読書活動について，交流を深め，いろい

ろな読書活動を経験 させたい。

● 保護者ボランティアと担任 との連携。

【甲子中学校】

○ 「日常，継続 して積み重ねていける活動

のために，担任が行 う読書指導＝ 「朝読書の

充実」と考え，全校体制 （全教職員）で取 り

組むことができた。

○ 生徒一人一 人や学級の読書活動を振 り返

る場を設け，朝読書が生徒の読書活動を支え

ていることを共通理解 し，豊かな活動を進め

るための読書の在 り方を指導することがで

きた。

● 図書委員の活動の充実を図る。

●PTA読 書推進委員や公共図書館 との連携

について更に検討する。

【釜石南高等学校】

○ 朝読書の実施により，生徒の読書量が増 し

た。また，実施によりその後のSHRで は生

徒の様子に落ち着いた雰囲気が感 じられ る

ようになった。

● 新校舎に移転したので，図書環境を早く整

える。また，図書館を 「学習室」として利用

する生徒は非常に多いが，読書量を増やすた

めには，読書習慣をどのように身に付けさせ

るかが課題である。

② 全体を通 しての成果 （○） と課題 （●）

○ テーマを決めて朝読書をすることで本

とのかかわりが身近になってきた。

○ 岩手県図書館協議会研究大会にかかわ

って読書に関する授業交流及び実践交流

を行 うことでより実践的な取組ができた。

〇 各校 と公共図書館や図書ボ ランテ ィア

との連携による読み聞かせから，中 ・高校

生による読み聞かせや，小学生同士などの

読み聞かせは，どの形においても読書だけ

でなくコミュニケーションを図ることに

も大いに効果的であった。

● 関係機関との日程調整の工夫。

〔児童の声から・読書活動編〕
・6年 生に読んでもらってよかったです。
おもしろい本だから笑いそ うでした。あ

と，すごく読むのが上手でした。私はま

だうまく読めないけど頑張 りたいです。

（1年）
・1年 生の子が一番楽 しんで くれた本は

「こすずめのぼ うけん」でした。これは，
一番最初のブ ックバディだったからす

ごくうれしかったです。1年 生の子は，

どの本 を読んであげても楽 しそ うにき

ちんと聞いてくれたので本が好きなん

だと思います。今度のブックバディはい

つやるのかな，早く読んであげたいなと

いう気持ちでいっぱいです。 （6年）

〔生徒の声か ら ・授業編〕
・みんなのおすすめの本を聞いて本 は心を

動かせるんだなと思った。本を聞いてみる

とすすめたい理 由も分かってもっと読ん

でみたいと思った。
・本は心の栄養だ と言 うが， これ は本当の

ことだと思 う。本 を読んで感 じることが

いっぱいある。 これが栄養なんだ と思 っ

た。 これから，たくさん本を読みたい と

思 う。
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○ 読書 量調査 ・アンケー ト調査か ら

・ 中学校 は全体的に徐 々に読書量が増 えてき

てい る。朝読書が定着 してきた ことが読書 の

時間の確保につながった。

・ 小学校 は，高学年 の読書量が減 って しまっ

た。また，学年 が進む につれて読書 量が減 っ

て くる。 さらに二極化 の傾 向が見 られ る。

・ 小学校も中学校も読書が 「とても好き」の

割合が伸びている。中学校は， 「あま り好 き

ではない」 「好きではない」の割合が減って

いる。朝読書が効果的に働いていると考えら

れる。

4研 究成果の普及

近隣市町，関係機関・団体等と連携を図る釜

石 ・大槌地区 「子 どもの読書活動推進連絡会」

の会議で成果を報告 し，普及を図った。

また，校長会議等や各種研修会においても資

料を提供 しなが ら，市内全校の 「生きる力をは

ぐくむ読書活動」へと推進 してきた。

さらに，平成19年11月14日 には，岩手県学

校図書館協議会研究大会釜石大会が，推進協力

校である甲子小学校及び甲子中学校を会場に開

催 され，県内への普及を図る場となった。

5読 書活動を推進するための課題と改善策

（1）課題

① 学年が進むにつれて，読書の時間が少な

くなっている。特に中学校や高等学校では

部活動との関連もあり，平 日の読書活動の

時間確保が難 しくなっている。

② 推進協力校が小 ・中・高 と校種が違 うの

で，発達段階によって読書量調査や意識調

査の項 目の共通項を設定するのが難 しい。

（2）改善策

① 平 日の読書時間を確保す るために朝読

書を今後も継続 して取 り組む。また，教科

等において，単元指導計画の中に図書館利

用指導や読書活動等 を効果的に取 り入れ

る。 （国語，総合的な学習の時間，社会等）

② 実態に合わせたアンケー ト項 目を吟味

する。

〔研究大会参加者の声から〕
・本 日は，たくさんのことを学ばせていただき

ました。学習 ・生活と本が身近な距離にある

環境，とても素晴らしいと思います。欲 しい

時に欲 しい本があるのが大切だとい うこと

が分かりました。授業では，子どもたちが調
べる活動をスムーズに行っていてとても良

かったです。部会での学び方指導では，調べ

る活動での指導，ア ドバイスがステップ毎に

詳しくあり，とても参考になりました。また，

本を整える環境づくりのご苦労，とてもすご

いと思いました．

〔1ヶ 月の平均読書冊数〕 （冊）学校図書館の本

〔読書が好 きか ど うか〕 （％）

中
学
生
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
研
修

読
み
聞
か
せ

9



資料 読 書 ア ン ケ ー ト

1何 を， どのよ うな方法で把握 しよ うとした

調査か。

・ 読書が好 きか ど うかを調べ る。

・ 朝読書 につ いて どの よ うに考 えてい るか を

調べ る。 （中学校）

【共通ア ンケー ト項 目】

1あ なたは読書が好 きです か。

2調 査結果 とその考察等

【調査結果】

① あなたは読書が好 きですか。 （％） （再掲）

② あなたは毎日読書をしますか。

③ あなたは 「朝読書」の時間の効果 として，

どの ような ものがある と思い ますか。 （甲子

中）％

【考察】

① 小学校 も中学校も読書が 「とても好き」

の割合が伸びている。中学校は， 「あま

り好きではない」 「好きではない」の割

合が減っている。朝読書が効果的に働い

ていると考えられる。 〔再掲〕

② 小学生は、毎日の読書習慣が徐々に定着

してきている。更に，朝読書等で毎 日の

習慣化を図っていきたい。

③ 中学生は，朝読書について肯定的である

ことが分かった。このことか ら，朝読書

は有効であると言える。

④ 児童生徒の読書活動に関し，学校図書館

を含めた学校における学習活動，公共図

書館の活用，家庭での働 きかけなどを相

互に連携 させながら，学校，家庭，地域

社会が一体 となって取 り組むことが大変

有効であった。 （児童 ・生徒の声か ら）

ブ ックバディは6年 生に本を読んで もら

うことが楽しいです。6年 生は，何で本を読

むのが上手なのかを知 りたいです。ブックバ

ディの時，本は1冊 だけどおもしろいです。

ブ ックバディの時は必ず迎 えにきてくれて

嬉 しいです。6年 生はや さしい し，本のうれ

しさを伝えたくてやってるんだと思います。

自分が6年 生になったらやるんだ と思いま

す。 （甲子小1年 ）

・ 読書はすば らしいものだと改めて実感

した。これからもたくさん本を読んでい

きたい。
・ どんどん本が読みたくなった し，友達か

ら借 りて読みたいと思った。本は自分に

何かを訴えて伝えてくれ る大切なもの

だと思った。 （甲子中3年 ）

授

業

の

様

子
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福島県 双葉町
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平 成18・19年 度生 き る力 をは ぐくむ読 書 活動 推進 事 業 研究 成果 報告書

生 きる力 をは ぐくむ読 書活動推進事業 【平成18・19年 度】取組 の概 要 ―平成19年 度 ―

都道府県名 福 島 県 推進地域名 双 葉 町

取 組 の 概 要

『生きる力をはぐくむ読書活動推進事業 （読書活動推進地域事業）』

～ 双葉町の子どもたちに 読書のよろこびを ～

◆事業の内容◆

（1） 学校，家庭，地域社会が連携 した取組

① 授業研究などの学校間連携の推進

② 学校 と家庭が連携 した家庭読書の推進

③ 家庭同士の情報交換の推進

④ 家庭 と地域社会が連携 した町図書館の利用推進

⑤ 学校 と町図書館が連携 した学習活動支援

（2） 読書に関す る現状調査

① 読書に関する実態調査
・児童生徒対象 第3次 意識 （課題）把握調査7月

・児童生徒対象 第4次 意識 （変容）把握調査2月

・保護者対象 意識把握7月

② 児童生徒の読書傾向 （2か 月の読書量）調査

※ 併せて，教職員を対象に，読書活動推進に関する調査 を実施

③ 『双葉町子 ども読書活動推進計画』策定 （3月 ）に向けた意見公募
・年2回 実施7月 ・2月

・対象 ： 保護者，図書ボランテ ィア，教職員，町図書館等関係職員，地域住民

（3） その他
学校内の読書活動の推進 にととま らず，町教育研究会や町PTA連 絡協議会 にお

いて，読書活動の公 開授業研 究会や実践発表会，講演 会 （家庭 ・地域 の方々の参観 ・

参加可）を開催 し，意見交流や情報交換 をす る。 このことに より，活動状況の共有

化 とともに，よ りよい工夫 ・改善 を図 り，今後の読書活動推進 に生かす。

◆平成19年 度の取組の重点◆

学校，家庭，地域社会が連携 した取組
～推進地域全体 としての 「共通性」，推進協力校 ・協力機関等と しての 「独 自性」を

生か して～

（1） 『双葉町子 ども読書活動推進計画』の策定 （平成20年3月 ）

（2） 読書活動 に関す る年間指導計画 （「学び」の指導計画等）の見直 しと作成

（3） 双葉町図書館 との連携の推進
・ 推進協力校 → 図書貸出依頼一覧作成

・ 協力機関 （町図書館）→ 読書活動 ・学習活動支援 としての図書貸 出

（4） 実態調査の結果等 を踏 まえた取組の工夫 ・改善

▼朝の読書タイムの様子
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Ⅰ 【双葉 町教 育委 員 会 ，双 葉 町子 ども読 書活 動 推進 会 議並 び に ワーキ ングチ ーム 】

① 連 絡協 議会 （5月 ）・研 究 協議 会 （2月 ）へ の参 加

② 双 葉町 子 ども読書 活 動推 進 会議 （年5回 ）の 開催 ※ 取組 に関 す る協議 や 助言

③ 視察 研修

・ 第57回 福島県学校図書館研究大会 （安達大会）

二本松市立杉田幼稚園，二本松市立杉田小学校，二本松市立二本松第三中学校

④ 読書 活動 に 関す る各種 ア ンケ ー ト調査実 施

ア 読書に関する調査 児童生徒対象 第3次 意識 （課題）把握調査7月

第4次 意識 （変容）把握調査2月

保護者対象 意識把握調査7月

イ 児童生徒の読書傾向 （2か月の読書量）調査

※ 併せて，教職員を対象に，読書活動推進に関する調査 （記述）を実施

ウ 『双葉町子ども読書活動推進計画』策定 （3月）に向けた意見公募 （年2回 ：7月 ・2月 ）

⑤ 啓 発活 動

ア 読書講演会 （主催 ：町PTA連 絡協議会，共催 ：双葉町教育委員会により，年1回 実施）

イ 広報活動 （町広報誌 「広報ふたば」，推進会議情報誌 「読書活動推進会議だより」）

Ⅱ 【推 進協 力校 】

双葉南小学校，双葉北小学校，双葉中学校

① 読 書 活動

ア 朝の読書タイム，音読タイム

イ 音読 ・朗読 ・群読の重視

ウ 図書リス トの作成

エ 本読み ・読書カー ド等による記録の累積

オ 年間指導計画 ・図書貸出依頼一覧の作成

② 交流 活 動

ア 読み聞かせ

イ 昔話を聞く会 （月1回 開催）

ウ 親子読書のすすめ

エ 読書紹介 （おすすめの本，読書郵便）

③ 読 書 環境 整備

ア 図書環境の整備

イ 掲示板の活用 （おすすめの本の掲示）

ウ 学級文庫の設置

④ 啓 発活 動

ア 読書講演会 （3回実施）

イ 「学校 ・学年 ・学級だより」

ウ 「図書だより」

⑤ 研修

ア 町教育研究会 「授業研究会」

イ 教職員や図書ボランティアの朗読講習会

Ⅲ 【協 力機関】

双葉町図書館

① 施 設 ・設備 の 充実 （館 内外 ）

② 資料 の 充実 ・整 理 ・提供

ア 計画的な蔵書等の充実

イ 廃棄 ・除籍等の適切な処理

ウ 資料の整理 ・提供

③ 子 ど も読 書活 動 の推進

ア 幼稚園 ・各小中学校との連携

イ 読み聞かせ ・ブックスター トの強化

ウ 公民館 ・歴史民俗資料館 ・児童館との連携

エ 読書活動 ・学習活動支援 としての図書貸出

④ 行事 の 開催

ア 古典文学読書会 「古事記」

イ おたのしみ会

ウ おはなし会

エ 工作教室 （夏休み ・冬休み）

オ 図書館まつり

⑤ 広 報 活動

ア 図書館要覧の作成

イ 「広報ふたば」への掲載

ウ 図書館利用促進PR

エ 図書館カレンダーの作成と配布

⑥ 研修 （職 員 研修 ）
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平成18・19年 度 生 きる力 をは ぐくむ読 書活動推進事業研究成果報告書

福島県

推進地域名 福島県双葉町

1推 進地域の概要

（1）地域の概要

各小 ・中学校や町図書館において，読書の

大切 さを認識 して，読書活動推進に取り組ん

できている。 「生きる力をはぐくむ読書活動

推進事業」を契機 に，推進会議をはじめとし

た協議の場と機会を設定し，相互連携の取組

や地域 に根差 した読書活動の在 り方 を検討

し，双葉町におけるよりよい読書活動推進体

制 と読書環境整備を目指 している。

（2）推進協力校の概要（平成19年5月1日 現在）

① 双葉南小学校 ・双葉北小学校

朝の読書，授業や行事 ・集会，児童会活

動 （図書委員会）等の充実を図っている。

また，学校だより等の発行や読書講演会の

開催，親子読書の実施により，家庭への啓

発 を図っている。 さらに，図書ボランティ

アの協力を得て，学校図書館の環境整備や

蔵書整理，図書の貸出等 も行っている。 こ

れまでの取組に工夫 ・改善を加えながら継

続的に取 り組んでいる。

② 双葉中学校

読書のよさ （価値）等について共通理

解を図 り，読書活動の推進についての協議

を重ねてきている。昨年度からの朝の読書，

そ して，読書活動を意図的に取り入れた授

業を実施 していることから，教師や生徒の

読書活動に対する意識の変容が見 られる。

また，より充実した学校図書館運営のため

に，昨年度から図書ボランティアの協力を

得た り，今年度から司書補を配置した り，

よりよい読書環境整備に努めている。

（3）協力機関 （双葉町図書館）

重点事項 （6項 目）①図書館内外の施設 ・

設備の充実，②蔵書や資料の充実 ・整理 ・提

供，③子 ども読書活動の推進，④各種行事の

開催，⑤広報活動，⑥研修 を掲げ，各実践事

項をもとに，学校図書館への支援や図書ボラ

ンティア との連携の強化，読み聞かせ とブッ

クスター トの強化を加えて取 り組んでいる。

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果（○）と課題 （●）

※ 課題については，平成19年 度第1回 推

進会議の内容 も含む。

○ 読書タイムをはじめとした取組により，

読書好きの児童生徒数，読書の量 ・時間 ・

日数が少 しずつ増えてきている。

○ 家庭での親子読書や郵便形式の読書紹介

等の取組により，家族や友達 との交流の場

と機会が増えてきている。

○ 読書のよさ （価値）や魅力，必要性等を

実感する児童生徒数，また，読み物以外に

も，調べ物の本に興味を持つ児童生徒数が

少 しずつ増えてきている。

○ 情報を発信 ・受信する場 と機会が増えて

きている。

○ 新規 ・継続的に図書ボランティアの協力

を得て，より一層の学校図書館の整備 ・充

実が図られている。

● 読書活動推進体制の確立や よりよい読書

環境の整備 と充実のために，『双葉町子 ど

も読書活動推進計画』を策定す る。検討協

議の際には，公募意見 も参考にする。

● 平成18年 度の取組を継続するとともに，

工夫 ・改善を図 り，実践と研究を重ねる。

● 読書環境整備のために，双葉中学校に司

書補を配置す る。

● 充実のために 「質」，「量」を考慮する。

● 読書活動の意欲の持続化を図る。
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● 双葉町図書館 との連携を図る。

● 読書活動を通 して，児童生徒に身に付け

させたい力を明確にする。

● 「読書活動や読書に関す る取組」を各教

科や各領域に取 り入れ 「授業」「行事 ・集

会活動」の充実を図る。

● 読書活動を取 り入れた 「各教科の年間指

導計画」を検討 し，作成する。

● 啓発活動につながる情報発信を行 う。

● 読書セ ンター機能 と学習センター機能を

果たすために，学校図書館 と学級文庫の充

実を図る。

● 図書ボランティアとの連携を深める。専

門司書 ・司書補 との連携，活用を図る。

● 研修を深める。

（2）平成19年 度研 究の概 要

～家庭 ・学校 ・地域社会が連携 した取組～

＜研究の内容 （具体的な取組）＞

① 連携 Ⅰ 【学校―学校】

② 連携 Ⅱ 【学校―家庭】

③ 連携Ⅲ 【家庭―家庭】

④ 連携Ⅳ 【家庭―地域社会 （町図書館）】

⑤ 連携Ⅴ【地域社会―地域社会 （町図書館）】

⑥ 連携Ⅵ 【学校―地域社会 （町図書館）】

⑦ 連携Ⅶ 【学校―家庭―地域社会】

＜研究の成果＞

① 推進協力校の取組

② 協力機関等の取組

③ 家庭 ・学校 ・地域社会が連携 した取組

＜課題 と今後の改善策 ＞

【課題】（第1～4回 推進会議の協議 より）

（1）双葉町図書館 との連携

（2）「実態 （課題 ・変容）把握調査」結果より

（3）推進協力校での取組

（4）協力機関 （町図書館）等での取組

【改善策】（各課題に対応 した改善策）

（1）双葉町図書館 との連携

（2）「実態 （課題 ・変容）把握調査」結果より

（3）推進協力校での取組

（4）協力機 関 （町図書館）等 での取組

（5）双葉 町教 育委 員会，双 葉町子 ども読 書

活動推進 会議 ・ワーキ ングチームの取組

3実 践研究の内容及び成果

（1）研究の内容 （具体的な取組の内容）

① 連携 Ⅰ 【学校―学校】

ア 各種大会 ・講座 ・研修会への参加

イ 授業研究会等における情報交換

ウ 各種の読書コンクールへの参加の励行

② 連携 Ⅱ 【学校―家庭】

ア 家庭読書や親子読書の励行

イ 各小 ・中学校主催の読書講演 会3回

③ 連携Ⅲ 【家庭―家庭】

ア 保護者懇談会における情報交換

イ 「たより」や 「広報紙」による情報提供

④ 連携Ⅳ 【家庭 ―地域社会 （町図書館）】

ア 「古典文学読書会」 「おはなし会」「夏

休み ・冬休みのお楽 しみ会」「図書館ま

つ り」等の各種行事の開催

イ9か 月児検診時ブックスター トの実施

ウ 幼児教室 （公民館）や子育てサークル

（児童館）における読み聞かせの実施

エ 町図書館カレンダーの作成 と配布

オ 図書 リス トの作成 ・配布等による町図

書館利用促進PR

カ 町PTA連 絡協議会主催 ・教育委員会

共催による読書講演 会1回

⑤ 連携Ⅴ【地域社会―地域社会（町図書館）】

ア 双葉町子ども読書活動推進会議

・5回 の会議，視察研修

・連絡協議会，研究協議会への参加

・読書活動に関する各種アンケー ト調査

イ ふたば幼稚園

・教職員 ・ボランティア ・保護者 ・小学

生等による読み聞かせ

・週1回 の本の貸出，家庭での親子読書

ウ 双葉町児童館

・子育てサークルにおける絵本 コーナー
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の設置 と町図書館の利用

・図書館専門司書やボランティアによる

読み聞かせ

・劇団や大学生による読書に関する公演

エ 公民館

・地域への読書に関する情報発信

オ 歴史民俗資料館

・読書活動にかかわる学習内容の提供

カ 高等学校 （双葉高等学校）

・町図書館の学習室や学習資料の利用

キ 町図書館の活動状況や新刊図書等の紹

介 （広報紙，掲示板）

・活動状況や新刊図書等の定期的な紹介

・読書に関する各種展示 コーナーの設置

⑥ 連携Ⅵ 【学校―地域社会 （町図書館）】

ア 各種の読書コンクールへの参加の励行

イ 学習活動に対する町図書館の施設開放

ウ 学校図書館運営に対する援助

エ 学校図書館や学級文庫への貸出及び譲

渡 （読書活動 ・学習活動の支援）

オ 図書ボランティアとの連携や活動への

支援 （読み聞かせ，昔話を聞く会等）

カ 学校図書館教育担当と町図書館職員 と

の連絡会議の開催

⑦ 連携Ⅶ 【学校 ―家庭―地域社会】

ア 各小 ・中学校や関係機関等の広報活動

・各小 ・中学校における 「たより」の発

行

・町図書館からの各種情報資料の発行

・町広報紙 「広報ふたば」の発行

イ 各種大会 ・講座 ・研修会への参加

（2）研究の成果

① 推進協力校の取組

＜児童 ・生徒について＞

ア 読書好きが増え，9割 を超える割合で

読書習慣が形成されてきている。

イ 小学校ではこれまでの読書活動を継続

してきていることもあ り，安定した読書

量 （冊数 ・ページ），時間を示 している。

中学校 では，昨年度か らの朝 の読書 タイ

ムの継続 に よ り，読書量 （冊数 ・ペー

ジ），時間が増 えて きてい る。

ウ 読書 時間は 「30分未満 」「1時 間未満」

が多 いが， 「1時 間30分 未 満」の割合 も

高 くなってきてい る。

エ 児童 は特 に家族 と，生徒 は特 に友達 と，

読書 を通 して の交流 の場 と機 会が少 しず

つ多 くなって きている。

オ 主に学校図書館 と学級文庫 を利 用 して

い るが，町図書館 の利用 も少 しずつ多 く

なって きてい る。 中学校へ の司書補 の配

置は よい影響 をもた らしている。

カ 図書ボ ランテ ィアの活動 を参 考に，行

事や集 会，委 員会活動等で読み 聞かせ を

企 画 ・運 営す る姿が見 られ るよ うになっ

てきてい る。

キ 「お もしろいか ら」 「楽 しいか ら」読書

をす るばか りではな く，「感動や勇気」「希

望や励み 」 「学 習 ・生活に役立つ」ことを

読書す る理 由に挙 げ る児童生徒が少 しず

つ増 えて きて いる。 また， 自身が読書活

動 によ り変容 してきた ことを実感 す る姿

が多 く見 られ る。

ク 読み物の本以外 に，調べ物 の本 に も興

味 ・関心 を持つ児童生徒 が多 くなってき

て いる。 （図書活用 の調 べ学習 の充実）

＜教職員 について ＞

ア 読 書活 動推進 に関す る協議の場 と機会

を設 けて共通理解 を図 ってい る。特 に，

読書活動 に関す る年間指導計画の見直 し

や作成 をす る ことに よ り， よ り意図的な

指導 を進 める よ うになってきてい る。

イ 学級担任 を対象 とした調 査 （記述） を

実施 した こ とによ り，子 どもたちの活動

へ よ り多 くの 目を向けた り， 自身 の実践

を振 り返 った りす るこ とで，工夫 ・改善

の意識 が高ま ってい る。

ウ 読書活動 を通 して，児童生徒 に身 に付
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けたい力や向上 させたい力を明確にして

指導 してきている。

エ 町教育研究会において，読書活動や連

携を取 り入れた授業研究会 ・情報交換を

実施することにより，実践力を高めた り，

情報を収集 した りしている。

オ 国語科担当教員のみならず，他教科担

当教員にも読書活動の理解を得 られるよ

うになってきている。

カ 町図書館と連携 （計画的な貸出依頼）

することで，より意図的な図書の整備

をするようになってきている。

② 協力機関等の取組

＜双葉町図書館＞

ア 学校との連携により，読書活動や学習

活動の支援のための図書貸出依頼に対応

する機会が多くなってきている。

イ 事業内容をより充実させた り，昨年度

からの9か 月児検診時ブックスター トを

継続 したり，専門司書による読み聞かせ

の場 と機会を増や したり，より意識 した

読書活動を推進 している。

ウ 図書の貸出をは じめとして，町図書館

の利用者数が少 しずつ増えてきている。

エ 町広報紙 「広報ふたば」への掲載に向

けて，読書活動や図書紹介の内容をより

考慮するようになってきている。

＜幼稚園 ・児童館＞

ア 読書活動推進事業を受けて，それぞれ

にこれまでの読書活動に工夫 ・改善を加

えて，意図的に読書活動を行っている。

③ 家庭 ・学校 ・地域社会が連携した取組

ア 図書ボランティアの協力を得て，学校

図書館の読書環境整備がより充実してき

ている。

イ 推進会議 ・町教育研究会 ・各種講座や

研修会 ・読書講演会等の機会に情報交換

や意見交換が活発になってきている。

ウ 「たより」や 「広報紙」において，読

書活動に関する内容を掲載 して発信する

機会，あるいは家庭からの声を受ける機

会が増えてきている。

4研 究成果の普及 （情報の交換 ・提供 ・公開）

（1）双葉町子ども読書活動推進会議において

① 先進事例，講座 や研修会事例の研究

② 「読書活動推進会議だより」の発行

（2）教育委員会定例会，園長 ・校長会，図書館

協議会，社会教育委員の会議への情報提供

（3）双葉町教育研究会において

① 読書活動を取り入れた授業

② 幼 ・小 ・中の連携を取 り入れた授業

（4）読書講演会において

① 町PTA連 絡協議会主催，教育委員会共

催による読書講演会

② 各小 ・中学校の計画による読書講演会

（5）「広報ふたば」において

① 読書活動推進事業特集 （6月 ・2月 ）

② 双葉町図書館コーナー （3か月に1回 ）

（6）「学校 ・学年 ・学級だより」「図書だより」

（7）福島県教育委員会 ・福島県立図書館のホー

ムページへの情報提供

（8）双葉町ホームページにおいて

（9）「生きる力をはぐくむ読書活動推進事業」

の関係機関への経過並びに最終報告

5読 書活動を推進するための課題と改善策

【課題】（第1～4回 推進会議の協議 より）

（1）双葉町図書館 との連携

① 各小 ・中学校の読書活動にする年間指導

計画並びに図書貸出依頼一覧を作成 し，意

図的な連携を図る。

（2）「実態 （課題 ・変容）把握調査」結果 より

＜児童生徒対象，第3次 ・第4次 調査＞

① 読書タイムや読み聞かせの重要性

② 読書 しない児童生徒への指導

③ 読書の動機付けの再認識

④ 調べ学習における学び方の指導

⑤ 読書活動による行動 ・意識の変容
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＜保護者対象＞

① 読書を通 した子どもとのかかわ り方

（3）推進協力校での取組

① 図書のすすめ方，選択のさせ方

② 読書講演 会の講師選定と保護者の参加

③ 読書記録の累積の仕方

④ 司書補や図書ボランティアとの連携

⑤ 取組の見直しと改善

（4）協力機関 （町図書館）等での取組

① 町図書館への足の運ばせ方

② 児童生徒への図書のすすめ方

【改善策】（各課題に対応 した改善策）

（1）双葉町図書館との連携

① 読書活動に取 り組みながらの作成である

が，次年度からの実践とその教育効果を見

通した作成に配慮する。

（2）「実態 （課題 ・変容）把握調査」結果 より

＜児童生徒対象，第3次 ・第4次 調査＞

① 意欲の喚起 ・持続化 ・習慣化，読書時間

の確保の点から，今後も継続する。

② 図書の見つけ方の指導，興味 ・関心を引

き出す指導を行 う。

③ 整備 された環境や図書に関する情報，人

とのかかわり，学習や活動，行事や集会，

体験や経験が大きく影響することを再認識

する。

④ 調べ学習の場 と機会 を意図的に設定す

る。また，学び方の系統的 ・段階的な指導

をする。 （「学び」の指導計画等作成）

⑤ 継続 してきたことにより，児童生徒自身

も行動や意識の変容を感 じているので，読

書活動の価値等を再認識 し，継続する。

＜保護者対象 ＞

① 読書活動の価値等に理解が深く，家庭読

書や親子読書に協力を得ている。読書を通

した子 どもとのよりよいかかわ り方，選書

の仕方などの情報を提供する。

（3）推進協力校での取組

① 教育効果を考慮 して 「おすすめの本」 リ

ス トを見直 し，改善を図る。

② 読書の興味 ・関心を高めたり，きっかけ

をつくった りするような講師を選定の視点

にする。また，多くの保護者が参加できる

機会の設定に配慮する。

③ 読書記録について，達成感や満足感を味

わえる様式，評価や励ま し欄の設定などを

考 慮 し，工夫 ・改善をす る。

④ 活動などについて，司書補や図書ボラン

ティア と話 し合 う場を定期的に設定する。

⑤ 町教育研究会 「授業研究会」，校内の現

職教育 「図書館教育」での授業研究，読書

活動などを振 り返 り，見直 しや検討をした

上で，教育課程に位置付ける。

（4）協力機関 （町図書館）等での取組

① 「図書館利用案内資料」の配布，事業や行

事とともに，図書の紹介などの情報提供を

する。親子で参加できるような事業や行事

の企画をす る。

② 学校図書館 ・学級文庫の運営，読書活動

や学習活動の支援のために，各小 ・中学校

で作成上参考 となる図書 リス トの見直しと

改善を図る。保護者向けに 「子 どもへすす

める図書 リス ト」の作成を検討する。

（5）双葉町教育委員会，双葉町子 ども読書活動

推進会議並びにワーキングチームの取組

① 中学校司書補の配置の継続並びに各小

学校への司書補の配置の検討

② コンピュータシステムの導入の検討

③ 読書活動推進計画の策定

【指定終了後 （平成20年 度以降）の取組】

（1）読書活動推進体制を確立す る。

・ 推進会議を設置し，運営する。

・ 関係機関等の組織 とその機能を生かす。

（2）『双葉町子 ども読書活動推進計画』に沿っ

た読書活動を推進する。

（3）より一層の読書環境の整備 と充実を図る。

（4）意識の高揚 と意欲の持続化 を図るため，広

報 ・啓発活動の工夫 ・改善を図る。
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（資料 ：読書 に関 する調査 について）

【読書 に関す る調査】

目的 ：実態 意識把握 ，課題 の明確化 ，工夫 ・改

善策 の検討 の参考資料 とす る。

調査方法 ：家族 の質問 ・聞 き取 りによる。

（1） 調査項 目 （児童生徒対象）

第3次 ：平成19年7月 ，第4次 ：平成20年2月

1読 書の好き ・嫌い ※ 好きのきっかけ

21か 月の読書冊数 （過去3か 月間の平均）

3読 書 しない理由 （過去3か 月間）

4読 書する理由

5読 書の機会

6学 校における1週 間の読書 日数

7学 校における1週 間の読書時間

8家 庭における1週 間の読書 日数

9家 庭における1週 間の読書時間

10読 書するきっかけ （動機付けとなること）

11読 みたい図書の手に入れ方 （入手方法）

12好 きな図書，よく読書する図書の種類

13図 書を活用 しての調べ学習 （学校以外）

14学 校図書館 ・公立図書館の利用 目的

15学 校図書館の1か 月間の利用状況

16公 立図書館の1か 月間の利用状況

17書 店の1か 月間の利用状況

18心 に残っている図書の有無

19家 族 と図書や読書についての話題の有無

20家 族 と一緒に読書することの有無

21友 達 と図書や読書についての話題の有無

22友 達にすすめたいと思 う図書の有無

23図 書を友達にすすめたことの有無

24読 書活動による行動 ・意識の変容

※ 読書習慣の確立や調べ学習の定着，読書活

動による児童生徒の意識 と行動の変容が次第

に多く見られるようになってきている。様々

な取組のよい影響であると考えられ る。

（2）調査項 目 （保護者対象 ：平成19年7月 ）

1読 書 の好 き ・嫌 い ※ 好きのきっかけ

21か 月 の読書 冊数 （過去3か 月間の平均）

3家 庭 にお ける1週 間の読書 時間

4公 立図書館の1か 月間の利用状況

5公 立図書館の利用 目的

6書 店の1か 月間の利用状況

7子 どもにすすめたいと思 う図書の有無

8子 どもへの図書の提供の仕方

9家 庭における読書の話題の有無

10家 庭読書や親子読書の有無

11家 庭読書や親子読書の工夫 （記述）

12子 どもの読書に対する意識 （記述）

※ 子どもの読書活動への関心が高 く，親子読

書を通したかかわりが見 られる。家庭への啓

発がよい影響を与えていると考えられる。

【児童生徒の読書傾向 （2か月の読書量）調査】

目的 ：読書傾向と読書活動推進状況を把握する。

調査方法 ：学級担任の質問 ・聞き取 りによる。

（1）調査項目 （児童生徒対象 ：隔月）

① 読書冊数 「2か月間に本を何冊ぐらい読

みましたか。」

※ 読書タイムに見られる読書時間の確保，ま

た，季節や行事等に関連 した教師の働きかけ

が，読書傾向に特によい影響を与えている。

（2）調査項目 （学級担任対象 ：隔月）

② 児童生徒の変容 （記述）

③ 教師の支援や感想 （記述）

④ 情報提供や連絡，要望 （記述）

※ 児童生徒の変容を確認 した り，児童生徒へ

の支援の在 り方を振 り返った りす ることで，

意図的 ・計画的な指導を意識 し，実践する姿

が見 られるようになってきている。

【読書活動推進計画策定に向けた意見公募】

目的 ：読書活動を推進するための方策を探る。

調査方法 ：保護者に対する質問による。

（1）調査項 目 （保護者対象 ：平成19年7月 ）

① 効果的な取組 とその内容や方法について

・家庭 ・学校 ・地域社会

② 推進計画 （初期案）に関連 して

※ 策定とその後の推進に理解が得 られてい

る。多 くの実践紹介や要望等が寄せ られ，案

作成の参考資料を得 ることができた。
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埼玉県 三郷市
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平成18・19年 度生 きる力をは ぐくむ読書活動推進事業研究成果報告書

生 きる力をは ぐくむ読書活動推進事業 【平成18・19年 度】取組の概要 ―平成19年 度 ―

都道府県名 埼玉県 推進地域名 三郷市

取 組 の 概 要
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平成18・19年 度生 きる力をはぐくむ読書 活動推進事 業研究 成果報告 書

埼玉県

推進地域名 三郷市

1推 進地域 の概要

（1）地域の概要

三郷市には，小学校20校 ，中学校8校 が

あ る。児童数7，009名 ，生徒数3，35

1名 ，児童生徒数合計10，360名 とな っ

ている。市 内には，市立図書館 が3館 あ る。

三郷市教育委員会では，豊かな 「知識 」 と

「心」 をは ぐくむ ために， 「読 書の街 み さ

と」を 目指 して，取組 を始めたばか りであ る。

また，市 と して推進 事業である 「特色 ある学

校づ く り」 のテーマ として， 「読書 」 を取 り

上 げる学校 も増 えて きてい ることか ら， 「読

書」に関す る関心が高まってきてい る と言 え

る。

（2）推進協力校 の概要 （平成19年5月1日 現在）

（3）研 究協力機 関等

市立図書館 では，市内全小学校3年 生 を対

象 として， 「ブ ック トー ク」を行 ってい る。

他 にも，三郷市 では 「お も しろ遊学館」 を

設 置 し， ドリー ム教室 （「絵本 や民話 に触れ

て夢い っぱい」） を実施 し，主に児童生徒 を

対象 に 「読み聞かせ」 を行ってい る。

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果 と課題

推 進協力校 によって，学校 図書館 をは じめ

とす る読書環境 づ く りを積極的 に実践す るこ

とができた。 そ して，その実践 の内容 を 「読

書活 動啓発 用 リーフ レッ ト」や 「県 ホー ムペ

ージ」，さらに役所や市立図書館 にお いて 「パ

ネル展示」 をす る ことで実践内容 を広 めるこ

とができた。

今後 ，「読 書の習慣化 をいかに図 るか」 「よ

り一層 の読書 の量 ・読 書の質 の向上 をいかに

図 るか」 「学校 間，公 立図書館等 との連携 を

いかに図 るか」が課題 となっている。

また， 「『生 きる力』 をは ぐくむ ための 『読

書』 をどの よ うに と らえれ ばよいか」 につ い

て も検討 を してい く必要が ある。

（2）平成19年 度 の研 究の概 要

今年度の研究では， 「生きる力」をはぐく

むための 「読書」をどのようにとらえればよ

いか」について検討をした。

その結果，次の5つ の大きな柱を立てた。

Ⅰ 学校図書館における読書環境の充実

Ⅱ 楽 しんで読む （自由読書）

Ⅲ 問題意識をもって読む

Ⅳ 読書による交流

Ⅴ 家庭 ・地域 との連携

これ ら5つ の柱を中心とした取組 を協力校

4校 で実践 した。そして，これ らの実践をメ

ッセージ化 し，発信 していく。

〈成果の普及〉

① リーフレットの作成

② 「実践報告会及び講演会」開催

③パネル展開催

〈改善策〉

① 自由読書 （朝読書）のさらなる充実

②問題意識をもって読むことの充実

③市立図書館 との連携

3実 践研究の内容及び成果

（1）学校図書館における読書環境の充実

読書活動を推進する上で，学校図書館の整

備は欠かすことができない。明るく清潔な学

校図書館 を心がけ，子 どもたちが落ち着いて

読書できる空間を作 り上げていくことが必要

である。

① 学校図書館への 「誘い」

第一に，学校図書館へと子 どもたちに足

を向けさせる必要がある。図書館へとつな

がるピロティや廊下にテーブル ・陳列棚 ・
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ベ ンチ等 を設置 し，児童 を図書館へ と誘 う

よ うに努 めている。 また，2階 中央通路 ・

玄関 ロビー ・ピロテ ィ ・図書室前のスペー

スを使 って，学校に複数の 「読書スペ ース」

を用意す るこ とによって， リラ ックス して

本 を読む よ うに した例 もある。

これ らの 「誘い」の結果，朝 ・休み時間

・帰 りな どの ちょっ と した時間 に，座 って

本 を読んでい る姿が見 られ るよ うになっ

た。

② 畳 スペ ースの活用

学校図書館 の中に8畳 分 の畳を敷 いて，

自由読書 スペー スをつ くっている。窓 に レ

ー スのカーテ ンを引いて
，室 内をやわ らか

い雰囲気 に した り，手作 りの木枠の窓 を作

成 して，古民家の雰囲気 を出 した りしてい

る。 子 どもたちは，畳の上 に寝 ころんだ り

座 った りして，めいめいの リラックス した

スタイル で読書 を してい る。

③ 手作 りベ ンチ と本棚 の設 置

ベ ンチや本棚 も，職員 が古い机 ・椅子 を

リサイ クル し，幅や 高 さを調整 しなが らペ

ンキを塗って仕上 げている。本棚は，壁や

床 に固定す るよ うに配慮 してい る。手作 り

のベ ンチや本棚 に よって，温 も りが生 じる。

子 どもたちは， 自然 と図書館 に足を運ぶ よ

うになってきた。

④ 掲示物 の工夫 （学校 図書館 ）

ア 「読書 の木」 （読書 量調 査）

少 しで も読書量 のア ップにつ ながれば

と制作 されたのが 「読書 の木」で ある。

廊下に 「読書の木」 を掲示 し，低学年で

は50冊 に，高学年で は50ペ ージに達

す る と葉 っぱに名 前 を書いて掲示 する。

「読 書の木 」を見に来て，名 前を確認

す る児童 が多 い。 読書量 を増や して，名

前 を掲示 しても らお うとい う意欲付 けに

な ってい る。

イ 季節感 のあ る掲示物

協力校4校 では，常に季節感 の ある掲

示 を心掛けている。 窓に季節 の切 り絵 を

掲示 した り，季節 の木や花 をつ くった り

して，図書館 内や廊 下に掲示 を してい る。

また，掲示 にあわせ て，並べ る本 も変化

させ ている。

ウ 新 刊本 の紹介

新 しく購入 した本のカバー を掲示 して

紹介 した り，2ヶ 月毎 に発行す る 「図書

館 だよ り」 を掲示 した りして，読書の啓

発 を行 ってい る。

⑤ コンピュータシステム管理

図書室経営の効 率化 を図 るために， コン

ピュー タ管理 システ ムを導入 してい る。

この管理 システムによって，蔵 書管理 が確

実で容易 になった。

（2） 楽 しんで読む （自由読書）

「読 書活動」 を推進す る上で，何 よ りも優

先 したいのは， 「自由読書」 であ る。 自分の

興味 ・関心 によって， 自分で 「本 を選び」 自

由なスタイルで読 む。この 「自由読書」か ら，

「本」 に親 しむ第 一歩 が始 まる と考 える。

しか し， 「本 」に対す る興味 ・関心が薄 い

児童生徒 は， どの本 を手 に取れ ばいいのかが

定 ま らない。そ こで， 「本」 を手 に取 るきっ

かけを設定 してい く必要があ る。協力校では

次のよ うな取組 を行った。

① 保護者 と教師に よる 「お薦 めの本」

読書の 「質」を高める とともに読書の

「幅」 を広 げるために，各学校 で 「お薦 め

の本 」を選定 した。保護者 と教師 にアンケ

ー トを実施 し，保護者 と教師が児童 に薦 め

たい本 を低 ・中 ・高学年毎に選定 した。選

定 した本は，数冊ずつ図書館 に揃 えた。

② 学校図書館 にお薦 めの本 の展 示

学校図書館や読書 スペー スに特設 コー

ナー を設けた。特設 コーナー には，テー

マを決めて本 を展示 した。

この取組 によ り，児童に とって本 が身近
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な ものにな り，手 を伸ばす機 会が増 えるこ

