
推進地域の取組 
 

１ 教育委員会の取組 

 

（１）袖ケ浦市の読書教育 

袖ケ浦市は、平成３年度の市制施行と同時

に、読書教育の充実を教育の重点施策に掲げ

てきた。振り返って「学校図書館支援システ

ムをどう構築するか」という視点で今までの

事業を整理してみると、それは『学校図書館

を「人」「もの」「情報」のネットワークで結

ぶ』ということでもあった。 

 

（２）教育委員会のこれまでの取組 

 ①「人」のネットワークの構築 

「人」「もの」「情報」のネットワークの中で、最も基幹にあるネットワークが「人」

のネットワークである。この「人」のネットワークは、司書教諭及び学校図書館司書に

あたる読書指導員を中心に構築されている。本市では、平成１５年度の学校図書館法の

改正に伴い、分校を除く全ての小中学校において司書教諭が発令されている。また、読

書指導員については、平成７年度４月より、小学校から段階的に配置を行い、現在は分

校を含む全小中学校に配置されている。読書指導員は、学校図書館専任の職員で、市独

自雇用の職員である。その特徴は、その名前にも表れて

いるとおり、「読み聞かせやブックトーク等を通して、本

の好きな子どもを育てる。」「人のいる温かい学校図書館

をつくる」を第１のねらいとするものである。従って、

単なる図書室の整理員ではない。この読書指導員が袖ケ

浦市の読書教育の根幹を支えており、生命線でもある。

読書指導員無しでは、これらのネットワークを支えてい

くことは到底できない。 

 

◆配置の流れ 

H7 小学校３校に試行的配置 

H8 小学校４校に配置拡大 

（全小学校７校配置） 

H10 中学校１校に試行的配置 

H11 中学校４校に配置拡大 

（全中学校５校配置） 

H13 大規模校へ複数配置 

 ◆勤務の条件 

・週４日を基本とし、月２０日以内、 

年間１８０日以内 

・司書資格または司書教諭免許、 

または実務経験のある方（面接選考） 

 



 ②「もの」のネットワークの構築 

「もの」のネットワークは、学校図書館を学習・情報センターと位置付けるために必

要な物的な整備であり、最も大切な「本」の流通システムも含んでいる。本市では、

平成３年度より、１校あたり７０～１００万円の図書購入費を予算化し、蔵書の電算

化を進めてきた。そして平成１０～１２年度の３年間、文部科学省の指定研究である

「学校図書館情報化活性化推進モデル地域事業」により、学校図書館の学習情報セン

ター機能の整備を進めてきた。各学校及び中央図書館にコンピュータ機器等の設置を

行い、各図書館からインターネットに接続できる環境を整えるとともに、テレビデオ、

ＦＡＸ電話、コピー機等、様々な情報手段と、学習用ソフトウェア、ＣＤ－ＲＯＭ、

ビデオ等、様々な情報ソフトの整備を行った。また、平成９年度から市内全小学校で

スタートした図書流通システムも、読書指導員の中学

校配置に合わせて平成１１年度には市内全中学校にも

拡大した。後述する総合教育センターの学習教材も、

月２回ある職員の学校巡回によって学校まで届けられ

る。また、平成１９年度からは、郷土博物館の所蔵資

料も図書流通システムにより各学校へ届けられるよう

になった。 

 

 ③「情報」のネットワークの構築 

  「情報」のネットワークの構築は、袖ケ浦市のイントラネットである「ウグイスネッ

ト」の整備と深い繋がりがある。これは、平成１１年度から運用をはじめた袖ケ浦市立

総合教育センターを中心とする教育情報ネットワークであり、様々なサービスを展開し

ている。総合教育センターにある６０００点を超える学習教材の検索・予約がＷｅｂ上

でできたり、学校図書館図書検索システムにより、市内全小中学校の蔵書を一元管理し、

各学校の端末からオンラインで図書を検索できるようにしたりした。また、学校間のレ

ファレンスに図書掲示板を導入し、情報の共有化を図り、

公共図書館へのレファレンスの要求も、ＷＥＢ上のフォ

ームで行うようにした。これらを支えるのは、各学校に

整備された校内ＬＡＮのネットワークと、各普通教室、

保健室、校長室に配備したインターネット閲覧用のコン

ピュータである。これにより、すべての学級のあらゆる

授業において、日常的にインターネットを活用できるよ

うになり、「わかる授業」の実現が身近なものとなった。 

 