とになった。 また，学校図書館や読 書スペ

ー スに行 く楽 しみが増えた よ うであ る。 特

に，新 しいコーナーには児 童が集 ま る結果

とな った。

③ 学校図書館に 「三郷 の民話」 を展示

各地域には，それ ぞれ地元 の 「民話」が

あ る。 「民話」 には，その地方独 自の文化

があ る。 一度 手に取 ってみ る と，意外 な歴

史や地方 の人々の考 え方が伝わ って きて，

興 味の湧 くものでもある。

しか し，新 しい情報が容易に手に入 る時

代で は， 「民話 」に触れ る機 会が少 な くな

って きてい る。

そ こで，許可 を得て，カ ラーの複製本 を

作成 して，展示 した。普段 目に触れ る こと

のない三郷の民話に親 しむきっかけになる

と考えた取組 だが，徐 々に手 に取 る児童 が

増 えてきている。

④ 朝読書 の推進

「自由読書」の推 進にあたって，「読書」

に親 しむ きっか け となる時間 を確保 す るこ

とが必要 である。全校児童が教師 とともに

静か に読書す る 「時間」を設定す るこ とで，

読書 に親 しむ一歩を踏 み出す ことになる と

考 えた。また，一 日を静かに始 める ことに

よ り，落 ち着いた生活 を過 ごす こ とができ

るよ うに もな る。朝 の10～15分 間各 自

が，好 きな本 を静 かに読ん でい る。

⑤ 読み 聞かせ ・ブ ック トー クの実施

「読み 聞かせ」 は，本 に興味 をもってい

ない児童 を 「読書」の入 口へ誘 うた めに有

効 である。 また， 日頃か ら読書に親 しんで

い る児童 に とっては， 「読書 」の幅 を広 げ

るきっか けとな る。協力校 では，次の4つ

の読み聞かせを実践 してい る。

ア 学校の教師に よる読 み聞かせ

イ 市立図書館 に よるブ ック トーク

ウPTA・ 地域 ボランティアに よる

読み聞かせ

エ 作家による読み聞かせ

⑥ アニマシオンの手法を取 り入れた授業の

実施

絵本から長編物語を読み始める中学年の

時期に，アニマシオンの手法を使 って楽 し

みなが ら本を読ませることを体験 させた。

児童の反応はよかった。紹介 された本を

興味をもって読むようになった り，今まで

絵本 しか読まなかった児童が長編を読むよ

うになった りした。また，本の内容を意識

して少 し深い読みをするようになった。

⑦ 図書委員会の活動

楽しんで読む 「自由読書」を広げるため

に，児童の主体的な活動も取 り入れていく

必要がある。児童会の図書委員会を中心に

様々な取組を実施 している。 日常の貸 し出

しや 「図書だより」の発行以外に 「読書ビ

ンゴ」の企画や 「読書標語」の作成，「読

書郵便」の取組などである。

（3）問題意識 をもって読む

「生きる力」をはぐくむために，「問題意

識」をもって，本を読む活動を推進 していき

たい。

① 授業 との関連を図った本の展示

学習 している内容に関連 した本につい

て，学校図書館から学年廊下に出前展示を

行った。不足の場合は，市立図書館から団

体貸出をして展示 した。主に，国語の授業

で学習 した作家の他の作品を展示 したり，

「テーマ」を決めて展示 した りした。学習

中や学習後の展示であったので，本を手に

取る児童は多かった。

② 各教科における学校図書館活用計画の作

成

学校図書館が 「学習センター」 として機

能するために，学校図書館活用の年間計画

を作成 した。特に，社会，国語，理科，総

合的な学習の時間で学校図書館を 「学習セ
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ンター」 として，調べ学習 をす るために活

用 した。

③ 「読み重ね る」授業の実施

一つのテーマについて，複数の図書を読

み重ねてい くことで理解が深 まる。そ して，

理解 した内容を 自分な りにそ しゃ くして，

発 信す る方法を学習す る機 会 ともな る。

国語 の授業 の中で，テーマに沿って読み

重 ね，ブ ック トー クの原稿 を作成す るな ど

の授業 が実践 され ている。

④ 「読み比べ る」授業 の実施

一つのテーマ について複数 の文章 を 「読

み比べ る」学習は， 自分 自身 の考 えを深 め

ると同時に，考え方に客観 性が出て くる。

総合的な学習の時間で 「生 き方」を考え

るために，複数 の伝 記を読み比べ る学習 が

行 われ てい る。 両親や先 生，身近な大人 に

イ ンタ ビューをす る と共 に，複数 の伝記 を

読 んで， 自分 の考 えを冊子 にま とめる学習

で ある。複数の伝記 を読む ことで，様 々な

「生 き方」 に触れ， 自然 と比較す る作業が

な され ， 「自分 が何 を大 事 に して生 きてい

くか」について考 えを深 めるこ とがで きた。

⑤ 全教科で取 り組 む音読指導

全教 科の指導において，学力の向上を図

るため，音読に力 を入れてい る。音読集会

や 国語科 の音読 は もちろん， どの教科 で も

教科書 の音読を取 り入れ てい る。

読む こ とが苦手 であった児 童に も，一定

の音読 の力 がつ いてきてい る。 また，家庭

の協力 もあ り，家庭 と学校 との学力 向上に

向 けた協力 関係 も生 まれ てきている。

（4） 読書に よる交流

「読書」 を通 して，人 と人 とのコ ミュニケ

ー シ ョンを図 ることで， さ らに 「読書」に対

す る意欲 が増す と考 える。

① 読書郵便 の実施

「読書 郵便」は，読書を通 して仲間 と交

流 を図 る ものである。本の紹介 の 「はがき」

や 「手紙」を書くことで，読んだ本 を振 り

返ることにもなる。その過程で，要約 した

り，テーマをつかんだ りす る学習がなされ

る。

② 読書集会の開催

ア 児童による発表集会

図書委員会等が中心 となって，劇 ・ペ

ープサー ト・大型紙芝居 ・スライ ドなど

でお話を紹介 したり，読書クイズやブッ

ク トークをする集会を開催 している。こ

の行事では，図書委員会の児童が達成感

を味わい，活動意欲が一層高まっている。

イ 講師を招いての集会

講師を招いての 「読書集会」 も開催 さ

れている。科学の本に興味 ・関心を持た

せるために，科学読物研究会か ら講師を

招いて集会を開催 している例もある。

ウ プレゼンテーションによる集会

テ レビ放送による読書案内の集会を実

施 している例もある。星野富広美術館 よ

り，ビデオテープを借 り，放映を行った。

著者への親 しみが増し，本を借 りて読も

うとする児童が増えている。

③ 異学年への読み聞かせの実施

異学年への読み聞かせ として 「幼稚園児

へ小学生が読み聞かせ」や 「（校内の）縦

割 りグループで読み聞かせ」な どを実施 し

ている。

④ 中学生による大型布芝居の実施

中学生が，総合的な学習の時間に制作 し

た大型 「布紙芝居」を小学生の前で実際に

演 じてもらう。 中学生は，一生懸命に制作

し，練習を重ねて発表をする。小学生は，

本の世界を違 う形で表す面白さに気付い

た。

⑤ リレー読書の実施

クラスや学年の友達と1冊 の本を読ん

で，キーワー ドや簡単な感想 を書く。そ し

て，本 と感想用紙をリレーのように回 して
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読 んでい く。友達 の感想 を読みなが ら，本

を読む ことで， さらに本 を読む意欲 が増 し

てい る。

（5） 家庭 ・地域 との連携

① 「家庭読書の 日」の設 定

地域 や家庭に根 ざした読書活動 を推進す

るため に， 「家庭読 書の 日」 を設定 してい

る。「家庭読書 の 日」は，「4月23日 」「1

1月23日 」 とす る学校 もあるが，次第 に

毎月23日 として，月1回 の取組 とす るな

どの広が りが見 られ る。 テ レビを消 し，ゲ

ー ムを止 めて，家族で約20分 間読書 をす

るとい うものであ る。

② 市立図書館 との連携

三郷 市の3つ の市立図書館 では，団体貸

し出 しを行 っている。この 「団体貸 し出 し」

をフル に活用す る努力 もしてい る。 「団体

利用券」 を全 クラス分 ま とめて 申 し込み，

各教科 ・総合 的な学習の時間や読書指導に

役立て ている。毎月各学級 に100冊 ずつ

借 りて，読書 を推進 してい る。子 どもたち

は，新 しい本が毎月100冊 学級 に入 る こ

とで，様々な分野の本 を読む よ うになった。

③ 保護者 向 け図書館 だ よ りの発行

保護 者 に，本についての 「情報」や学校

での読 書活動等について知 らせ るために，

学期 に2～3回 保護者 向けの 「図書館だ よ

り」 を発行 してい る。保護 者か らは， 「こ

ん な取組 をや ってい るんですね。」 と，声

をかけ られ る こともある。

④ 図書 ボランテ ィアの依頼

読書 に関す る 「ボランテ ィア」 と して，

二つの ボランテ ィアを依頼 してい る。 一つ

は，学校図書館 の整備や本の修理 を行 って

くれ る 「図書 ボランテ ィア」であ る。 も う

一つは
，子 どもた ちを相手に 「読み聞かせ」

を行 って くれ る「読み聞かせ ボラ ンテ ィア」

で ある。 どち らのボ ランテ ィアの方 も意欲

的に活動 を して くだ さっている。

⑤ 図書館補助員の配置

三郷市か らは，図書館補助員5名 を配置

し，全小中学校を巡回 して活動を している。

司書教諭の指導のもとで，図書館の整備が

主な仕事である。

4研 究成果の普及

平成18年 度の協力校4校 の実践について

は，埼玉県教育委員会のホームページに掲載さ

れている。

また，4校 の実践を リーフレッ トにまとめ，

市内全小中学校に配布 し，各学校の読書活動の

啓発に努めた。また，取組をパネルに して市役

所内ホールに展示 し，市民に対す る読書活動の

啓発を図ってきた。

平成19年 度 も協力校の実践をリーフレット

にま とめ，市内全校に配布することにより，読

書に対する取組を活性化させてい く。

2月 には，埼玉県東部地区を対象に 「読書活

動推進事業の報告会」を行 う。また，三郷市及

び近隣市町を対象に 「読書活動啓発事業報告会

及び講演会」を開催 してい く。これ らによって，

三郷市の協力校の取組が徐々に普及 していくこ

とを願っている。

そ して，平成20年 度には，三郷市教育委員

会 として 「読書の 日」を設定し （4月23日 ，

11月23日 ），市内全小中学校で読書キャン

ペーンを実施 していく予定である。

5読 書活動を推進するための課題と改善策

今年度は5つ の柱を中心に取 り組んできた。

①学校図書館における読書環境の充実

②楽しんで読む （自由読書）

③問題意識をもって読む

④読書による交流

⑤家庭 ・地域 との連携

平成18・19年 度の取組をこの5つ の柱か

らとらえると，①学校図書館における読書環境

の充実，②楽 しんで読む （自由読書）実践は広

がりを見せているが，③問題意識をもって読む

ことの実践は十分ではないと言える。
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「生 きる力をは ぐくむ」ためには，む しろ

③ 問題 意識 を もつて読 む ことの実践 こそ重要で

あ ると考え る。 自分の中に漠 然 と存在 していた

「課題 」 を，読 む ことに よって， 「解 決」で き

た とい う体験 を重 ね るこ とに よって， 「読書意

欲 」を高めてい くもの と考えるか らである。

また， 「自由読 書」 につ いて広が りを見せ て

い る とはい え，改善の余地 はある。学校全体の

カ リキュラム ともかかわ るが， 「朝読書 」の実

施が週 に1回 とい う学校 も多 く，読書の 「時間」

確保 が足 りない と感 じる。

さらに， 市立図書館 との連携 を広 め， 「生 き

る力をは ぐくむ読書活動」へ と近づけていきた

い。

（資料 ：読書 に関する調査について）

【読書 に関す る意識調査 】

1児 童への意識調査質問項 目

（1）あなたは，一 日に どれ くらいテ レビを見ま

すか？

（2）あなたは，読書 を しますか？

（3）本 を読む ことが好 きですか？

（4）学 校の図 書館 や図書 コーナ ーを利 用 します

か？

（5）市 立図書館 （コ ミュニテ ィセ ンターの図書

室 を含む） を年間 に どの くらい利用 します

か？

（6）市立図 書館 （コ ミュニテ ィセ ンター の図書

室 を含む） を利用す るのは どんな時ですか？

2調 査結果 とその考察

「読書をす る」 と回答 した児童は，全学年 と

も8割 以上であった。 中で も，3年 生 と5年 生

は9割 を超 えていた。 しか し，18年 度 と比較

を してみる と，ほぼ同数値 あ るいはア ップ して

い るのは，2年 生 （86％ ）3年 生 （94％ ）

5年 生 （93％ ） であ り，4年 生は6ポ イ ン ト

ダ ウン （87％ ），6年 生 は8ポ イ ン トダ ウン

（80％ ） となった。

4年 生 は， 「読書 が好 き ・どち らか と言 えば

好 き」の項 目で も94％ か ら83％ にダ ウン し

ている。また，テ レビの視聴時間について，「視

聴時間2時 間以上」が昨年度22％ か ら本年度

45％ に も増 えている。 また，協力校4校 を比

較 してみ る と， 「読 書が好 き ・どち らか と言 え

ば好 き」の項 目で，ほぼ90％ 以上 を維持 して

い る2校 は，テ レビの 「視聴時間2時 間以上」

の項 目で，29％ ，33％ 台 に とどまってい る。

「読書好 き」 と 「テ レビの視聴 時間」 との関係

は，少なか らず感 じられ る。

6年 生 は， 「読書 をす る」の項 目で大 き くダ

ウン してはい る ものの， 「読 書が好 き ・どち ら

か と言えば好 き」 の項 目では，18年 度84％

が19年 度82％ とな ってる。 「読書 を して い

る」 とい う自覚 は全 体的 には下が ったが， 「読

書」 に対す る意識 には大 きな変容はない もの と

思われ る。小学校の最高学年 と して，読書以外

に追われ ることも多 くなった等 の原 因 を想像す

ることはで きるが，調査か らは明 らかになって

いない。

「学校 の図書館や 図書 コーナー を利用 します

か？」の項 目につい ては，2年 生 を除 いて3年

生か ら6年 生ま で， 「利用 してい る」 とい う意

識 の割合 が大幅 にア ップ した。11ポ イ ン トか

ら33ポ イ ン トのア ップが見 られ，取組の効果

が見 られた。

コ ミュニテ ィセ ンターの利 用については，年

間6回 以上の利用 が，約3割 である。利 用が多

い のは，3年 生 と5年 生 であ った。 「どん な時

に利 用す るか」の問いにつ いては，学年 があが

るにつれ て，「読み たい本 を読む ため」 「調べ も

のをす るため」の数値が上が ってい く。6年 生

は，約8割 が市立図書館 （コ ミュニテ ィセ ンタ

ー の図書室 を含む） を利 用 してい る。 その内訳

は 「読み たい本 を読む ため」4割 ， 「調べ もの

をす るた め」4割 ， 「その他 」2割 とな って い

る。5年 生 は，6割 が 「読みたい本 を読むため」

と回答 してい る。 いずれ に して も， 「市立図書

館や コ ミュニテ ィセ ンターが読書や情報収集 に

役 立つ」 と認識 してい ることが伺 え る。
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東京都 荒川区
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平成18・19年度生きる力をはぐくむ読書活動推進事業研究成果報告書

生 きる力 をは ぐくむ読書活動推進事業 【平成18・19年 度】取組の概要 ―平成19年 度 ―

都道府県名 東京都 推進地域名 荒川区

取 組 の 概 要

研究主題 いつでもどこでもみ んなで読書 地域 ぐるみの読書活動

南 千住 第 二 中学校
「豊かな心を育てる読書活動の推進」

視点 ① 各教科 ・領域における授業

② 学校図書館の活性化

③ 学校図書館指導員の活用

第二瑞光小学校
「児童の感性や思考力をはぐくみ，

心を育てる読書活動の推進」

視点

① 読書に関する授業改善

② 日常的な読書活動
③ 地域 ・保護者との連携

南千住図書館

各校の学校図書館
・読書推進への支援

第三瑞光小学校
「児童の心 とことばを育てる

読書活動の充実」

視点

① 読書意欲を高める工夫

② 学校図書館の計画的な利用

③ 読書関連指導の充実

推進地域における主な取組

① 読 書活 動推 進 会 議 の 設置

学識経験者，学校，図書館，

地域関係者，保護者等で構成す

る推進会議を設置 し，一体的 ・

効果的な推進体制を整備

② 連 絡 協 議 会 の設 置

研究推進，連絡調整 のため
の連絡協議会 を設置 し，各校

の取 り組みや今後の計画等に

ついて協議

③ 親 子 読 書 の推 進

親子読書の取 り組みを学校

便 りや講演会 を通 して推進
し，家庭での読書活動を促進

④ ボ ラ ンテ ィア の活 用

学校図書館ボランティアに
よる図書館整理や本の紹介等

による学校図書館支援

⑤ 推 進 プ ラ ンの 作成 ・実 施
読書活動推進プランを作成 し、

学校図書館の利用計画，読書活動

計画 に基づいた読書活動を教育課

程に位置づけて実施

⑥ 調 査
児童 ・生徒に対する読書

量調査等を実施 し，取組成

果を検証

取 組 に関 連 す る荒川 区 の支 援 策

① 「荒川区子ども読書活動推進計画」及び 「荒川区学校図書館活性化計画 に基づく学校図書館の充実

② 荒川区推薦図書 リス トの作成，あらかわ小論文コンテス トの実施，読書フェスティバルの開催

③ 学校図書館図書標準100％ の蔵書整備，蔵書更新，備品の充実，管理貸出システムの整備

④ 図書館指導員の配置 （平成19年 度より区内全小中学校に1名 配置）

成果
① 学校図書館ボランティアの活用により学校図書館の整

備が進んだ。

② 南千住図書館 との連携による取組が進んだ。

③ 学校図書館の活用により読書活動が充実 した。

④ 講演会や親子読書，朗読フェスティバル等の行事を通
して，保護者等への啓発ができた。

成 果 の 普 及

○ 東部地区学校図書館活用フォーラムにて発表した。

○ 地域 ・保護者，他校学校関係者等への情報提供のため

に，研究発表会または読書活動発表会を実施する。

課題 と改善策
① 学校間及び学校 と区立図書館間

のより一層の連携を図るために，

読書活動の相互交流を実施する。

② 家庭での読書に関す る実態を把

握するために，保護者へのアンケ
ー トによる調査を分析する。

③ 各教科等の教育課程に位置付け

た読書活動を一層充実 し，学校図

書館の活用方法を一層工夫す る。
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平成18・19年度生きる力をはぐくむ読書活動推進事業研究成果報告書

東京都

推進地域名 荒川区

1推 進地域 の概要

（1）地域の概 要

本 区には 区立小 学校23校 ， 区立 中学校10校

が あ り，全小 中学校 において， 平成18年 に学

校 図書館 図書標 準100％ を達成 した。 区内小学

校23校 ， 中学校8校 で全校一斉 の読書活動 を

実施 してい る。 区内全小 学校， 中学校9校 で

読 書活動推進 の取組 を実施 して い る。 その内

容 には，読書月間 の設定，読書集会，お話会，

親子読書，読 み聞かせ ，ブ ック トー クの実施 ，

読書感想 文 コ ンクー ルへ の参加，朗読 コンク

ールへの参加等が ある。

本 区には 区立図書館 が5館 あ る。荒川 区立

南千住 図書館 は中央図書館の役割 を担い，「荒

川 区子 ども読書活 動推進 計画 」及 び 「荒川 区

学校 図書館 活性化 計画 」に基づ いた様 々な施

策 を 中心 とな って進 めて い る。平成19年 度 は

「読 書マラ ソン」「読書感想画 コンクール」「十

代が選ぶ百冊」 の決定等 を実施 した。

区 と して他 に， 平成18年 度 か ら 「荒 川区推

薦図書 リス ト」 を作成 し，全児童生徒 へ配 布

して いる。 同 じく平成18年 度 か ら 「あ らかわ

小論文 コンテ ス ト」 を実施 し， 区内全小 中学

校 にお いて児 童生徒 が読書感想 を元 に した小

論 文へ の取組 を してい る。 平成19年12月1日

には 「荒川読書 フェステ ィバル」を開催 した。

（2）推進協力校 の概 要 （平成19年5月1日 現在）

① 第二瑞光小学校

研究主題を 「児童の感性や思考力をはぐ

くみ，心を育てる読書活動の推進」として，

生きる力を育む読書活動を推進 している。

② 第三瑞光小学校

研究主題 「児童の心とことばを育てる読

書活動の充実」として，生きる力を育む読

書活動を推進 している。

③ 南千住第二中学校

研究主題を 「豊かな心を育てる読書活動

の推進」として，生きる力を育む読書活動

を推進 している。

（3）協力機関（南千住図書館）

団体貸出による学級文庫の支援，児童生徒

への区立図書館利用勧奨，学校図書館ボラン

ティア養成講座 （研修会）を実施 している。

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果と課題

地域の連携組織を設置し、計画的な読書活動

の取組が充実した。より一層の連携強化を図る。

（2）平成19年度の研究の概要

研 究主題 いつ でも， どこでも，み んなで読書

地域 ぐるみ の読書活動

内容

・ 読書活動推進会議，連絡協議会 を開催 した。

・ 親子読書の取組 を奨励 した。

・ 学校図書館ボ ランテ ィア活用 を促進 した。

・ 計画的な読書活動 を推進 した。

・ 読書に関す る調 査を実施 ・分析 した。

成 果

・ 学校 と区立図書館 の情報交流が できた。

・ 学校 間の連絡 ・情報交流 ができた。

・ 保護者，地域 に読書の大切 さを啓発 できた。

・ 児童 ・生徒の読書活動が活発に なった。

課題

・ 区立図書館 と学校 の一層 の連携 を図 る。

・ 学校間の相互 交流 を行 う。

・ 保護者，地域 ，区内小 中学校 関係者 に情報

を発信 し一層 の理解 と協力 を仰 ぐ。

・ 教 育課程 に位置づ けた読書活動 を創意工夫

し，一層充実す る。
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3実 践研究の内容及び成果

（1）推進地域の具体的な取組内容

① 読書活動推進会議の設置

取組の一体的，効果的な推進を図 り読書

活動推進会議を設置 した。会議は，学校長，

学校図書館担当教員，図書館長，図書館職

員，地域関係者 （民生児童委員，PTA役

員，学校図書館ボランティア等），保護者

で構成 し主に協力校の取組への提言 ・助言

をした。

② 連絡協議会の設置

学校間，及び南千住図書館 との連絡調整

及び研究推進を図 り連絡協議会 （幹事会）

を設置 した。会は，読書活動推進会議幹事

（各校1名 ，図書館職員1名 ，計4名 ）で

構成 し，各校の現状や今後の計画，課題分

析等の協議を通 して，相互の取組の情報交

換 ・情報共有を図った。

③ 親子読書の奨励

家庭での読書を働きかけ，学校便 りや学

級便 り，学校図書館便 り等の配布物の中で，

家庭での読書習慣の形成や親子読書の取組

を奨励 した。

④ 学校図書館ボランティアの活用の促進

ボランティアの活動の促進を図 り，年度

当初に新たなボランティア募集をした。ま

た，ボランティアの活動の様子を学校便 り，

PTA広 報紙等の配布物や，学校公開時の

校内掲示等を通 して紹介 し，ボランティア

以外の保護者に対 して意識付けをした。ボ

ランティアを活用 した図書館整備や貸出返

却，児童生徒への読書支援等の活動内容を

充実させた。

⑤ 読書活動推進プランの作成 ・実施

各校における読書活動の一層の推進を図

り，読書活動推進プランとして，学校ごと

の図書館活用年間計画や読書指導計画，読

書関連行事の年間計画，図書館運営計画等

からなる研究推進の全体計画をまとめた。

⑥ 調査

ア 学校図書館の貸出冊数

平成18年9月 か ら月毎の学校図書館の

図書貸出冊数 （児童 ・生徒及び教員）を

調査している。

イ 読書に対する意識

平成18年 度の 「『東京都子 ども読書推

進計画』実施に伴 う児童 ・生徒の読書の

状況及び学校における読書活動等に関す

る調査」の調査結果を分析 して，三校の

全児童 ・生徒の読書状況や読書活動に関

する現状を把握 した。

ウ 読書量の変化

平成17年 度 と18年度の 「荒川区学力向

上のための調査」結果を分析 して，3校

の全児童 ・生徒の読書量等の変化から読

書活動推進の効果を測定 した。

⑦ 講演会等の実施

読書活動への地域の協力，読書習慣の確

立のための家庭での取組の大切 さ等につい

て，地域関係者や保護者に対する講演会を

実施 した。また，保護者の意識を啓発する

ため，各校にて 「朗読フェスティバル」「プ

ロの俳優による読み聞かせの会」等を実施

し保護者の参観を呼びかけた。

（2）第二瑞光小学校の具体的な取組内容

① 読書に関す る授業改善

すべての教科等において読書活動を推進

するために，教科等の年間計画に読書活動

の視点を明記，授業実践を行った。また，

研究授業を通 して，読書活動を生か した教

科等の授業改善を図った。

② 日常的な読書活動

ア 毎朝の全校読書

○みんなで読む。

○毎 日読む。

○読みたい本を読む。児童自身が選ぶ。

○読むことだけがすべてである。

イ 学校独 自の推薦図書 リス トの作成
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児童 と教員で，学校独 自の推薦図書 リ

ス トを毎年作成 し，意欲的に取 り組める

よう 「読書の木」を学級に掲示 した。 目

標冊数7割 に達 した児童を賞賛 した。

ウ 読書に関連 した児童集会 ・音楽会

児童集会や音楽会等において，児童に

よるブ ック トークや朗読劇など読書に関

連した表現活動を行った。

エ 読書の記録 と実態調査

児童自身の読書の記録により，自分の

読書量を確認できるようにした。また，

読書への意欲や読書量な どに関する児童

の実態調査を定期的に行い，検証を行 う。

③ 地域 ・保護者 との連携

ア 地域ボランティアによる読書推進活動

地域のボランティアの方が年間を通 し

てス トー リーテ リングや読み聞かせを児

童に行い，本の楽 しさをともに味わう機

会 とした。

イ 親子読書の推進

プロの俳優による朗読や読み聞かせを

児童 と保護者がともに聞き，感想交流を

した。読書週間に 「親子読書カー ド」を

配布 し，家庭での親子読書を奨励 した。

ウ 南千住図書館 との連携

南千住図書館職員 とのティームティー

チングにより，公共図書館利用のマナー

や本の配架 ・選択 に関す る指導 を行 っ

た。南千住図書館での団体貸出の機会に，

児童に本の選び方や探 し方を学ばせた。

団体貸出した本は各学級にて活用 した。

④ 読書環境の整備 ・工夫

ア 学校図書館の分館

学校中に読書ができる環境を整備 し

た。学校図書館か ら遠い場所に図書コ

ーナーを設置 し
，学校図書館を読み物

の部屋 と調べ学習用図書の部屋 とに分

けた。

イ 校内の展示 ・掲示

読書指導の月 目標や推薦図書の紹介な

ど，校内に読書に関する展示や掲示を計

画的に行い，学校中が読書に親 しみをも

てる雰囲気作 りをした。

（3）第三瑞光小学校の具体的な取組内容

① 読書意欲を高める工夫

ア 朝読書

週3回 火，木，金曜 日の始業前15分 間

全校一斉に各教室で行った。

イ ブックバイキング

年間2回 ，6月 と11月の読書月間中に

全児童が自分が聞きたいお話を選び，所

定の教室で教職員のいずれかによる読み

聞かせを行った。

ウ ブック トーク

教員，学校図書館指導員，ボランティ

アが様々な機会 にブ ック トークを行 っ

た。

エ 親子読書，ノーテ レビデー

年間4回 ，夏休み と冬休みと読書月間

に家庭で親子で読書する取組を行い，カ

ー ドに記録 と感想を書いて寄せてもらっ

た。「テレビを消して読書」「お風呂が沸

くまで読書」なども呼びかけた。

オ 読書ファイル

学年毎に，感想文，感想カー ド，読書

記録，各自のおすすめブックリス トをフ

ァイルしていき卒業時に渡している。

② 学校図書館の計画的な利用

ア 委員会活動

図書委員による新着図書の紹介，図書

選定への参加，わた しの好きな本の紹介

を行った。

イ 図書担当の校内組織

校内連絡会の開催，学校図書館便 りの

発行，全体計画や年間指導計画の作成，

図書コーナーの設置，掲示板の分担等を

行った。

③ 読書関連指導の充実
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ア 教科における言葉で伝え合 う場の設定

読書で味わった楽 しさや感動を友達と

共に分かち合 う発表や相互に紹介 し合 う

場の工夫をした。

イ 自らの課題を追求する活動の工夫

自分のテーマや学習課題にあった本を

自ら探 した り選んだりして，必要な情報

を得，まとめる力を身に付ける活動を工

夫 した。

ウ 読書 トレーナー としての教員の専門的

な知識 ・技能の向上

児童の発達段階や読書履歴を把握 し適

切な助言ができるように，教員 自身の

図書館活用や読書に関す る力量の向上

のための研修や講演会を行った。

（4）南千住第二中学校の具体的な取組内容

① 各教科，領域における授業

・読書活動及び図書館活用について，年間

指導計画を作成 した。

・単元または授業等の指導案を，全教員が

作成 して取 り組んだ。

・校内研修会における研究授業 として積極

的に取 り上げ，研究した。

② 読書活動を促す各種イベン ト

・授業や全校集会を活用 して，生徒による

ブック トークを実施 した。

・全教員推薦による 「私がすすめる
，この

一冊」を学校図書館に掲示 した
。

・「朗読フェスティバル （コンサー ト）」を

開催 し，読書への興味や関心を喚起 した。

・「南二中の100冊 （推薦図書）」を選定

し，全校生徒 （保護者）に配布 した。

③ 学校図書館指導員の活用

・「読書の時間」の授業を図書館で行い，

学校図書館指導員が “図書館の利用法”

の説明や “ブ ック トーク”を実施 した。

・授業で活用 したい参考文献や資料の収集

活動で，教科担任の要請に応えた。

・図書委員会や読書部指導において，専門

的な立場からの助言を求めた。

・「図書館だより」やポスター掲示等で
，

新刊図書等の紹介を行った。

・図書館ボランティアと連携 し，図書のデ

ータベース化や館内のレイアウ ト
，ディ

スプレイの工夫などに取 り組んだ。

④ 保護者，地域等 と連携 した取組

・保護者の学校図書館ボランティアの協力

により学校図書館 を保護者対象に開館

し，閲覧 と貸出ができるように した。

・南千住図書館 との連携事業として団体貸

出の利用を始め，職員による授業でのブ

ック トークをした。

（5）成果

① 学校図書館の環境整備における学校図書

館ボランティアの活用の促進

読書活動推進会議を中心とした組織的な

学校図書館ボランティアの活用により，学

校図書館の整備が進んでいる （表1） 。特

に蔵書が大幅に増加 した第三瑞光小学校，

南千住第二中学校では蔵書管理システム導

入の際に，蔵書のデータベース化のための

コンピューターソフ トへの登録作業，既存

本へのバーコー ドラベルの貼付に支援があ

った。第二瑞光小学校 と南千住第二中学校

ではボランティアの活動が定着 した。第三

瑞光小学校では30人 が希望により，読み聞

かせ13人 ，装飾8人 ，書棚整理11人 のグル

ープに分かれて活動 している （表2）
。

表1蔵 書冊数 （冊）

表2学 校図書館ボランティア人数 （人）
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② 南千住図書館 との連携の充実

団体貸出の利用 に よる学級文庫 の設 置，

調べ学習用図書の レファレンスサー ビスを

利 用 してい る （表3） 。 人的 交流 と して，

図書館職員 によるブ ック トー クや利用指導

を実施 した。

③ 学校図書館の活用の推進

学校図書館活用状況調査結果によると月

毎の児童生徒の貸出冊数は図書館整備にと

もない全体的には増加傾向にあるが，読書

の重点取組時期や学習内容その他の学校行

事の影響により学校 ごとに異なる （表4）。

平成18年 度の児童生徒の読書に対する意

識調査の結果では，読書が好きと答えてい

る割合が小学校では8割 を超 えているが，

中学校では6割 台にとどまっており，中学

生を読書好きにす る工夫は引き続き課題で

ある （表6） 。

④ 保護者等への啓発

読書活動推進会議主催の講演会を実施 し

た り，各校の子ども読書イベン トに参観を

呼びかけて，読書の素晴 らしさや大切さを

保護者や地域関係者に伝え，学校教育にお

ける読書活動への理解 と協力を求めた。ま

た，家庭や地域社会の役割や協力 ・連携の

大切 さについて理解を得るとともに，読書

推進の考え方を共有 し，読書活動推進の様

々な取組への参画を促 した。

4研 究成果の普及

平成18年11月 ，東部地区学校図書館活用フ

ォー ラムにおいて展示発表を行った。平成19

年は，各校にて読書活動発表会を開催 し，地

域 ・保護者に向けて授業 と活動を公開 し，研

究成果を報告書にまとめて広 く情報提供した。

5読 書活動を推進するための課題と改善策

（1）学校間及び区立図書館との相互交流

学校間及び学校と区立図書館間との連携を

一層強化するために
，読書活動の交流や図書

資源の共有化を図る。

（2）保護者への調査結果の分析

保護者へのアンケー ト結果を分析 し，家庭

における読書活動 （習慣 ・時間 ・読書量等）

の実態を把握 し，保護者への啓発活動や推進

会議の在 り方等について，工夫 ・改善を図る。

（3）読書活動の一層の推進

各教科 ・領域における図書館活用を活性化

し，学校図書館指導員の効果的な活用方法を

一層工夫する。

表3区 立図書館の団体貸出利用冊数

表4児 童生徒の学校図書館貸出冊数

読書をする児童生徒は増加傾向にある。

表51ヶ 月に1冊 以上本を読んだ人の割合

表6読 書に対する意識
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東京都 あきる野市
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平成18・19年 度生 きる力 をは ぐくむ読書 活動推進事業研究成果報告書

生 きる力 をは ぐくむ読書活動推進事 業 【平成18・19年 度】取組の概 要 ―平成19年 度 ―

都道府県名 東京都 推進地域名 あきる野市

取 組 の 概 要

東京都あきる野市

小学校4校 、中学校2校 の取組

増戸小学校 増戸中学校
五日市小学校 五 日市中学校

戸倉小学校

小宮小学校

スキ ル タイ ム、話 し方指 導

本の調べ方、読み取 りの基礎

などを計画的に指導。読み深め、

読後の話 し合い活動などに生か

されるよ う、紹介ス ピーチや話
し合い方の指導 も積み重ねた。

言語環境の整備 も工夫した。

出張読み聞かせ

図書委員な どを中心に児
童相互に本の楽 しさを紹介

した。教室に行 った り図書

室に招いた り、パネル シア

ターやブック トークなどの

取組も試みている。

小 中学校 の連携

隣接する小中学校が、合同

で読書に関する研究活動を行

った。点字について小中学生

が ともに本 を用いて学 んだ

り、中学生の職場体験の発表
から福祉について考えた上で

小学生に本 を紹介 した りし

て、交流学習を深めていった。

研究のね らい

児童 ・生徒の読書活動を推進するため

に、学校図書館 と地域の公共図書館及び

家庭が相互に連携 し、次のことについて
の効果的な取組を明 らかにする。

（1）児童 ・生徒の読書に関する意識や態

度の実態をとらえ、読書習慣や読書

意欲を育てること。

（2）各教科等の学習において、様々な資

料 を目的に応 じて効果的に読む力を

育てること。

年間指導計画の作成

図書館利用を含めた読書

活動年 間指 導計画 を作成

し、各教科等の学習 との関

連を考えながら計画的な指

導を行えるようにした。

図書館 の達 人にな ろう

中学校1年 生が市立図書

館に行 き、資料検索や資料
活用の基礎 について市立図

書館職員の指導 を受けた。

団体貸出 しサー ビスも積

極的に利用 している。

コーナ ーづ く り ・展 示会

学校図書館内の季節 ごとの

装飾や本の入れ替え、おすす
め本のコーナー、課題別 コー

ナーなど担当教諭や学校図書

館補助員とともに環境の整備

に取 り組む。また、新着本展

示会、ペープサー トによるお

話会などのイベン トにも協力

を得ている。

「ぐりぐら通信」の発行

図書ボランティアが、

読み聞かせの実施だけで
なく、通信を発行 してい

る。本の紹介、調べ学習

や観察 を促 す情報 を掲

載、本の世界への入 り口

を広げている。

例 ：五 日市の化石、学校
で観察できる野鳥、あき

る野市の作家 等

ホーム ペー ジの活用

学校 ホームペー ジ

内 に学校 図書館のペ
ー ジを作成

。 その時
々の取組 を紹 介 しな

が ら家庭 に読 書の話

題を届けている。

市立図書館における学校

図書館担当職員の研修会

国立教育政策研究所 よ

り講師 を招 き 「アニマ シ

オン入門講座 」 と題 して

市立図書館職員 と学校図

書館担当者が合同で研修
を行った。

校 内研 究会 に市 立

図 書館 職 員が参 加
アニマシオンによ

る読書指導の授業を

参観 し、意見交換 を

行った。

家 庭 に お け る読 書 時

間の確保

全校で取 り組んでいる
「家庭学習ノー ト」を活

用 し、家庭読書の記録を

書き、家庭か らのコメン

トをもらっている。家庭

に読書の話題が増えた。

成果と課題

○児童 ・生徒の実態に即 した読書活動の取

組計画を立てることができた。

○学校 と公共図書館 とが連携 して読書活動

を推進す る体制をつ くることができた。

●意識調査や講演会の実施 など、保護者 に

対する啓発をさらに推進する。

●系統的に読書活用技能等の育成 を図るた

めの計画 を立てる。

研修の成果

アニマシオンを生かした授業

地域 ・保護者 も参加 し

ての朗読会を開催 した。
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東京都

推進地域名 あきる野市

1推 進地域の概要

（1）地域の概要

本事業で推進協力地域に指定 した旧五 日市

地区の小中学校には、市立図書館の分室が隣

接 して設置されており、学校 と公共図書館の

連携を進めやすい環境にある。また、市教育

委員会は、平成15年 度か ら各校に学校図書

館補助員を配置し、校内の図書担当教諭及び

PTA、 地域のボランティア との連携 を図 り

ながら学校図書館の整備とともに読書活動の

活性化に努めてきた。

さらに、児童 ・生徒の学力向上には読解力

の育成が不可欠 と考え、市教育委員会 として

国語の授業に指導補助員を配置している。推

進協力校の中には、校内研究で読書活動の推

進をテーマとして教科等での実践研修を進め

ている学校もあ り、本事業の取組その研究成

果 を他校に普及す る活動 も進めた。

① 増戸小学校

ア 読書指導の授業展開

「ブ ック トーク」「読 書へ のアニマ シオン」

「読書 を通 しての コ ミュニケー シ ョン」の3

つの柱 を中心 に、各学年年間計画に位 置付 け

て授業 を展開 してい った。

イ 読書環境 の整備

各学級や図書室で、本を揃 えた り掲示物 を

工夫 した りした。また、図書委員会や公 共図

書館 と協力 して、読書活動の推進に努めた。

ウ 読書指導に関す る研修

講師を招いて実技研修 を行った り、分科会

で話 し合って授業研究を行った りした。また、

中学校 と連携 して読書指導に関する話合いを

行った。

② 五 日市小学校

ア 図書 ボランテ ィア （保護者） の活動

図書ボ ランテ ィア による読み聞 かせ を実施

してい る。その際、ペー プサー トや 手作 り紙

芝居等 を活用 し、児童 の興味 ・関心 を高 めた。

（2）推進協力校 の概要 （平成19年5月1日 現在）

継
続
的
な
読

書

の
推
進

「
読
書

マ
ラ

ソ
ン
」

の
取
組

アニマシオンの校内研修と授業の様子
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また、季節に合わせた図書室の装飾、新刊

図書の展示、夏季休業中の図書室開室補助、

本の修理等、学校図書館運営の活性化に大き

な役割を果た している。 さらに 「ぐりぐら通

信」を発行 し、図書館利用や地域の文化的情

報を発信、児童や保護者の啓発に寄与してい

る。

イ 教員の意識高揚を図る研修の充実

図書館利用についての研究授業や講演会

の実施により教員の意識 と技能を高めた。

③ 戸倉小学校

ア 市立図書館分室の利用

1・2年 生が、近くにある五 日市図書

館戸倉分室に出向き、読み聞かせを中心

に読書活動に関する様々な支援を受けて

いる。

また、入学時に全員が市立図書館の貸

出しカー ドを作 り、図書館利用の指導を

受ける。放課後に児童クラブで過 ごす際

にも、戸倉分室の図書を閲覧できるよう

になっている。

イ 読み聞かせの定期的な実施

図書館指導補助員による読み聞かせを

定期的に行っている。本に触れ る機会の

充実と習慣化を図る。

④ 小宮小学校

ア 「スキルタイム」での計画的な指導

朝の15分 間の 「スキルタイム」のう

ち毎週水曜 日を全校読書活動の時間 と

し、年間指導計画に基づいて全校で読書

の習慣化や読解力の向上を図っている。

イ 朗読公演会の実施

民間の朗読研究家の方を招き、児童 ・

保護者を対象に実施 した。家庭でも読書

に対する関心を高めた。

ウ 特設コーナーの充実

図書委員会が児童によるおすすめの本

カー ドを作成 したり、学校図書館補助員

が中心となって様々な特設コーナーを設

上 ：図書ボ ランテ ィア制作紙芝居 「お母 さんの軍道紙」

下 ：新着図書展示会 （9月）

五日市在住の絵本作家による講演会 「絵本の中の五 日市」

図書室夏休み企画

ブック トーク 「あな」
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けた りしている。

エ 読書記録の作成

全校で統一 した読書カー ドを作成 し、

図書の時間やスキルタイムで読んだ本を

記録する取組を継続 している。

⑤ 増戸中学校

ア 読書活動を中心 とした小中連携授業

「読書を通 してのコミュニケーシ ョン

活動」をテーマに 「話 して伝える」活動

を中心とした、小学生への読み聞かせ活

動を実施 した。

例 えば、点字について小学生に教 えな

が ら障害について理解を深める本の紹介

を行った り、職場体験を通 して考えたこ

とを話 した後に生 き方について考えさせ

る本を紹介 したりした。

イ 委員会 ・部活動による読書活動の活性

化

小中合同の委員会活動で、本の紹介や

図書館整備、掲示物の工夫を行い、読書

活動活性化を目指 した。また、中学校読

書部員 とボランティアによる小学校での

読み聞かせ活動を実施 している。

ウ ことばの時間の充実

朝の 「ことばの時間」で、読書活動 と

新聞を用いた学習の充実を図った。

⑥ 五 日市中学校

ア 市立図書館職員による指導協力

五 日市図書館で、毎年1年 生を対象に検

索方法や資料活用についての指導協力 を

得ている。その技能を各教科等における

調べ学習等に生か している。

イ 講師の招聘と読み聞かせ

各学年で講師を招聘 し、プロの読み聞

かせを実施 したことで、読書の大切 さや

感動を味わ うことができた。

ウ 朝読書の継続 と委員会活動の充実

朝読書の継続で読書の習慣がついてき

ている。委員会活動 （栞づくりや本紹介

等）で校内の雰囲気づくりを進めている。

（3）協力機関等

市立五 日市図書館 と分室 （増戸、戸倉、小

宮）が、それぞれの学校の近くにある。主に

次のような取組を行っている。

① 目的に応 じた調べ学習のための知識と技

能の指導協力

② 図書館の環境づ くりについての合同研修

③ 読書指導の校内研究への参加

④ 団体貸出 しによる資料の提供 と案内

⑤ 全員の貸出 しカー ド作成 と読み聞かせの

実施

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果 と課題

成果 としては、各校において読書量の増加、

図書の貸出し冊数の増加が見られた。本 との

出会いを大切にした取組の成果であると考え

られる。そのために、図書ボランティアや市

生徒 による本紹介 「葉 っぱ カー ド」 と朝読書の様子
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立図書館 と連携する体制がつ くられてきた。

また、研修等により、教員の読書に関する意

識や指導技能が高まった。

さらに読書活動の指導に系統性をもたせ、

目的をもたせた読書や感想交流活動の深まり

を図るために、年間指導計画の整備及び保護

者や市立図書館 との一層の連携が課題 となっ

た。

（2）平成19年 度の研究の概要

① 研究のねらい

読書活動推進のための、学校図書館 と

立図書館及び家庭相互の連携

・読書に関する意識や態度の実態をとら

え、読書習慣や読書意欲を育てること

・様々な資料を目的に応 じて効果的に読

力を育てること。

② 取組内容

・読書に関す るアンケー トの実施

・読書活動推進会議の開催

・小中学校が連携 した読書活動

・図書ボランティアによる読書活動推進

・家庭へ読書活動についての啓発

・地域図書館職員による図書資料の検索

や活用法等についての指導協力

③ 主な成果

・読書活動年間指導計画の整備

・読書への関心を高める指導方法の開発

び環境づくりの推進

④ 残 された課題

・計画的系統的な指導の適切な実施

・全市への成果の普及

3実 践研究の内容及び成果

（1）取組の内容と成果

① 多様な読書機会の充実

1（2）で各推進協力校の取組 を示 したと

お り、読み聞かせや交流活動、授業 での読

書指導 を積 み重ねた。

全児童 ・生徒 を対象 に昨年度2月 と今年

度7月 に実施 したアンケー ト調 査では、読

書へ の関心の高ま りが見 られ る。 小学校3

～6年 生 で 「本 を読む こ とが好 き」 と答え

た児童 は、2月 の88．2％ か ら7月 には91．0

％ になった。特 に 「読み聞かせが とても好

き」 な児童が29．2％ か ら38．1％ に伸び てい

る。 中学生 「本 を読む ことが好 き」 とい う

生徒は、71．3％ か ら72．4％ になった。

これ までの多様 な活動 を継続 させ るとと

もに、教員 の指導技能 の向上を図 るため、

地域 の図書館や専 門家 による研修 を実施 し

てい く。

② 保護者や他校種、市立図書館 との連携 に

よる本 を見 る機 会 と手に取 る機 会の充実

ボ ランテ ィアの協力を得 て図書室環境の

整備 を した り、市立図書館 か らの資料提供

によ り利 用図書数 の増加 を図った りして、

身近に本 がある ことが刺激 とな るよ うにす

る。 また、児童 ・生徒 自身 によ る本 の紹介

や 目標 設 定 ・達成 の た めの掲 示物 を工夫

し、 自ら本 を手 に取 る意欲 をもたせ る。

小学校3～6年 生で1か 月間1冊 も読ま

なかった児童 は、2月 に8．9％ だ ったが、

7月 には1，8％ にな った。 中学生 は25．8％

か ら19．6％になった。減少 した とはいえ、

中学生の5人 に1人 が1冊 も読 んでいない

実態を改善す るよ う継続 して取 り組 む。

③ 読 書活動年間指導計画の整備

読書機会 を増や し、資料 と して活用す る

力 もつ けてい くには、 よ り系統立てた指導

が必要であ る。 計画を表 にま とめ ることで

系統性 や実施 時期 の明確化 を図る。
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読書活動年間指導計画例

学校図書館活用と図書館補助員、保護者、地域図書館 との連携に関する年間計画例
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4研 究成果の普及

2月20日 開催の 「あきる野市合同発表会」

において、今年度の研究の概要及び研究指定校

の取組例について、市内の全教員や保護者 ・地

域の方などに発表 した。

また、あきる野市教育委員会研究推進校とし

て指定されている増戸小学校 ・増戸中学校は、

1月23日 に小中連携の視点から研究発表会を

行った。その成果は、年度末発行の 「あきる野

市教育委員会研究紀要」に収録 される。

5読 書活動 を推進するための課題と改善策

読書への関心を高め、 目的に応 じて読む力を

はぐくむための諸機関と連携 した取組を今後も

継続 し、一層の改善を図る。また、年間計画を

適切に実施 してよ りよい ものに練 り上げてい

く。 さらに五 日市地域の取組を全市に普及する

役割を「あきる野市学校図書館活用推進委員会」

が担ってい く。

（資料 ：読書に関する調査について）

子どもの 「活字離れ」が指摘 される昨今、読

書への関心を調べるために質問を設定 した。以

下は、小学校3～6年 生用のアンケー ト項目（一

部要約）である。

〔質 問1〕 本 を読 む ことが好 きですか。

〔質 問2〕 本 を読 んで もらった りお話 を して

も らった りす るこ とが好 きですか。

〔質 問3〕 放課 後や休みの 日の 自由な時間に、

どんな ことを して過 ごす ことが多いですか。

3（1）で述べ た よ うに質 問1に つ いては、小

・中学生 ともに関心 の高 ま りが見 られた。

次に、読書量 を どれだ け自覚 してい るかを調

べ るために、次の質問 を設 けた。

〔質 問4① 〕この1か 月に本 を読 みま したか。

〔質問4② 〕 （読 まなかった理 由）

〔質問4③ 〕 （読んだ冊数）

〔質問4④ 〕 （読んだ本の ジャンル）

〔質問4⑤ 〕 （本の入手経路）

1冊 も読まなかった児童生徒が減少 した。ジ

ャンルでは、図鑑や事典の利用が増えた。入手

経路では図書館から借 りることが増えているこ

とがわかる。

読書習慣などについて調べるため、次の質問

を設定した。

〔質問5〕 家で どれ くらい本 を読み ますか。

〔質問6〕 市立 図書館 に どれ くらい行 きま

す か。

〔質 問7〕 （学校図書館の利用 目的）

〔質 問8〕 （市立図書館 の利用 目的）

家庭や市立図書館で本を読む機会にはあま り

変化が見られない。家庭への啓発を進める必要

がある。

そ して、調べ学習等において図書資料はどれ

だけ活用されているのかを 〔質問9〕 で、紹介

したいほど気に入った本がどれ くらいあるのか

を 〔質問10〕 で調べた。

〔質問9〕 学習 の中で調べ たい こ とがあ る と

き、どの よ うに して調 べる ことが多いです か。

〔質 問10〕 友達 にぜ ひすす めたい と思 う本の

名前 を教 えて くだ さい。

調べたい ことがあ るとき、小 ・中学生 ともに

イ ンターネ ッ トで調べ る児童 生徒 よ りも本 で調

べ る児童 ・生徒 が増加 した。友 達に薦 めたい本

が1冊 もなかった児童 が、2月 に11・1％ だった

のに 、7月 には1．0％ になってい る。 中学生 も

同 じく36．1％ か ら9．1％ に減少 している。 読書

によ る交流活動や多様な読書案内の取組の成 果

と考 え られ る。
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生きる力をは ぐくむ読書活動推進事業 【平成18・19年 度】取組の概要―平成19年 度―

都道府県名 長野県 推進地域名 青木村

取組の概要

＜家庭 ・地域 ＞

・ 地域ボランテ ィアによる読み聞かせ 【小学校】

※1
・ 読書ア ドバイザーによる 「民話の授業」【中学校 】

＜学校 と家庭 ・地域 をつな ぐ取組＞

・ 「青木村への貢献」をテーマに3年 間かけて取 り組んでい る総合的 な学

習の時間やその道のプロを地域講師 として全校生徒が縦割 りで学ぶアイ

※2

リスセ ミナーな ど，豊富な，生徒 が直接，地域 とかかわる経験が，読書

と社会生活の関係 を作 ることにつながっている。【中学校】

＜小学校 ＞

・ 国語の教科書教材 における 「読む こと」の

学習の単元で 「テーマ読み」を取 り上げ，

身に付 ける力 を明確 に して 日常の読書活

動につなげている。

※3

・ 学校図書館司書，教職員，兄弟学級の児童

同士な ど多様 な読み聞かせの場 を設定 し，

「聞 く力」「読む力」の向上 を図ってきた。

＜中学校 ＞

・ 国語の授業の中で 「教材 の良さをとら

えて表現す る」「字数制限を設定 し，

要点を とらえて表現す る」「事実，根

拠，考えの違いを意識 して表現す る」

場面を意図的に設定 してきた。
・ お勧 め本 リス トの 「60字 コメン ト」

を全校生徒が書き，大賞お よび優秀賞

を表彰 した。

※1教 職経験 を生 か し，小 中学校

で読書 に関す るア ドバ イ ス をす

る。村で1名 ，年14回 依頼。

※2地 域講師 を招聘 し，全校で取

り組む総合的な学習の時間。

※31年 と6年 ，2年 と5年 ，3年

と4年 がペ アになって活動。

読書の基礎 とな る力の向上
～読 む力，書 く力，聞 く力～

生きる力としての読書力 （読書意欲
・読書力 ・読書習慣）の育成

読書習慣の定着

読書時間の確保

読書意欲の喚起
～読書環境の整備 ・充実～

＜学校の取組 ＞

・ 朝読書 （10分）の実施 （【小】週2回 【中】

週4回 ）【中】読書旬間中は15分 に延長

＜家庭 ・地域の取組 ＞

・ ノーテ レビキャンペー ンの実施 【教育委

員会 ・社会教育委員会】

〈学校 と家庭 ・地域 をつなぐ取組 〉

・ チ ャレンジ読み聞かせ （親が子に，子が

親に読み聞かせ をす る）【小学校】

＜学校 ＞

・ 魅力 ある図書館づ くり

鮮度のいい図書館 ・使 える図書館へ
・ 読書意欲を喚起す る環境づ く り

ブックウォークの取組 【小】放送による朗読 【中】

＜家庭 ・地域の取組 ＞

・ 図書館フェスタ 【村図書館】

・ 大学生による読み聞かせな ど 【民間】

＜学校 と家庭 ・地域 をつな ぐ取組 ＞

・ お勧 め本 リス トの作成 ・発信 【中学校 】
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長野県

推進地域名 青木村

1推 進地域の概要

（1）地域の概要

本村には公立保育園，小学校，中学校が各1

校あり，いずれ も小規模である。また，近接

した場所に村立図書館があり，村民の読書活

動の拠点として関係諸団体との連携を図 りな

がら読書活動を推進 している。

小中学校では朝読書を実施 したり，教師や

ボランティア等による読み聞かせを実施 した

りして，生活の中に読書と図書館が位置付く

ことを目指 している。また，春秋2回 の読書

旬間には，小中学校及び村立図書館で連携 し

た取組を実施 し，村立図書館においても読み

聞かせ会や読書活動の推進のための様々な行

事を開催するなど，地域に読書習慣が定着す

るための取組を実施 している。

（2）推進協力校の概要（平成19年5月1日 現在）

① 青木小学校

学校図書館司書が配置され，学校図書館

の蔵書数11，677冊 と読書環境には恵まれて

いる。近 くに村の図書館があり，学びの場

として利活用が図られている。

② 青木中学校

毎朝8時15分 から8時25分 までの10分

間 「朝の読書」を実施，読書旬間中は15分

間に延長 し，年間で150時 間弱の読書時間

を確保 している。図書館には10，000冊 弱の

蔵書があ り，学校図書館司書も配置す るな

ど読書環境には恵まれている。

（3）協力機関等

子 どもたちの生涯にわたっての読書習慣を

村全体で形成するため，学校，家庭，地域社

会が連携 した取組ができるよう青木村読書活

動推進委員会 を設置 し，読書ア ドバイザーの

導入，村の読書ボランティアによる保育所，

学校，地域での読み聞かせの推進，公立図書

館を拠点とした読書イベ ン トによる連携の推

進，村の広報，有線放送等により，地域，家

庭へ読書の重要性について啓発 を図っている。

○ 推進体制の概要

小中学校担当者，社会教育委員，民間ボラ

ンティア，PTA代 表などで構成 され る 「青

木村読書活動推進委員会」を組織 し，推薦図

書の選定や各種団体 との連携 ・調整を図って

いる。

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果 と課題

① 読書習慣の定着 ・読書時間の確保の取組

・ 小中学校で年間を通 じて取 り組んだ朝

読書によって，児童生徒が集中 して読書

に取 り組んだ り，読む本の質が向上する

など読書に関する関心 ・意欲が高まった。

・ ノーテ レビキャンペーンや小学校のチ

ャレンジ読み聞かせの活動によって家庭

で読書に親 しむ雰囲気が高まった。

② 読書環境の整備 ・充実に関する取組

・ 読書ア ドバイザーの助言によ り，児童

生徒の読書経験が，学校生活や社会生活

とつながるよ うになった。また，読書活

動推進協議会の実施により，村立図書館

の事業への参加者の増加や地域の方が気

軽に学校で読み聞かせをするなど，それ
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それ の連携 が しやす くなった。

・ 中学校で行 った 「お勧 め本 リス ト作 り」

が反 響 を呼 び，村 内に読書 にかかわ るコ

ミュニケー シ ョンの輪が生 まれ始めた。

③ 児童生徒 の読書力 の向上 に関す る取組

・ 読書生活調査 か らは 「読むのが遅い」「集

中で きない」 な ど，児童 生徒 の読書力の

向上 が課題 であるこ とが分 かった。

（2）平成19年 度 の研 究の概 要

◎ 児童生徒の読書生活に関する調査の実施

小中学校で生徒の読書量，読書生活の問題点

について調査 （5～6月）昨年度調査 との比較

調査結果 に基づ き①～③ の課題 を設定。昨年

度 の反省か ら，本年度は② 「読書力 の向上」を

重 点に取 り組んだ。

3つ の課題に，学校 と地域 ・家庭がそれぞれ

で取 り組み，両者 の橋渡 しをす る “仕掛け” を

講 じて きた。

① 児童生徒の読書習慣の定着，時間の確保に係る取組

朝読書の定着，教師や保護者が本をともに

読む姿勢を見せ る取組

② 児童生徒の読書力の向上に係る取組

児童の 「聞 く，書 く，読 む」力をつ ける取

組 ：国語の授業研究 ・多様 な読み聞かせ活動

（青木 小）本の推薦 コメン トを書 く ・読書ア

ドバ イザ ーによる読み 聞かせ会実施 （青木 中）

③ 読書環境の整備に係る取組

本の話題があふれ る学校づ くり，魅力ある

図書館づ くり，読書の楽 しさを知る村づくり

3研 究の内容及び成果

（1）具体的な取組の内容

◎ 児童生徒の読書量，読書生活に関する調

査を，小中学校でそれぞれ5～6月 に実施 し

た。（調査結果の概要については資料参照）

① 読書習慣の定着 ・時間の確保の取組

＜学校 ＞

・ 小学校は週2回 （月 ・木）
，中学校は水

曜 日を除 く毎 日10分 間の朝読書を，年間

を通 じて位置付けた。

・ 中学校では，春秋の読書旬間中は5分

延長 して15分 間実施。年間にすると150

時間弱 の読 書時間の確保 がで きた。 中学

校では，“時間 どお り開始す るこ と，静か

に集 中す るこ と，全教師 が ともに読 む こ

と”を共通理解 して指導に あた った。

＜家庭 ・地域 ＞

・ 教育委員会 ・社 会教育委員 が 中心 とな

って 「テ レビを見 ないで○ ○ （外 遊び，

読書，家庭学習）」 とい うキャンペー ンを

実施 した。

＜学校 と家庭 ・地域 をつ な ぐ取組 ＞

・ 小学校 で，読書旬 間中に 「チ ャ レンジ

読書 （すべ ての家庭で，親 子が読み 聞か

せ を しあい ，読 書 記録 を残 してい く活

動）」に挑戦 した。それぞれの家庭 で，親

が子 どもに，子 どもが親 に と読 み聞かせ

を楽 しんだ。

② 児童 ・生徒の読書力の向上に係 る取組

＜学校 ＞

・ 小学校 では，国語の読む ことの学習で，

日常 の読書活動 につな げるためのテーマ

読みを取 り上 げ，継続 して実践 している。

・ 小学校 では，図書館 司書 ，教職 員，児

童 図書委員，読書 ボラ ンテ ィア，兄弟学

級 同士な ど多様 な読み 聞かせ の場 を設け

「聞 く」 「読む」力 の向上 を図って きた。

・ 中学校 では，国語 の授 業で 「字数制 限

を設 け，要点を とらえて表現す る」 「教科

書教材 の表現 の良 さを と らえる」 「考 え，

事実，根拠 の違 いを意識 して表 現す る」

な ど読書力の基礎 とな る力の 育成 に取 り

組 んできた。

・ 中学校 では 「お勧 め本 リス ト07」 を

作成。 「いかにそ の本の良 さを伝 えるか」

が問われ る60字 コメ ン トを全校生徒 に書

かせて，大賞 を表彰す る取組 を実施 した。

＜家庭 ・地域 ＞

・ 地域の外部講師や読 み聞かせ ボラ ンテ

ィアが小 中学校 に入 り，「読み聞かせ」（小

学校） 「民話の授 業」 （中学校 ） な どを実
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施，講 師が直接 ，児童 生徒 とかか わる こ

とを通 して 「聞 く」 「話す」力をつけ るき

っか けづ く りを行 った。

＜学校と家庭 ・地域をつなぐ取組＞

・ 中学校で，「青木村への貢献」をテーマ

に3年 間かけて取 り組んでいる総合的な

学習の時間や，その道のプロを学校に招

いて講座ごとに地域の自然や文化を学ぶ

総合的な学習の時間 （アイリスセ ミナー）

を通 じて，生徒は直接，地域の大人とか

かわる豊富な経験から，地域への愛着心

や誇 り，人への礼節や信頼感などを身に

付け，それ を読書生活に反映するエネル

ギーを得ていると言えよう。

③ 読書環境の整備 ・充実

＜学校 ＞

・ 小学校 で は，読書量や読書 の質 の向上

の 目標設 定のための取組 「読書 りん ごの

木 ，読書登 山」 「ブ ックウォー ク」，職員

や学校 図書館 司書に よる推薦 図書紹介 ，

児童会 図書委員会 に よる推薦 図書紹介 な

どを実施 してい る。

・ 中学校 では，毎月の タイム リー な図書

館 だ よ りの発行 ，月毎 の新刊紹介 コーナ

ーや レイア ウ トの工夫，映画会や 昼の放

送で の朗読，本の紹介 ポスターの掲示な

ど，児 童生徒 の興味関 心 と読書 をつ な ぐ

取組 を行 ってい る。

・ 中学校で は 「鮮度 の いい図書館へ～使

えない10，000冊 よ りも使 え る5，000冊 」

「学力 を高め る図書館 へ」 な ど，思い切

った本 の廃棄 と生徒 に とって必要 な図書

の選定 ，分類 の工夫 に力 を注 ぎ，魅 力あ

る図書館 づ く りを 目指 して きた。

＜家庭 ・地域 ＞

・ 小， 中学校 と併せ て実施 してい る春秋

の村 の読書旬 間中，村 立図書館 が主催 し

て図書館 フェスタ，赤 ちゃんや 小学生 の

ための読み聞 かせ 会な どを実施 してい る。

・ 信州 大学 な ど近 隣 の大学 の学生が積極

的に村 に入 り 「読み聞かせ」「ペー プサー

ト」な どの活動 を行 ってい る。

＜学校 と家庭 ・地域 をつな ぐ取組 ＞

・ 中学校 で，生徒 ・保護者 ・教職 員 ・地

域 の方 々に，学校 ホー ムペ ージや 学校便

りで 「中学生 に勧 め る本 とその推 薦理 由

（コメ ン ト）」を依頼 した。生徒会図書委

員が，集 まった120冊 以上の本について，

結果 を一 覧表 「お勧 め本 リス ト07」 にま

とめ，発信 した。

（2）成果

① 学校にお ける取組 の成果

小学校 では，児童 の読書活動 に変化が見

られた。 同 じ作者や テーマ の本 を何 冊か続

けて読んだ り，読 書カー ドに 「作者の意図，

共通点」 な どを書 き込む児童の姿 が見 られ

た。 また， 兄弟 学級 への読み聞 かせ の活動

が，思 うよ うにいか ない ことか ら 「読 み聞

かせ 方を工夫 した り，読 み方 の練習 を した

り，相 手が喜 んで くれ そ うな本 を探す」児

「齊藤隆介さんのお話をみんなに聞

いてもらおう」の授業風景 （青木小）

全校での兄弟学級への読み聞かせ

（青木小）

村
読
書
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

稲
垣
先
生

の
民
話
の
授

業
（青
木
中
）

民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
に
よ

る
読
み
聞
か
せ
会
（
村
立
図
書

館
）
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童 の姿が見 られ た。

小，中学校 の朝読 書 につ いて も，生徒が

落 ち着 いて取 り組む姿が多 くな り，朝の10

分 間は本 をめ くる音 だ けがす る静寂が続 く

よ うになった。 中学校 での 「お勧 め本 リス

ト」 の作成 では，昨年 に比べ，制 限 され た

字数内 で的確 に 「推薦 した本の魅力」 を伝

えてい るコメン トが増 えた。

中学校 にお ける平成18・19年 度の読書生

活に関す る調査結果 を，比較 してみ る と 「5

月1ヶ 月間の読書冊数 」で言 えば 「0～2冊

とい う生徒が減少 し，6冊 以 上 とい う生徒 が

倍増 してい る」 また 「読書が好 きか，嫌 い

か」 につ いては “嫌 い” と答 えた生徒 が半

分に減ってい る。 さ らに 「家 で本 を読むか」

について も読 まない生徒 が減少 している。

以上の結果か らも，生徒 の読書 に対す る

興味 ・関心 ・意欲が， この2年 間で確実 に

向上 してい ることが分か る。

② 家庭 ・地域 にお ける取組の成果

小学校 での 「親子 チ ャレンジ読書 」では，

保護者 か らの感 想 を読 書カー ドに書 いて も

らった。 カー ドか らは 「一段落 ご と，一頁

ごとと決 めて交替で読み ま した。絵本 とは

違 った感覚で楽 しめま した。子 どもの時間，

こ うい う取 り方 もで きるんだ と，嬉 しい時

間で した。」 「読 み出 した ら止 ま らない くら

い （読書 に）熱 中 してい ます。 その姿を見

て，私 も久 しぶ りに読書 を しま した。 静か

で充実 した時間 を過 ごす こ とができ，よか

ったです。」な ど，多 くの家庭 で，親子が充

実 した時間 を共有で きた様 子が うかが える。

「テ レビを見 ないで ○○○」のモニ ター

家庭 の取組 も好感 を持 って受 け止 め られ，

村 内に もテ レビを消 して，空いた時間 に親

子 で読書 を楽 しむ 家庭が少 しず つ現れ始め

てい る。 また，読書活 動推進委員会 が行 わ

れた こ とでお互 いの連 携が しやす くな り，

民間の読み 聞かせ ボ ランテ ィアの方や読書

ア ドバイザーが小中学校の授業で，気軽に

読み聞かせやペープサー トをしてくだ さる

ような機会が増えた。

4研 究成果の普及

村の読書活動推進会議で，活動の紹介を行い，

小，中学校の取組を理解 していただ くとともに，

読書ア ドバイザーから今後につながる示唆をい

ただ くことができた。

＜その他の普及啓発の取組＞

○ 「学校図書館運営 ・読書活動に関する実践

事例集」（第一法規）に取組を紹介 （青木中）

○ 長野県教育委員会事務局発行指導時報 「共

育クローバープランの実践」に取組を紹介

（青木小，中）

○ 信濃毎 日新聞 （8／27付教育面）「学校図書

館の現状～地域 ぐるみで読書推進」に，図

書委員会の活動を紹介 （青木 中）

〇 本事業に関する研究授業を公開 （青木小）

5読 書活動を推進するための課題 と改善策

（1）児童生徒の 「読書力」の向上を図 る必要が

ある。 日常の教科学習 と読書をどのよ うにつ

ないでいくか，今回の小学校の授業研究の成

果をさらに深め，日常化するとともに，読書

活動に関する小中の連携の在 り方についても

検討 していく必要がある。

（2）読書生活の実態調査は，児童生徒だけでな

く，教職員 ・保護者 ・地域の方々にも実施 し，

大人の読書生活に関する課題を明確にしてい

く必要がある。村の図書館を中心 とした地域

ぐるみの読書活動啓発の取組を積極的に仕掛

けることが， さらに，子どもたちが進んで読

書に取 り組む地域にす るための大きな一歩 と

な るだろ う。

「コメン ト大

賞 決 定 」

（青木 中）
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資料1： 読書に関する調査結果

青木村立青木小学校

平成19年 度 読書実態調査結果

実施 平成19年6月

対象 全校生徒262名

①1週 間に何冊読んだか

【考察①】

7冊 以上は低学年に多い。高学年は，2～

4冊 くらいが多い。これは，数 日かけない と

読めない，比較的厚い本を借 りて読んでいる

ことによると考え られ る。

② 読書が好きか嫌いか

【考察②】

あま り好 きではない理 由としては， 「読書

よ り他の ことが楽 しい」が一番多く，次に「面

倒 くさい」「本 を読むのに時間がかかる」「読

みたい本が見つか らない」 と続いてい る。

③ どんな本が好きか

【考察③】
一見ジャンル に偏 りがないよ うに見える

が，一人一人を見る と好 きなジャンル に偏 り

が見 られ る。いろいろなジャンルを読めるよ

うに してい くことが課題である。

④ どのようにして本を選ぶか （4～6年 対象）

4年 生は 「何 とな く」「面白そ うな もの

を題名 で選ぶ」 「前に読んで面 白そ うだっ

たから」等が多かった。少数意見 としては

「ラベルで選ぶ」「好 きなシ リーズや作者

で選ぶ」 「今までに読んだことがない本」

とい うものがあった。

5年 生は 「友達 のお薦めの本」 「中身を

見て」「表紙を見て」「あ らす じを見て」と

い う意見が多い。少数意見 としては 「シ リ
ーズや作者で選ぶ」 とい うものもあった

。

6年 生は 「内容 を少 し読んでか ら面 白そ

うなもの」 「自分 の好 きなジャンルか ら興

味のあるもの」 「シ リーズや作者で選ぶ」

が多い。少数意見 として 「自分が今，興味

を持 ってい ることや調べ てい ることに関

連 した本」 「目次を見て面白そ うなもの」

な どもあった。

1週間に読んだ冊数

読書が好きか

好きな本の種類
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資料2： 読書 に関する調査結果の比較

青木村立青木中学校

平成18年 度 読書実態調査結果

実施 平成18年5月 対象 全校生徒113名

平成19年 度 読書実態調査結果

実施 平成19年6月 対象 全校生徒113名

①5月1か 月に本を何冊読んだか

【考察① 】

平均は，1年 生8．4冊 ，2，3年 は3～4冊 で

ある。1年 生が多かったのは，昨年 より部活

の正式入部時期 が遅か った ことが考え られ

る。平成18年 度 には，13名 いた0冊 の生徒

が2名 となった。また，6冊 以上読んでいる

生徒 も18％ か ら31％ と倍増 している。全般

的 に，生徒の読書量は増加 してい る。

② 読書が好きか嫌いか

【考察② 】

「好 き ・ふつ う」 の生徒 を合 わせ ると9

5％ を超える。また，嫌い と答えた生徒が半

分 に減った。

③ 家でも本を読むか

【考察③ 】

家で全 く本 を読 まない生徒 の割合は，28％

か ら19％ と減少 した。質問②の 「嫌い」 と

答 えた生徒 の割合 よ りも 「家で本 を読まな

い」と答 えた生徒の割合が多いことから，読

書は嫌いではないが，家で読む機会がない と

い うことであろう。

④ 読書生活で困ること

【考察④】

やは り，最大の問題点は，本を読んだ り，

図書館や本屋 に行った りす る時間がない こ

とである。次いで，本を選ぶ力や読む力 の問

題 となっている。部活 ・勉強 ・テ レビ ・メー

ル ・ゲームなど中学生の生活は忙 しい。限 ら

れた時間の中で，彼 らにとっての読書の優先

順位 を上げるための取組 を，真剣 に考える必

要があ りそ うだ。

5月 の読書冊数

読書が好きか嫌いか

家で本を読むか

読書生活の問題点
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滋賀県 近江八幡市
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平成18・19年 度 生きる力をは ぐくむ読書活動推進事業研究成果報告書

生 きる力をは ぐくむ読書活 動推進事 業 【平成18・19年 度】取組の概要 ―平成19年 度 ―

都道府県名 滋賀県 推進地域名 近江八幡市

取 組 の 概 要

1地 域の取組

＊市立図書館 の取組
・絵本 ふれ あい事 業

4か 月健診 の際に，図書館 司書や読書ボ ランテ ィアが保護者 と乳児への1対1読 み聞かせ を

行 な う絵本ふれ あい事 業を実施。保健セ ンターのブ ックス ター ト事業 との連携 を図 る。
・作家 に よる講演会 ，「私 の とってお きの1冊 展」な ど記念行事の取組
・子 ども読書活動推進計 画に沿った取組

・来館率 の低 い学校へ の出前貸 出 （3小 学校 区）

＊保健セ ンター （健康推進課） の取組
・今年度か らブ ックスター ト事業 を開始。 市立図書館 との連携。

＊教育委員会の取組
・「早寝，早起 き，あさ （あい さつ）， し （食事）， ど （読書）， う （運動）」 をス ローガ ンに

各校 園で取組 を展開
・読書ア ンケー トの実施

・市立図書館 と各小中学校の司書教諭及び図書館教育主任 による協議会の開催

・推進校 における授 業公 開

＊推進協議会
・それ ぞれ の取組 の評価 と全体の流れ についての検討

2推 進校の取組

＊沖 島小学校
・研究授業 で， 「アニマ シオン」や 「ブ ック トー ク」等の実践の積 み重ね
・日常活動の充実 …朝 の10分 間読書，水曜 朝の群読 ，チャ レンジタイ ム （詩等 の暗唱）
・朗読会…年3回 ，地域 の方 を招いて開催
・読書貯金箱 の取組

・色分 け した読書カー ドの作成な ど学校 図書館 の運 営の工夫

＊八幡中学校
・日常活動の継 続…教員 も一緒に朝読書に向か う取組 ，教科等 の授業での学校図書館 活用
・近江八幡市外国語指導教員 （OLT・Omihachiman Language Teacher） に よる全学年への英語に

よる読み聞かせ
・夏季休業 中の全教員 に よる学校 図書館の整備 と研修

・学校 図書館 教育年 間指導計画の修正

・学校 図書館 ボ ランテ ィアの導入

＊八幡東 中学校

・日常活動 の継続 …朝 の10分 間読書 （1，2年 生）
・教員 による二人 ブ ック トーク…年2回 全学級 に実施

・学校図書館 ボランテ ィアの活用

・学校図書館だ よ りの発行

＊八幡工業高等学校
・平成18年 度 に策定 した 「学校での読書活動推進計画 」に基づ き読書活動 を実施

・近江八幡おはな し研 究会 との連携

・全校 一斉 読書の取組 …年3回1時 間を設定，担任外 の教職員 も参加
・授 業での学校図書館 の活用…課題研究や実習 レポー ト等への支援，各種検 定試験へ の資料提供
・地域等 へのかかわ り…学校 のホームペー ジで，学校図書館ニ ュースを発信
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平成18・19年 度生 きる力 をは ぐくむ読書活動推進 事業研究成 果報告書

滋賀県

推進地域名 近江八幡市

1推 進地域の概要

（1）地域の概要

市内には，8幼 稚園 ・10小学校 ・3中 学

校 ・3県 立高等学校 ・1県 立特別支援学校と

幼稚園か ら高校までを含む私立学校が1校 あ

る。従来か ら，市立図書館 と学校あるいは近

江八幡おはなし研究会と学校 との連携はあっ

たものの，立地条件や学校の実情等の理由に

より学校間の交流が進みにくく，取組に差が

あるのが現状である。

公立学校においては，高等学校以外に司書

が配置されていないため，各小中学校におい

ては司書教諭または図書館教育主任が学級担

任をしなが ら学校図書館の運営を行っている

中で，思 うように実践が しきれないことに，

それぞれが悩みを抱えている。

前教育長の方針で基本的生活習慣の定着 と

ともに読書の大切さを重視 した取組を進め，

公立の各学校園においては，今までよりも積

極的に読書活動に取り組むようになってきて

いる。

ただ，家庭における読書についてはかなり

ばらつきがあり，推進するに当た り難 しさが

ある。そ ういう意味でも，家庭や地域への働

きかけが必要である。

（2）推進協力校の概要 （平成19年5月1日現在）

① 沖島小学校

琵琶湖最大の島である沖島にある小学校

で，地域における学校の役割は大きい。夏

季休業中は地域住民に学校図書館を開放 し

ている。

児童数 は年 々減少 し，今年度は8名 である

が ，児 童 の実態 に応 じたき め細 か な教 育が

展開 されてい る。 中で も， 「沖島太 鼓」は小

学校 の伝 統的 な取組 の一つ で ある。 沖島や

沖島小学 校 の児 童， 沖島太鼓 を題材 に した

絵 本 「ぎん のなみお どる」 は，児童 に とっ

て心の宝物 になってい る。

また，地理的

に市立図書館へ

行 くことが難 し

いため，学校 に

お ける読書活動

が子 どもたちに

とって大きな

意味を もつ。

平成19年 度 は，授 業にアニマ シオ ン等 を

取 り入れ ，授 業実践を積 み重ねてい る。

② 八幡 中学校

平成18年 度 か ら全校 一斉 朝読 書に取 り組

んでい る。教員が一緒 に教 室で読 書 を した

り，司書教諭が積極的 に働 きかけた りす る

ことで，読書活動の定着度 を高 める ことが

で きてい る。

年度初 めに，学習情報セ ンター としての

学校 図書館 の利用 について各担任が授業 を

行 い，教科等 の学 習で活 用で きるよ うに生

徒へ の意識化 を図っている。

学校図書館 は常時 開放 され てお り，使 い

たい ときに使 える 「開かれ た図書館 」 とい

う状況が教員の努力 によ り見 られ るよ うに

なって きてい る。 学校図書館 ボランテ ィア

も運営に参画 してい る。

平成19年 度 は，近江八幡市外 国語指導教

員 （OLT：Omihachiman Language Teacher） を

活用 して，英語 に よる読み 聞かせ を各 学級

で行 ってい る。

③ 八幡東 中学校

市内でい ち早 く市立図書館 との連携 を始

めた学校で ある。朝の10分 間読書 につ いて

（沖島太鼓とともに発表した大型紙芝居）
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は，1年 生 と2年 生が取 り組んでいるが，

小，中学校での継続 した取組か ら，平成18

年度より，集中 して読書する姿が見られ，

活動が充実 している。

市立図書館司書によるブック トークのほ

かに，学校図書館担当者 と有志教員で学年

ごとにテーマを決め，全クラスへブック ト

ークに出向く取組を実施 している
。

図書委員会の活動も活発で，大型絵本等

の作成の中心となっている。

1年 生には，学校図書館の利用や図書の

活用についてガイダンスを担任が行ってい

る。また，家庭での読書を意識 してもらう

ために，入学式の後，保護者に読書の大切

さについて話をしたり，学校図書館だより

等も発行 している。

④ 八幡工業高等学校

推進校の中で唯一司書が配置されている

学校で，司書を中心に学校図書館が運営 さ

れている。

工業高校 という特徴から，学校図書館の

蔵 書内容 も専門

的 な も の が 多

く，教科学習の

中で活発に利用

されている。学

校図書館経営も

小 ・中学校 とは

違い，資料活用能力 を高 める上で参考 にな

る ところが多い。

ただ，読書意識ア ンケー トか ら，授 業以

外 の利 用 とな ると利 用生徒が限 られている

傾 向があ り，そのため，全学年でおはな し

会 を実施す るな ど，読書の楽 しさを伝 えて

い く取組 を している。

また，全教職員 の共通理解 のも と，平成

19年 度か ら年3回 ，1時 間枠で全校一斉 読

書に取 り組 んでい る。

（3）協力機 関等

① 近江八幡市立図書館 ・保健セ ンター

公 立図書館 として，各幼稚園 ，小学校，

中学校 との連携 を積極的 に考 え，様 々な取

組 を展 開 してい る。また，平成19年 度か ら

保健セ ンターで，乳児か ら家庭での読書活

動 を推進す るためにブ ックス ター ト事業を

開始 し，保健 セ ンターで実施 してい る4か

月検診の際の，1対1の 読 み聞かせ と合 わ

せ実施 している。

図書館 に近 い校 区は利用者数 も多いが，

遠方の学校の子

どもたちは利用

が少ない現状が

あることか ら，

平成18年 度か ら

出前貸出を始めた。

学校への団体貸出も少 しずつ利用が増え

ているが，そのシステムがまだ教員に広く

活用 されていないことや，小学校高学年か

らの利用者数が少ないこと等が，課題 とな

っている。

② 近江八幡おはなし研究会，読書ボランティア

幼稚園，小学校 との継続的な連携のほか

に，平成19年 度 も前年度に引き続き，八幡

工業高校でも読み聞かせを実施 した。活発

な活動を展開 し，学校等への選書のア ドバ

イスも行っている。

また，市立図書館で定期的に開催 してい

るおはな し会を担当し，多 くの子 どもたち

が参加 している。中には，小学生のときか

らずっと参加 し続けている中学生もいる。

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果 と課題

① 成果

・継続的な取組により，児童生徒の読書量

は増えている。沖島小学校では，朝読書

により，読書冊数が多い児童は年間132冊 ，

少ない児童でも106冊 にのぼる。読書傾向

（高校司書による図書館経営に学ぶ）

（私のブックトーク展）
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の偏 りはあ るが，授業 を通 して じっ く り

読ませ た り， クイ ズや ゲーム を取 り入れ

た りす るな ど， 取組 を工夫す るこ とで，

広 い ジャンルの本 に親 しませ るこ とがで

きた。

・ 保 健セ ン ター と市立図書館 の連携 に よ

る4か 月健診の際に，乳児 とその保護者

に1対1で 読み聞かせ を実施 した ところ，

市立図書館 で開催 している0・1・2歳 児

対象 の読 み聞かせ の会へ の参加が，そ の

前年 の815名 か ら，1，001名に増加 した。 子

育 てが始 まったばか りの保護者に， 「子 ど

もが本 に触れ る」 こ との大切 さを示 す貴

重 な機会 とな ってい る。

また，読み聞かせのあ と，市立図書館

へ来て本 の選 定について図書館 司書 に相

談 し，子 どもに読み聞かせ を続 ける保護

者 がい ることも，この事業の成果 であ る。

・ 本事業 によ り，今 まで交流が少なか っ

た小学校 ，中学校，高等学校が連携 を図

り，それぞれの取組 を交流 してい く中で，

発達の連続性 と共通性 とい う点で互 いの

読書活動 を見直す ことができた。

② 課題

・ ア ンケー トを実施す る と， 「家庭 での読

書 時間が ほ とん どない。」 と回答 した子 ど

もが，年齢 の低い段階か らか な り多い こと

か ら，改 めて学校での読書活動が大 きな意

味 を持ってい ることが明 らかになった。何

を読んでい るのか，何を読ませ たいのか，

また，授 業で どの よ うに取 り組むか な ど，

教員 が 目的意識 を しっか り持 って読書活動

を展 開 してい く。

・ 地域へ の広が りを図 るた めにも，推進校

以外へ の発信 を してい く。

・ 小学校， 中学校，高等学校が推 進校 とな

ってい ることを利 点 に，連続性 に視 点をお

いて研 究 を深めてい く。

（2）平成19年 度の研 究の概 要

① 研究の内容

・ 関係機関と連携 し，読書指導や読書活動

の充実について協議 し，実践研究を重ねて，

効果的な読書活動について検証する。

・ 読書に関する現状調査，読書についての

意識調査，市立図書館や保健センターでの

アンケー ト調査を実施 し，今後の取組の方

向性を探る。

・ 教員研修会や授業研究会を開催す る。

② 研究の成果

・ 高校でも全校一斉読書ができ
，教員の意

識に変容が見られた。

・ 推進校における取組が浸透 し
，授業研究

会が開催でき，継続 してきた朝読書の様子

にも変化が見られるよ うになってきた。

・ 児童生徒，教員，保護者の，読書に対す

る意識を把握することができた。

③ 今後の課題

・ 読書活動の指導計画を見直 し，学校間で

その交流をす ることで，教育課程にしっか

り位置付けたい。

3実 践研究の内容及び成果

（1）具体的な取組の内容

① 沖島小学校において

常時活動として，朝の10分 間読書，週1

回全校で 「詩」の群読，月2回 教科書教材

や 詩 を選 ん で音

読 （暗 唱 ） を実

施 した。その他，

学期 に一度 保護

者や祖 父母 ， 地

域の 方 を招 待 し

て朗読会を実施 し

ている。

校内研究会でも，読書活動の授業に取 り

組み，研究を重ねてきた。

高学年が低学年に本を読み聞かせ る姿が

自然にできるようになってきている。

（沖島小朗読会）
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読書の内容の幅を広げるために，分類別

に色分けをするなど読書カー ドを工夫 して

いる。

② 八幡中学校において

昨年度に引き続 き，登校時刻を早め10分

間の全校一斉朝読書に取 り組んでいる。

常時学校図書館が開放 されているので，

従来か ら社会科や理科，総合的な学習の時

間等，授業で利用することが多い。

近年，1年 生の総合的な学習の時間に，

今後学校図書館 を利用するに当たっての利

用の仕方や，資料の探 し方をスキル的に学

習する時間をとっている。 このことも，教

科学習における学校図書館利用の多さにつ

ながっている。

③ 八幡東中学校において

朝の10分 間読書には1年 生 と2年 生が取

り組んでいる。1年 生は，小学校でも取 り

組んでいたこともあ り，すぐに定着 した。

また，市立図書館司書のブック トークの

ほかに，図書館教育担当者4名 に加え，有

志の教員で全クラスでブック トークを実施

している。

技術 ・家庭科 （家庭分野）の保育実習で

活用することを目的に大型紙芝居を作成 し

ている。図書委員会がきっかけを作 り，学

年全体で リレー式に紙芝居 を作成すること

で，本に向き合 う機会となっている。各学

年で取 り組んでいるので，年に3部 の作品

ができることになる。

④ 八幡工業高等学校において

平成19年 度か ら全校一斉読書に取 り組ん

でいる。 「工業高校で全校一斉読書の必要

性があるか。」 とい う論議を重ねたが，や

ってみて 「高校でもできる。」「やったらで

きる。」 というように教員の意識が変わっ

てきている。

近江八幡おはなし研究会の協力で絵本の

読み聞かせを実施 し，保育実習に活用でき

るよ うに してい る。 この時期 に再度 「絵本

と出会 い直 し」 を し，小 さな子 どもとの触

れ 合 い を 通 し

て，親 に な った

ときに本 の楽 し

さを 自分 の 子 ど

もに伝 えて くれ

るこ とも期 待 し

たい。

⑤ 市立図書館において

平成19年度 も小学校4年 生以上を対象に

ブック トークを実施 している。また，利用

率の低い小学校へ本を持って出向き，小学

校で図書館の本を貸 し出 しする配送サー ビ

スを行っている。

保健センターで平成19年 度から 「ブック

スター ト事業」が始ま り，前年度までの4

か月検診の際に乳児と保護者に1対1で 絵

本の読み聞かせを行 う「絵本ふれあい事業」

と タ イ ア ッ

プ している。

講 座 を 設

け て 絵 本 サ

ポ ー タ ー を

養成 し，

更に充実を図 りたいと考えている。

⑥ 教育委員会

推進校の児童生徒，保護者，教員を対象

に，読書についての意識調査を実施 した。

また，市立図書館と公立小中学校の司書教

諭及び図書館教育主任 との協議会を開催

し，各校における取組や課題等を共有 した。

（2）成果等

推進校での継続的な取組により，平成18年

度 よりも読書活動の内容に深ま りが見 られ，

充実してきている。特に，高等学校での全校

一斉読書の取組は
，教員の意識が変わったと

いう点において成果の一つに挙げられる。

推進校における日常的な読書の取組は，児

（高校でのおはなし会）

（10周年記念行事：私の大切な一冊展）
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童生徒に読書を定着することにつなが り，「日

常生活の一部」になってきている。朝読書も

毎日取 り組むことで成果が得 られることが，

推進校の取組から見えてくる。

市立図書館の司書によるこの事業への積極

的な働きかけも，効を奏 している。教員 とは

違った視点からの意見や，市立図書館での子

どもの読書活動についての情報提供は，学校

での読書活動を見直す機会となっている。

推進協議会においては，各推進校や保育所，

幼稚園に取組についての報告を受け，各校種

の連続 した取組の必要性を明 らかに していっ

た。また，地域の読書会の方からも，学校に

おける読書活動 と家庭における読書習慣につ

いて，広い視野に立った意見をいただくこと

ができ，多 くの方 と連携 してこの事業を進め

ていくことの良さを感 じることができた。

4研 究成果の普及

授業研究会を開催 し，推進校以外の教員に

参加 してもらったことや，教員研修会をもつこ

とで，本 事業 の取組

の様 子 を広 報す る こ

とができた。

平成19年 度 は，読

書活動 推進 の取組 を

ま とめた リー フ レッ

トを近隣市町 にも配布 した。

5読 書活動 を推進するための課題 と改善策

平成19年 度 は，推進校 の児童生徒，教員 ，保

護者 に，読 書についての意識調査 を実施 した。

い ずれ の調 査 に も 自由記述欄 を設 けてお いた

が，高等学校 においては，生徒 の 自由記述欄 に，

「時間 を とって本 を読む とい うことに，楽 しい

とい う感 情 が わ き出た ことに 自分 で驚 いて い

る。」， 「本 を読む ことで 自分 の考 えが変わ った

り，欲 しか った答 えが出て きた りす る。」 とい

う意見 が ある一方， 「読 書は生活 を落ちつかせ

ると聞 くし， いろいろな知識 を頭に入れ るのに

は とって もいい こ とだ と思 うけれ ど，それ よ り

も他 に したい こ とが ある と，そっちの方に時間

を使 って しま うので，読書 の時間を 自分で見つ

けるのは難 しい ことだ と思 ってい る。」 とい う

記述 もあった。

「朝 の10分 間読書 な どがで きれば理想だ と思

う。 クラブ指導 と同 じで，まずは させ ることか

ら入 れ ばい いので は。」 とい う高等学校 の教 員

の意見 もあった。学校 におけ る読書活動につい

ては，児童生徒の状況 を踏 まえ， どの段 階で，

どの よ うな本 に， どの よ うな出会 い方 を させ る

か，更なる工夫 が必要で ある。

また，「読書 をす る と，国語 力がつ くと思 う。」

とい う意見 もあった。 この2年 間で，発達段階

や校種 の特性 を生 か した取組が実践 された り，

授業公開 を した りす ることに よ り，児童生徒 の

姿 を通 して交流 を図 る ことがで きた。 しか し，

小学校，中学校，高等学校 の連続性 につ いて検

討す るところまで は至 らなかった。 さらに，生

徒の意見にあった よ うな国語力 がつ くよ うな指

導がで きたか ど うか，再度取組 を検討 しなけれ

ばな らない。 そのため にも，今後 は，お互いの

年間指導計画 を交流 し，見直 してい く作業を通

して，発達 の連続性 ，あ るいは，特性 を生か し

た読書活動 の在 り方 を考えてい きたい。

今年度の推進協議会 では，推進校 の取組 の報

告の ほか に，保育所や幼稚 園における読書指導

につ いて報告 があ った。 「1日1冊 」 を合 言葉

に したそれ ぞれ の園所で の取組 が，家庭 にお け

る読書習慣 につなが る貴重 な発信 となってい る

ことが伝 わって きた。

PTA代 表 の方 が， 「家庭 においてテ レビを消 し

て親 が読書 を してい ると，いつのまにか子 ども

も読書 をす る よ うにな った。」 とい う体験 を話

され た。家庭 にお いて少 しず つで も読書習慣が

定着す るよ うに，今 回の調査 結果を返 しつつ，

保護者 に対 し，具体的 な働 きかけを してい きた

い。

（高校での授業研究会）
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資料 ：読書に関す る調査 につ いて

○読書 に関す る意識の把握…質問紙

※無回答があるため，合計が100％にならない項目がある。

・今までに読んだ本の 中で，好 きな本や印象に残

った本はあ りますか。 （単位 ：％）

・読んだ本 について，他の人に話 した ことがあ り

ます か。 （単位 ：％）

・読書 をす る ことは，生活や 学習に とって大切 だ

と思 います か。 （単位 ：％）

・読書 について考 えるこ とがあれ ば
， 自由に書い

て くだ さい。

・読む本 の字 が小 さくな つて
，読む時 間が増

えた。 （小学生）

・読 書は， 国語力 をつ けた り想像 力 を高めた

りす る大切な もの。 （中学生）

・月3冊 は 目標 に したい。 （高校 生）

・文庫本 ぐ らいは，読み切れ る力 を持 ってい

たい。 （高校 生）

・読書 の時間 は，静か に没頭 して読 みふ ける

大切 な取組 だ と思 う。 （高校教師）

・同 じ本 を何 度 も読 んでみ る ことも大切 だ と

思 います。学校 図書館 で息子 が借 りた本を，

私 も読 ませ て も らってい ます。 あ りがたい

こ とだ と思 います。 生 きてい る うちに 自分

が体 験で きない こ とを，本 は体 験 させ て く

れます。 （高校生保護者）

・読み始めて早 く続 きが読み た くなる よ うな

本 との出会い があれ ば，子 どもたち も読む

気 にな るので はないか と思 います。 読書 の

機 会 を増 や して，素敵な本 との 出会 い に期

待 しています。 （中学生保護者 ）

中学生，高校生にな ると，本 を読まない理 由

と して多 くあげ られてい るのが，時間がない と

い うことであ る。 部活 動を遅 くまで している生

徒 に とっては， じっ く り本 に向き合 う時間は，

授 業のみ とい うことになる。

しか し，好 きな本や印象 に残 った本 がある と

答 えた中学生 は90％ 近 くあ り，高校生 も，70％

を超 えている。今は読んでいな くて も，過去に

そ うい う本 に出会 ってい ると言 える。

また，読書が生活や 学習に とって大切だ と思

ってい るかについては，児童生徒 ・教員 とも高

い数値 を示 している。

自由記述 の欄 には，児童生徒，教員 ，保護者

それ ぞれ予想以上 に多 くの意見が記入 されてい

た。読書 か ら得 るものが大きい ことを，それぞ

れ体験 を通 して感 じてい ることが分 か る。

今後 どの よ うに読書環境 を充実 させ てい くか

推進校間や関係機 関等 との連携 を密 に した読書

活動の一層 の推進 が求 め られて いる。
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平成18・19年 度生きる力をはぐくむ読書活動推進事業研究成果報告書

生 きる力をは ぐくむ読書活動推進事業 【平成18・19年 度】取組 の概要 ―平成19年 度 ―

都道府県名 京都府 推進地域名 八幡市

取 組 の 概 要

1読 書活動推進協議会による協力体制づ くり

平成18年 度 男 山第二中学校ブ ロック3校 の協力体制の確立 （読書活動推進協議会の立ち上げ）

平成18・19年 度 各校独 自の取組の交流

小学校 （男山第二小学校）読書ファイル （年間記録）・親子読書 ・読書月間 ・教師、児童お薦 め

の本紹介 ・読書ボ ランテ ィア ・幼小連携読み聞かせ

（男山第四小学校）読書貯金 ・読書の木 ・図書委員会の活動 （マイ本棚）・読書月間 ・読

書ボランテ ィア （ブックマザー）・幼小連携読み聞かせ ・教師による

他学年読み聞かせ

中学校 （男山第二中学校）放送による読み聞かせ ・ス ピーチコンテス トと紹介ポスター ・読書郵

便 ・校内巡回図書

2児 童生徒の読書量アンケー ト調査 （年間2回 年度当初 ・年度末）

3学 校図書館の開放 と利用状況調査

年間2回 のアンケー ト実施 と学校図書館利用状況の把握 ・新刊本の紹介

4み んなで読 もう ！1000万 冊読書キャンペーンの参加

5全 校一斉朝読書の取組

小学校 、中学校 とも毎朝10分 間

6小 中連携
・3校 合同で、 「やま しろ子 どもの読書活動推進フォー ラム」への参加

①合同のポスター発表 ②図書ボランティアの実演発表
・小 中学校間で、読書郵便の交換
・平成18年 度 「中部地区学校図書館活用フォーラム」にて初年度の取組を発表

・平成19年 度 近畿学校図書館研究会にて取組 の発表

・中学生の職場体験活動 にても小学生への読み聞かせ

・小中連携研修会

・教師によるお薦 め本紹介冊子の作成

7図 書ボランテ ィア活動

小学校PTA・ 卒業生の保護者

夏休みの活動

8市 民図書館 との連携
・各学校図書の購入方法を市民図書館のノウハ ウを導入

・図書紹介冊子の発行 （平成19年 度）

・学校図書館の蔵書のデ ジタル化 （平成19年 度）
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京都府

推進地域名 八幡市

1推 進地域の概要

（1）地域の概要

男山第二中学校校区は，中学校1校 ，小学校

2校 で構成されている。校区内に市民図書館が

あるが，児童生徒の市民図書館利用率は高くな

い。

本校区は，中学校で指定を受けた生徒指導総

合推進事業を契機に各学校 との地域連携が進

み，協力が得やすい地域である。

（2）推進協力校の概要（平成19年5月1日 現在）

① 八幡第二小学校

今年度から毎 日，朝読書の取組を行い，年

間読書記録を活用するとともに，図書ボラン

ティアの協力により図書の環境整備に力を

入れた。

② 八幡第四小学校

朝読書は毎朝実施 し，学年担当教員が他学

年へ読み聞かせに出前実践 している。ブック

マザーの読み聞かせも実施 している。読書量

の目標を決め，記録も工夫して読書意欲の高

揚に努めた。

③ 男山第二中学校

朝読書を毎日実施することで，読書のすば

らしさを体験させ，また，読書郵便や読書ス

ピーチを通 して読書の紹介をするなど小中

連携を推進している。

＊いずれの学校も読書量が増加した。

（3）協力機関等

市民図書館が身近にあり，利用を促進すると

ともに，図書館の購入方法を取り入れ，教員の

お薦め本紹介の冊子を協同で作成 した。

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果と課題

（1）学校 ・家庭 ・地域での子 ども読書活動の推進

読書への意欲 と態度の育成，図書ボランテ ィ

アの育成 と支援 本 との触れ合い

（2）施設 ・設備な ど諸条件の整備 ・充実

学校図書館の整備 ・充実，データーベース化

（3）子 ども読書活動の啓発 ・広報の推進

「子 ども読書の 日」「文字 ・活字文化の 日」の

取組 ・関係機関 （市民図書館） との連携

1ヶ 月 の 読 書 冊数 （小 学 生 ）

1ヶ月の読書冊数（中学生）
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（2）平成19年 度 の研究の概要

（1）朝読書の工夫として，放送などを利用した読

み聞かせを実施

（2）教職員のおすすめ本紹介冊子づくりを小中連

携で展開した。市民図書館とも連携 し，二中ブ

ロックで作成 し，市内の他の3つ の中学校ブロ

ックにも広げて，最終は，「八幡市版教職員の

お薦め本紹介」の冊子を市内全児童生徒に配布

する予定。

（3）近畿学校図書館研究大会で，本ブロックの活

動について発表。

3実 践研究の内容及び成果

（1）具体的な取組の内容

① 読書アンケー トの実施

年間2回 実施，本が好きになった比率が，

小学校 ・中学校 とも増加 した。

② 読書環境の改善

・朝読書……毎朝10分 間

・学級文庫の充実

・巡回図書 （クラス巡回3～4週 間）

・読書の蓄積 （読書貯金 ・読書 ファイル）

・新刊本の紹介 （教職員 ・図書委員）

・読書月間，文字活字文化の 日の取組

・図書ボランテ ィア活動 ・・・小学校

あたたは読書が好きですか（小学校）

あなたは読書が好きですか（中学校）

（朝の10分 間読書）

（ブックマザー による読み聞かせ）

（図書室に来室 した ら ドングリ1個 をボ トルに）

64



（おすすめ本の紹介） （図書委員会による発表会）

（新しい本の紹介） （児童会による発表会）

（小学生による園児への読み聞かせ） （教職員による読み聞かせ）
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③ 小中連携の実施

やま しろ読書活動フォーラムでの紙上発表や

読書紹介を 「読書郵便」やポスターという形で交

換する。

④ 小中連携による教職員のお薦め本紹介冊子

（お薦め本紹介冊子）

（2）成果等

① 朝読書の習慣化による読書意欲の増進

② 図書室利用の拡大

③ みんなで読もう ！1000万 冊読書キャンペ

ーンへの積極的参加

男山第二小学校 ：15，539冊

男山第四小学校 ：11，839冊

男山第二中学校 ：8，204冊

④ 幼小中連携の効果 （異年齢集団活動におけ

る情操教育の推進）

教師によるお薦め本紹介冊子の作成

⑤1校 時の授業へのスムーズな移行

4研 究成果の普及

小学校では，図書ボランティアの協力が広がっ

ているが，中学校への関与がまだまだであり，図

書館整備に保護者の力を借 りての連携が必要で

ある。朝読書については，市内15校 の形態は様々

であるが独自な実践を行っているが，さらに毎日

実践できるよう呼びかける。また，教職員のお薦

め本紹介を市民図書館の協力 も得ながら冊子づ

くりを市内各中学校ブロックごとに実施し，市内

の児童生徒に冊子を提供する。

5読 書活動を推進するための課題と改善策

・ 校種間の連携の拡大 （小小連携，小中連携，

幼保育園との連携）

・ 「子ども読書の日」「文字 ・活字文化の日」に

かかわるポスターづくり，教職員のおすすめ本

紹介冊子づくりなど市民図書館との連携強化

・ 学校における読書活動推進にかかわって，学

校図書館施設 ・設備等の改善

・ 子ども読書推進計画による蔵書5か 年計画が

確実に進むように予算等の配慮を行っていく。

・ 読書を通して，「読む ・書 く・聞く」など国語

力の向上につなげる。

・ 図書室整備を更に進める。（図書ボランティア

の積極的活用）

（校長による全校一斉の読み聞かせ）

（読書郵便の取組）
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平成18・19年 度生 きる力 をは ぐくむ読 書活 動推進事 業研究 成果報告書

生 きる力をは ぐくむ読書活動推進事 業 【平成18・19年 度】取組の概要―平成19年 度―

都道府県名 大阪府 推進地域名 豊能町

取 組 の 概 要

1研 究推進の合言葉

「読書は，学力向上の種，心育ちの種，そ して生きるエネルギー」

2研 究の概要

（1）「吉川中学校区生きる力をはぐくむ読書活動推進会議」

小 ・中学校代表，公立幼稚園代表，小中学校図書館司書，町立図

書館長，公民館長，教育委員会代表を構成員とし，中学校区全体

で本研究に取り組んだ。

（2）保護者及び地域 と連携 した読書活動推進の研究

・ 読み聞かせボランティアを活用した読書活動の推進 （小学校）

・ 保護者による読み聞かせ（幼稚園）

（3）読書活動推進のための学校及び学校図書館の取組の推進

・ 朝読書の実施 （全小中学校で実施）

・ 図書館の環境整備の推進

・ より魅力ある図書館づくりのための選書の研修会の実施

（4）学校図書館 と連携 した授業の取組の推進

学校図書館 と連携 した研究授業の実施 （3小学校で実施）

・ 国語学習の発展 としての総合的な学習の時間

・ 図書館教育担当教員 とのTT授業 「読書感想文の書き方」

・ 図書館司書 とのTT授 業 「みんなの詩」

（5）学校図書館についてのアンケー トの実施

・ 学校教員 ・児童生徒及び保護者の読書に関するアンケー ト調査の実施

連絡会でア ンケー トを作成 し，児童 ・

生徒 ，保護者，教職 員に実施 し，分析 を

行 った。そ の結果 を各学校だ よ り等で保

護者 ・地域 に公表す るとともに，読 書活

動推進 の取組 の周知 を行 った。さらには

，ア ンケー トの中で保護者が推薦 した図

書 を各校 でコーナー として展示 し，児童

生徒の関心 を高 める活動 とした。

図書 館入 り口の飾

授業風景

1ヶ月に1冊も本を借りなかった児童の数

ある小学校の本を借 りなかった児童数経年比較
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大阪府

推進地域名 豊能町

1推 進地域の概要

（1）地域の概要

本町には吉川 中学校区 （幼稚園2園 ，小学

校3校 ） と東能勢中学校区 （幼稚園1園 ，小

学校1校 ）があ り，各小 ・中学校には，図書

館司書を町独 自で配置 し図書館教育の充実

に取 り組んでいる。

平成16年 度か らは，子 どもの読書推進計

画を作成 し，町立図書館及び中央公民館図書

室を中心に絵本の読み聞かせ講座 「おはなし

たまご」 （乳幼児対象）や 「ものがた りの じか

ん」（幼児児童対象）など，様々な講座 を含む

事業を町全体として実施 している。 「読み聞

かせボランティア養成講座」を開講 し，幼稚

園・学校 との連携 も行っている。

各小学校 では早 くか ら朝の読書活動 に取

り組んでいたが，各中学校でも朝の読書活動

の取組を始め，町内全体で朝の読書活動が定

着 してきているところである。

（2）推進協力校の概要 （平成19年5月1日 現在）

（3）協力機関等

① 町立図書館 との連携

総合学習な どで必要な資料や図書は団体貸

出を受けている。学校には町立図書館コーナ

ーがあ り，本のプ レゼン トが届 く。学校図書

館司書の研修会 も実施するな ど学校 と緊密

に連携 している。

平成17年 度からは毎年 「読み聞かせボラン

ティア養成講座 」を開講 し，学校や幼稚園で

の読み聞かせ ボランティアの育成 を行 って

いる。その結果，幼稚園 ・小学校では，様々

な取組にボランテ ィア として参加 して もら

えるようになってきている。

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果 と課題

すべての学校 において朝の読書活動に取

り組むことができた。小学校では年々貸出冊

数が増加 し，中学校でも，興味を持って読書

する生徒が増え，自分で読書用の本 を用意す

る生徒が半数に増えた。 （下記グラフはA小

学校の貸出冊数変化 を表 したものである。）

今後は，趣味の本や学習マンガから読み物へとい

うように，読書の広が りや質の深ま りを 目指 して，

学校図書館や授業での取組の研究が必要である。

（2）平成19年 度の研究の概要

「読書は，学力 向上 の種，心 育ちの種 ，

そ して生 きるエネル ギー 」

を合言葉に，各校 ・園での取組の推進及び地域の読

書活動推進に向けた取組を行 った。

＜研究の内容及び成果 ＞

① 定期連絡会の開催

学校教員，幼稚園教員，学校図書館司書，町立図

書館職員，町立公民館職員，教育委員会事務局指導

主事で構成する推進協議会を定期的に開催 し，読書

活動の現状の課題把握や推進策，さらには学校図書

館との連携を図った読解力の育成 を図る授業研究

会を行っている。

② 実態把握アンケー トの実施

平成18年 度に取 り組んだ成果の把握及び各校 ・園

の取組の効果を把握するため，共通項 目及び各校の

独自の項 目でのアンケー トを実施。

③ 授業研究会及び研修会の実施

読書活動を学力向上に繋げるための授業研究会

一人当たり貸し出し数推移
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を小学校3校 で実施。

＜今後の課題 ＞

① 読書活動の広が り

学年が進むにつれて，学校図書館の利用頻度及び

読書量が減少 してい く傾向がある。読書活動が継続

するための様々な活動への広が りの研究。

② 読書活動の深まり

教科学習のカ リキュラムに読書活動を位置づけ

た年間計画の作成や読解力育成等の研究。

3実 践研究の内容及び成果

（1）具体的な取組の内容

読書活動推進会議を中心に推進にかかわ

る実態及び課題の把握を行 う一方，取組の交

流会や研修会を実施する中で，各校の読書活

動の推進を行 ってきた。

① 吉川 中学校

平成17年 度か ら始め た朝の読書活動 に

よる生徒 の変化 について アンケー トを実施

し，状況 を分析 した。

＜読 書冊数 の1年 ～3年 の対比 ＞

・1年 生 …男女 ともに6冊 以 上の読書を

してい る生徒 の数 が多い学年 であ る。

やは り，小 学校 か らの 「図書 の時間」

におけ る読書 の定着 があ らわれ てい る。

・2年 生 …男 女 と も5冊 以内 の回答者 が

過 半数 を占めてはい るが，男女 とも2割

の生徒が11冊 以上 の読 書量で ある こと

は注 目 した い ところであ る。

・3年 生…男女 とも5冊 以内の回答者 が

過半数 を 占めてい るの は2年 生 と同 じで

あるが，1・2年 生 に比べ て読む本の傾向

が変 わって きてい る。 これ まで よ りペー

ジ数 の多い本 を選 び， じっ く り確実に読

む タイ プの生徒 が増 え，昼休 みな どに落

ち着 いて読 書す る生徒 が増 え るな ど図書

館 の利用 の仕 方 にも変化が 出てきた。

今年度 は，小学校 時代 と中学 生になっ

てか らの意識 の変化 を把 握す るためアン

ケー トを実施 した。

・ 小学校 時代，授業 以外で学校 図書館 を利

用 しま したか。

はい…53％ ，いい え…47％

・ 中学校の図書館 を利 用 します か。

よく，たま に利用す る…33％

あま り，全 く利用 しない…67％

・ 小学校時代 と比べ て読 書量 は ？

増 えた …34％

減 った …32％

変わ らない…34％

小学校 での図書館利用 よ り中学校 の図書

館利用者 が減 ってい るが ，読 書量 につ いて

は 「増 えた」 と 「減 った」 があま り変 わ ら

な い状 況 で あ る こ とな どが 明 らか に な っ

た。つま り，学校 図書館だ けで な く町立図

書館や 自分 で本 を購入 す るな ど，読書活動

が学校図書館以外 の場 へ と広が ってい ると

考 えられ る。

読書の習慣 を維持 し，読書の幅 を広げ る

取組 として，朝 の読 書 を全学年HR前 の10

分 間に実施 してい る。 自分が読み たい本 を

各 自準備す ることを基本 としてい るが，各

クラス学級 文庫 を設置 し，様 々な本 に触れ

るこ とができ，貸出 も自由にで きるよ うに

して いる。

また，平成19年 度は読書感想 文 コンクー

ル を全校生参加 で実施 し，今後学 校の取組

と して定着 させ たい と考 えて い る。

② 吉川小学校

ア 朝の読書 タイ ム

毎週月曜 と金曜 の1時 間 目が始 ま る

前 （8時35分 か ら8時55分 まで） に全

校 一斉の読 書タ

イムを実施 して

いる。

イ 読み聞かせ

地域のサポーターが，低学年を中心

司書による読み聞かせ
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に，朝読書の時 間に子 どもたちへの読

み聞 かせ を実施 している。

1学 期 には，朝会 で司書や校 長 によ

る読み 聞かせ を行 った。 また，上級生

が下級生 の クラス に絵本 の読み 聞かせ

や 紙芝居 な どの取組 も して いる。

ウ オー サー ビジ ッ ト

「オーサー ビジ ッ ト」に応募。今 回

は3年 生が 「長谷川義 史 さん」に メ ッ

セー ジを書 き，色紙 に仕 立てて応 募 し

た。 な じみの深 い作家 なので，子 ども

た ちは楽 しくメ ッセー ジを したため，

楽 しい取組 とな った。

エ 教 師に よる本 の紹 介

司書の発行する 「図書館

だより」に，毎月2人 ずつ，

先生のお勧めの本を文章，

写真入 りで紹介。校長室の

前に掲示 し，紹介 した本は

図書室入 口に分か りやすい

よ うに展示 し，子 どもたちが手 に取 り

や すい雰 囲気 とな ってい る。朝会で は，

図書委 員が新 しく入 った本の紹介 を行

ってい る。

授 業では，1学 期 に4年

生，2学 期 に5年 生 がそれ

ぞれ ブ ック トー ク形式 での

本の紹介 を行い，写真つ き

で図書室 に掲示 してい る。

オ 読書推進 イベ ン ト

今年度 は 「読書で 日本 を旅 しよ う。」

と題 して，47都 道府 県のマス を作 り，

3冊 の物語 （9類 ）の本 を読む と次へ進

む よ うに した読書推進イベ ン トを実施

してい る。 平成16年 度は 「本 の木 」，

平成17年 度 は 「100冊 読 んで世界一

周 ？」 平成18年 度 は 「フルー ツケー

キで読書 の秋 ？」とい うタイ トルで2学

期 に行 った。いず れ も大きな用紙 に製作

し，図書室

の入 り口

に張 り出

し，全校児

童 がいつ

で も見 ら

れ る状態

になってい る。今年度 は，11月 中旬 で，

100冊 以上読 んだ子 どもが6，7人 に増

えた。 （全体 の5％ ）

カ 取組 の成果

今 年度 の2年 生 は，9月 と10月 で

読書冊数が855冊 を数 え，昨年1年 生

の同時期 の318冊 とい う貸 出数 を大き

く上 回った。

3年 生 は9，10月 で582冊 の貸 出数

にな って い るが， 昨年2年 生 の同時期

には859冊 で あったので ，冊数 と して

は減少 して い るが， 内容 か ら見る と，

昨年2年 生 の時に は絵本 の しめる割合

が24％ だ った もの が今 年 は3％ に，逆

に物語 が46％ か ら84％ に飛躍的 に伸

び，活字 に親 しむ よ うになって きてい

る。4年 生 か ら5年 生は 冊数 も物語 の

割合 も増 えて，6年 生は冊数 は減 って

も物語 の割合 は変 わってい ない。

③ 光風台小学校

「1人 で も多 くの児 童 に 読書 の楽 しみ

を ！」をテーマ に，多 くの児 童 に図書館 に

足 を運 ばせ ，本 を借 りさせ る取組 を展開。

公共図書館 と同 じく， 日本十進分類 法 に し

たがって本 を分類 し，分類 ラベル （請求記

号） を背表紙 に貼 りその分類 ご とに棚 を決

めてい る。1年 生 は2学 期以降 に絵本 の並

び方 を説明 し，2～3年 生には本 の内容 ご

とに並べ られ てい る とい うことを説 明 して

い る。 日本 十進分類 法 は4～6年 生 のオ リ

エ ンテー シ ョンで説明 してい る。

ア 図書館 の工夫

お勧 めの本 紹介 コー ナ

図書館だより

本の紹介コーナ
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館 内 の 足 マ

ーク ・棚 の色わ

け サ イ ン は 司

書 が カ ウ ン タ

ー な どで 離 れ

られ な い と き

に，低学年 で も

1人 で 本 の 場

所 に た ど りつ け る よ う工 夫 した もので

ある。

イ 読 書の記録 カー ド

読 ん だ冊 数や ペ ー ジ数 に応 じて しお

りをプ レゼ ン トした り，ス タンプ をため

て 「も う1冊 借 りられ るカー ド」を発行

した り，おすす めの本 を5冊 記入 させて

館 内に掲示 した りして い る。また，読ん

だ冊数 （1～2年 ）やペ ー ジ数 （3～4

年 ）に応 じて図書委員 会が表 彰 してい る。

司書 の方で は強制 は していない。

ウ 新着案 内 『読 め～ る』

本 の題 名 を載 せ るだ け で は わか り

に くい ので ， シ リー ズ本 以 外 は必ず

「書名」 「本 の表紙 」 「本 の内容」 を

載 せ て視 覚 的 に わ か りや す く紹介 す

る よ うに してい る。子 どもた ちの反応

は とて も良 く，発行 した翌 日の休み時

間の来館者数 はふだん よ り多 く，問い

合 わせや 予約数 も増加 してい る。

エ 図書館 通信 『ふ むふ む』

図 書 館 か らの お 知 らせ や そ の季節

に合 った本 や話題 の本，前月 に読み聞

かせ を した本 な どを紹介 してい る。保

護 者か らは， 「図書館 か らのお 手紙 を

とて も楽 しみに してい る」 「初 めて図

書館 に入 ったが，明 る く，図書 もた く

さんあ り，今 まで持 っていたイ メー ジ

が変 わ りま した」 「記録 カー ドは子 ど

もの励 み になってい る」 な どの声が届

いてい る。

オ 特別 貸出の実施

夏休み前 （5冊 ）・秋 の読 書週間 （5

冊） ・冬休み前 （3冊 ） に実施 し，夏

休 み 前 はふ だん 貸 出 で き ない 図 鑑 等

も貸 出 し，長期休暇 中に じっ くり本 に

親 しむ ことを薦 めて いる。

④ 東 ときわ台小学校

教 育指導 計画 の 「Ⅱ．総合 ・情 報教育

研 究推進部9． 図書館教 育及び情報教

育の計画 」に，学校 図書館 教育 の 目標 ・

具 体 的活 動や 学校 図書 館 の利 用 体 系表

を明記 し，教職員共 通理解 の もとに実施

してい る。

ア 朝の読書活動

週1回 ，木曜 日の 「東 と小 タイ ム」に

実施。自由読書 を基本 に，低学年 は担任

による読み聞 かせ も行 って いる。

イ 教科 の 中で の取組

a） 「読書」関連

1年 読書感想画 （図工）

『ぞ うのエル マー』 の絵

2年 「お話カー ド」づ く り （国語）

お すす めの 本 を 「お は な しカー

ド」 に記録 し， 「読書 ゆ うびん」

で友だ ちに紹介 した。

5年 テーマ読 書や 朗読 を聴 い た後や

読書 の後 な どに感 想文 を書 いた。

ま た，宮 沢賢治の作 品 を読み ，発

表 した。宮 沢賢治 コー ナー を設 け

作品や宮沢 賢治を身近 に感 じるよ

うに工夫 した。

6年 テーマ読書 「平和学 習」の後 に

読書感想文 を書 いた。

b） 「調 べ学 習」関連

4年 身 の回 りの もの を調 べ る（総合）

5年 キャンプについ ての学習や 日本各地

の 自然 ・産業 ・文化 の調 べ学習 （社 会）

6年 訴 えたい ことを話 そ う （国語）

修学旅行 の取組 （総合 学習） ，理科 ・

館 内の足マー ク
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社 会科 での調 べ学習

修 学旅行 に関す る図書や資料 ，新 聞の

記 事な どを学習 室に展示 した。

ウ 読書 を促す取組

・読書記録 ファイル

・ブ ックウォー ク5年 が1000ペ ー ジ，

6年 は1200ペ ージ読破 ・ワンランク上

の読書 を 目指 し行 った。

・おすす め本 の木 （図書館 ）2・4年

生 がおす す めの本 を花や葉 のカ ー ド

に記 入 し紹介 した。

・図書館 だ よ り発行

・季節 の絵 本 ・特集の本 の展示

エ 児童 に よる読書 を促 す取組

・ 「子 ども読 書 の 日のつ どい」ペー プ

サー ト 『ケ ンカオニ』 （6年生有志）

学校 図書館 にて2回 公 演

・おすす めの本の紹介 月1回 ，朝会

で紹介。 年間17冊 。 （図書係）

・図書館 クイ ズ2回 実施 （図書係）

・本 を探そ うしりとりゲーム （図書係）

・ 「おは な し会 」紙芝居 と絵本 の読み

聞 かせ （図書係）3学 期 予定

オ 貸 出

・通 常 一人2冊1週 間

・夏休 み ・冬休 み前 一人3冊 （5・

6年 生 のみ夏休 み前4冊 ）

カ 取組 の成 果

（1年 生 ）毎週 の本 の貸 出 ・返却 ， 自分 の

席で静かに読書，本の予約，読書記録な ど

段階をおって指導を している。図書の時間

に司書が，本 を読み紹介す ることにより，

最近はよく本を読むよ うになった。

（2年生） 「お話カー ド」づ くり 「読書ゆ

うびん」は，楽 しんで取 り組み，本が大好

きになった。

（3年生）朝学習は，毎 日読書を実施。本

を紹介 し合い，広が りも出てきた。

（5年 生） 「読書感想文の学習」で書き方

のオ リエンテーシ ョンを実施。論の展開の

仕方などスキル学習を行 ったことで，長文

（1200字）も難なく書 くことができた。

（6年生）ブックウォー クを実施。本のジ

ャンルを広げるとともに，集 中して読みき

る満足感が得 られ，その後の読書生活によ

い影響 となっている。

⑤ 推進会議 としての取組 （研究授業）

学校図書館を学校教育の中の大切な学び

の場 として位置づけるため，学校図書館の

利用や学校図書館司書との連携 した授業実

践の研究を行 った。

ア 図書館教育担当教員 とTT授 業

＜東 ときわ台小学校 （5年 ）＞

図書館教育担当教員が，読書感想文を

書 く指導を行い，それをもとに担任が授

業を展開 した。

・単元名 「読書感想文を書こう」 （5年生）

・単元のながれ

① 長期休業中に読書メモを作成

② 感想文の書き方指導

③ 文の構成を考える （添削指導）

（ア）始め （イ）中 （ウ）終わり

を意識 して書 く

④ 題名を考える ・発表会の実施

イ 学校図書館司書 とTT授 業

＜吉川小学校 （4年） ＞

司書が図書の専門家 とい う

立場 で児童への作品のい ざな

1人当たり貸出冊数

1ヶ月に1冊も本を借りなかった児童の数

授業風景
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い役を演 じた。本時では，司書が自身の

作品「詩」の読み聞かせ を行 うことで詩

への興味関心を高める役 目を担った。

・単元名 「みんなの詩」 （4年生）

・単元の流れ

① 児童詩を本から選んで写 し読む

（司書が町立図書館よ り児童詩

の本を団体貸出で準備）

② 感 じたことを詩に表現

③ 発表（朗読）・清書

ウ 学校図書館 との連携

＜光風台小学校 （6年）＞

国語科の発展学習として，読書から

広がる表現の授業を行った。

・単元名 「読書交流をしよう （伝記

を読んで）」 （6年生）

・単元の流れ

① 自分が読みたい伝記を読む

② 伝記の人物について紹介 した

い事柄をまとめる

＜紹介の書き方＞

（ア）一言紹介 をする （～な人）

（イ）生き方で共感 したこと

（ウ）読んだ本以外で調べたこと

③ 自分の紹介 したい伝記の紹介

（2）成果等

平成16年 の読書活動推進計画の策定以来，

町全体 として地域への様 々な読書推進の啓

発事業を行ってきた。また，各学校では朝読

書や図書の時間 を設定す るなどの読書活動

推進の取組や，学校図書館司書 との連携によ

る授業の推進の結果，ここ数年，子 どもたち

の読書量の増加 はめざま しいものになった。

児童 ・生徒へのアンケー トの中で 「読書が

好きですか。」の項 目は、

4ポ イ ン トア ップ した。

また， アンケー ト調 査の実施 な どに よ り、

保護 者へ の啓発す る機 会 ともな り、ア ンケー

ト結果の よ うに、保護 者の 関心 も高 まった。

その中で課題 として設定 したことは，読書

の質の向上 と 「生きる力」へ とつなげる授業

の研究であった。

読書の質の向上では，絵本や学習マンガで

とどまるのではなく，長編の作品を読もうと

す る意欲を育てるため，読書の楽 しさを感 じ

させる取組の推進を行 った。その結果，吉川

小学校の例で挙げたように，読書冊数は減少

したが，読書冊数の中に占める読み物の割合

が大幅に増加 したことな どにその成果が う

かがえる。

また， 「生きる力」をは ぐくむ授業づ くり

では，読書活動を 「考え・表現す る」 ところ

まで繋げること。そのために，表現のための

スキル を教 える工夫をす ることが必要 と確

認 し，3校 で研究授業を実施 した。

今後は，このよ うな取組を町内の各校に広

げ，学校の指導計画の中に位置づけて継続的

に取 り組めるように していきたい。

学校教育の中で，学校図書館は＜読む ・調

べる ・表現するなど＞大きな可能性 を持った

場所であり，生きる力をは ぐくむ場所である

ことが再確認できた。

4研 究成果の普及

各校の学校 だよ りや図書館 だよ りにより

公表する。さらには，2年 間の成果 をま とめ，

各校に配布する。

5読 書活動を推進するための課題 と改善策

（1）学校図書館 を活用 した教科領域での年間

計画の作成や教科領域における読解力の育

成を図るための研究。

（2）担任 と司書 との連携強化。

（3）町立図書館 と町内各校 との連携の強化。
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奈 良県 川 西 町及び三 宅 町
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平成18・19年 度生き る力 をは ぐくむ読書 活動推進事業研 究成 果報告書

生 きる力をは ぐくむ読書活動推進事 業 【平成18・19年 度】取組 の概要 ―平成19年 度 ―

都道府県名 奈良県 推進地域名 川西町及び三宅町

取 組 の 概 要

1推 進地域の概要

川西町 と三宅町は隣接する町であり，地域には小学校3校 （川西町立2， 三宅町立1） と川西町 ・三

宅町組合立の中学校1校 がある。

川西町においては，平成16年 度に 「川西町子 ども読書活動推進計画」を策定。それに基づき，「子ど

も読書活動推進計画推進連絡会」を設置 し読書活動を推進してきている。

また，三宅町では，地域公民館に図書室を設け，利用の便宜を図 り，ボランティアグループによる読

み聞かせやブック トーク等を行っている。

平成18年 度よりこの事業の実施を受け，「読書活動推進会議」及び 「読書活動推進連絡会」を組織 し，

学校や公共図書館 との取組の連携，情報の交換等を行っている。

2実 践研究の概要

（1）基本方針

幼稚園から中学校までの期間を，生涯を通じて読書に親 しむための基礎づくりの期間として，子ど

もが本に親 しむ機会を増やすように努めなければならない。子どもに本の楽しさを知らせ，本のもつ

広 く深い世界へ導 くためには，大人が子 どもに本を読んでやることも大切である。子 どもの発達に応

じた適切な読書指導が望まれる。 （「川西町子 ども読書活動推進計画」 より）本研究は，このことを基

本方針 として取 り組む。

（2）読書に関する児童生徒の現状 （アンケー ト調査による）

・読書量が増加 している。

・読書量の増加にもかかわらず，「本を読むのが嫌い，どちらかと言えば嫌い」と答 える児童生徒数

の変化は見られない。

・朝の読書タイム，読書の時間など，学校生活で本を読む機会が多い。

・読書の有用性について認識 している。

（3）研究テーマ 「本好きの子に」

目 標 ・子 どもたちのそばにいつも本があること

・子 どもたちに本の情報がたくさんあること

○本好きな子をはぐくむために

・常に子 どもたちの手元に本があるとい う環境の整備

・子 どもたちへの読書に関する多様な情報の提供

・余暇や長期休業中における家庭 ・地域での読書活動の在 り方の見直 し

○ どの学年においても読書への関心 ・意欲を高くするために

・読書の楽 しさや喜びを味わわせる取組

・教科等の学習における積極的な学校図書館，公共図書館の活用
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（4） 研 究の概 要

① 学校 （園），家庭，地域社会 が連携 した取組

ア 学校 （園），家庭 が連 携 した取組

・PTA図 書部便 りの発行 （幼 ・小 ・中）

・親子 読書 （幼 ・小 ・中）

イ 学校 （園）の一貫 した読書教育 システムの構築

・朝 の読書 タイム，読書の時間 （小 ・中）

・教科等 の学習 における学校 図書館 ，公共図書館の積極的活用 （幼 ・小 ・中）

・長期休業 中の読 書活動の活性化 （幼 ・小 ・中）

ウ 学校 （園），各機 関 との連携 した取組

・ブ ックガイ ドの配布 （小 ・中）

・公共図書館見学， オ リエ ンテー シ ョン （幼 ・小 ・中）

・お話会 （読み聞かせ，ブ ック トー ク等） （幼 ・小 ・中）

・出張講義 （小 ・中）

・学校支援 ス タッフによる学校図書館 の開館時 間の拡大 （小 ・中）

・公共 図書館 図書の団体貸出 （幼 ，小 ，中）

② 読書 に関す る現状 調査

・比較の ために昨年 と同時期 に同 じ調査 を実施

・取組の成果 を検証す るため，取組前後での調 査を実施

※調査内容 …読書 に対す る意識，読書量 （冊数 ・時間），読 書場所 ，読書 の時間帯

③ その他本事業に関連 して，取 り組んでい る事項

・読書活動推進連絡会 の開催

・「川 西町子 ども読書活動推進計画」 ＜三宅町 （策定検討 中） を含む ＞の推進

・学校 におけ る蔵書の整理や貸出への コンピュー タの導入 による学校図書館の環境整備
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平成18・19年度生きる力をはぐくむ読書活動推進事業研究成果報告書

奈良県

推進地域名 川西町及び三宅町

1推 進地域の概要

（1）地域 の概 要

川 西町 と三宅町は隣接す る町 で，地域 に川

西町 ・三宅町組合 立の中学校が1校 あ り， こ

の中学校 区に小学校3校 （川西町立2校 ，三

宅町立1校 ）がある。

川西町 は，古 くは水運や農業の町 と して発

展 して きたが，宅地開発や工業団地の誘 致等

に よ り，田園都市的な機 能を備 えた緑 豊かな

町 となっている。

また，三宅町は古代 か ら豊 かな水 田が営 ま

れ てきた と言われ，「みやけ」 とい う名 も 「屯

倉」か ら付 けられ たとされている。

両町 は，奈 良盆地 中央 に位置 し，奈良県で

も小 さな町 に属す る。京阪神のベ ッ ドタウン

と して住宅開発が進み，一時人 口の増加 も見

られたが，現在は， ほ とん ど人 口の増加 はな

い。そのため児童数 の変化 もあま りない。

川 西町では，平成16年 度に 「子 ども読 書活

動推進 計画」を策 定 し，幼 ・小 ・中 と公共 図

書館 とで，「子 ども読書活動推進計画推進連絡

会」を設置 し，読書活動 を推進 して きてい る。

一方
，三 宅町 で も公 民館 に図書室 を設 け，

利用者へ の便宜 を図 り，読書活動 に取 り組 ん

でいる。

両町において，ボ ランテ ィア グループ等に

よる読み聞かせやブ ック トー ク等の活 動が活

発 に行われ てい る。

（2）推進 協力校 の概 要 （平成19年5月1日 現在）

両町 とも，学校教育の指導方針の重点課題

として読書活動の充実を掲げ，それぞれの学

校でよりよい読書習慣を育て，考える力の育

成を目指 している。

① 結崎小学校

校区が川西町の4分 の3の 面積を占め，

町内全児童の8割 以上が在籍 している。

川西町は，能楽観世流の発祥の地である。

毎年，4年 生には能楽の体験を通 して，地

域の歴史や伝統文化に興味 ・関心をもたせ

てきた。

コンピュータによる蔵書の管理や貸出を

行い，学校支援スタッフによる学校図書館

の環境整備や全校一斉の朝の読書タイムの

実施等の読書活動を推進 している。

② 唐院小学校

校区は，兼業農家が多 く，高齢者が農業

に携わっている3世 代家族も珍 しくない。

学校の周 りは田園地帯で，交通の便があま

りよくないこともあ り，他校区に比べ人口

は減少傾向にある。児童数 も減少 し続けて

いる。

広い運動場を使って，年間を通 して朝の

駆け足を行い，体力 と精神力の育成 を図っ

ている。また，朝の読書タイム等の取組を

通して，考える力や語彙力，豊かな心の育

成を目指 している。

③ 三宅小学校

校区は，農業地帯であるが，「皮革製ス

ポーツ用品製造」の町として知られている。

時代の流れの中で生産量は大きく低下 して

いるが，グローブ ・ミッ トの生産量は，今

も国内第1位 である。

「聴いて，伝えて，心つながる三宅っ子」

をテーマに，朝の読書タイムや読書の時間

を設けて，読書活動に力を入れて取 り組ん

でいる。

④ 式下中学校

昭和24年以来，川西町 （村）・三宅町 （村）

式下中学校組合立式下中学校 とい う名称で

ある。
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川西町の 「子 ども読書活動推進計画」策定

を機 に，読書活動の在 り方を見直し，読書環

境の整備等に取り組んでいる。

（3）協力機関等

① 川西町立図書館

・蔵書数約12万 冊の うち児童書が約3万5

千冊ある。平成18年 度の貸出冊数は約9

万冊である。

・お話会の開催，夏休みブ ックガイ ドの作

成，絵本相談教室等を実施する。

・ブックガイ ドの作成，出張講義，お話会，

団体貸出等で学校 との連携を図る。

② 三宅町中央公民館図書室

・蔵書数は約6千 冊で，地域の人々の利用

が多い。

1実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果と課題

・児童生徒の読書量が増加 し，学校生活以外

で本を一冊 も読まない児童生徒がかなり減

少 した。

・児童生徒の読書量が増加 しているにもかか

わ らず，「本を読むのが好きだ」と答える

児童生徒は学年が上がるにつれて減少 して

いる。新たな読書の楽 しさや喜びをどのよ

うに味わわせるかが課題である。

・取組の成果をより的確に分析できる調査方

法や調査時期，内容等の検討が必要である。

（2）平成19年 度の研究の概要

（1）研 究テーマ 「本好きの子に」

（2） 目標

・子 どもたちのそばにいつ も本があること

・子 どもたちに本 の情報がた くさんあること

（3） 取組 の概要

① 学校 （園），家庭が連携 した取組

・PTA図 書部便 りの発行

・親子読 書

② 学校 （園）の 一貫 した読書教育 システ

ムの構築

・朝の読書タイム，読書の時間

・教科等での学校図書館，公共図書館の

積極的活用

・長期休業中の読書活動の活性化

③ 学校 （園） と各機関 との連携 した取組

・ブックガイ ドの配布

・公共図書館見学，オ リエンテーション

・お話会

・出張講義

・学校支援スタッフによる学校図書館の

開館時間の拡大

・公共図書館図書の団体貸出

3実 践研究 の内容及 び成果

（1）実践研究の内容

① 結崎小学校

ア 読書活動の充実

・朝 の読書 タイムの実施 （月曜 日を除 く

毎 日8：40～8：55に ，隔週 で実施す る。）

・校内読書感想 文 コンクール （課題図書

の紹介，全校 朝会 での表 彰，昼の放 送

での感想文 の発表 を行 う。）

・図書の購入 （児童 の リクエス トを生 か

した選書 をす る。）

イ 図書委員会の活動の充実

・掲示物の工夫 （本 を紹介す るポスター

の掲示 をす る。）

・配架の工夫 （シ リーズにな ってい る本

をま とめて配架す る。）

・図書の紹 介 （「図書委員 会おすす めの

本」を全校朝会 で紹介す る。）

・表彰 （図書委員会 の活動 として，学校

図書館 図書の借出冊数各学級ベ ス ト3

の児童 を表彰す る。）

・学校図書館の利 用マナーの啓発 （全校

朝会の ときに寸劇 を し，学校図書館 の

利用マナーにつ いて呼びかけ る。）

ウ 公共図書館 ，関係諸機 関 との連携

・公共図書館 司書 によるお話会 （1回45
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分の時間で，学級ごとに年2回 実施す

る。）

・公共図書館 より授業に必要な本の団体

貸出

・公共図書館見学

・学校支援スタッフによるボランティア

（月に2回 程度，学校図書館の本の整

理，本の修繕を行ってもらう。）

② 唐院小学校

ア 読書活動の充実

・読書の時間の確保 （毎週水曜 日の朝に

10分間の読書の時間を，週に1回 学校

図書館活用の時間を確保する。）

・校内読書感想文発表会 （秋の読書週間

にあわせて実施する。各学年1，2名

による読書感想文の発表，借出冊数が

多い子への表彰を行 う。）

・図書の購入 （全校児童から購入 してほ

しい本の希望を聞く。）

・教室への配本 （国語科教科書で紹介 さ

れている本を教室に配本 し，す ぐに読

めるように している。）

・読書感想文コンクールへの応募 （夏休

み前に課題図書を購入 して回覧 し，青

少年読書感想文 コンクールに作品を応

募 している。）

イ 図書委員会活動の充実

・お話会の実施 （月1回 ）

・お話の朗読 （校内読書感想文発表会で

実施する。）

・「おすすめの本」のポスター作成

ウ 公共図書館，関係諸機関 との連携

・公共図書館 よる関連図書の配本 （予め

教科の学習内容を公共図書館に知らせ

て関連 図書を貸 し出 して も らい，調べ

学習 に役 立て る。）

3年 生 ・・・・世界 の民話

4年 生 ・・・・生活 の工夫 と知恵 ，等

・公共図書館 司書 によるお話会 （今年度

よ り，低学 年 ・中学年 ・高学 年で1

回ずつ実施す る。）

・学 校 支援 ス タ ッフ よるボ ランテ ィア

（ラベ ル貼 り等 の新 着 図書登録 業務

を行 って もら う。）

エ 環境 の整備

・掲示物 の工夫

・配架 の工夫 ，整頓

・蔵書の管理 と貸 出 ・返却 の情報 化 （パ

ソコンによる図書台帳 を作成す る。）

③ 三宅小学校

ア 読書活動の充実

・朝 の 読 書 タイ ム

（週1回 ，読 み聞

かせ を含む。）

・読書 の時間 （週1回45分 間，読書 に親

しむ きっか けをつ くるた めに， 「おす

す めの本 」を中心にブ ック トー ク，読

書へのアニマシオン等をす る。）

・本 の回 し読み （低学年で各学期に1回 ，

学級の児童数 の本 を選定 し，全員 で毎

日交換 して読 む。）

イ 図書委員会活動の充実

・「おすす めの本 」の紹介

ウ ボ ランテ ィア との連携

・お話会 （読み聞かせやパネル シアター）

④ 式下中学校

ア 読書活動の充実

・全校一斉の朝の

読書 タイム （全

学年，朝学習の

時間に実施す

る 。）

〈お話会の様子〉

＜朝の絵本の交換風景＞

＜10分 間の読書タイム＞
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・学校図書館 オ リエ ンテー シ ョン （1年

生を対 象に，国語科の授業で，図書分

類 ，配架 ，利 用方法，学校図書館の概

要 につ いて説 明す る。 その他，ブ ック

トー クによる図書の紹 介 をす る。）

イ 図書委員会活動 の充実

・年 間135日 ，昼休 みの開館 を実施

（昼休み には，平均30人 か ら40人 の生

徒が来館。昼休みや放課後 の開館につ

いて，開館 す る 日の給食時間 と終わ り

の会 の校 内放 送 で知 らせ ， 来館 を促

す。）

・読書啓発活動 のポス ターづ く り，新着

図書の紹介，

お話会の案内

作成，図書便

りの発行

ウ 公共 図書館 ・関係諸機 関 との連携

・公共 図書館 オ リエ ンテー シ ョン （2年

生対象 に国語科 の授 業で，図書館 司書

による図書館 オ リエ ンテーシ ョン，推

薦図書 の紹介 ，グルー プ別 の図書検索

実習，図書の閲覧 を行 う。）

〈生徒の感想 〉

・パ ソコンで検索 して も見つか らな

くて図書館 の人に聞 く と， ヒン ト

を教 えて くれたので，や っぱ りプ

ロはす ごい と思いま した。

・調べ るのはたいへんだったけ ど検

索 の方法 が よ く分か り楽 しか った

です。 久 しぶ りに図

書館 に行 って楽 しさ

を思い 出 したので，

また，図書館 に行 き

たい と思い ます。

・公共図書館司書による絵本作りについ

ての授業 （3年生の家庭科の授業で，

2学 期の保育実習で読み聞かせをする

絵本を生徒各 自が作成 した。その事前

学習 として図書館司書による絵本につ

いての授業を行った。）

〈生徒 の感想 〉

・私た ちが小 さい ころに読んで いた

絵本 は，私 たちが生まれ る前か ら

あった ものがた くさんあ って，今

も読み継 がれ てい ることを知 りま

した。

・今 日の授業 を受 けて， とて も懐 か

しく楽 しい気持 ちにな りま した。

また，図書館 に足 を運びたい と思

いま した。

・公共図書館図書の団体貸出利用 （修学

旅行等の事前学習で利用する。）

・学校支援スタッフのボランティア （毎

週月 ・木曜 日の昼休みから放課後まで

学校図書館に在室 し，図書の配架 ・整

頓等 を行 って

もらう。）

⑤ その他

ア 川西幼稚園 ・三宅幼児 園

・月に一度 ，絵本 を 自分 で選 んで借 りる

体験を続 けている。

・夏休み ・冬休み には，お話 カ レンダー

を作成 し，家庭で絵本 を読ん でも らい

カ レンダーに記録 した。

・公共図書館 を利用 し，定期的 に絵本の

＜昼休みの様子＞

＜学習の様子＞

《保育実習で保育園

児に 自作絵本 の読み

聞かせ をする生徒た

ち》

＜実習の様子＞
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団体貸出を活用 したり，読み聞かせ を

行ったりしている。

・保護者に絵本の紹介をしたり，絵本を

貸 し出 した りして，親子読書を進めて

いる。

・司書や保護者が読み聞かせをする。

イ 川西町立図書館

・お話会…4歳 から中学生までを対象に

開催

・夏休みブックガイ ドの作成…小中学生

全員に配布 している。

・園 ・学校 との連携

・絵本相談教室

（2）成果

読書量の推移をみると，朝の読書タイムや

教科等の授業における学校図書館の活用等の

取組により，本を1冊 も読んでいないと答え

る児童生徒は減少 した。また，普段からよく

読んでいる児童生徒には顕著な変化はないが，

中程度に本 を読んでいる児童生徒の読書量が

増加 し，取組の成果が現れている。

「おすすめの本」の掲示や配架の工夫，学

習に関する本の教室への配本等，図書委員会，

学校支援スタッフの活動の充実により，本に

関心をもった り，本を身近に感 じたりして，

本を手にする児童生徒が増えていったと思わ

れる。特に，中学校では，図書委員会による

読書の啓発，図書館 との連携 （絵本づ くり，

図書館オリエンテーシ ョン）等が，読書に関

心をもつ機会とな り，学校図書館や公共図書

館に足を運ぶ生徒が着実に増えてきている。

また，昨年度に引き続き，朝の読書タイム

を4日 間連続 して実施するなど，本を続けて

読む機会を設定 していったことも読書量を増

加 させた理由の一つとして挙げられる。

4研 究成果の普及

読書活動を推進するために作成 したリーフレ

ットやブックリス トを年度初めや夏休み前に全

児童生徒に配布 した り，町のホームページで発

信したりして，読書活動の啓発に努めてきた。

今後 も，推進協力校それぞれに取 り組んでき

た成果や課題を共有 し，更に実践研究に取 り組

み，地域で一貫 した読書活動を進めたい。

5読 書活動を推進するための課題と改善策

幼稚園から小学校 中学年までは，読書 （本）

が好きな園児児童が多い。 しか し，高学年か ら

中学校になると，読書の有用性 を感 じているに

もかかわらず，「本を読むことが嫌い」と答える

児童生徒が増加するのは，昨年度からの課題で

あった。 しか し，今年度の取組を通しても，読

書への関心 ・意欲を変容 させるまでには至って

いない。

なぜ 「本を読むことが好き」 と答える児童生

徒が減少するのか，調査方法 ・内容を見直 し，

児童生徒の意識を更に細かく分析できる調査の

実施の必要性を感 じている。また，

・「感動する本」 との出会いづくり （本を読ん

で感動する体験を重ね られれば，読書に対す

る意識は高まるはずである。そのためにも，

読書ニーズの把握，選書，紹介等に努める。）

・くつろげる学校図書館づくり （ゆったりとし

たスペースや談話スペースを設けるなど，く

つろぎ，読書が楽 しめるような環境づくりに

努める。）

等，公共図書館や関係機関との連携をより一層

図り，子どもたちの読書への関心 ・意欲を高め

る取組を継続 し，深めてい くことが肝要ではな

いかと考えている。

今後も，それぞれの学校 （園）での成果 と課

題を互いに共有し，子どもたちの読書活動を質，

量ともに充実 させ，子どもたちが生涯にわたっ

て読書に親 しんでいく態度 をはぐくむ実践研究

を進めたい。
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（資 料 ：読書 に 関す る調査 に つ いて）

○ ア ンケー ト内容

児 童 生徒 の 読書 活 動 の実 態 を，年 間 を

通 じて と らえ よ うと した。 一定 期 間 をお

き，年 に3回 （7月 ，10月 ，1月 ） 同 じ

項 目で調 査 す る こ とで， そ の間 の読 書活

動推 進 のた め の取組 の効 果 を検証 で き る

と考 え た。

ア ンケー トの項 目は， 次 の よ うな もの

で ，本 年度 は ，更 にエ ， オ を加 えた。

ア ， あな たは本 を読 む の が好 きです か。

イ ，○ 月 か ら今 日ま で の3か 月 間 に何冊

の本 を読 み ま した か。

ウ， どの よ うな 時 （時 間） に本 を読 み ま

した か。

エ ，1日 あた りの平 均読 書 時 間

オ，1週 間の 平均 読 書 日数

○ 調査 結 果 とそ の考 察

（1） 学年 が上 が る に したが って ， 「本 を

読む こ とが 好 き」 で あ る と答 え る児 童

生徒 が減 って い る。低 学 年 で高 めた 読

書 へ の 関心 ・意 欲 を どの よ うに維 持 さ

せ て い くか とい うこ とが 昨年 度 か らの

課 題 で あ る。

そ こで，読書 の楽 しさや喜びを味わ

わせ る取組 を進 めるとともに，教科等

の学習活動においても積極的に学校図

書館及び公共図書館 を活用 してい く手

だてを考えた。

中学校3学 年において，「本 を読む

のが好き」 と回答 した子が微増 した も

のの、児童生徒 の意識 の変容までは至

れなかった。

（2） 学期 中の読書量についてのア ンケー

ト結果 を昨年度 と比較 してみ ると、読

書量が1冊 ～5冊 の児童生徒の割合が

減 り、6冊 ～10冊 の割合が増える等

の結果 となった。 これ らのことか ら，

学校 における朝の読書をは じめ とした

継続 した取組 は，児童生徒の読書活動

の推進 に効果的であることが分か る。

昨年度の第2回 調査では，夏休み中の

読書冊数は増加 していなかったが，余暇

や長期休業 中における読書活動 を推進 し

てきた結果，小学校6学 年では読書冊数

が増 えた。

本を読むのが好きですか？（18年度第1回 調査）

本を読むのが好きですか？
中学校

あなたは4月から今日 （7月10日）までに何冊本を読みましたか？

中学校3年

小学校5年

夏休みに何冊本を読みましたか？ 小学校6年
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平成18・19年 度生きる力をは ぐくむ読書活動推進事 業研究成果報告書

生 きる力 をは ぐくむ読書活動推進事業 【平成18・19年 度】取組の概 要―平成19年 度 ―

都道府県名 和歌山県 推進地域名 海南市

取 組 の 概 要

〈北野上小学校〉
「表現力を高め，生活を豊かなものにする読書活動を目指して」

○ 実 践内容 （主 な研 究 内容 ：平成19年 度 ）
1読 書年 間指導計画の作成
2各 学年研究授業の実施
3保 護者 との連携

（1）ボランテ ィア活動
① お母 さんに よる読み聞かせ
② 学級委 員を中心に した読書活動
（2）親子読書の実施
4育 友会新聞の発行
5公 民館等との連携
6図 書委員会の活動
7読 書集会の実施
8福 祉施設への訪問
9全 校読書感想文集

〈中野上小学校〉
「楽 しさを広げる読書活動を求めて」

○ 実践内容 （主な研究内容 ：平成19年 度）
1読 書活動年間計画の作成
2授 業研究の実施
3全 校での読み聞かせ
（1）教師による読み聞かせ
（2）外部講師による読み聞かせ
4図 書委員会の取組
（1）図書室便 りの発行
（2）感想画の募集
（3）紙芝居の実施
5学 校図書室ボ ラン

ティアの協力
6夏 休み図書室開放
7家 読 （うち どく）のすすめ

海
南
市
読
書
活
動
推
進
会
議

「子どもたちの意欲を高める読書活動」～学校 ・家庭 ・地域とのつなが りの中で～
1各 学校における取組

これまで行 ってきた各校の取組を見直すとともに，改めて 「読書活動」に焦点
を当てた研究を推進する．

2学 校 ，家庭 ，地域社会が連携 した取組
（1） 推進会議 の運営

事 業が効果的 に推進 され るよ う指導 ・助言 にあた る。
（2） 小 学校 と中学校の連携

児童 ・生徒や教職 員の交流等，小学校 と中学校の連携 を図 ってい く。
（3） 家庭や地域 との連携 ・協力

地域ぐるみで子どもたちの成長を見守る気運をより高めていく。
3読 書に関する現状調査

読書に関する現状調査等を行 うとともに，本事業を推進 したことによる効果や
成果 を継続的 に見取ってい く。

〈南野上小学校〉
「『進んで読書す る子』をめざして」

○ 実践内容 （主な研究内容 ：平成19年 度）
1読 書活動推進年間指導計画の作成
2校 内研究授業の実施
3朝 読書の充実 （毎朝10分 間の全校一斉）
4読 書の集い （毎週水曜 日）
5集 会での職員の話 （思い出の1冊 ）
6名文 暗唱（ がんばりタイム）
7図 書委員会の活動
8夏 休み親子読書
9読 み語 りボランテ
ィアの活用

10図 書館との連携
11図 書室及び蔵書の
整備

〈東海南中学校〉
「心を育て生きる力をはぐくむ読書活動」

○ 実践内容 （主な研究内容 ：平成19年 度）
1図 書利用年間計画の作成
2各 学年部を中心にした取組 （研究授業等）
3朝 の一斉読書 （全校一斉）
4読 書の木 （読書の足跡を残すための掲示）
5親 子読書 （昭和55年 からの取組）
6読 書活動推進に係 る各種大会への参加
7委 員会活動の活性化 （読み聞かせボランテ
ィア 等）

8職 員朗読劇
9読 書の実態調査
10講 演会の開催
11環 境整備
12関 係機関との連携

【成果と課題】

児童生徒の読書意欲については、読書冊数の増加や本への関心の高まりなどから、概ね向上したといえる。

また、本を話題にして家族や友達と話を話をする機会が増えたことは、大きな成果である。

教職員については、「授業や授業以外で心がけていること」への回答数 （率）が増加するなど、読書活動や

授業改善への意識の高揚が伺える。
一方、保護者の考えや意識には大きな変化が見られなかった。子どもの読書に対する期待は大きいと思われ

るが、積極的に読書活動を行おうというところまでには至っていないといえる。
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平成18・19年 度生 きる力 をはぐくむ読書活動推進事業研究成果報 告書

和歌山県

推進地域名 海南市

1推 進地域 の概 要

（1）地域 の概要

地域 内 には，北野上小 （七 山分校）， 中野

上小，南野上小 とその卒業児童 の進学す る東

海南 中が ある。 旧来 よ り地域 を越 えての結 び

つ きが強 く，保護者 ・地域 の方々は学校教 育

に対 して もたいへん協力的である。

読書活動 に関 しては，各校 とも朝 の読書活

動 に取 り組み，心 を落 ち着かせ て1日 のス タ

ー トが切れ るよ う配慮 す る とともに
， 「自分

で選んだ本 を自分で読む」 とい う主体的な態

度の育成 を図ってい る。 また，すでにそれ ぞ

れの学校 では，実状 にあわせて 「読書環境 の

整備 」や 「親子読書 の勧 め」， 「推薦 図書 の紹

介 」な どに も取 り組ん でい るところである。

さらに，各校共 通の認 識 として， 「読書活

動 は，子 どもが言葉 を学び，感性 を磨 き，表

現力 を高 め，創 造力を豊かな ものに し，人生

をよ り深 く生 きてい く上で欠 くことので きな

い ものであ る」 と捉 え，4校 の連携 を図 り，

各校 の児童 ・生徒 の実態等 を把握 した うえ

で，子 どもたちの 「生 きる力」をは ぐくむ た

めの効果的 な読書活動 ・図書館教 育の推進 を

目指 してい る。

（2）推進協力校の概 要 （平成19年5月1日 現在）

① 北野上小学校

『表現力を高め，生活を豊かなものにする読書活動を目指して』

表現力の育成には総合 的な国語力は欠かせ

ない ものであ る。 国語力 を向上 させ るために

は，読書が必要不可欠 ととらえ， これ まで進

めてきた表現力の育成の柱に 「読書力 ・読書

量」を据え，このことにより表現力を高める

とい う方向から研究をすすめた。

② 中野上小学校

『楽 しさを広げる読書活動を求めて』

「子 どもたちは，本来読書好きである」 と

い う視点か ら，読書環境の整備や多様な読書

活動を取 り入れ，子どもたちに 「読書の楽 し

さ」を味わわせ，読書に親 しませたいと考え

本主題を設定した。また，研究を進めるに当

たっては，「生きる力」 とい う観点か ら 「読

書活動を通 して付けたい力」を，「指導 目標」

として設定 した。

③ 南野上小学校

『「進んで読書する子」をめざして』

学校全体での様々な取組 を通 して読書活動

を活性化 させ，子 どもたちが自ら本を手に取

り，本のお もしろさや読書す る喜びを知るこ

とにより，一人一人に読む習慣を身に付けさ

せたいと考え，研究をすすめた。

④ 東海南中学校

『心を育て生きる力をはぐくむ読書活動』

読書の習慣を身に付けることは，生徒一人

ひとりが 「心を育てたくましく生きていく力

を身に付ける鍵」になる。 この鍵を手に入れ

るきっかけを作るため，「興味を持つ ・探す・

手に入れる ・読み通す」 とい う読書のサイク

ルを確立するため， どのような手だてが有効

かについて研究をすすめた。

（3）協力機関等

① 北野上公民館 ・中野上公民館 ・

南野上公民館 ・住民センター

地域住民の教養を高め，文化向上を図る

ため各小学校区に設置 されている公民館等

では，放課後や休 日に児童生徒，保護者が

気軽に読書できる環境整備に努めている。

② 児童図書館 ・下津図書館

市内には，公立図書館が2つ あり，定期

的に読み聞かせ会等を開催 している。また，
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海 南市のホームペー ジか らは蔵 書の検索が

できる よ うになってお り，市民の利活用 に

はたいへ ん便利 である。 しか し，協力推進

校か らは，やや遠 いこ とが課題 である。

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果 と課題

平成18年 度は，各校にお ける読書活動を

見直 し，取組 を焦点化す るこ とに重点 を置い

た。 各校 におけ る成果 と課題 を下に挙げ る。

① 北野 上小 学校

何 よ り，本取組 によって児 童 も教 師 も読

書 につい て意識 できるよ うになったこ とが

大 きい。 また，読書 を仲介 に して，家族団

らんの時間が持て るよ うになつた との声 を

聞 くことがで きた。今後 も，学校の取組 を

家庭に も広げ，保 護者の読書意識の向上に

努 めなけれ ばな らない。 また，各学年の 目

標 を改めて明確 にす るとともに読書指導 と

読書活動 に関す る年 間行 事計画を作成す る

必要 がある。

② 中野上小学校

友だ ち と図書 につ いて話 した児童 の推移

を見 ると，7月 （34．6％）→2月 （74．1％）

と増加 してい る。また，月 に10冊 以上本

を読んだ と答 えた児童は，7月 （24．3％）

→2月 （52．4％）と，これ も増加 している。

この結果 か ら，読 書に対す る興味関心が

高ま り，様 々な取組 が子 どもたちの読書 に

対す る意識 を変 え，読書 が身近な もの とな

って きてい る と言 える。 さらに，多様 な手

段や機 会 を通 して学校 の取組や読書活動の

意義 を発信 して きた こ とによ り，家庭や地

域 の方々が一体 とな って学校 の取組 を支援

す るとい う体制づ く りが進 め られて きてい

る。

しか し，読書指 導の改善や読書の質 を高

める工夫 につ いて は課題 であ る。

③ 南野上小学校

全校的な取組 をす る ことに よ り，本に興

味 を示す子が増 えてきた。特 に，低 学年 の

児童は， 自分の読み たい本 を図書室 で見つ

けて きて学級 で紹介 した り，紹介 され た本

を読んだ りと，活動 内容 が充実 してきた。

また，高学年 では， 同 じ本 を何回 も読ん だ

り，同 じ作者 の他 の作品 を読ん だ りと作者

の心に触れ よ うとす る児童が増 えて きてい

る。

今後 は，学校の図書室だけではな く，地

域 の図書館 を利 用 した読書活動や調べ活動

を一層充実 させ るとともに，読 書環境 を充

実 させ，家庭 との連携 を深 めていきたい。

④ 東海南中学校

本取組 に より，生徒間 の会話 の中で読書

の話題 が出るよ うにな った。 コ ミュニケー

シ ョンの題材 の一つ と して本が取 り上 げ ら

れ る ことは，望ま しい ことであ ると考 えて

いる。 また， 自己を表現す る 「書 く」活動

にも意欲的 に取 り組 む生徒 が出て きた。

今後 は，読書意欲 を高め る取組 の継続 と

広が りが必要であ ると感 じてい る。さらに，

近隣の保 育所や小学校 との連携 を 目指 し，

読み聞かせ ボランテ ィアを実施 したい。

（2）平成19年 度 の研究の概 要

本年度 ，各校 においては，昨年度 の成果 を生

か しつつ，以下の観 点 も含 めなが ら取 り組 んで

いる。

① 体制や取組を再度整備 し，より充実を図る

各校では，読書推進 に向 けて校 内体制 を

組 織 し，積極的 に研究 を進 めて きた。 これ

を継続 しなが らも， よ り効果的な取組 を 目

指 して，再度見直 し充実を図 る。

② 家庭や関係機関との一層の連携協力を図る

「親子読 書」 「親子感想 文」 な ど，家庭

と連携 した取組 は，本地域の特徴 の一つ で
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ある。 保護者や地域の方々が，図書ボ ラン

テ ィア と して学校 の取組 に参加 して くだ さ

った り，公 民館や 図書館 では，放課後や休

日に子 どもや保護者 の方 々が読書でき る環

境 づ く りに努 めて くださってい る。 この よ

うな取組 を一層 充実 させ，連携 協力 を強化

す るこ とが重要で ある。

③ 小 ・中学校の交流 ・連携を活性化 させる

昨年度，東海南 中学校 の図書委員会が ，

保育所 に出 向き園児たちに読み 聞かせ を行

った。 園児たちには大変好評 であった。本

年度 は，小 学生に も読み聞かせ を行いたい。

この ように，小 ・中学校の児童生徒 や先生

方 が交流す ることは，9年 間の読書活動 を

見通す上 で もたいへ ん意義のあ ることだ と

感 じてい る。今後 も，小 ・中学校 の交流 ・

連携 を活性化 させてい きたい。

3実 践研究の内容及び成果

各学校の取組から特徴的なものをあげ，その

成果等について述べ る。

○ 北野上小学校

（1）具体的な取組

① 保護者 との連携

保護者による読み聞か

せのボランティア活動や，

学級委員を中心 とした読

書便 りの発行，親子読書

の実施等，保護者 にも積

極的に関わっていただき

ながら取 り組んだ。

② 読書集会の実施

毎月第4水 曜 日の朝 の全

校集会 で，低 学年 （1～3

年） と高 学年 （4～6年 ）

に分かれ て読 書活動集 会 を

実施 してい る。

・低学年

担任による読み聞かせ，5年 生が親子で

作成 した絵本の紙芝居 等

・高学年

「今，自分が読んでいる本」の紹介，5

年生が親子で作成 した絵本の紙芝居 等

（2）成果等

全教職員が協力し，第2， 第3図 書館を子

どもたちが利用 しやすいスペースに設置 した

ことや継続的に読書活動に取 り組んだことに

より，児童の読書への興味 ・関心が高ま り，

自主的に読書するという習慣が身に付いた。

また，教師の働 きかけがなくても，子 ども同

士で本について情報交換する姿が見 られるよ

うにもなった。同時に，読書活動を取 り入れ

た授業実践を計画的に行ったことにより，少

しずつではあるが語彙が増え，生き生きとし

た表現活動を引き出す ことができた。さらに，

読書か ら得た知識を学習に生か した り，自分

の生き方について考えたりす る姿も見られ る

ようになった。これからも，実践を継続発展

させていくことが大切である。

今後は，子ども達が積極的に図書を利用 し，

学習に役立てていけるよう，学校図書館をは

じめ読書環境の整備 ・充実をさらに図 り，家

庭や地域，公民館 との連携を深めながら，読

書活動を推進 していかなければならない。

○ 中野上小学校

（1）具体的な取組

① 学校図書室ボランテ ィアの協力

保護者や地域の方々

を対象にボランティア

を募集 し，絵本棚の作

成，図書室への本の寄

贈 の呼びかけ，図書室

の整備等の活動を してい

ただいた。

【本棚の作成】
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② 家読 （うちどく）のすすめ

家 読（うちどく）とは，

「学校 で の朝読 （あ さど

く）で 身 に付 い て き た

落 ち着 いて読書 をす る

習慣 を家庭 に も持 ち込

み， さらに，家族 で同

じ本 を読む ことで，家族 の コミュニケーシ

ョンを さかん に しよ う」とい う願 いを もっ

た取組 であ る。 特に長期休業 のあとには親

子 で書 いた コメ ン トや 「家庭 で大人 が本 を

読む姿 を子 どもに見せ ることの大切 さを感

じた。」とい う声 が届 いてい る。

（2）成果等

1ヶ 月 に10冊 以上本 を読 んだ と答 えた児

童は，H18年7月 （24．3％）→H19年2

月 （52．4％）→H19年6月 （63．5％） と増

加 してい る。 読書活動の推進 によ り，子 ども

達 の読書 の機会 が増 え，読書習慣が定着 して

きた ことが分 かる。 また，読書意欲 の向上 と

ともに，必要 に応 じて図書 を適 切に選ぶ こと

がで きる子 どもが増 えてきた。 その他，公立

図書館 を積極的 に活用 した り，関係機関 との

連携 が密 になって きた りしたこ とは大 きな成

果 であ る。

今 後は，読書の幅 をさ らに広 げる指導や読

解力 を育成す るための読書活動の工夫，学習

情報セ ンター としての図書室の整備 ，中学校

との連携 の充実等 を図っていきたい。

○ 南野上小学校

（1）具体的な取組

① 集 会での職 員の話 「思 い出の一冊

週 に一 度 の全 校 集

会 で は ， 全 職 員 が輪

番 で子 どもたちに 「わ

た し と読 書 ・わ た し

と本 」 を テ ー マ に ，

小学生のころに出会った本や最近読んだ本な

ども紹介するコーナーを設けている。それぞ

れ の職員 が工夫を凝 らして発表 し，子 どもた

ちに人気 のコー ナー となっている。

② 夏休み親子読書

毎年，夏期休業 中に

親子で同 じ本を読み合

い，その後，読書感想

文集 を作成 している。

過去読んだ本 は，以下

の とお りであ る。

平成19年度 『ごめんねともだち』内田隣太郎作 偕成社

平成18年度 『あらしのよるに』 木村裕一作 講談社

平成17年度 『島ひきおに』 山下明生作 偕成社

平成16年度 『100万回生きたねこ』佐野洋子作 講談社

（2）成果等

教師がお薦 めの本 を紹介す ることに よ り，

子 どもたちの読 書の幅 は徐 々に広 が りつつあ

る。 また，継続 的な取組 を通 して，児童 の読

書 に対す る関心 は高 まって きた とい える。特

に，児童 間で読書の ことを話題 に し，お互い

に交流す る姿がみ られ るよ うにな り，読書量

が増 える とともに，読む習慣 が身に付いて き

た。また，学校便 りや保護者会での啓発活動，

夏休みの親 子読書を通 して，保護者 の読書へ

の関心 も高ま り，地域 ・家庭 と連携 しなが ら

読 書活動 を進 めてい くこ とがで きた。

今後 は， さらに学年や 目的 に応 じ必要 な本

を選ぶ 眼を養 い，読書の質 を高 めてい く工夫

や学校図書室の さらな る充実 とともに，地域

の図書館の利 用を促進す る必要があ ると考え

てい る。

○ 東海 南中学校

（1）具体的な取組

① 小学校へ の読み聞かせ，紙芝居

第1学 年 の 生 徒

が，地域の小学校3

校へ出かけ，読み聞

かせや紙芝居を行っ

た。後輩 と交流する

ことに よ り，小 中連携 して進 めている本事
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業が よ り活性化 し，読書へ の意欲 を高 める

ことがで きた。

② 親子読 書

昭 和55年 か

ら27年 間 続 い

て い る親 子 読 書

は ， 毎 年 ， 憲 法

記 念 日を 中 心 と

した連休 中に実施 している。文学作品や今

話題 の作 品 を家庭 で家族 と一緒に読む こ と

を課題 として， 「思いや り」や 「人 間 と し

ての生 き方 」について学習す るひ とつの機

会 に して い る。 今年度 は， 「ハチ ドリのひ

としず く」 ― いま，私 にで きること ―

【辻 信一 監修光文社 刊】を取 り上 げた。

（2）成果等

「本の ことを話題 に して友達 と話 を しま し

たか ？」 とい うア ンケー トで は， 「した」 と

答 えた生徒が，昨年34．8％ だったのが本年 は

43・3％ と8．5％増 えてい る。 また，種 々の取

組 に より，少 しず つではあるものの子 どもた

ちの生活 の中に読 書が定着 して きてい るもの

と考 え られ る。 さらに，地域 ・家庭 ・小学校

等 との連携 をよ り深 めることがで きた。

また，国語科 の教師 だけでな く，全職員 の

共 通理解 の も と読 書活 動 に取 り組 ん だ こ と

で，生徒 が読書の楽 しさや必要性 につ いて感

じることがで きた。

次年度 以降は，蔵書数 の増加 を図 った り，

図書室の書架の展示の仕方 を季節や学習の進

度 に合わせ るな どの工夫を した り，図書室の

充実 に努 め る。 また，委員会活動な ど自発 的

な活動 の中で，図書 を活用 し， 自ら学び解 決

す る力 を育む ことができるよ う支援 してい き

たい。

4研 究成果 の普及

推進協力校 内で は，定期的に連絡会 を開催

し，互い の実践内容や成果 ・課題 な どを共有

して きた。 また，1年 目終 了時 には，研究 内

容 をま とめた 「中間ま とめ」 を作成 し，市内

各校 や関係機 関等に配布 した。

平成19年 度 には，2年 間の研 究内容を市

内はも とよ り，広 く他 市町村 に も公 開す るた

め，10月23日 （火） に研 究発 表会 を開催

した。

5読 書活動 を推進す るための課題 と改善策

2カ 年の研 究は本年度で終 了 となるが，今後

もさらに効果 的かつ深化 した取組 となるよ う，

以下の点に留意 してい きたい と考 えてい る。

（1）読書環境 の更な る工夫 ・改善 ・充実 を図 る

今後 も魅力的 な環境 作 りに努 めるため，

・子どもたちのニーズ，時代の要請等に応 じるこ

とのできる多様な本の確保，蔵書の整備

・興味を引き，かつ欲 しい本が見つけやすい配架

の工夫や手軽に検索できるシステムの構築

・児童生徒会活動や委員会活動による主体的な図

書館運営

・公民館や公共図書館 との連携を密にした本の貸

与，情報交換

・保護者や地域ボランティアが参画する図書館経営

な どに取 り組 んでいきたい。

（2）確 かに読み取 る力の育成，読解力の育成 を

図る

読解力 を育成す るため，国語科 を中心 に し

なが ら，各教科等 にお け る読書活動 の位置づ

け （ね らいや内容等） を明確 に し，年間指導

計画の工夫 を図 り，読書活動 を推進 していか

なければな らない。

（3）家庭や 関係機 関，学校間 ・校種間の一層 の

連携 ・協力 を図 る

学校 が家庭や 地域 に向 けて （読書に関す る

内容 を）発信す ることは もちろん，家庭や地

域 が学校 に対 して （読書 に関す る）情報 （ソ

フ ト面 ，ハー ド面） を提 供す る相互交流がな

され なければ な らない と感 じている。
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（資料 ：読書に関する調査について）

1内 容

児童生徒の現状を知る調査。教職員や保護者，

地域の意識の変容を知る調査。

2方 法

質問紙によるアンケー ト調査

3調 査時期

1年 次 （6月及び2月 ）

2年 次 （6月及び12月 ）

4そ の他

本調査の内容は，必ず推進会議で取 り上げ，

課題や研究の方向性を探 る資料 とする。また，

家庭や地域にも結果を還元し，学校 ・家庭 ・地

域が一体 となって取 り組んでいくこととする。

〔アンケート調査の結果の概要 （小学生）〕

〔平成18年6月 実施〕 〔平成19年6月 実施〕

○ 本を読 む ことが好きですか ？

○6月 に何冊本 を読み ま したか ？

○ 家で本の ことを話題に して，家族の人 と話 をしましたか ？

◎ 本 を読む ことが好 きな児童 は，約8ポ イン ト増 え， どち ら

か といえば きらい ・き らいな児童 は，約5ポ イ ン ト減ってい

る。また，1ヶ 月の読 書平均冊数 も各学年 とも増 えてお り，

取組 の成果 で ある とい える。 さらに，本 を話題 に した家族

との会話 では，約14ポ イ ン トも増加 してお り，家庭 との連

携 の成果 が表れ てい る。

〔ア ンケ ー ト調 査 の 結 果 の 概 要 （中 学 生 ）〕

〔平成18年6月 実施 〕 〔平成19年6月 実施〕

○ 本 を読む ことが好きですか ？

○6月 に何冊本 を読み ま したか ？

○ 本の ことを話題に して，友達 と話を しま したか ？

◎ 本 を読む ことが好 きな生徒 と1ヶ 月 の読 書冊数には， あ

ま り変化 が見 られない。 これ は，諸行事や読 書の質の変化

（よ り高度 な内容 の本 を読む よ うにな った） な どが関係 し

てい ると思 われ る。 一方，本 を話題 に友達 と話 を した生徒

は，約8．5ポイ ン ト増えてお り，本 をコミュニケーシ ョンの

媒介 に してい る様子が うかがえる。

〔ア ン ケ ー ト調 査 の 結 果 の 概 要 （保 護 者 ）〕

◎ 保護者 を対象 と したア ンケー ト調査 では，あま り大 きな

変化がみ られ なか った。子 どもの読書 に対 して期待す ると

ころは大 きい と思われ るが ，積極 的に読書活 動を行 うとこ

ろまで は至 っていない とい える。今 後は，保護者 自身の意

識 の涵養，学校図 書館 への経営参画 な ど， これ まで以上に

連携 を図 っていかなければな らない と感 じる。

〔ア ン ケ ー ト調 査 の 結 果 の 概 要 （教 職 員 ）〕

◎ 教職 員を対象 したア ンケー ト調査 では，授 業や授業以外

で心が けている ことな どへ の回答 率が増加 してい る。読書

活動に対す る意識 の高揚が伺 える。 今後 とも，取組 を継続

させ つつ，子 どもたちが真に 「生 きる力」 を身 に付 ける こ

とのできる実践 を行 っていきたい。
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鳥取県 岩美町
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平成118・19年 度生 きる力をは ぐくむ読書活動推進事業研究成 果報告書

生 きる力をは ぐくむ読書活動推進事業 【平成18・19年 度】取組の概要― 平成19年 度 ―

都道府県名 鳥取県 推進地域名 岩美町

取 組 の 概 要

1現 状 と取組 の趣 旨

本 町 には、公 立保 育所5、 私 立保 育所1、 小 学校3、 そ して、 中学校 が1校 あ り，町立図書

館 と連携 を図 りなが ら読書活動 に積極 的 に取 り組 んだ。 主 として学校 での朝 読書や教科 学習 に

お け る読書活動 、学校 図書館や 町立図書館 での調 べ学習、委員会活 動や読 み聞かせ ボ ランテ ィ

アのみ な さんの活動 な どである。 昨年度 ，本事 業の指定を機 に 「自主 的に本 を手 に して読書の世

界 を楽 しむ子 どもたちを育 てよ う」のテーマ を設定 し、推進 に向けて組織 的な取組や連携 を試 み

てきた。 その成果 と して学校 にお ける児童 生徒 の年 間読書量が増加 した。 また、町立 図書館 の

利用 が増加 し、 よ り利用 しやすい魅力 あ る図書館 として定着 しつつ あ る。子 どもた ちの読 書活

動 は活発 にな りつつ も、読 書習慣 の確 立に向 けてはまだまだ不十分 な ところもあ る。今後 もノ
ーテ レビデ ーや家庭読書 の 日の設定 な ど、具体的 な施策 と絡 め なが ら 目標 に迫 ってい きたい。

また、家庭 読書の啓発 もリー フ レッ ト等の活用 を図 りなが ら進めてい きたい。

2推 進体制の概要

乳幼児期か らの読書習慣の確立

読書の習慣化への取組

自主的に本を手にしてその世界を

楽 しむ子どもたちの育成

豊かな心や感性をはぐくむ

物事を しっか りと考え，表現する力を培 う

―1年 次の成果 と課題を受けて～推進協議会で取組の重点を決定～―

＜成果 ＞

○推進 協議会の リーダーシ ップが図 られ

た。

○家庭 にお ける読書習慣の確立 に向けて、

小中学校 で ノーテ レビデー を実施 した。

＜具体 的に どうな ったか……。＞

保育所 ・小学校 ・中学校 ・町立図書館

事業への意欲 と連携 を意識 できた。

親 子の コミュニケー シ ョンが増 した。

家庭 での読書活動 を促す きっかけがで きた。
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○年 間の読書量、図書館利用 が増 えた。

○生徒会活動 、委員会活動 な どで本 を紹介

し、読 書意欲 の向上 に役 立てた。

○読書 アンケー トの分析 を行 い、そ こか ら

課題 をみ つけ、具体的 な取組へ とつ なげ

るこ とができた。

○本事業 の取組 を、学校図書館活用 フォー

ラム （宮崎県、国立教育政策研究所）の

ポス ターセ ッシ ョン発表，鳥取県教育研

究会で実践発表、岩美郡教育研 究会図書

館 部会等、様々な機 会 を通 じて発 表す る

ことがで きた。

＜課題＞

●家庭における読書習慣の形成は、まだま
だ不十分である。

家庭での読書時間の不足 もその要因の一
つである。

●家庭において読書ができている家庭 とそ

うでない家庭等、二極化傾向が伺える。

司書教諭や図書館職員の役割

町及び学校の重点目標に読書活動を掲げ実践

児童生徒 自ら読書啓発活動に努めた。

町立図書館の利用が増 した。

魅力ある図書館づくりに向け図書館の環境づ く

りに努めることができた。

成果や課題の検証

現在、子 どもたちの下校後の生活時間や過 ごし
方が大きく変化 してお り、一律 に時間を設定 し

て読書をす ることが困難である。 より効果的な

すごし方を模索 しながら家庭読書の啓発を試み
ていきたい。

＜課題解決 に向けて＞

●親子読書 の啓発や更 なる実践 に向けて、ノーテ レビデーや親 子読書の 日な どをよ り具体化

し、根気 よ く家庭 に呼びか けてい く。

●学校 図書館 と公立図書館 との連携 （教科学習 におけ る） の視 点を明確 にす る。

●町民 を対象 と した読書啓発活動 を実践す る。 （リー フ レッ トや フォー ラムの開催）

3平 成19年 度の重点的な取組

＜平成19年 度の取組の重点＞

1） 家庭における読書の習慣化及び読書意欲向上に向けた取組を継続的に行 う。

2） 学校 と町立図書館 との連携を一層図り、児童生徒の読書意欲の向上を図る。

①家庭 における読書の習慣化に向けた取組

1） 啓発パンフレットの作成 ・配布 （予定）

2） ノーテ レビデーを活用 した読書時間の確保

3） 家庭読書の実践例の収集 （フォーラムで事例発表）

②学校 と町立図書館 との連携 した取組
1） 教科学習における調べ学習や図書委員会の活動

親子読書の取組

（町スクールバスの活用）
2） 保育所等へ館外貸出し

3） 図書資料の提供や図書館司書 ・司書教諭の出前授業

③読書活動についての実態把握

保護者アンケー トや児童生徒を対象 としたアンケー トの実施。

④町立図書館を核 とした地域全体で取 り組む読書啓発活動
1） 図書館まつ りの実施

2） 読み語 りボランティア レベルアップ研修 （各小学校 にて開催）

3） 読書フォーラムの開催 （町の取組み、親子読書実践発表、講演会、お薦めの絵本展示）

4） 読書活動に係わる各種研修会への参加

5） 保育所、小学校、中学校における特色ある読書活動の推進

平成18年 度学校図書館活用フォーラム

親子読書の奨励
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平成18・19年 度 生 きる力 をは ぐくむ読 書活動推進事業研究成果報告書

鳥取県

推進地域名 岩美町

1推 進地域の概要

（1）地域の概要

岩美町では、従前から全小中学校において全

校一斉の「朝読書」を毎 日実施 してお り、読み語

りボランティア等による読み聞かせが定着 して

いる。また、図書館司書教諭や図書館職員 （町

支援職員）が中心とな り、教科学習や学校行事

の中 （読書集会や学習発表会など）で児童生徒

の読書活動を推進するための様々な取組を行っ

ている。また、昨年開館 した町立図書館も2年

目を迎え、より地域に根 ざした図書館 として、

住民のニーズに応えるために図書館祭 りや読み

聞かせ研修会などの取組を行いなが ら魅力ある

図書館づ くりに努めている。

昨年度よ り本事業の指定を受け、「自主的に

本を手にして読書の世界を楽 しむ子どもたちを

育てよう」のテーマを設定 し、読書の習慣化を

図るための具体的な方策を模索しながら本事業

を推進 してきた。

（2）推進協力校の概要 （平成19年5月1日 現在）

①岩美南小学校

読み語 りボランティア「ブックメイ ト」のみな

さんを中心に、朝の読書活動を積極的に推進 し

読書集会や学習発表会の場でも朗読劇を発表 し

ている。図書委員会による新刊図書の選定や読

聞かせ、学校図書館の環境づ くりなど、図書館

職員のア ドバイスを受けなが ら児童自ら魅力あ

る学校図書館づ くりを行っている。また、教科

学習においても町立図書館と連携 し、調べ学習

を取 り入れた学習を展開 している。

②岩美西小学校

司書教諭が中心 となり各学年にブック トーク

を実施 している。また、読み語 りボランティア

「お話プ リン」の協力を得て、朝の読書活動も盛

んに行われている。読書月間中には、担任によ

る読み聞かせや図書委員会の児童による下学年

への読み聞かせなどを実施 している。さらには、

夏季休業中に学校図書館 を児童に開放 し、図書

館職員や司書教諭が中心となって自由研究にお

ける調べ学習のア ドバイスを行 っている。

③岩美北小学校

毎朝読み語 りボランティアによる読み語 りを

実施 している。委員会の活動 も活発で、特に校

舎3階 の多 目的スペースには、図書委員会の取

組やお薦めの本の紹介など、読書意欲を喚起さ

せる工夫 した掲示がなされている。また、司書

教諭が中心となって、教科学習に活用できるブ

ックリス トを作成 し、学習時における調べ学習

などに有効に活用 している。以前か ら短歌や俳

句、詩、100ま す作文など言葉や感性を意識 し

た指導を重点的に行い、各種 コンクール等でも

継続 して成果を上げている。

④岩美中学校

毎朝、8時15分 か ら25分まで静寂の中でゆっ

た りと「朝の読書」が実施されている。読書アン

ケー トを分析 した結果、読書時間は全国平均並

みであるが、1ヶ 月に読んだ本の冊数が少ない

ということが分かった。本年度は、自分が読み

たい本を自分が選んで持って来て読むとい う取

組へ変更 した。また、家庭における読書の習慣

化を図っていくために、生活 リズムの向上をめ

ざす中で 「ノーテ レビデー」を実施 した。実施

後の感想の中には、 「久 しぶ りに子 どもと一緒

に過ごせました。読書を通 じて我が子 と向き合

えて うれ しかった」とい う意見が多かった。

現在 も継続 して取組んでいる。

（3）協力機関等

①岩美町立図書館

中央公民館の一部を改修 して中央公民館図書
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室を移転拡充し、新たに町立図書館 として開

館 した。町立図書館 を「知の拠点 ・情報の拠

点」として位置づけ、魅力ある図書館づくり

をめざして読書活動の更なる推進を図ってい

る。

②町内保育所

幼少時における読書の大切さを保護者へ啓

発 している。保育所参観 日での親子読み聞か

せの体験、保育所開放 日などで未就所児の保

護者への啓発などである。また、年齢別の絵

本ブックリス ト （各年齢においてお薦めの絵

本）を保護者へ配布 したり、絵本に興味を持

たせるような環境づ くりに努めている。

③住民生活課，福祉保健課

昨年度より、ブ ックスター トを開始 した。

絵本 （2冊 ・交換用絵本）と絵本バ ックを配

布 し、その折に町の読み語 りボランティアの

協力を得て、絵本の読み聞かせも行っている。

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果 と課題

＜成果＞

①推進協議会が中心 となって保育所 ・小学校 ・中

学校 ・町立図書館の連携をコーディネー トしな

がら読書活動を推進できた。

②家庭における読書習慣の確立に向けて、小中学

校でノーテレビデーを実施 した。読書の時間に

当てたり、親子のコミュニケーションを図れた

という声もあ り、継続 して実施できた。

③年間の読書量、図書館利用が増えた。学校全体

の重点 目標 として読書活動に積極的に取 り組む

ことが明確に示 され、 さらなる取組ができた結

果 といえる。

④生徒会活動、委員会活動などで新 しく購入した

本を工夫 して紹介 した り、音読集会などで読み

語 りを通 して友だちに読書の楽 しさを伝えるな

ど、児童 ・生徒 自ら読書活動の啓発に努めた。

⑤読書アンケー トの分析により、町立図書館の利

用が全体で5ポ イン ト上がった。まだまだ十分

とはいえないが、魅力ある図書館づ くりに努め

た成果 といえる。

⑥本事業の取組を、学校図書館活用フォーラム（宮

崎県、国立教育政策研究所）のポスターセッシ

ョン発表、鳥取県教育研究会で実践発表、岩美

郡教育研究会図書館部会等、様々な機会を通 じ

て発表することができた。

＜課題＞

①家庭における読書習慣の形成は、まだまだ不十

分である。家庭での読書時間の不足もその要因

の一つである。

②家庭において読書ができている家庭とできてい

ない家庭、子どもと同様，親の読書に対する関

心度に差がある。 （二極化傾向）

（2）平成19年 度の研究の概要 （重点的な取組み）

＜研究テーマ＞

「自主的に本 を手にして読書の世界を楽 しむ子

どもたちを育てよう」

①家庭における読書の習慣化に向けた取組

○親子読書の啓発，ノーテレビデーの実施

②読書活動についての調査

〇保護者 ・児童生徒を対象 とした読書アン

ケー トの実施

③学校 と他の機関との連携 した取組

○図書資料の提供や図書館司書 ・学芸専門

員の出前授業の実施

④地域全体で取 り組む読書啓発活動

○図書館まつ りの開催

○読書フォーラムの開催

⑤保育所，小学校，中学校の特色ある取組

3実 践研究の内容及び成果

（1）具体的な取組の内容

①親子読書の取組み

家庭での読書活動も積極的な啓発や取組によ

り実を結びつつある。
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＜保護者 の声 ＞

○ た くさん の本 に興味 を持 ち、集 中 して本 を

読 む こ とがで きる よ うに な りま した。 子 ど

もの方 か ら読 ん で聞かせ て くれ るこ ともあ

り、 うれ しく思いま した。

○本 を読 んで いる ときは、名 前 を呼ん で も耳

に入 らない くらい集 中 しています。時 々、

町立図書館 の本 も借 ります。読 んで あげる

ととて も うれ しそ うです。

○子 どもが小 さい ころは、布団 に入 ると欠 か

さず絵本 を読んでいま した。おかげで今 も、

読書が大好 きで うれ しく思います。

○5ヶ 月 にな った頃か らブ ックス ター トし、

絵 本か らひ らがな を覚 えま した。 下 の3歳

の子 も絵本 が大好 きです。上 の子が下 の子

に絵本 を読んで あげることもあ ります。

〇夜寝 る前に絵本を2冊 ほ ど読み聞かせをす

るのが小さいころからの習慣になっていて、

親子の時間を大切にしています。「こんな本

も読んでみれば」と薦めることもあります。

○子 どもの頃に読んだ本をいっ しょに読んだ

のですが，子 どもと再び読んでみると大変

お もしろい本です。親子読書を通 して子 ど

もと再び読めたことが うれ しいです。

②読書活動についての調査

第1回 平成18年7月 実施

第2回 平成19年2月 実施

第3回 平 成19年10月 実 施

全体 としては、第1回36．5％ 、第2回32．1％ 、

第3回37．7％ の よ うにポイン トが上がってい

る。具体的 に どの よ うな取組 を してい るか とい

う質問項 目につ いて、 「町立 図書館 の利 用」 に

つい て問 うてみ た ところ、 「町 立図書館 をよ く

利 用す る ・時々利 用す る」が第1回38．2％ 、第

2回38．9％ 、第3回44．5％ とい う結 果で あった。

少 しづつ図書館利 用 も増 してきてい る。

③町立図書館 、山陰海 岸学習館 と連携 した学 習

ア）町立図書館での調

べ学習や 図書館 司

書職員による本 の

選び方 ・整理指導。

イ）山陰海岸学習館学芸員による出前授業

岩美北小学校4年 生

国語 「ヤ ドカ リとイ

ソギ ンチ ャ ク」 「ウミ

ガ メの 浜 を守 る」 で学

芸員 に よ る専門 的 なお

話 を していただいた。

④読書推進啓発活動の取組

読書フォーラム2007inい わみの開催

期日 平成19年11月25日 （日）

会場 岩美町中央公民館

内容○岩美町の読書活動の取組について

小学校教諭の実践発表

○親子読書の実践発表、実践証の授与

・小 さいときお母 さんに読み聞かせを して

もらった思い出や今の図書委員 としての

活動の感想

・3姉 妹に10年 間、体調の悪い日も欠か さ

ず寝る前に読み聞かせをしている取組

・お父 さんの膝 に抱かれ読み聞かせを して

もらう中で、家族のぬ くもりを皆が感 じ

たとい う心温まる発表

・今では、大学、高校、中学生 と子 どもた

ちも大きくなったが、小さい頃の3兄 姉

の親子読書の思い出を紙芝居で発表

○講演 「子どもの成長と本の役割」末宗辰彦 氏

第1回 調査結果グラフ

＜読 書 ア ン ケ ー トよ り＞

★ 家 庭 で お 子 さん の 読 書 活 動 を 促
す こ と を何 か して お られ ま す か ？
（し て い る と回 答 ）

保 育 所59％ 小 学 校43％
中 学 校24％

町立図書館での調べ学習

学芸員による出前授業
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○読み聞かせボランティアのみなさんによる

絵本の読み聞かせ と紙芝居

○子 どもたちにお薦めの絵本展示

⑤特色ある取組

ア）保育所 （町内）の取組

参観 日や園開放 日などで、幼少時における

読書の大切さを保護者へ啓発 している。また、

年齢別絵本 リス トを配布

した り子 どもたちが自ら

絵本を手に取 ることがで

きる工夫をしている。

イ）小学校の取組

○家庭 ・地域 との連携

1） 司書教諭便 り （本 となか よ し） と図書館

便 り等 を各家庭 に配布 し、図書館教 育につ

いて啓発 している。また、長期 の休みには、

「家読のすす め」 として親子 読書 に取 り組

む。

2） 「金曜 日は本 を借 りよ うデー」を設定 し、

休 日はゆ っく りと読書 に浸れ るよ うに して

い る。 「テ レビは1日2時 間まで」 とい う

生活 自己点検の取組 をす るこ とで、家庭 で

もテ レビを見 る時間 を考 えて くだ さるよ う

にな り、テ レビが消 えてい る時間に家族 で

読書 を してい る家庭 も増 えて きてい る。

3） 朝読書 の時間 （実施 日は各学校 に より違

う） に読み語 りボ ランテ ィアが各学級 に入

って読み語 りを行 ってい る。 また、秋 の読

書週間 中の 「校 内読 書まつ り」には、子 ど

もた ちの前 で朗読 な どを して頂 いている。

○学校 （町立）図書館 と教室 をつ な ぐ

1） 国語 の教科書 に紹介 してある本 を 「〇年

生 の本 だな」 として図書室 に展示 ・紹介。

教 室には一覧表 を掲示。読んだ本に シール

を貼 り、完 読 した児童には賞状 を授 与。 ま

た、一言感想 を図書室に掲示 し、他 の児童

へ の意欲付 けを図った。

2） 図書館教育の年間計画 を作成 。各学年の

図書館 を利用 して学習で きる単元を ピック

ア ップ。ブ ック リス トを担任 に渡 し、学習

の参考 として もら う。 また、司書 教諭 がブ

ック トー ク、本の紹介 、作者 に関す るクイ

ズな どを実施 して子 どもたちが学 習に意欲

的 に向か えるよ うに支援。

3） 国語科の学習で、教材 を学習 した後 、関

連 ・発展読書へ と進む。読み とる力 ととも

に、読み味わ う力や読み広 げる力 を育成。

（例）3年 世界の民話 を読 も う 「こかげにご

ろ り」、4年 愛 の心 を描いた本 を読 も う 「世

界一美 しいぼ くの村 」、6年 作家 と作品 を

かかわ らせ て読 も う 「宮沢賢治 」

4） 図鑑 ・年鑑 な どの資料 を使 って調べ、パ

ンフ レッ トやポス ターな どにま とめ る学習

を してい る。

（例）1年 図書室の本で調 べ よ う 「い ろいろ

なふね」「い ろいろな じゃんけんについて」、

2年 図鑑 の使 い方 を知 ろ う 「ビーバ ーの大

工仕 事」 「きせ つの思 い出ブ ック」 「野菜 を

育て よ う」

5） 社会科 ・理科 ・総合的 な学習の時間な ど

での調べ学習

ブ ック リス トの提供

6） 学校図書館の環境整備

各学年の学習 に関係 のあ る図書 を活用 して

も らうた めの コーナーを設 け展示。普段 か ら

学習 に必要な図書があれ ば知 らせ て欲 しい と

い うことを担任 に呼びかけている。 もし、校

内で十分にそろわない ときは、町 立図書館か

らの貸出 しも利用。

学校図書館前に 「大型図

書便 り」を掲示 し、学校図

書館か らの情報を発信。

フォーラムの合間に

図書館で親子で読書

年齢別の色テープ

大型図書便り
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●特色ある取組

○ 「金曜 日は本 を借 りて帰 ろ うデー」

〇専門学芸員に よる出前授 業

○図書委 員会に よる貸出 し活動

く じの 日の設定 （貸 出 し券 プ レゼ ン ト）

毎月9の つ く日に本 を借 りる とく じ引 きが

で きる。 「2冊 券 」 「しお り券 」 「ぬ りえ」

な どが 当たる。

○産業 ・ふ る さとの偉人 などの資料収集

○必読書の選定及び学級文庫への貸 出 し

図書委員のお薦 めの本 を図書室に展示

○学級や個 人 に多読賞を授 与。

○保護者ボランティアによる手づくりのしお り

〇地域 ボ ランテ ィアに よるお話 スペ シャルの

実施

○朝 の一斉読書 ・読 み語 り

○コン ピュー タでの貸 出 し

子 どもた ちが、貸 出 しのた めにす ることは、

本 とライブ ラ リーカー ドを教職 員に出す だけ

とい う手軽 さか ら、朝，多 くの子 どもたちが

学校図書館 に来て本 を借 りてい る。

また、学校 図書館 内の図書の全 てが、 コン

ピュータの中に入 っている とい うこ ともあっ

て、図書 の検 索 もできる。 自分でイ ンターネ

ッ トで検索 できる ようにコン ピュー タが数台

設置 され ている。

ウ）岩 美中学校の取組

○家庭 との連携

1） 「ノーテ レビデー」 で読書 時間の確保

生徒の実態 として、テ レビや ゲー ム等の視

聴時間が非常に多い こ とが わか った。 このこ

とが生徒 の学習、生活 リズ ム、読書習慣等 の

形成 に大 きな影響 を与 え てい る と考 え られ

た。 そ こで、平成18年 度か ら月1回 、水曜

日を 「ノーテ レビデー」 と指定 し、家族全員

が協力 してテ レビ、ゲーム、イ ンターネ ッ ト

な ど視聴 をな くす取組 を始 めた。本年度か ら

は、町内の各小学校 で も同 じよ うな取組を行

っている。

＜生徒，保護者 の声 ＞

○ノーテ レビデー、で きた後 の達成感 は気持 ち

いいぞ ！。 今 自分が無意識 に音楽 を聴 いた り

テ レビを見てい るのが恐 ろ しい。時 間がゆっ

く り進む よ うな感 じがす るので結構楽 しい。

○子 どもを見ていて親 の ノーテ レビデー に対す

るイメー ジが変わって きま した。親子でがん

ばろ うと声 を掛 け合 いま した。今回は，親子

で読書 もで きま した。前 回は，家族7人 分の

チャーハ ンを本 を見 なが ら懸命 に作って くれ

ま した。

○文化祭 で図書委員会の広報活動 を拝見 しま し

た。 先生 方か らのお

薦 めの本 を親 子 で一

緒 に読 ん でみ よ うと

思い ま した。

パソコンで検索

自分で本を選ぶ環境づくり

【達成率】

文化祭 での展示 コーナー
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エ）町立図書館の取組

○ 自分 の 図 書館 利 用 者

カー ドを 持 っ た こ とに

よ り、特 に休 日等 の利

用が増 した。

○本年度 は、開館1周 年を

記念 して4月 に図書館祭 り

を開催 し、多 くの人が参加

し、親子 ともに本に親 しむ

様子が見られた。

（2）成果

①学校教育活動において司書教諭 を中心として

教科学習と学校図書館をつなぐ試みなど充実

した図書館教育を実施することができた。

②図書館司書職員を中心 として読書環境の整備

に努めるなど、魅力ある図書館運営に取り組

むことができた。

③朝読書や読み語 り、図書委員会の取組により、

本に興味を持つ子が増え、年間の読書量も確

実に増えた。

2学 期 の終 わ りで今 年度の 目標 「一人50

冊本 を借 りる」がすでに達成 され た。その結

果 、多 くの児童 に次の よ うな変容 が見 られた。

○作文、 日記、俳句や川柳など、文を書 く力や

想像力が豊かになってきた。

○漢字検定で、どんどん上の級に挑戦するよう

になってきた。

○国語の学習で国語辞典の使い方を学習 した後

わからない言葉を国語辞典で進んで調べるよ

うになるなど、言葉に興味を持つ児童が増え

てきた。

○読書を通 じて、いろいろなことに興味を持つ

ようになり、そのことが学習に影響 し、児童

の学力向上につながっている。

4研 究成果の普及

取組の成果を多 くの方 に知 っていただ くた め

に，読書 フォーラムを開催 した。町全体で読書

活動 に積極 的に取 り組んでい るこ とを皆で確 認

し合 うとともに、さ らなる取組の意欲 付けに も

なった。 フォー ラムでは、特に、家庭における

読書活動 の実践発表 のなかで、 「地道 な実践 で

はあ るが、その結果 として子 どもが本好 きにな

り、読書 によって親子 の コミュニケー シ ョンや

絆 が よりい っそ う深 まった」 とい うような発表

もあった。今後は、読書 リー フ レッ トの活用 も

含 め、 さらな る家庭啓発 につ とめてい く予定で

ある。

5読 書活動 を推進す るための課題 と改善策

（1） 家庭や地域へ の啓発

児童 ・生徒の読書量、町立図書館 の利用 と

もに増加 してきたが、家庭 に よってはその傾

向は様 々である。今後は、読 書 リーフ レッ ト

の活用 を促 しなが らさらに本 に親 しむ環境づ

く りに努 めてい きたい。

（2） 読書活動の質的向上

学年 に応 じた量、内容等、 よ り深み のある

豊 かな読書活動 を促 してい きたい。特 に将来

にわた って夢や希望 を抱いた り、 自分の生き

方 につながるよ う、豊かな内容の本 を どん ど

ん読ませ てい きたい。

ぼ くのカー ドを作 ってね

司書教諭による授業

図書委員による読み聞かせ 読書量の推移

A小 学校の貸し出し数 （左が昨年度，右が本年度）
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広島県 三原市
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平成18・19年度生 きる力をは ぐくむ読書活動推進事業研究成果報告書

生きる力をは ぐくむ読書活動推進事 業 【平成18・19年 度】取組の概要 ―平成19年 度 ―

都道府県名 広島県 推進地域名 三原市

取 組 の 概 要

ね らい

「自ら本に手を伸ばす子ども」の育成に向けて，読書環境の整備 ・読書活動の

充実を通 して，子どもたちの読書習慣の形成 ・定着を図る。

「たくさん読む」

ために

○子どもの身近に本を置 く

学級文庫の充実，廊下・階段への図書コーナー

○朝読書の徹底

○本の読み聞かせの工夫

司書，ボランティア，教職員，児童生徒等

☆本の紹介活動の工夫

ブック トーク，おすすめの本

○図書委員会の活動

貸出 し活動，本の紹介，他

○読書目標の設定 ・

読書記録の充実

○音読 ・視写の継続

「よりよく読む」

ために

☆教科の学習との関連付け

年間計画，ブックリス トの作成 ・活用

読書活動を組み込んだ単元構成の工夫

国語の教材の関連図書の用意

学校図書館での調べ学習の位置付け

選択国語での読書指導

○本を読んで表現する機会の充実

読書感想文コンクール等への参加

本の紹介 （発表，カー ド等 ）

「読書環境の整備」

のために

○図書館司書を学校へ配置 （週1回 ～隔週）

図書館整備，読書活動の支援

○読書ボランティアの協力

○学校図書館のリニューアル

蔵書の充実，表紙の見える展示

くつろぎスペースづくり，掲示等の工夫

○市立図書館 との連携

蔵書の貸出し，司書の助言 （選書等）

☆家庭 との連携

「家庭読書」の実施 授業参観前に親子で読書

各種便 りの発行，ブックリス トの配布

○担当教職員の研修会の実施

☆印 ：19年 度 の重点事項

成果と課題

○ 学校図書館へ行 く頻度UP↑

○ 本を読むきっかけとしての 「朝読書」の効果

を確認 ！

○ 子ども同士の本の紹介活動は有効 ！

○ 家庭を巻き込んだ読書活動が進展 ！

◆ 本を読まない児童生徒への取組の充実

◆ 目的に応 じて本を活用する場の一層の充実

◆ 成果の普及と組織的取組の一層の充実
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平成18・19年度生 きる力 をは ぐくむ読書活動推進事業研究成果報告書

広島県

推進地域名 三原市

1推 進地域の概要

（1）地域の概要

平成17年3月22日 に，旧三原市 と旧本郷 ・

久井 ・大和の3町 が合併 して誕生 した新市で

ある。読書活動の推進には旧三原市時代から

力を入れてきてお り，平成12年 度から学校へ

の司書配置を始めた他，16・17年 度の生きる

力をはぐくむ読書活動推進事業の推進地域の

指定を受け実践研究にも取 り組んできた。

推進協力校のある大和地域は，市域北西部

に位置 し，市立図書館はあるが，専門の書店

は無い。

（2）推進協力校の概要 （平成19年5月1日 現在）

① 大草小学校

本事業の推進協力校に指定された昨年度

から本格的な読書活動の推進に取 り組み始

めた。本年度，特に授業での図書館活用に

ついて実践的に研究 し，公開した。

② 和木小学校

平成12年 度から読書活動の推進に力を

注ぎ，本好きな子 どもを育成 してきた。本

実践研究においては，特には，家庭での読

書習慣を形成 ・定着させるため家庭読書の

取組に工夫を重ねてきた。

③ 大和中学校

以前，生徒に読書離れの傾向があったた

め，これまで，朝読書，年間読書目標冊数

などの読書指導に取組んできた。本実践研

究においては， 「自ら本に手を伸ばす子」

の育成に向けて，読書環境の整備 ・読書活

動の充実 ・選択授業で読書指導等，各種の

取組を進めてきた。

（3）協力機関等

〇市立大和図書館 ：学校 との連携 （蔵書の団体

貸出し，司書の助言等）

〇市立中央図書館 ：蔵書の貸出 し

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果 と課題

【研究成果】

○読書にかかわる子 どもの状況を把握すること

ができた。

○読書活動を推進するための取組が創意工夫さ

れた。

○本が好き，本 を読むペースが上がった，とい

う子 どもが増え，そのための効果的な取組が

明 らかになった。

○学校図書館の改善を実施 し，図書館を訪れる

子どもが増えた。

○読書ボランティアが発足 した り，親子読書の

活動が定着 した りした。

【課題】

○読む本のジャンルの拡大

○楽 しむ読書から資料活用 としての読書へ

○家庭での読書習慣の定着

（2）平成19年 度の研究の概要

【研究内容】

①昨年度の取組の継続 ・充実

・朝読書，読み聞かせ，読書記録等

・読書環境の充実 ・改善

②本の紹介活動の充実

③授業と読書活動の関連付け

④家庭読書の推進

【研究成果】

〇多様な本の紹介活動によって，本 との出合い

の場を拡充 し，児童生徒の読書行動を喚起す

ることができた。

○授業での計画的な読書活動 （読書単元，調べ

活動）の実施により， 日常の読書活動への橋

渡しができた。

○ 「家庭読書」の取組によって，小学生の家庭
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での読書活動が推進されるとともに，家庭の

協力態勢が強力になった。

【今後の課題】

○ 本を読まない児童生徒への取組の充実

○ 目的に応 じて本を活用する場の一層の充実

○ 成果の普及 と組織的な取組の充実

3実 践研究の内容及び成果

（1）具体的な取組

昨年度の取組で効果の認め られた様々な取

組を今年度 も継続，充実 させながら，昨年度

の課題に対応す るため，特に紹介活動の充実，

授業における読書活動の充実，家庭を巻き込

んだ読書習慣の形成を柱 として取組を進めて

きた。

① 昨年度の取組の継続 ・充実

○朝読書 ・読書タイムの継続 ：毎 日時間を決

めて実施 （全校）

○読み聞かせボランティアの開始 （大和中）

○図書委員会の活動の充実 （全校）

○読書 目標の設定 ・記録 （各小学校）

○読書を支える基礎技能の育成

・視写 ・音読練習の継続 （各小学校）

・「つかことシー ト」 （「使わせたい言葉」

や表現の仕方）を作成 ・掲示 （和木小）

○読書感想文コンクール等への応募 （全校）

○読書環境の整備

・図書館のリニューアル （大和中）

・学級文庫の充実 （各小学校）

・校内各所への読書に係る展示 ・掲示の充

実 （全校）

② 本の紹介活動の充実

昨年度の調査で， 「友人が読んだり薦めた

りする」本に興味を持つ と回答 した子どもが

多かったことか ら，次のような紹介活動を工

夫 した。

○児童生徒 自身が読んで心に残った本を紹介

する場の設定の工夫 ：発表朝会で全校児童

に紹介。 「おすすめの本」シー ト （本の表

紙の写真，紹介文）の掲示。 国語学習 「書

評」 を学習後，全員 に書かせ，パ ソコンで

仕 上げ印刷 した ものを廊下 に掲示。等 々

○広 島県教 育委員会 「わた しの ・我が家の

愛読書 ！キャンペー ン」 （H18）応募 作品

（おすす め本の紹介 文） と本 の紹介 ・展示

○学校図書館司書 ・教職員によるブック トー

クの実施，紹介する本の展示，紹介 した本

の リス ト掲示

③ 授業 と読書活動 （図書館）の関連付け

○学習での計画的な読書活動の実施 ： 「各単

元の学習に使用 した本のブックリス ト」や

「教科 ・領域等」とい う項 目を含む 「学校

図書館利用計画」に沿って，読書活動と関

連づけた単元構成や関連図書の準備 （各小

学校）。国語の選択授業のカリキュラムに

読書活動を設定。学校図書館を会場 として，

「読書へのアニマシオン」，夏目漱石 「坊

おすすめの本シー ト

お気に入りの本 ↑

を朝会で紹介

本 と そ の

紹 介 文 を

セ ッ トで

展示 →

↑ 展示された本の紹介文を受けて，その本

を読んだらシールを貼付

106



ちゃん」の一斉集団読書等の実施 （大和中）。

○市立図書館 との連携 ・活用 ：図書のリス ト

アップについて司書に相談。学校に無い図

書は，市立図書館の団体貸出し制度を活用

して確保。

○研究授業による図書館を活用 した国語科の

授業の改善 ：ア）単元の全体計画の過程に沿

った読書活動の工夫，イ）3領域 と関連付け

た指導方法の工夫，ウ）実践資料 （単元 目標，

利用方法の概要，活用 した図書リス ト）の

作成 ・蓄積

④ 家庭読書の推進

学校の取組を家庭につなげ，家族を巻き込

んで読書習慣を形成 していくことをねらって

次のような取組を行った。

○家庭読書週間の設定 ：各小学校で，毎月1

週間， 「家庭でいっしょに読書週間」 「親

子読書週間」と題 して実施

○授業参観前の10分 間，親子でいっしょに読

書をする時間の設定

〇多様な本の読み方を紹介 ：家庭読書を始め

るにあた り，実施方法を各種通信で紹介

・1冊の本を一緒に読む。

・子 どもが家の人に読んで聞かせる。

・家の人が子 どもに読んで聞かせる。

・それぞれが別の本を，同じ時間に同じ場

所で読む。

○ 目標読書時間の設定 ：週60分 以上

○ リレー読書の実施 ：学級内で1冊 の本をリ

レー形式で，順に家に持ち帰って読書。事

前に学級通信で保護者に予告することで，

親子での読書も。事後にも学級通信で，保

護者の感想を紹介。

（2）成果

① 昨年度の取組の継続 ・充実について

○すらすら音読する力 ・す らす らと視写をす

る力は，取組の積み上げにより着実に向上

している。

〇読書時間と音読 ・視写の技能に関連が認め

られた。

9月 に音読文字数が679文 字，視写文字数が
157文 字に伸びたA児 の読書時間は，昨年度
2月 の調査から120分 を越えるようになって
いた。

大和 中 「読書へ のアニマ シオ ン」に取 り組 む生徒

大草小 親子読書をよびかけるプリント

和木小 リレー読書の案内をする学級通信

A児の「家読」の時間 A児 の 音読 ・視写 文字数
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○本を読むペースが上がった。

・昨年度に比べ本を読むペースが上がったと

答えた児童生徒の割合

大 草 小 三34．1％ ， 和 木 小 ：53．8％ ， 大 和 中 ：25．4％

○学校図書館へ行 く回数が増えた。

・昨年度に比べ学校図書館へ行 く回数が増えた

と答えた児童生徒の割合

大 草 小 ：34．1％ ， 和 木 小 ：60．0％ ， 大 和 中 ：28．1％

＜生徒による自由回答 （一部抜粋）＞
・3年生になり，図書室が近くなったから （3年生）
・前より本を読むことが好きになったから （全学年）

・（学校図書館に）興味のある本が増えたから （全学年）

・中学生になり外遊びが減ったから （1年生）

・中学校の方がジャンルが多いから （1年生）

・選択授業のため （全学年）

○学校の取組が保護者に理解 された。

※家庭読書以外 の学校 の取組 に対 して

は，読み聞かせ，朝読書，本の紹介の

順で高い評価を得ている。

② 本の紹介活動の充実について

○多様な紹介活動を工夫 ・実施できた。

○児童生徒間の紹介活動は，読書活動を活性

化するうえで，薦める側にも薦められる側

にも意義あることが分かった。

③ 授業と読書活動 （図書館）の関連付けに

ついて

○国語科を中心として，授業活用のノウハ ウ

（ポイン ト）が蓄積 された。

○国語科の学習で，関連図書を活用 したり紹

介 した りすることが，学習後，自発的に本

を読むとい う行動へ とつながった。

本 を読むペース （問7回 答）

学校図書館へ行く頻度（問5回答）

学校 の取 り組み に対する保 護者の 評価

（保 ：問2① ）

読 んだ 本 を紹 介 した い と思 う（問4① 回 答 ）

紹 介 した本 を読 んでもらうとうれ しい （問4② 回 答 ）

すす め られ た 本 を読 んだ ことが あ る（問4③ 回 答 ）

す す められた 本 を読 ん でよか った と思 う（問4④ 回答 ）

すすめられて読んだことのないジャンルの本を読んだ（問4⑤ 回答）

学 習 後 の 読書 状 況 （問2① の 回 答 ）

学 習 後の 読 書 意 欲 （問2② の 回 答 ）
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○ 教科等の学習で，調べ学習 を取 り入れ るこ

とに よって，図書館 （本）が役に立つ と感 じる

とともに，調べ学習 を好 きだ と回答 した者 が

多かった。

○学習 の工夫や多様 な紹介活動を通 し，次の

よ うな読書活 動の多様化，読む ジャンルの

広が りを促す ことができた。

・紹介 され たジャ ンル の本 を読む

・テーマに関連 のある本 を読む

・疑問のある ことを図鑑等で調べ る 等

④ 家庭 読書 の推進 につい て

○ 「家庭読書」 の取組の効果が実証 され た。

・家庭読書 の効果が保護者に理解 され た。

※家庭読書にでき るだけ取 り組んだ と回答

した家庭 が，和木小86．4％，大草小65．5

％であったが，そ の うち，ほぼ100％ が次

の よ うな効果 を認 めている。 これに よる

と，子 どもの読書習慣 の形成に とどま ら

ず ，読書 を介 した家族 の在 り方の望ま し

い変化 も多 く認 めるこ とがで きた。

＜保護者に よる自由回答 （一部抜粋） ＞

・以前は文字が少なく絵の多い本をよく読んでいた

のだが，少しずつだが文字の多い本を読むことが

できるようになってきた。 （1年）

・子 どもが高学年になる程，傾向や好きな本を知っ

ておいたほうがよいと思 うが， 「家読」の時は，

親も関心をもって読書の様子を見ることができる

ので嬉しい。特に本について話す ことが増え，こ

の期間はかなり本を勧めやすい。 （4年）

・ゲームの時間が少 しずつだが読書の時間に変わっ

ている。また，学校で好きな本やお気に入 りの本

を読んでいることを家で話 してくれている。（5年）

・一人で読むより，親子で読む と楽 しさも倍になっ

ている。本を読む習慣がついてきた。 （6年）

・児童の家庭における読書習慣形成に効果があっ

た。

4研 究成果の普及

①研究のまとめの作成 ・配布による市内各校

への読書活動の取組紹介。

②県 ・市 ・各校のホームページへの掲載によ

る 読書活動の具体的事例や成果の紹介。

③教育研究会における研究成果の発表 ・図書

を活用した授業の公開 ・読書環境の紹介。

5読 書活動を推進するための課題と改善策

①本を読まない児童生徒への取組を充実させ

るために，学校図書館の蔵書の充実を図る

とともに，多様な本との出合いの場を仕組

み，読書の楽しさをもっと味わえる機会を

増やす。

② 目的に応 じて図書館 （本）を活用できるよ

う，引き続き，教科等の学習で本を利用す

る機会を工夫 していく。

③ 「三原市子 どもの読書活動推進計画」に則

り，組織的 ・計画的な取組を一層充実させ

ていく。

学 習 内容 の 転 移 （問2③ の 回 答 ）

調 べ 学 習 に つい て （問3① 回答 ）

調 べ 学 習時 の 図 書館蔵 書 につ いて（問3② 回 答 ）

家 庭 読 書 をや って 保 護 者 の 感 じた 効 果
（保 ：間1② ）

家庭読書の 日以外に，家で本 を読む こ
とが増えたと回答 した児童の割合
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（資料 ：読書に関す る調査 について）

◎本年度 の取組 について，そ の効果 を検証 するた

め，児童 ・生徒及び保護者 に次 の よ うなアンケ

ー トを行った。結果 ・考察 は，本文 中に記述。

◆児童 ・生徒 ア ンケー ト

1「 家庭 読書 」につ いてたずねます。

①あなたは， 「家庭 読書」をす ることが好 きです

か，き らいですか。⇒好 き ・きらい

② それ は， どうしてですか。⇒ 自由記述

③ 「家庭読書」の 日以外 に，家で本 を読む こ とが

ふ えま したか。⇒ はい ・いいえ

2国 語の教科書で勉強 した時な どに，図書館 な

どの本 を読む学習 についてたずね ます。

①勉強が終わった後，そのジャ ンル （同 じ種類）

の本 を， 自分で も選んで読みま したか

⇒何冊か読んだ ・1冊 読んだ ・読 んでない

② そのジャンル （種類） の本 を， もっ と読ん でみ

たい と思いますか。⇒読んでみた い ・読みた く

ない

③授 業で勉強 した読み方が，読書の ときに役 立ち

ま したか。

⇒役 に立 った ・役 に立たなかった ・分か らない

3勉 強 で図書館 な どの本 で調べ ること （調べ学

習） についてたずねます。

①調べ学習は好 きです か。⇒ はい ・いいえ

②調べ学習で，図書館 な どの本は役 に立 ちま した

か。⇒ はい ・い いえ

4読 んだ本 を紹介 し合 うことについてたずねま

す。

① 自分 が読 んで面 白かった本 を，友 だち （誰 か）

にすすめたい と思 うことがあ りますか。

⇒ よく思 う ・思 うことがある ・思わない

② 自分がすす めた本 を，相手 （誰か）が読んだ ら

うれ しい と思 いますか。

⇒ よく思 う ・思 うこ とが ある ・思 わない

③すす め られ た本 を読んだ こ とは あ ります か。

⇒ よ くある ・ある ・ない

④すす め られ た本 を読 んで，よかった （面 白かっ

た） と思 うことはあ りますか。

⇒ よくある ・あ る ・ない

⑤すす め られて， これまで読 まなか ったジャンル

（種類） の本 を読んだ こ とはあ りますか。

⇒ ある ・ない

⑥ それ は， どん な本ですか⇒ 自由回答

5あ なたは，学校 の図書館 へ どの くらいのペー

スで行 きますか ＊1つ に○

⇒毎 日・数回 ・週 に1回 ・月 に数 回 ・月に1回 ・

学期に1回 ・年に1回 ・ほ とん ど行 かない

※ 前 の学年 の時 よ り行 く回数 が増 えた人は右

の （ ）へ◎ を書 き，下 の口へ，そのきっかけ （理

由） を書 きま しょう○⇒ （ ） ＋自由回答

6あ なたは，市立大和図書館 な どへ ， どの くら

いのペー スで行 きますか ＊1つ に○

⇒週 に1回 ・月に数回 ・月に1回 ・学期 に1回 ・

年 に1回 ・ほ とん ど行か ない

※ 同上

7あ なた は， どの くらいのペー スで本 を読みま

す か ＊1つ に○

⇒1日 に1冊 ・1週間 に2～3冊 ・1週 間に1冊 ・

1月 に2～3冊 ・1月 に1冊 ・学期 に1冊

※ 同上

8あ なたは，学校で週にお よそ どの くらいの時

間，本 を読んでいますか。＊1つ に○

⇒1時 間未満 ・1～2時 間 ・2時 間以上

9あ なたは，家で週に どの くらいの時間，本 を

読 んでいます か。＊1つ に○

⇒1時 間未満 ・1～2時 間 ・2時 間以上

◆保護者 アンケー ト

1「 家庭読書」の取組 について，お考えをお答 えくだ

さい。

① 「家庭 読書」の活動 に取 り組 まれ ま したか。 ど

ち らか近い方 に○をつけて くだ さい。

⇒ア．できるだけ取 り組んだ ・イ． あま り取 り組

まなかった

②アを選択 された方にお伺 い します。 「家庭読書」

を行 ってみて，良かったと感 じられ ることがあ

りますか○ いずれ か1つ に○をつ けて くだ さ

い。 ⇒a． 有 る ・b．無い

※aを 選 ばれ た方 は，次の中か らあてはまるも

のすべ てに○をつけて くだ さい。

・お子様 が家庭 で，以前 よ り本 をよ く読 むよう

になった。
・本の ことについて，家族で話 をす ることが増

えた。
・お子様以外の家族 も，本 を読む ことが増えた。

・その他 ［ ］

③その他， 「家庭読書」について，お感 じになら

れたことやお子様の様子等，お知 らせ ください。

⇒ 自由回答

2学 校の読書活動に対する取組全般についてのお

考えをお答えください。

①学校が実施 している読書活動推進のそのほかの

取組の中で，効果があったとお感 じのものすべ

てに○をつけてください。

目標冊 数 （ページ数）を決める ・読み聞かせ ，読み語 り

本 の紹介 ・課題図書の選 定 ・学級文庫の充実 ・朝

読書 ・国語の授業等での図書 の活用 ・紹介 ・読書に

関す る教育講演会 ・視写※ 音読練習※ ・その他
※ 字をスラスラ読み書きするトレーニングとして

②その よ うに思われた具体的な事例 な どをお書き

くだ さい。⇒ 自由回答

◆その他

・学校独 自の取組についての調査

・PISA調 査の関係項 目に よるア ンケー ト
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平成18・19年 度生 きる力をは ぐくむ読書活動推進事 業研究成果報告書

生 きる力をは ぐくむ読書活動推進事業 【平成18・19年 度】取組 の概要 ―平成19年 度―

都道府県名 愛媛県 推進地域名 伊予市

取 組 の 概 要

1推 進地域の概要

推進地域は小学校2校 、中学校1校 で市内中心部の市立図書館は遠いため、団体貸出は利用 している

が、児童生徒の日常での利用は難 しい。

2研 究の内容

（1）校内での読書活動

① ボランティア、教師、児童生徒による読み聞かせ

○ 実技研修を受けた中学生の読み聞かせ、児童相互の読み聞かせ

② 図書館キャラクターの利用

③ 図書委員会活動の充実と読書集会、読書郵便による本の紹介

④ ブック トークや読書ラリーの実施

⑤ 読書カー ド、読書記録の活用

○ 本の感想、読書の取組に対する反省 ・感想を記入する読書記録カー ドの利用

（2）家庭 ・地域 との連携

① ボランティアによる図書館の開館、環境づくり、読み聞かせ

② 親子読書の実施

○ 親子読書カー ドの利用や感想ノー トの回覧も含めた親子読書の実施

③ 保護者用貸出カー ドの作成

④ 公共図書館か らの団体貸出の利用と各種コーナーの設置

○ 調べ学習コーナー、団体貸出図書のコーナー、本の紹介コーナーの設置

（3）各教科での取組

① 図書館利用年間指導計画の作成

○ 参考となる図書名や蔵書場所を記入 した年間指導計画の作成

② 図書資料を活用 した授業の充実

〇 団体貸出による図書資料を活用 した授業の充実

○ キーワー ドや付箋を利用 した調べ学習における図書資料活用の工夫

3成 果 と課題

（1）成果

○ 読書量が増加 してきた。

○ 各教科で図書資料を活用 した授業が充実してきた。

○ 学校図書館の利用者が増加 してきた。

○ 集会や読書郵便で紹介 された本を読もうとする児童生徒が増えた。

（2）課題

○ 読書傾向の偏 りや、読書に対する苦手意識の克服が不十分である。

○ 学校図書館の利用者の増加や図書資料を活用 した授業の充実を図るにつれ、学校図書館の蔵書不

足や公共図書館 とのより一層の連携が課題 となった。
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愛媛県

推進地域名 伊予市

1推 進地域の概要

（1）地域の概要

推進地域の伊予市中山町には小学校2校 、中学

校1校 があり、各学校で数年前から朝読書に取り

組み、読書に親 しむ態度の育成を図っている。

また、保護者や地域のボランティアによる読

み聞かせだけでなく、中学生が小学校や幼稚園

に出向いての読み聞かせを行っている。

学校の近くにある 「なかやま農業総合センタ

ー」の図書室は親子読み聞かせ活動等を行って

いる。 しかし、蔵書冊数が少なく、小 ・中学生

の利用は少ない。また、市内中心部にある伊予

市立図書館は遠いため日常の利用は難 しいが、

移動図書館や団体貸出を行い、地域の読書活動

を支援している。

（2）推進協力校の概要 （平成19年5月1日 現在）

① 伊予市立中山小学校

学校図書館の整備、図書館キャラクターの

活用、図書委員会の活動の充実を図っている。

20分 間の朝読書で、毎週1回 の読書ボラン

ティア、教師、児童、中学生による読み聞か

せを実施 している。また、読書郵便や毎月1

回読書に関する集会を実施し、興味 ・関心を

高めるとともに、ブック トーク、読書ラリー

で興味を持続させるようにしている。

図書館利用年間指導計画に、参考図書を蔵

書場所を含めて記入 し、活用を図るとともに、

指導法を工夫 ・改善し、充実を図っている。

読書に関する授業参観や読書祭 り、読書便

りで保護者への啓発を行っている。

② 伊予市立佐礼谷小学校

業間の15分 間の全校読書とボランティア

による読み聞かせを行っている。

市立図書館からの団体貸出の利用、掲示コ

ーナーの設置
、読書キャラクターの活用等、

魅力ある学校図書館づくりに取り組んでいる。

親子読書カー ドや保護者への貸出、長期休

業中の学校図書館の開館等、保護者への啓発

を行っている。

図書館利用年間指導計画に従った各教科の

授業実践を行っている。

③ 伊予市立中山中学校

朝読書の実施、読書郵便の作成と展示、読

書記録カー ドの作成、特別教室や生徒の目に

触れやすい階段に読書コーナーを設置し、生

徒の興味 ・関心を高めるようにしている。

また、幼稚園、保育所、小学校を訪れ、読

み聞かせを行い、本に対する興味 ・関心を高

めている。

読書活動年間指導計画を作成し、各教科で

学校図書館の利用や図書資料を活用した授業

を実施 している。

図書便 りに返信欄を設けるとともに、道徳

の授業と関連 した親子読書や感想ノー トの回

覧を行い、保護者への啓発を図っている。

（3）協力機関等

① 伊予市立図書館

ア 定期的な団体貸出

イ 教科の指導にかかわる本の団体貸出

ウ 要望図書の購入

② なかやま農業総合センター図書室

ア 学級単位での団体利用

イ 教科の指導にかかわる本の団体貸出

③PTA

ア 朝読書時の読み聞かせ

イ 学校図書館の開館及び図書の整理

④ 地域のボランティア

ア 読み聞かせやパネルシアターの実施

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果と課題
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① 成果

○ 読書に対する興味 ・関心が高まった。

○ 読書への抵抗が減 り、集中して読み続け

る習慣ができてきた。

○ 休み時間や家庭での読書が増加 した。

○ 中学生が幼稚園や小学校で読み聞かせに

取り組むことにより、中学生の読書に対す

る関心が高まった。

○ 保護者や地域へ情報発信の機会が増えた。

② 課題

○ 家庭における読書習慣が十分に身につい

てない児童生徒がいる。

○ 公共図書館との連携や地域の教育力の活

用が限られていた。

○ 読書に対して苦手意識のある児童生徒に、

読書の習慣を身に付けさせることはできな

かった。

○ 読書活動と各教科との連携が十分とはい

えなかった。

（2）平成19年 度の研究の概要

1研 究の内容

（1）校内での読書活動

○ 読書の時間の充実と本への興味付け

○ 図書委員会の活動の充実

○ 読書集会、読書郵便等による本の紹介

○ 校内の読書コーナー設置の工夫

○ 読書カー ド、読書記録の活用

（2）家庭 ・地域との連携

○ 保護者やボランティア、中学生による読み

聞かせ

○ 保護者による学校図書館の開館や整備

○ 家庭への啓発、親子読書の実施

○ 公共図書館からの団体貸出の利用

（3）各教科での取組

○ 図書館利用年間指導計画の作成

○ 図書資料を活用した授業の充実

2成 果

○ 読書が好きな児童生徒の増加

○ 親子読書や学校図書館利用の増加

○ 読書量や読書時間の増加

○ 読書に対する意識の高まり

3今 後の課題

○ 読書に偏 りのある児童生徒への手立て

○ 蔵書の充実

3実 践研究の内容及び成果

（1）中山小学校

① 実践内容

ア 読書環境の充実

○ 多くの本に触れる習慣を付けることを

ねらいとし、学校図書館の利用促進を図

るために、学級文庫を廃止

○ リラックスして読書できるように学校

図書館に簡易和室コーナーを設置

○ パソコン室の横に調べ学習室を設置

○ 図書館 キャラク

ターのシール作製

と読書カー ドへの

利用

○ 図書委員会による読み聞かせ活動や読

書集会で本の分類番号の説明

イ 読書指導の充実

○ 読書の幅を広げる朝読書の工夫

○ 読み聞かせによる本への興味付け

ウ 児童集会での表現活動

○ 小道具や衣装を使った、グループによ

る読み聞かせ

○ 体験コーナーやクイズの実施

エ 図書資料を活用した授業の推進

○ 参考となる図書を記入した図書館利用

年間指導計画の作成

学校図書館内の簡易和室

キャラクター シール
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○ 公共図書館の集

団貸出を利用し、

図書資料を活用 し

た授業の充実と各

教科での実践

〇 キーワー ドを利用した調べ学習の工夫

○ 調べ学習で、専門用語の理解を支援す

るため、付箋の利用と教師の助言の工夫

○3色 の付箋の使い分けによる調べ学習

の工夫

〇 教室内への調べ学習コーナーの設置

オ 地域 との連携

○ 読書祭 りによる保護者への啓発

○ 読書便 りや学校通信の活用

〇 読書ボランティアによる読み聞かせと

学校図書館の開館

○ 公共図書館からの団体貸出の利用

② 研究の成果

○ 昼休みの学校図書館の利用が増え、一人

当たりの年間貸出冊数も増加した。

○ 新刊が入ると読書をする児童が増えた。

○ 集会で紹介された本を読もうとする児童

が増えた。

○ 調べ学習でキー ワー ドや付箋 を利用す る

ことにより、内容を正確 に読み取ることが

できた。

○ 調べ学習に関係す る本の コーナーを設置

することに より、興味 ・関心が高まるとと

もに、内容の理解 が進んだ。

〇 読書時間が増え、集 中して読み続 ける児

童が増えた。

読書に対する意識の変容 （全校生徒138人 ）

（2）佐礼谷小学校

① 実践内容

ア 校内での読書活動

○ 読書ボランティアによる読み聞かせ

〇 読書キャラクターの作成

○ 学校図書館に季節のおすすめ本コーナ

ーを設置

○ 児童の計画による読書祭 りの実施

年間指導計画

授業実践

調べ学習コーナー 付箋を利用 した授業

1週間に何冊くらい本を読みますか

どこで読みたい本を見つけますか（複数回答可）

読書キャラクター 季節のおすすめ本コーナー

話合いの様子 読書祭 り
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イ 家庭、地域との連携

○ 読書ボランティアの協力による図書整

理、環境づくりと読み聞かせ

○ 親子読書カー ドの活用と月1回 の提出

による意欲化

○ 長期休業中の学校図書館の開館と保護

者への貸出

○ 公立図書館の団体貸出を利用 し、学校

図書館にコーナーを設置 （菜の花文庫）

ウ 各教科での取組

○ 図書館利用年間指導計画に従った各教

科等での学校図書館の利用

○ 読み聞かせを取 り入れた授業実践

② 研究の成果

○1か 月当たりの読書冊数は昨年度 と比べ

て変化は少ない。

○ 月別 では5，6，10，11月 が多く、新刊

が入 った り、団体貸出の本が入れ替わる時

期 と重なる。

○ 本が好きと答 える児童が増 えてお り、休

みの 日の読書時間も増えているが、読まな

い児童も増加 してお り、格差が見える。

○ 長期休業中に親子で学校図書館を利用す

る姿 も見え、約70％ の家庭で子 どもと読書

をするようになった。

読書に対する意識の変容 （全校生徒22人 ）

○ 読書ボランティアにより学校図書館の環

境づくりが進むとともに、児童の学校図書

館の利用が増えた。

（3）中山中学校

① 実践内容

ア 校内での読書活動

○ 各教科の図書資料の活用を明確にした

読書活動年間指導計画の作成

○ 読み聞かせを取 り入れた道徳の授業

〇 多くの生徒が通る階段の踊 り場に、図

書委員会で本の紹介コーナーを設置

○ 図書委員による放送や掲示

○ 特別教室に、ニュースや調べ学習のレ

ポー トも含めた読書コーナーを設置

読み聞かせ 菜の花文庫

あなたは読書が好きですか

休みの日の読書時間

読書活動年間指導計画 （抜粋）

道徳の授業 社会科の授業

本の紹介コーナー 理科室の読書コーナー
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○ 全校生徒による読書郵便の制作と展示

○ 本の感想と読書に対する取組の反省 ・

感想を記入する読書記録カー ドの利用

イ 家庭 との連携

○ 図書委員による図書館便 りの発行と保

護者からの返信の活用

○ 道徳の授業と連携した親子読書の実施

と感想ノー トの回覧

ウ 地域との連携

○ 実技指導を受けた中学生による幼稚園、

保育所、小学校での読み聞かせ

○ 自分で制作 した紙芝居やパネルシアタ

ーの幼稚園
、保育所、小学校での実演

○ 公共図書館からの団体貸出の利用

○ 理科に関する読書コーナーの設置

○ 特別支援学級による公共図書館の利用

② 研究の成果

○ 読書が好きと答える生徒や1週 間に1冊

以上の本を読む生徒が増加 した。

○ 「読書郵便」や 「新刊図書の紹介」の活

動をした後は、学校図書館の入館者数、貸

出冊数ともに大きく増加した。

〇 読み聞かせを行った中学生は、読書に対

して意欲が高まった。

○ 年間指導計画の見直しにより、各教科で

図書資料を活用 した授業が増えた。

○ 授業中に紹介された本を借 りる生徒が増

えた。

4研 究成果の普及

研究の概要についてまとめた冊子を作成 し、平

成18年 度は伊予地区の全小中学校に配布 した。

平成19年 度は愛媛県内の全小中学校 に配布。

5読 書活動を推進するための課題と改善策

読書量は増えてきたが、ジャンルの偏りや、読

書に対 して苦手意識のある児童生徒がいるので読

書記録の工夫や、個別の対応をする必要がある。

読書に対する興味・関心を高めたり、各教科で図

書を活用した授業を充実させるにつれ、図書や資

料が不足気味であった。団体貸出を利用 している

が、市立図書館まで遠いため日常的な利用が難 し

い。年間指導計画の見直しと、活用できる図書の

情報を蓄積 していくなど、公共図書館 との連携を

より一層充実させることが必要である。

読書郵便

実技指導 小学校でのパネルシアター

読書に対する意識の変容 （全校生徒90人 ）

あなたは、読書が好きですか。

1週 間に何冊本を読みますか。

117



（資料 ：読書に関する調査 について）

1ア ンケー トのね らい

（1）読書に対す る意識

○ 読書が好きか， どんなときに本を読むか

（2）読書の実態

○1週 間の読書量，よく読む本の傾向，図書

の入手方法，本 を読む場所 ・時間帯

2対 象

推進地域小学生160人 ，中学生90人

3実 施時期

平成18年6月 、平成19年11月

4結 果と考察

（1）あなたは読書が好きですか

小学生は、文字の苦手な児童が 「本は好 きだ

けど読書はき らい」と答 えているため 「きらい」

と答える児童が増 えている。また、今年度は、

授業で本の読み取 りに力 を入れたために難 しい

本が多 くな り、「好き」と答える児童が1学 期 と

比べて減 り、平成18年 度か らの変化がなかった

と考えられ る。

中学生は2，3年 生の結果に大きな変化がない

が、1年 生が 「好き」 と答える生徒が多 く、小

学校か らの取組の成果 と考えられ る。

（2）1週間に何冊 くらい本を読みますか

小中学生 ともに読書量は増えてお り、中学生

で0冊 と答える生徒が大幅に減っている。「読書

記録カー ド」で自分の読書について振 り返 らせ

ていることが大きな役割を果たしていると考え

られる。

小学生のあまり読まない児童の中には、良好

な人間関係をもとに、外で元気に遊んでいる児

童が多い。運動と読書にバランスよく取 り組ま

せることが大切である。

（3）どんなときに本を読みますか （複数選択可）

学校での読書が多く、学校図書館の利用も増

えている。休み時間や登下校のバスの中や帰宅

後のちょっとした時間を見つけて読書をするよ

うになってきている。

帰宅後や休みの日を選択する小学生が減って

おり、家庭での読書習慣の形成が課題である。

（4）休みの日の読書時間はどのくらいですか。

小学生の休みの 日の読書時間はやや増えてお

り、集中 して読み続けてい ることが考えられ る。

読まない児童が増えているのは、「選択肢 に迷

った ときに、読書の内容 を考 えて時間の少ない

選択肢を選んだ」、「読みたい本 は読んで しまっ

た、もっと本が欲 しい」 と答 えた児童がお り、

学校図書館の充実と、公共図書館 との連携をよ

り一層進める必要がある。

中学生は受験を控えた3年 生の読書量の減少

が結果 として表れているが、「読まない」生徒は

平成18年11月 の調査 と比較するとやや減って

きている。

あなたは読書が好きです か

1週間に何冊本を読みますか

どんなときに本を読みますか

休みの日の読書時間はどのくらいですか
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高知県 土佐町
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平成18・19年 度生 きる力をは ぐくむ読書活動推進事業研究成果報告書

生きる力をは ぐくむ読書活 動推進事 業 【平成18・19年 度】取組 の概要 ―平成19年 度―

都道府県名 高知県 推進地域名 土佐町

取 組 の 概 要

1学 校教育として

（1）図書主任会 ― 町内6校 の図書主任の情報交換と学習の場として年間3回 開催 した。

① 研究の柱 … 第1回 図書主任会で確認 し，各校で取 り組んだ。

○ 家庭へ読書を広げる取組

〇 読書環境の整備

② 学習会 … 夏季休業中に講師を招いて次の点についての学習会を

開催 した。

○ 学校図書館活用年間計画の立て方

○ 図書館の環境づ くり （実技）

（2）学校での取 り組み ― 図書主任会で情報交換 したことや学習 したこ

とをもとにして，各校で主体的 ・具体的に取 り組んだ。

① 家庭へ読書を広げるために
・親子読書週間 ・家庭学習 としての読書

② 学校図書館の充実のた めに
・図書委員会活動 （多読賞表彰，図書館だ よりの発行 ，“おすす めの本”の紹介，校 内図書まつ りの

開催，校内放送 による読み聞かせ ，読書 ゲー ム，“めざせ4000さ つ”）
・児童に よる選書会 ・壁面の工夫 ・机 といす の整備

③ 読書好 きな子 どもを育て るた めに
・朝 （昼 ）読書 ・読書 タイム ・読 書貯金カー ド （目標10万 円） ・移動 図書 の利用

・保護者 ，婦 人会，地域の人に よる読 み聞かせ ・読書感想画 ・マイ しお りの作成

（3）町内教職員研修 「学 力向上講演 会」

① 児 童活動 「詩 の書読技 （か くと うぎ）」 （詩の朗読大会）

② 講演 会 「国語力 を中心 とした学力向上 に向 けて
～文 学教材 の学習指導～」

（4）読書推進 作品展 … 読 書に関す るポスター，毛筆，標語 を小 ・中学

生，町民 か ら募集 し，表彰 した。

（5）読書 まつ り … 高知お はな しの会 か ら講師 を招 いて，保 育園児 ，小

学校低学年児童 を対象 にお はな し大会 を開催 した。

2社 会教育 と して ― 社会教育 の様 々な場で読み 聞かせ活動や絵本の

紹介 を行 った。

（1）保育所，学校でのおは な し会 … 保育所 と学校 で社会教育指導員が

出張読み聞かせ。

（2）放課後おはな し会 … 町立図書館で月に1回 。

（3）春 のおはな し会，秋 のおはな し会 … 講師 による紙芝居， クイズ，

土佐 の民話。

（4）夏休 みおはな し会 … 工作教室 もいっ しょに。

（5）絵本 の森お はな し会 … ピア ノやマ リンバの発表 会 とい っ しょに。

（6）乳児健診 ，子 育て支援 室 （子育て相 談）での読み聞かせ。

（7）ブ ックスター ト事 業。

3成 果 と課題

○ 図書主任会や教職員研修 を実施 した結果、町内の教職員 が読書活動の 目的や 意義 を共通理解す ること

がで き、6校 それぞれ にお いて特色 ある取組 がな され るよ うになった。

○ 親子読書 ・家庭読書 を学校か ら家庭 に呼びかけた こ とがきっか けにな り、少 しずつ ではあるが家庭 で

の読書 も広が りを見せ始 めた。

○ 子 どもた ちの読書への関心 も高 まって きた。平成19年 度末 に実施 した 「読書 に関す るア ンケー ト」 に

よると、 「読書 が好 き」 が小 学生 では90％ 、 中学生が87％ となっている。特 に中学生 は平成18年 度 当初

よ り10％ 近 く増 えてい る。

○ 毎月23日 を 「土佐 町家庭 読書の 日」 としてい るが、普及 とい う点では課題が残 った。

＜図書主任会での学習会＞

＜夏休みおはなし会での読

み聞かせ （上）と親子工

作教室 （下）＞
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平成18・19年 度 生 きる力 をは ぐくむ読書活動推進事 業研究 成果報告書

高知県

推進地域名 土佐町

1推 進地域 の概要

（1）地域 の概要

本町 は，国語力向上で心豊かなまちづ く り

推進計画 アクシ ョンプ ラン （16年度策 定，18

年度改訂） に基づ き読書活動推進計 画を策定

し，町 ぐるみの読書運 動を展 開 している。

保 育所 ，小 ・中学校 にお いては様 々な読書

活 動を展 開 し，豊かな感性 の育成 に努 めてい

る。

町立図書館 は，平成17年 度 に複合施設 と し

て移転 ・リニュー アル し，来館者数な らびに

貸 出図書数 はそれまで と比べ ると伸 びが見 ら

れてい る。 しか しなが ら町民1人 当た りの年

間貸 出数 はまだ少 な く， 「国語力 向上で心豊

かなま ちづ く り」を進 めている本 町において

は十分 とは言えない。

以 上の よ うな状況 において， 「生 き る力 を

は ぐくむ読書活動推進事業」の指定 を受け る

こ とによ り，更 なる読書運動の推進な らびに

調査研究 を行 い，保育所，学校，家庭 ，地域

の教育力の向上 を 目指す ことに した。

（2）推進協力校の概要 （平成19年5月1日 現在）

① 田井小学校

ア 昼読書 … 掃除後 の10分 間 を読書の

時間 にあてるこ とで読書 の習慣 化 を図っ

た。5校 時 を落 ち着 いて始 め ることもで

きた。

イ ファ ミリー読書 …PTAに 協力 し

て もらい，家族 が一緒に読書 をす る期間

を1～2週 間設 定 し，家庭 で楽 しい読書

の時間を もつ よ うに した。

ウ 高知県読書感想文 コンクール … 読

書感想文 を出品 して いる。

エ 図書委員会の活動 … 全校集 会で読

書ゲーム を行った り，昼 の全校放送 で読

み聞かせ を した りした。

オ 学校 図書館 の環境整備 …PTAの

協力で，座布団や クッションづ くり，本の

表紙 が見 える本棚づ く りに取 り組 んだ。

カ マイ しお りづ く り … 児 童ひ と りひ

とりが 自分の しお りをつ く り，使 用 して

い る。

② 森小学校

ア 朝読書 … 授業前の10分 間を自由読

書の時間として位置付けている。

イ 図書委員会の活動 … 全校集会で，

クイズなどを交えながら新刊図書の紹介

をした。

ウ 読書環境の整備 … 教室に学級文庫

を置き，す ぐに読書ができるようにして

いる。また，国語辞典や漢和辞典も教室

に常備 している。

エ 家庭読書 … 読書を家庭学習として

位置付けている。
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③ 相川小学校

ア 教育計画へ位置付け … 学校図書館

経営案 と学校図書館利用の年間計画を作

成 している。

イ 全校読書 … 授業前の10分 間を自由

読書や読み聞かせの時間として位置づけ

ている。

ウ 読書タイム … 全校で読書をする時

間を設定 している。

エ 図書委員会の活動 … 図書まつ りで

本の紹介や読み聞かせ， しお りづくりな

どを行 った。また， 「め ざせ （全校児

童26人 で年間）4000冊 活動」に取 り組

んだ。

オ 家庭への呼びかけ … 親子読書や読

み聞かせを家庭に呼びかけた。

④・名高山小学校

ア 朝読書 … 月 ・水 ・金曜 日の授業

前，教室で自由読書をした。

イ 学校図書館の充実 … 調べ学習で必

要な本や国語の推薦書，児童が希望する

本を新刊 として充実 させた。

ウ 本の紹介カー ド … 読み終えた本の

感想，おすすめ度，感想画を書き入れた

カー ドを作成 し，廊下壁面に掲示 した。

エ 親子読書 … 読書週間に合わせて1

週間実施。書名 ，時間，感想 を記入 して

も らった。

⑤ 石原小学校

ア 朝読書 … 週に1回15分 間を自由読

書の時間とした。

イ 学級読書 … 朝読書以外に週に1時

間各学級で読書の時間を設けた。

ウ 読書貯金 … 図書室で借 りて読んだ

本の値段を貯金として記録 し，読書の意

欲づけとした。10万 円を目標 とした。

エ 図書委員会の活動 … 月に1回 図書

集会を開き，読み聞かせや本の紹介を行

った。また，学期毎に多読賞を表彰した。

オ 選書会 … 児童 とともに図書室の充

実を図った。

⑥ 土佐町中学校

ア 朝読書 … 授業前 の10分 間 を 自由読

書の時間 とした。

イ 専門委員会 の活動 … 図書館だ よ り

を発行 して，図書室の利 用 を促 した。 ま

た，本の紹介カー ドや しお りをつ くった。

ウ 学級文庫 … 学級文庫を充実させて，

本 と親 しみやす くした。

⑦ すべての小 ・中学校で

ア お はな しボランテ ィア … 社会教育
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指導員による読み聞かせや本の紹介を各

小学校で月に1～2回 行った。

イ 土佐町読書推進作品展 … 読書啓発

活動の一環として，読書に関する作品（ポ

スター ・毛筆 ・標語）を募集 し，表彰を

した。

ウ 移動図書館 との連携 … 県立移動図

書館が月に1回 程度学校を訪問 し，図書

の貸出を行った。

（3）協力機関等 ― 土佐町立図書館

① 開館 時間の延長

平成18年 度 よ り開館時間 を延長 し，午前

10時 ～午後6時 （火曜 日は休館） と した。

それ によ り，児童生徒 も一般町民 も利 用 し

やす くなった。

② 児童用 コーナーの設置

図書館の 中に児童用図書専門 コー ナー を

つ く り，いすやテーブル も温かみのある地

元の木 材 を使 った ものに している。

③ 返却ボックスの設置

休館 中でも本の返却が

できるように，玄関横に

返却ボ ックスを設置 して

いる。

④ 県立図書館 との相互貸借事業

借 りたい本が町立図書館にない場合でも，

他の図書館にあれば借 りることができるよ

うにしている。

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果と課題

○図書主任会を通 じて町内の教職員が読書活

動の推進について目的や意義を共通理解す

ることができた。その結果，町内6校 で特

色ある取組がなされるようになった。

〇学校の読書環境の整備 も進んできた。本の

表紙が見えるような本棚，座布団やクッシ

ョンをPTAと 協力 してつ くり，ゆったり

とした温かみのある学校図書館をつ くり上

げた学校 もある。

○PTA活 動の中で読書の大切さや学校の取

組をPRす ることで，学校と保護者が連携

した読書活動 （家庭読書，親子読書）が見

られ始めた。

○学校では読書をするが，家庭ではマンガを

読み，ゲームをする子 どもたちもまだ多い。

家庭読書週間などの取組を粘 り強く続ける

ことにより，読書が子 どもたちの生活の一

部になることを目指す必要がある。

○本町には独立 した書店がなく，地域によっ

ては町立図書館 も遠い とい う実情がある。

そのような状況の中で読書活動を進めてい

くためには，町立図書館 とともに学校図書

館 も充実 させていく必要がある。そ して，

学校図書館の開放などを通 して地域の人々

にとって図書館をより身近なものにできれ

ば，子どもたちだけでなく地域全体の読書

活動の推進につながるであろ う。

（2）平成19年 度の研究の概要

『生涯学習につながる読書活動の推進』

～学校教育と社会教育の両面か ら～

1学 校教育

（1）図書主任会の活動

（2）学校での主体的な取組

（3）家庭 との連携

（4）町内教職員研修

（5）読書推進作品展

（6）読書まつ り

2社 会教育

（1）様々な読み聞かせ活動

（2）読書啓発活動

3成 果 と課題

＜土佐町立図書館＞ ＜児童用 コーナー ＞
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〇本を読むことが，子 どもたちにとって身近

な活動 （行動）になっている。

○学校図書館の利用が増えた。教職員の学校

図書館運営に関する意識 も変わってきた。

○この2年 間で町立図書館の貸出数が伸びて

いる。

〇家庭での読書習慣が身につくように，家庭

や地域への啓発を継続していく必要がある。

3実 践研究の内容及び成果

（1）学校教育として

① 図書主任会の活動

町内小中学校の図書主任が年間3回 集ま

り読書指導や学校図書館経営について情報

交 換 を行 った り，

学 習会 を もった り

した。

これ に よ り，他

校の実践 を学ぶ こ

とがで き，各 学校

での読 書指 導の取

組 が全 体的 に高 ま

りを見せ て きた。

② 各学校の主体的な取組

図書主任会で情報交換 したことや学習 し

たことをもとにして，各学校で次のような

取組があった。

○図書館だよりの発行

○児童による選書会

○学校図書館の机 といすの整備，壁面の工

夫

○多読賞表彰

○保護者 ・地域の方々による読み聞かせ

○校内図書まつ りの開催

〇読書貯金カー ド

○移動図書の利用

○全校読書タイムの実施

○ “おすすめの本”の紹介

○年間計画にもとついた読書活動や調べ

学習

○親子読書 ・家庭読書週間

○読書感想画

○マイ しお りの作成

③ 家庭 との連携

平成19年度は，学校だけでなく家庭にも

読書の場を広げることを目指 した。取組の

方法は学校の実情によって違っているが，

以下のようなものである。

〇田井小学校 （ファミリー読書）

PTA文 化部による取組。学期に1週

間程度をファミリー読書週間とした。毎日

プリン トに親子で簡単な感想を書いた。

〇森小学校

読書を家庭学習として位置付け，家庭

でも読書に取 り組むようにPTAか ら家

庭に便 りを出した。

○相川小学校 （親子読書）

家庭で読み聞かせをしたり，親子で一

緒に読書をしたりする期間を設けた。簡

単に感想を書 くようにした。

また，読書を家庭学習として位置付けた。

○名高山小学校 （親子読書）

読書週間に合わせて親子読書週間を設

定 し，書名，読書時間，感想 を記入する

ようにした。実施後，感想のまとめを家

庭に配布した。

〇石原小学校

読書を家庭学習 として位置付けた。

○土佐町中学校

読書を家庭学習として位置付けた。

＜講師による講話＞

＜飾 りつ くりの実習〉

＜家庭読書の様子 （保護者提供）＞
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④ 町内教職員研修

国語力を中心とした学力の向上を目指 し，

町内教職員研修 「学力向上講演会」を開催

した。

前半は児童発表 「詩の書読技 （かくとう

ぎ）」で，児童が コーナーに分かれ，それ

ぞれが詩の暗唱や朗読，テーマに即した詩

づくりを行い，審査員の判定により勝敗を

決めるとい うユニークな実践であった。

後半の講演 「国語力を中心とした学力向

上に向けて～文学教材の学習指導～」では，

文学教材の授業研究の歴史や方法論につい

て学ぶ ことができた。

⑤ 読書推進作品展

読書推進啓発活動 として，読書推進作品

（ポスター，毛筆，標語）を募集 した。3

つの部門それぞれで最優秀賞と優秀賞を選

び，入賞作品は 「土佐町読書推進作品集」

に収められている。

⑥ 読書まつ り

お話や絵本の楽 しさを知 り，読書意欲を

高めるために，保育園児 と小学校1・2年

生を対象に土佐町読書まつ りを開催 した。

手遊びや指遊びを交えてのブック トー ク

は，ふだんの読み聞かせ とは違った雰囲気

で行われ，楽 しい時間 となった。

（2）社会教育として

社会教育の様々な場で読み聞かせや絵本の

紹介など読書に関す る啓発活動 を行ってい

る。

① 保育所，学校でのおはな し会

毎週欠曜 日と木曜 日に町内の保育所と小

学校で出張読み聞かせを実施 した。

② 放課後おはなし会

毎月23日 を 「土佐町読書の日」とし，そ

れに合わせて町立図書館で読み聞かせや本

の紹介をした。

③ 春のおはなし会，秋のおはなし会

読書 週 間に ち

なんだお はな し

会。講師 による

土佐の民話，紙

芝居， クイズ な

どを行 った。

④ 夏休 みおは な し会

8月13日 ，14日 に読み 聞かせ と親 子工作

教室 を実施 した。

⑤ 絵本の森おはなし会

季節や行事にちなんだ絵本等を中心にし

た読み聞かせ。今年は講師による読み聞か

せ と紙芝居を行 った。

⑥ 乳児健診，子育て支援室 （子育て相談）

での読み聞かせ

乳児健診や子育て相談室に社会教育指導

＜児童活 動 「詩 の書読技 」 （左 ） と講演 （右 ）＞

＜ポスターの部最優秀作品＞

＜手遊びを交えてのブック トーク＞

＜紙芝居で土佐の民話＞

＜読み聞かせ （左）と親子工作教室 （右）＞
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員 が 出 向 き， ブ

ック ス ター ト

の案 内 ，赤 ちゃ

ん 絵 本 の紹 介 ，

ふ れ あ い遊 び の

紹介等 を行 った。

⑦ ブ ックス ター ト

1歳6ヶ 月健診 の時に，幼児 と保護者に

メ ッセー ジを伝 えなが ら絵本 を手渡 した。

11冊 の絵本 の中

か ら保護者 が希

望す る絵本 をプ

レゼ ン トしてい

る。

（3）成果

○町 ぐるみ の国語 力向上 と読書活動推 進を掲

げ，学校 に向けては教職員研 修や図書主任

会 を実施 した。それ に より，町内の教職員

が読書活動 について の 目的や意義 を共通理

解 す ることがで き，6校 それ ぞれ において

特 色あ る取組 がな されてい る。

○PTA活 動 の中で読書の大切 さや学校での

取組 を紹介す ることで，学校 とPTAが 連

携 した読書活動 が見 られ て きた。

学校図書館 の環境整備 にPTAが 関わる

学校で は，座布団や ク ッシ ョン，本棚つ く

りに取 り組み，温 かみ のある学校 図書館 に

な ってい る。

また，親 子読書 ・家庭読書 を学校か ら勧

めた ことが きっか け とな り， ノーテ レビデ

ー を設 定す るPTAも あ り
，少 しずつでは

あるが家庭 での読 書 も広が り始めた。

○平成19年 度末 に実施 した 「読書に関す るア

ンケー ト」 による と 「読書が好 き」が小学

生では90％ ， 中学生 が87％ となっている。

特 に中学生は平成18年 度 当初 より10％ 近 く

増 えてい る。また，本 を 「ぜ んぜん読 まな

い」中学生は，平成18年 当初 の13％ か ら3

％に激減 している。読書量 （1ヶ月に読む

本の冊数）も増加傾向にある。学校図書館

の利用度も増 してお り，子 どもたちにとっ

て読書がより身近なものになってきたこと

を示 している。

4研 究成果の普及

○土佐町教育委員会のホームページに読書に

関する実践や取組を掲載 し，発信 した。

○読書啓発 リーフレットを作成 し，町内の全

児童生徒の家庭と関係機関に配布 した。

○読書推進作品集を作成 し，町内の全児童生

徒の家庭と関係機関に配布 した。

○高知県教育委員会事務局生涯学習課 との連携

を図 り，土佐町での取組を県内に発信すると

ともに，読書活動の実践について情報交換を

した。

5読 書活動を推進するための課題と改善策

○学校での読書指導が充実 し，子どもたちの読

書への関心も高まってきた。家庭読書 ・親子

読書等の取組によって家庭での読書も広が り

つつある。今後も学校において地道な読書活

動を継続 していくことが大切である。家庭で

の読書をさらに広げてい くためには，PTA

活動の一環 として読書啓発活動を進めてい く

ことも考えられる。

○毎月23日 を 「土佐町家庭読書の 日」として

いるが，普及 とい う点では課題が残 っている。

今後は社会教育における読書啓発活動を進め

る中で 「土佐町家庭読書の日」をアピールす

るなど、周知活動を推進する予定である。

○町立図書館が遠い地域の住民のために学校図

書館を開放 した学校もあるが，利用度は低か

った。これは蔵書が子ども向けの図書ばか り

であることが原因のひとつである。今後は小

学校統合により空き校舎となった学校を地域

の文化施設として利用し，大人向けの図書を

蔵書に加えることが考えられる。

＜乳児健診＞

＜ブックス ター ト＞
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平成18・19年 度生 きる力 をは ぐくむ読書活動推進事業研究成果報告書

生 きる力 をは ぐくむ読書活動推進事業 【平成18・19年 度】取組の概要 ―平成19年 度 ―

都道府県名 熊本県 推進地域名 宇土市

取 組 の 概 要

1推 進授業の主題と主な内容

【推進主題】

読書に進んで取り組む子どもの育成

【事業の内容】

○読書意欲の向上と豊かに学ぶ読書活動の工夫

○学校図書館等読書環境の整備

○家庭 ・地域 との連携，協力，啓発

○ 「読書ステーシ ョン」を中心 とした地域全体の

読書環境づ くり

○保 ・小 ・中学校間の連携 した読書活動の取組

○読書に関する実態調査 （児童生徒 ・保護者 ・職員）

及び実践の評価

○読書活動推進事業研究発表会

○読書活動年間計画作成

2推 進体制

3推 進協力校の共通の取組

（1） 朝読書 ・読み聞かせの実施

（2） 読書に親 しむ時間の確保

（3） 図書紹介 コーナー ・図書分室

（4） 図書便 りの発行

（5） 親子読書の取組

（6） 夏休みの学校図書館開放

（7） 読書活動推進会議の開催

（8） 三校研究主任会

（9） 交流掲示板

（10）読書記録カー ド

（11）読書活動推進通信 「読書の輪」

4三 校それぞれの取組

（1）網津小学校

① 授業実践か ら （対話を中心に）

○草花や昆虫の本紹介 （低学年）

○読書交流 （中学年）

○下学年への読み聞かせ （高学年）

② 読書に親 しむ時間

○ほのぼのタイム

○群読タイム

○おはなし会

③ 家庭 ・地域 との連携
○校内研究通信 ・図書便 り

○読書ステーション

④ いつでも本に手が届く場の設定
○読書コーナーの設置

○学習ルーム 「うきうき教室」

（2）緑川小学校

① 授業実践か ら （指導法工夫）

○一人一場面ずつの絵本づくり （低学年）

○アニマシオンを使って （中学年）

○ブックウォークによる選書活動 （高学年）

② 読書に親 しむ時間

○読書週間

○読書タイム

③ 家庭 ・地域 との連携
○公民館 との連携

○通信等による啓発

④ 本 と接する場作 り

○児童 ・教師によるおすすめの本

○第2図 書室 「わくわくルーム」

（3）住吉中学校

① 授業実践から （本や新聞を使って）

○ブ ックカバー作 り （美術科）

○人物紹介パ ンフレット （国語科）

○読書感想画を描 こう （国語科 ・美術科）

② 読書に親 しむ時間

○配膳時読書

○学級文庫

③ 家庭 ・地域との連携

○ブックレター

〇読書関連の通信

④ 本や新聞と接する場づくり

○NIEコ ーナーの設置

○図書分館

（あみ つっこブ ックラン ド）

読み聞かせの様子
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熊本県

推進地域名 宇土市

1推 進地域の概要

（1）地域の概要

宇土市立住吉中学校区には緑川 ・網津の2小

学校があり，宇土半島の北側を通る国道57号

線に沿ってほぼ東西にのびる。宇土市立図書館

からは，3校 区では最も近い緑川小学校でも3

km離 れてお り，児童生徒が平日図書館に徒歩

や自転車を使って利用することは難 しい。

（2）推進協力校の概要 （平成19年5月1日現在）

① 網津小学校

網津小学校では，読書意欲の向上を図るた

め，対話を中心にした授業づくりを行ってい

る。業間活動では，上級生が下級生に本の読

み聞かせをする 「ほのぼのタイム」や大きく

はっきりと声を出す 「群読タイム」を設けて

いる。校内に読書コーナー等を設置し，本が

いつでも手に届 く環境づくりに努めている。

② 緑川小学校

緑川小学校では，国語科を中心に読書活動

を位置づけ，読書への興味 ・関心を喚起する

学習活動や評価の工夫を行っている。環境整

備として，「おすすめの本カー ド」を作成して

掲示した り，第2図 書館 「わくわく図書ルー

ム」を設置したりしている。

③ 住吉中学校

住吉中学校では，クロスカリキュラム的な

授業実践を行い，NIEを 取 り入れた活動も

実践している。学級文庫やPTA文 庫の設置

も行い，朝読書や配膳時読書に活用している。

（3）協力機関等

① 宇土市立図書館

学校，幼稚園，保育園等との連携をとり，

団体貸出を拡大 し読書意欲を高めるために，

おはなし会 ・映写会 ・講演会等を開催する。

また，読書感想文 ・感想画コンクールや童話

発表大会等の自主事業を行う。

② 宇土市立緑川公民館

市立図書館から貸与された図書が閲覧できるよ

うに展示してある。児童用の推薦図書を選び 設

置している。

③ 宇土市立網津公民館

市立図書館から貸与された図書が閲覧でき

るように展示してある。

2実 践研究の概要

（1）平成18年 度の主な成果 と課題 （〇成果●課

題）

○読書環境の整備が進んだ。

○児童生徒が，読書活動に意欲的に取 り組

むようになった。

○児童生徒の読書量が増加 した。

●読書量の二極化 を解消

●地域 ・家庭 との連携を強化

（2）平成19年 度の研究の概要

【推進主題】

読書に進んで取り組む子どもの育成

【事業の内容】

○読書意欲の向上 と豊かに学ぶ読書活動の工夫

○学校図書館等読書環境の整備

○家庭 ・地域との連携，協力，啓発

〇 「読書ステーシ ョン」を中心とした地域全体の

読書環境づ くり

〇保 ・小 ・中学校間の連携 した読書活動の取組

○読書に関する実態調査 （児童生徒 ・保護者 ・職員）

及び実践の評価

〇読書活動推進事業研究発表会

〇読書活動年間計画作成

3実 践研究の内容及び成果

（1）具体的な取組の内容
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① 推進協力校の共通の取組

ア 読書環境の整備

（ア）朝読書の実施

朝読書の時間を設 け，静かに読書を

楽しむ活動を行っている。

（イ）読み聞かせ

地域のボランティアによる読み聞か

せを実施 している。小学校では，担任

や司書補 による読み聞かせ も行 ってい

る。

（ウ）読書に親 しむ時間の確保

小学校では，業間の時間に 「読書タ

イム」「ほのぼのタイム」 と称 して読書

活動を，中学校では，給食準備中に 「配

膳時読書」を行い，読書に親 しむ場の

設定を行っている。

（エ）図書紹介コーナー ・図書分室

先生や児童生徒のおすすめの本を紹

介するコーナーを設けている。また，

本 に親 しむ場所 として，読書 コーナー

や図書分室を設置 している。

イ 家庭地域 との連携

（ア）図書便 りの発行

（イ）親子読書の取組

親子読書カー ドを作成 し，家庭での

読書活動の推進を図っている。

（ウ）夏休みの学校図書館開放

（エ）読書活動推進会議の開催

学期に1回32名 （代表区長，公民

館長，市立図書館，市教育委員会，保

育園長，PTA会 長，女性代表，校長，教

頭，教務主任，研究主任，司書補）の

参加で，学校 ・家庭 ・地域の連携 を協

議 している。

（オ）三校研究主任会

月に1回 程度，三校の研究主任が集

ま り，各校の研究実践を交換 し，共通

理解 ・共通実践について協議 している。

（カ）交流掲示板

交流掲示板を設置 して，他校の読書

活動の作品を掲示 し，交流を図ってい

る。

（キ）読書記録カー ド

読書記録カー ドを作成 し，小学校 と

中学校の9年 間を通 して使用すること

にしている。

（ク）読書活動推進通信 「読書の輪」

研究主任が持ち回 りで，三校の読書

活動の様子を地域 ・家庭に伝え実践を

広げる目的で，通信を発行 している。

② 三校のそれぞれの取組

網津小学校の主な取組

【研究主題】

読書意欲を高める指導法の工夫

～対話を中心に して～

ア 対話を中心に した授業づくり

低学年，中学年，高学年のそれぞれの

実態に応 じて，目標を明確にし，低学年

では 「楽しんで読書をすること」を，中

学年では 「様々な読書にふれること」を，

高学年では 「考えを広め読書を深めるこ

と」を意図して活動を進めている。

イ 読書環境の整備

（ア）朝読書

毎朝15分 間の読書の時間 を設定

し， 「今月の詩」を学級全体で読んだ

後に，静かに朝読書に取 り組んでいる。

（イ）ほのぼのタイム

上級生が下級生に紙芝居や絵本の読

み聞かせを行った。

（ウ）群読タイム

今月の詩を，大きくはっきり声を出 し
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て読む こ とを 目標 に実践 してい る。

（エ） 図書委員 会

昼休み の本の貸 出や月 に一回図書 便

り 「ブ ックアルバ ム」 を発行 している。

また，読書旬間 に全校児童 を対象 にお

はな し会 を開いてい る。

ウ 家庭 ・地域 との連携 の工夫

（ア）本 の読み聞かせ

保護者 の ボランテ ィア による本 の読

み聞かせ を毎週木曜 日の朝読書 の時間

に行 っている。

（イ）親子ふれ あい読書

毎月1週 間程度，読書 カー ドを家庭

に配布 し，親 子で読書 をす るこ とを勧

め る取組 を行った。

（ウ）校 内研修推進 通信 ・図書便 りの発 行

校 内研修 通信 は，授 業 を中心 に児 童

の読書活 動の様 子 を伝 えてい る。 図書

便 りは ，司書補 の先生が新 しく購入 し

た本 の紹介 や各学級 の読書 の様 子 な ど

を記事 に してい る。

（エ）読書ステー シ ョンの設 置

宇土 市立図 書館 か ら網 津公民館 に本

を貸 し出 していただいた。 また，網津郵

便 局には，地域 か ら寄贈 していただいた

本 を置かせ ていただいてい る。

（オ）読書 ボランティア

地域や保護者のボ ランテ ィアの方に，

朝 の本 の貸 出を週 に2回 ，本の整理 を月

に2回 行 っていただいてい る。

エ いつで も本 に手が届 く場 の設 定

（ア）読書 コーナーの設 置

昇降 口や廊 下の空間 を使 って読書 コ

ーナー と して
， 「わ くわ くあみつ っこの

木 」 「あみつっ こブ ックラン ド」や 「あ

じさい文庫 」を設 けた。

（イ）学 習ル ームの設置

調 べ学習 用の教室 と して うき うき学

習ル ームを設置 した。

オ 児童が取 り組んだ読書への評価の工夫

（ア）推薦図書の選定と目標設定

学年ごとに推薦図書を決定 した。子

ども達はそれぞれに目標冊数を決めて

読書をしている。

（イ）読書賞の表彰

図書委員会が学期ごとに各クラスの

図書貸出冊数 を集計 し，終業式の日に

表彰を行っている。

（ウ） 「りんごの木」の取組

図書館貸出冊数に応 じて， りんごの

実を木に貼 り付けている。

（エ）児童の作品掲示

「本って楽 しいな」「本 を読む と役

に立つなあ」 といった感想を書いて

いる作品を掲示 している。

（オ）今月の読書目標の掲示

読書活動年間計画をもとに，計画的

に読書に取 り組み，毎月の目標を各教

室に掲示 している。

緑川小学校の主な取組

【研究主題】

児童の読書意欲を高める指導法の工夫

～国語科を中心にして～

ア 授業実践

低学年では「楽しんで読書をすること」

を，中学年では 「様々な読書にふれるこ

と」を，高学年では 「考えを広め読書を

深めること」を意図 して活動を進めてい

る。

イ 読書に親 しむ時間の確保

（ア）朝読書について

毎月第1・3週 の木曜 日の朝 自習
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に，保護 者 を中心 とした ボラ ンテ ィア

グルー プ 「み ど りのたね」 と連携 し，

読 み聞 かせ を実 施 した。 第2・4週 の

木曜 日の朝 自習 には ，担 任 に よる読み

聞かせ も行 った。

（イ）読書週間 の取組

毎月第2週 に読書週 間を設 定 した。

「読み応 えのある本 に挑戦 しよう」 とい

う目標の下に児童は， 目標ページ数や毎

日読 んだページ数 をカー ドに記録 しなが

ら取 り組んだ。

（ウ） 業間活動の活用

毎週水曜 日の業間の時間に 「読書 タ

イ ム」を設 定 した。低 学年では，教頭

や教務 主任等 ，担任外 に よる読 み聞か

せ を実施 した。 高学年 では， この時間

を利用 し，本 を借 りた り，一人 で読む

時間 を確保 した。

ウ 日常的 に本 と接す る場作 り

（ア）児童 ・教師 によるおすす めの本

全児童 が夏休 み に読ん だ本 を， 「お

すす めの本カー ド」 と して紹介 した。

作成 したカー ドは，廊下に掲示 した。

その後 ， 「おす す めの本 リス ト」 とし

て綴 り，1冊 の本 にま とめた。 同時 に

教師 のおすす めの本 の紹介 も行 い紹介

コーナー を設 置 した。

（イ）長期休業 中の図書室 開放

夏休 みや 冬休 みの期 間 に図 書室 を

開放 し，本 を借 りるこ とがで き るよ

うに した。

（ウ）第2図 書室の設置

「読 みた い ときにす ぐに読 める」

環 境づ く りを め ざし，空 き教室 を利

用 して第2図 書室 を設置 した。家庭

にあ る読 ま な くなった本 の寄贈 を依

頼 し約100冊 程度集 まった。 さらに，

県 立図書館 の子 ども文庫 を利用 し，

現在500冊 程度 の蔵書数 である。名称

を児童 に募集 し， 「わ くわ く図書ルー

ム」 と した。

エ 家庭 ・地域 との連携

（ア）親子読書の取組

家庭での読書啓発をめざし，親子

読書を実施 した。読書の意義や親子

読書の方法等を記載 したプ リン トと，

親子読書カー ドを配付 した。

（イ）公民館 との連携

地域においても読書に親 しめる場を

提供するために公民館を活用 した。前

述の 「み どりのたね」が児童用の推薦

図書を選び，設置 していただいた。ま

た，本棚や掲示等の読書環境を整備 し

ていただいた。児童は，放課後等を利

用 して本を借 りている。

（ウ）通信等による啓発活動

学校通信や学級通信，図書便 りなど

で，家庭，地域への読書活動の啓発を

行った。学校通信には，専門部である

「広報 ・資料部」から毎月出され る読

書活動を啓発する記事を記載 した。ま

た，毎学期図書便 りを発行 した。その

中には，各学級でたくさん本を借 りた

児童上位3名 の名前を記載 した。また，

全校集会でも表彰 した。

住吉中学校の主な取組

【研究主題】

落ち着いた心豊かな生徒の育成

～本や新聞 との関わりを通 して～

ア 授業実践

本や新聞を授業の中に取り入れて，生

徒が読書意欲を高める授業作 りを行っ

た。その際，本や新聞の活用の仕方 とい

った技能面も授業に位置づけていくよう

にした。また，研究授業において検証で

きるように，授業のどこに読書活動やN

IEを 取 り入れ るのが効果的か検討 し

た。
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イ 環境 整備

（ア）朝 読書，配膳 時読書

朝読書は，朝の職員打ち合わせを夕方に

し，毎朝8時15分 からの15分 間，全校

一斉に読書タイムを設けて行っている。配

膳時読書とは，給食の準備の時間を利用 し

読書に取 り組んでいる活動である。

（イ）NIEを 取 り入れた取組

私のお気に入 りのニュースなどを，生徒

が新聞の切 り抜きを使って掲示 して紹介 し

ていく。

（ウ）夏季休業中の図書室利用促進

全校生徒に夏休み中の図書の利用を呼び

かけるとともに，図書室を定期的に午前 中

開放 し，本 の貸 出を行 ってい る。

（エ）PTAと の連携

PTA会 長から，地域の各家庭に呼びか

け本の寄贈を募 り，18年 度は約440冊

の本が集まった。現在，体育館横の ミーテ

ィングル ームに図書室分館を置き，保護者

への貸出もできるようにしてある。

（オ） 学級文庫

宇土市立図書館の団体貸 し出 し制度を

利用 し，全 クラスに学級文庫を設置する。

また，図書室にもコーナーを設けている。

（カ）PTA読 み聞かせ

月に1回 ，毎月第3金 曜 日の朝読書の

時間に，保護者 ボランテ ィアの協力のも

と，読み聞かせ活動を実施している。

（キ） ブ ックレター

家庭 に呼びかけて、親か ら子 ・子か

ら親へ のブ ック レター を募集 した。

ウ 広報資料

地域 との連携を生か した読書活動の推

進 ・啓発 を行 うために，アンケー トを実

施 し結果に考察を加え，資料 として活用

した。 また，読書記録カー ド （9年間 を

通 して振 り返 ることができるよう，読ん

だ本をファイル に記録 したもの）の活用

を図る。

（2）成果と今後の課題 （○成果，●課題）

① 網津小学校の成果 と課題

○読書量の増加 （年間一人あたり13冊 増加）

○読書の質の向上 （実態調査，読書交流から）

○読書習慣の定着度の向上

●関係機関との連携の強化

●さらなる家庭地域への啓発活動

② 緑川小学校の成果 と課題

○読書量の増加 （年間一人あた り10冊 以上

増加）

○読書意欲の向上 （活動の振 り返 りか ら）

○図書室 ・図書コーナーの積極的利用

●読書の二極化の解消

●委員会活動 と連携 した生徒の自主的取組の

創造

③ 住吉中学校の成果 と課題

○読書活動を肯定的にとらえる生徒の増加

○学校図書館の活性化

○授業の幅の拡大 （読書活動やNIEを 入れた授

業作 りから）

●さらなる読書の質の向上

●さらなる図書や新聞の効果的活用法

4研 究成果の普及

読書活動推進事業研究発表会を始め，地域の

研究協議会等での実践報告や，来年度本県で

行われ る図書館教育全国大会で発表を行い普

及に努めていく。

5読 書活動を推進するための課題と改善策

児童生徒の読書習慣の二極化 と小学校 中学校

の連携強化が依然 として課題である。二極化に

ついては，個別の指導などの手立てを講 じなく

てはならない。連携強化については，推進体制

を維持 し活動を継続 してい くことが必要であ

る。今後も継続 して取組 を進めていきたい。
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宮崎県 日南市
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平成18・19年 度生 きる力 をは ぐくむ読書 活動推進事 業研究成 果報告書

生 きる力 をは ぐくむ読書活動推進事業 【平成18・19年 度 】取組の概要 ―平成19年 度 ―

都道府県名 宮崎県 推進地域名 日南市

取 組 の 概 要
1研 究主題

地域 との連携を図 りなが ら，読書活動を通 じて生きる力をはぐくむ図書館教育の研究

2研 究の目標

（1）地域の図書館 ・地域のボランティア等 との連携を深めた図書館教育の在 り方を探る。

（2）小学校 ・中学校 とが連携 して，主体的に読書に親 しむ児童生徒の育成を目指す。
3実 践内容

（1）読書活動に関するアンケー ト調査を小 ・中学校3校 において実施 し，その考察を行 うとともに変容
を見るために，追跡調査を行 う。

（2）読書貯金通帳を全児童に持たせ，図書館利用への意欲付けを図っている。

（3）毎朝の 「読書タイム」を通 して，読書の習慣化を図っている。

（4）地域のボランティア，保護者のボランティア，図書館司書による読み聞かせを行い，読書への関心

を高めさせている。

（5）群読集会を実施 し，発表する側 も聞く側もよい作品にふれ る機会をもつようにしている。

（6）委員会児童による集会等で本の紹介 ・大型絵本を使っての読み聞かせや読書祭 りを計画 している。

（7）読書集会を実施 し，図書委員会が読書感想文や感想画の募集を呼びかけた りするなど，読書活動に

対する意欲を高める工夫をしている。
4研 究組織

5本 事業に関連 して，取 り組んでいる事項

（1） 日南市の取組

① 「子ども読書の 日」 （毎月23日 ）の制定

② ブックスター ト事業

③ 「日南市子 ども読書フェスティバル」の開催 （毎年5月23日 ）

④ 日南市 「読書活動研究推進校」の指定研究 （市内か ら4校 ）

⑤ 読書活動推進パネル展

⑥ 市立図書館 との連携による 「読書感想文の書き方講座」の実施

⑦ 日南市読書活動推進事業による学校図書館司書の配置 （市内2名 ）

（2）推進協力校の取組

①3校 合同での 「朝の読書活動」の推進

② 各家庭での 「ファミリー読書」の推進

③ 地域の読み聞かせグループや保護者ボランティアの方による読み聞かせの推進

④ 「油津地区読書の 日」 （毎週木曜 日）の設定 と地区読書活動の推進

⑤ 学校図書館司書及び市立図書館 との連携推進
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平成18・19年 度生 きる力をは ぐくむ読書活動推進事業研究成果報告 書

宮崎県

推進地域名 日 南 市

1推 進地域の概要

（1）地域の概要

日南 市の東 部 に位 置す る本 地域 には， 油

津小 学校 ，桜 ヶ丘小学校 と油津 中学 校の3

校が あ り，それ ぞれ が情報交換 を しなが ら，

読書活 動 を進 めて いる。 また， 日南 市立生

涯学習セ ンター 「ま なび ピア」 には，市立

図書館 があ り，利 用す る児童 生徒が 多い。

（2）推進 協力校 の概 要 （平成19年5月1日 現在）

① 日南市立油津小学校

ア 推進事業の拠点校 として，活動の計画

立案や会議の運営を行っている。

イ 読書活動に関するアンケー ト調査を実

施 している。

ウ 読書貯金通帳を全児童に持たせ，図書

館利用への意欲付けを図っている。

② 日南市立桜ケ丘小学校

ア 委員会児童による集会等での本の紹介

や読み聞かせ，読書祭 りを行っている。

イ 群読集会を実施 し，良い作品にふれる

機会をもっている。

ウ 学期毎に図書カー ドをもとにした読書

量を調査 している。

③ 日南市立油津中学校

ア 週4回 の朝の読書活動を実施している。

イ 図書委員会による読書集会を行い，読

書態度の表彰などを行っている。

ウ 生徒同士の読み聞かせを実施 し，読書

への意欲を高めている。

（3）協力機関等

① 日南市立生涯学習センター「まなびピア」

ア 団体貸出等について，学校が利用でき

るサー ビスについて ア ドバイ スを してい

る。

イ 読み 聞かせ グループが利 用 している図

書の紹介等 を してい る。

② 読み聞 かせ ボラ ンテ ィア

ア 小学校 を中心 に定期的に全児童 を対象

に読み聞かせ を してい る。

イ 推進会議 に出席 し，連携 して取 り組 む

読書活動の在 り方 につ いて，提 言を して

いる。

2実 践研究の概 要

（1） 平成18年 度の主 な成果 と課題

① 児童生徒の読書意欲 が向上 してきた。

アンケー ト調査 での 「読書 は好 きです

か。」 とい う設 問に対 して， 「とて も好 き」

「どち らか といえば好 き」を合 わせ た数 は，

5月 の85％ か ら1月 の86％ と，若干で

あ るが，伸 びてきた。

② 読 書の意義 を感 じるよ うにな った。

同調査 での 「本 を読んで よか った こ と」

につ いて， 「知 らなか った ことを知 る」 「友

だち と本の 内容 を話す 」が2～3ポ イ ン ト

上昇す るな ど，読書 の意義 を感 じ始めてい

る。

（2） 平成19年 度の研究 の概要

1研 究主題

地域との連携を図 りなが ら，読書活動を通

じて生きる力をはぐくむ図書館教育の研究

2研 究の目標

（1）地域の図書館 ・地域のボランティア等と

の連携を深めた図書館教育の在 り方を探 る。

（2）小学校 ・中学校 とが連携 して，主体的に

読書に親 しむ児童生徒の育成を目指す。

3研 究内容

（1）地域の図書館 ・地域のボランティア等 と

の連携を深めた図書館教育の在 り方

（2）小学校 ・中学校 とが連携 して，主体的に

読書に親 しむ児童生徒の育成の在 り方
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3実 践研究の内容及び成果

（1）実践研究の内容

① 地域の図書館 ・地域のボランティア等 と

の連携を深めた図書館教育の在 り方

ア 地域のボランティア，保護者のボラン

ティア，図書館司書による読み聞かせボ

ランティアによる読み聞かせは，保護者

のボランティアグループと地域のボラン

ティアグループとがある。

現在のところ，二つの小学校を中心に

朝の読書タイムや昼休みなどに読み聞か

を行っている。

保護者の読み聞かせ活動は，母親が中

心にな りがちであるが，本地域では，父

親の参加 も見られる。

子 どもたちはこうしたボランティアの

方々による読み聞かせを楽 しみにしてお

り，読書への意欲付けのきっかけとなっ

ている。

イ 地域の図書館 との連携

本 地域 にあ る市立の図書館 は，生涯学

習セ ンター （「まなび ピア」）内 にあ り，

地域住 民に広 く開放 されてい る。

図書館 近 くに住 む児 童生徒が休 日な ど

に利用 している姿 も見 られ る。

この図書館 では，遠 隔地 で貸 出が頻繁

にで きない小 ・中学校 に対 して，団体貸

出のサー ビスを行 っている。

このサー ビスは，1か 月 に30冊 を基

本に各学校などの学級単位に貸出を行って

いる。1回 の登録で簡単に貸出ができるの

で，図書館か ら離れた学校では，とても利

用 しやすいサービスである。

ウ 学校図書館司書との連携

本市には，学校図書館司書が2名 配置さ

れていて，約2週 間ごとに市内の小 ・中学

校20校 を回っている。

図書館司書が来校する日には，それぞれ

の学校で，児童生徒への読み聞かせをは じ

め，図書室の整理や設営，新書の選定，図

書室便 りの発行などを行っている。

また，各学校の図書館教育担当者 と打合

せを行いながら，読書活動への助言や支援

をいただいている。

こうしたボランティアグループや市立図

書館，図書館司書 との連携によって幅広い

読書環境がつ くられている。

② 小学校 ・中学校 とが連携 して，主体的に読

書に親 しむ児童生徒の育成の在 り方

ア 読書活動に関するアンケー ト調査の実施

読書活動の推進の変化や児童生徒，保護

者の読書活動への意識 ・取組の変容を把握

するために，地区の三つの小 ・中学校の教

師，児童生徒，保護者を対象に年2回 のア

ンケー ト調査を実施 した。

アンケー ト調査の項 目は，以下のとお り

である。

a学 校用

○ どのような読書指導をしているかに

ついて

○ 読書環境の整備で工夫 していること

について等

b教 師用

○ 学級での読書指導について。

○ 朝の読書による児童生徒の変容につ

いて等

保護者による読み聞かせ
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c児 童生徒用

○ 読書は好きか どうかについて

○ 読書の時間について等

d保 護者用

○ 読書が好きかどうかについて

○ 子 どもと一緒に本を読むかどうかに

ついて等

このアンケー ト調査を通 して，各学校の

読書活動への取組の状況がお互いに分かる

こと，さらに，児童生徒や保護者の読書へ

の意識の変容を把握することができた。

このことによって，本事業の推進の資料

とすることができた。

イ 毎朝の 「読書タイム」の実施

小 ・中学校3校 ともに読書 タイムを校時

程 に位置付けて，朝の静かな雰囲気の中で

教師と共に読書を行っている。

児童生徒は，この朝の読書が習慣 とな り，

常に机の引き出しに本を入れて，活動の合

間に本を広げて読む姿も見られる。

ウ 読書貯金通帳の活用

児童が図書室を多く活用するための手立

てとして，「読書貯金通帳」を活用している。

読んだ書名の他に読んだページ数を記入 し，

読む度にその数を加算 して累計数を書き加

える方法である。

この通帳を利用す ることを通 して，児童

は，ページ数がたまってい くことで自分の

具体的な読書量を知ることができ，図書室

利用への意欲付けとなっている。

エ 群読集会の実施

桜 ヶ丘小学校では，選んだ本を学級 ごと

に群読 して発表する集会を開いている。群

読をす ることで，言葉の楽 しさや美 しさに

ふれ，伝 える喜びも味わえる。また，発表

す る側 も聞 く側 もよい作品に出会える機会

をもつことができる。

オ 委員会児童による読書集会の実施

小学校では，委員会活動の中に読書委員

会 があ り， さま ざまな活動 を してい る。そ

の一つ に児童 に よる読 み 聞かせ の活 動が あ

る。高 学年 の児 童が 昼休み を利用 して，低

学年の児童に読み聞 かせ を行 ってい る。

こうした児童同士の読み聞かせ活動は，

読み手と聞き手の両方を経験できることで

幅広い読書活動を展開す る上で効果的であ

る。また，保護者等によるボランテ ィアの

読み聞かせの時の聞く態度 もよくなる。

カ 小 ・中学校が連携 した読書活動の取組

前述 した各学校のそれぞれの読書活動に

関する取組についての情報交換会を定期的

に開いている。 この会は， 「油津地 区読書

活動推進会議」とい う名称で，本市の生涯

学習課，教育委員会，3校 の校長 ・図書館

教育担当教諭，ボランティアの読み聞かせ

グループ代表で構成 されている。

この会では，学校 と地域 と行政が連携 し

た読書活動の推進について，情報を共有 し

ながら，具体的な実践内容や活動の情報公

開及び地域への啓発等を行っている。

紙芝居を読む図書委員会の児童

読書活動推進会議の様子
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この会 を通 して，それぞれ の立場 での読

書活 動への取組 について共 通理解 を図 るだ

けではな く，それ ぞれ のよ さを効果 的に組

み合 わせ なが らさらに活動 を広 め，深 めて

い くための方策について協議 し，具体的実

践に結 びつけ よ うとしてい る。

（2） 実践研 究の成果

① 児童生徒 の読書意欲 が向上 してきた。

平成19年 度全国学力 ・学習状況調査で

の 「読書は好 きですか」 とい う設問 に対 し

て，油津 中学校 では 「当ては まる」 「どち

らか といえば，当てはま る」 と答 えた生徒

は73．2％ （全 国平均67．9％ ）であ

り，油津小学校 では75．7％ （全国平均

71．3％ ）・であ り，桜 ヶ丘小 学校で は，

88．0％ （全 国平均71．3％ ） で あ

った。

この よ うに，すべての学校 で読書への意

欲が高ま ってい るこ とが分か る。

② 国語 の勉 強が好 きであ る と答 える児童生

徒 の割合 が高 くなって きた。

前述 の調査 での 「国語の勉強は好 きです

か」 とい う設 問に対 して，油津中学校 では

「当てはまる」 「どち らか といえば，当ては

まる」 と答 えた生徒 は64．8％ （全 国平

均56．8％ ） で あ り，油津 小 学校 では

64．3％ （全国平均59．6％ ）であ り，

桜 ヶ丘小 学 校 で は80．0％ （全 国 平均

59．6％ ）であ った。

この よ うに，す べての学校 で国語の学習

へ の意欲 が高まってい ることが分か る。

③ 読書 フェステ ィバル に よって児童生徒 だ

けで な く家庭や地域 の読書へ の意欲 が一層

高ま った。

油津地区読書 フェステ ィバル を行い，各

学校 の読書活動の発表や群読，読書 クイズ

な どを行 った。 また，保護者や地域の方 に

よる読み 聞かせや 読書に関す る講演会な ど

もあ り，児童生徒だけでな く保護者 や地域

の方々 にも広 く読書の よさや 楽 しさを啓発 す

ることがで きた。

4研 究成果の普及

（1）油津地 区読書 の 日を制定 し，油津地 区読書

便 りの発行や読み 聞かせ を行 う日にす る。

（2）平成19年 の10月13日 に 「読書 フェス

テ ィバル」 を開催 し，研 究内容 を広 く公開 し

た。

5読 書活動を推進するための課題 と改善策

（1）課題

① 研究指定を受けた2か 年は，各学校 とも

熱心に取り組んだが，次年度以降も継続 し

た実践が必要である。

② 学校図書館司書の活用について，学校は

もっと積極的に取 り組む必要がある。

（2）改善策

① これまで研究実践 してきたことを，来年

度以降も継続 して行 う。

② 学校図書館司書に積極的に授業に関わっ

てもらうなど，学校図書館司書の活用を図

る。

油津地区読書フェスティバル
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生きる力をは ぐくむ読書活動推進事業 （読書活動推進地域事業）実施要項

平 成18年4月1日

国立教育政策研究所長決定

1趣 旨

児童生徒 の読書活動 に関 し，学校 図書館 を含 めた学校 にお け る学習活動 ，公 共 図書館

の活用 ，家庭での働 きか けな どを相互 に連携 させなが ら，学校 ・家庭 ・地域社 会が一体

となった効果 的な取組 方法 について実践 的な研 究 を行 い，生 き る力 をは ぐくむ読書活動

の一層 の推進 に資す る。

2読 書活動推進地域事 業の委嘱

（1）都道府県教育委員会 にあっては域 内又 は所管 の地域 に，読書活動推進 地域 に よる研

究の希望が ある場合 には，適切 な読書活動推進地域 （以 下 「推進地域 」 とい う。） を

選 定 し，別紙様式 に よ り希望調書 を国立教育政策研究所 に提 出す る もの とす る。

推進 地域の範囲 は，複数 の小学校 区程度 とし，推進地域 の所在す る市 町村教育委員

会 （以下 「推進地域市町村教育委員会 」 とい う。） は，原則 と して，推進 地域 内の小

学校 ，中学校 ，高等 学校 ，中等教 育学校 ，盲学校，聾学校及 び養 護学校 の中か らあ わ

せ て3校 程 度以内の推進協力校 （以 下 「推進 協力校 」 とい う。）及び協力機 関 （公共

図書館 ，公 民館 （図書室）等） を指定す る。

なお ，委 嘱の希望 に当た っては，読 書活 動推進 地域事業 を実施 す るた めに必 要な施

設 ・設備 の利用 がで き，かつ推進協力校 その他関係機 関 ・団体の協力が得 られ るよ う

配慮す ること。

（2） 国立教育政策研 究所 は，上記 （1） に よ り提 出のあった 内容 を審 査 し，本事業 の委

嘱が適 当 と認 めた場合 ，別 途定め る実施 計画書 の提 出 を求 める。

（3） 国立教育政策研 究所 は，上記 （2） に よ り提 出のあった実施計画 書が適 切で ある と

認 めた場合， 当該都道府 県教 育委員 会 に対 し，調査研 究を委 嘱す る。

3研 究期間

原則 として2か 年 とす る。

4推 進地域 数

推進 地域数10地 域程度

5事 業の内容

推進地域 市町村教育委員会 は，推進地域 において， 「生 きる力」 をは ぐ くむ読 書活動

を推進す る観 点か ら，学校 ，家庭，地域 社会 が相互 に連携 し，児童 生徒の読書 を進 め る

た めの効果 的な取組 方法 について実践的 な研 究を行 うもの とす る。
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事業 の実施 に 当た っては，

① 読書 に関す る現状調査 を行 うとともに，読書活動 を推 進 した ことに よる読書量 の

増加 その他 の具体的 な効果 の把握 を行 うもの とす る。

② 事業 の内容 には，他 の図書館 （公共 図書館 ，他校 の学校 図書館 ），児童 生徒 の保

護者 ，地域 の関係機 関等 ， 「学校 ，家庭 ，地域社会」 の三者 の連携 を含 む もの とす

る。

6事 業の運営等

（1）委 嘱 を受 けた都道府 県教育委員会 は，国立教育政策研 究所 と緊密 な連絡 を とり，そ

の援助 と助 言 を受 けて調 査研究 を行 うもの とす る。

（2） 読書活動推 進会議

推進地域 市町村教 育委員 会 は，学校教育 関係者 ，社 会教育 関係者 ，児童 生徒 の保護

者，企業 関係者 ，学識経験者等 か ら委員 を委 嘱 して，読書活動推進 会議 （以下 「推進

会議 」 とい う。） を設置 す る。

推 進地域市 町村 教育委員 会は，都 道府 県教育委員会 との緊密な連携 の もと事業 を実

施 す るもの とす る。

推進 会議 は，推進 地域 にお ける読書活動推進 の各種 取組 が一体の もの と して効果的

に推進 され る よ う，読書 に関す る現状 につ いて調査 を行 い，全 体計画の策定等 につい

て協議 し，読 書活動 の推進 成果 について評価 す る。また，推進協力校等 に対 す る助言 ，

指導及 び調 査等 を行 うもの とす る。

（3） 推進 協力校等

推進協力校 及び協 力機 関は，推進会議の定 め る ところによ り，相互 の連 携 を図 りな

が ら実践 的研 究 を行 う。

（4）国立教育政策研究所 は，研 究の円滑 な実施 に資す るため，連絡協議 会等 を開催す る。

7報 告書等の提出

（1）推進 地域市町村教 育委員会 は，推進 地域の研究 体制 を整備 し，計画的，継続 的に研

究を進 めるために，各年度 の初 めに実施計画 書 を，各年度 の終 わ りに研 究成果報告 書

を，都 道府 県教育委 員会 に提 出す るもの とす る。

なお ，調 査研究 に よる児童生徒 ，教職 員，保護者 や地域等 の変容 （意識 ，読書量 ，

取組等）につい ては，ア ンケー ト結果な ど定量 的なデー タを比較す るな ど，分か りや

すい示 し方 を工夫す る。

（2）委嘱 を受 けた都道府 県教育委員会は，推 進地域 市町村 教育委員 会か ら提 出 された実

施 計画書及 び研 究成果報 告書 を とりま とめ，国立教 育政策研 究所 に提 出す る もの とす

る。

なお，研究成果 報告書 については，第1年 次の終 了時に中間報告書 を，研究 の終 了

時に最 終の報告 書 を提 出す るもの とし，これ らの様式，そ の他必要 な事 項 につ いては，

国立教 育政策研 究所 か ら別途連絡す るもの とす る。
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8成 果の普 及

（1）研 究成果報告書 につ いて は，国立教育政 策研 究所において その集 録 を編集 し，書籍 ，

イ ンターネ ッ ト及び その他 の媒 体 によ り公表す ることがで きる もの とす る。

（2） 推進 地域 にお いては，地域や学校 の実態 に応 じて，成果発 表会 ，公 開授業 ，研修 会

等 の開催 ，イ ンターネ ッ トに よる情 報提供 な どの取組 を実施 す る こ とによ り，本 事業

の成果 を他校や他地域 と共有 し成果 の普及 を図 るよ う，積極 的 な情 報提 供 を行 うもの

とす る。

なお ，推進 地域市町村 教育委員会 は，本事業の成果 を広 く関係 者 に普 及す る機会 を

設 ける観 点か ら，国立教育政策 研究所 が開催す る予定で ある 「学校 図書館 活用 フォー

ラム」等 の会場 において本事 業の成果 を展示発表す るもの とす る。

9経 費

（1）国立教育政策研究所 は，予算 の範 囲内 で，各年度 毎に研 究 に必 要な所要額 を都 道府

県教 育委員会か らの請求 に基づ いて支払 うもの とす る。

（2）委 嘱金 の支払 いの対象 となる経 費及び各経費項 目へ の配 分額 は，実施 計画書 の とお

りと し，変更す る場合 はあ らか じめ国立教育政策研究所 に報 告 し，その指示 を受 け る

もの とす る。ただ し，各経費項 目にお ける配分額の変更増減 が委嘱金額 の20％ 以 内，

も しくは，5万 円以内の場合 には， この限 りでない。

（3）委嘱 を受 けた都道府 県教育委員会 は，各年度終了後速や かに別 途 定め る収 支精算書

を， 国立教 育政策研 究所 に提 出す る もの とす る。

10そ の他

国立教 育政策研究所 は，必要 に応 じ，この事業 の進捗状 況及び経 費の処理状況 につい

て，実態調 査 を行 う。
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生きる力をはぐくむ読書活動推進事業 （平成18・19年 度）推進地域等一覧

― 平成19年 度 ―

担当官

田 中 孝 一 文部科学省初等中等教育局主任視学官

西 辻 正 副 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

永 井 克 昇 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

井 上 一 郎 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

宮 下 和 己 国立教育政策研究所生徒指導研究センター総括研究官

冨 山 哲 也 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

杉 田 洋 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

この研究報告書を刊行するにあたり、平成20年4月1日 から関わった担当官

藤 田 晃 之 国立教育政策研究所生徒指導研究センター総括研究官
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