 ④学校図書館支援センターの設置 

平成１７年度には「学校図書館支援センター」を総合教育センター内に設置し、これ

らのネットワークのコーディネートや本格的な学校図書館支援を開始した。 

 これまで袖ケ浦市の総合教育センターでは、ビデオ教材を中心とした６０００件を超

える学習教材を保有し、インターネットによる検索・予約を平成１１年度より稼働させ

ているうえ、閉架書庫をその施設内に持ち、情報ネットワーク「ウグイスネット」を運  

＜図書掲示板＞ 

 



営し学校教育情報センターの役割を既に果たしている。

その総合教育センターの役割の中に学校図書館支援セン

ターを新たに位置づけ、そのための専任の職員を置くこ

とができれば、中央図書館や郷土博物館との連携もスム

ーズになるうえ、学校図書館事務の集中管理ができ、情

報や経験の共有、新しい情報の発信などメリットは多く、

本市がめざしている学校図書館を結ぶ「人・もの・情報」

のネットワークの中枢を担っていけるであろうと考えた。さらに、学校図書館、そして

司書教諭の活性化につながり、ひいては学校教育の学びの質を変えていくことが期待で

きると考え、学校図書館支援センターを設置した。現在は、２人の専任の職員を配置し、

運営を行っている。 

 



⑤市「図書館を使った調べる学習コンクール」の実施 

平成１２年度から、袖ケ浦市では市立総合教育センター主催で「袖ケ浦市図書館を使

った調べる学習コンクール」を開催している。これは、「図書館の学校」が主催する「全

国図書館を使った”調べる”学習賞コンクール」を受け、袖ケ浦市独自で市内小中学校

児童・生徒を対象に同様の趣旨のコンクールを行うものである。 

 本市がこのコンクールを開催することになった理由はいくつか挙げられる。 

 一つめは、問題解決型の学習への対応である。問題解決型の学習は児童生徒が日頃か

ら持っている疑問を解決するために、体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を

活用し、自主的・自発的に学ぶ学習である。そのための方策として注目されているのが

「調べ学習」という学習形態である。「調べ学習」を奨励し、その成果を賞賛することに

より、児童・生徒の「調べ学習」への意欲をさらに高め、「調べ学習」の手段や方法を一

層、向上させ、「調べ学習」の中心的な場となる学校図書館や公共図書館の活用を奨励し

ようというものである。 

 二つめは、ハード面の整備も一段落したので、これからは、いかに学校において日々

の充実した学習を推進するか、また、主体的に本を使って学んでいこうとする児童・生

徒を育てていくかという視点でソフト面の取組を重視していくためである。 

 三つめは、教職員の資質・力量の向上と授業改善である。「子ども達の主体的な学習を

重視する。」「学び方や考え方を身に付けさせる。」と言っても、一人ひとりの教師が、授

業レベルで「ねらい」や「方法」を具体的に確立し、それ

を日常的に実践しなければ、どんな優れた環境の整備や条

件の整備を行っても意味をなさないと考えたからである。 

 本市が、市「“調べる”学習賞コンクール」を企画・立案

し、自分達の手で審査まで行おうとするのは、新たなる授

業改善の視点を自分たちで学んでいこうとする表れである。

平成２９年度の市コンクールでは、出品数３，９０６点で、

市内の７７．９％の児童・生徒が参加をした。 

 

⑥学び方ガイドの発行 

平成１３・１４年度に「小学校学び方ガイド」「中学校学

び方ガイド」を作成した。これらは「調べ学習」での「調

べ、まとめ、発表する活動」の場で、子どもの学習活動を

支援する新しい形態の教材（学習の手引き）である。観察

や調査などの調べ方、また集めた情報の整理やまとめ方、

その発表・発信の仕方など、具体的な知識や方法などを身

につけていた方が学習効果を上げることは言うまでもない。総合的な学習の時間での身

につけたい生きる力の一つである『方法知』は、まさにこの結果身につけるラーニング

スキルそのものである。また、単なるハウツーにとどまらず、これらの調査などにおけ

る配慮事項や社会的な常識までも取り上げることにより、より実際的な力にまで高める

ことも大切である。学び方ガイドはそのための教材である。そして、「調べ学習」で子ど

も一人一人が自らの課題に取り組む際の「水先案内人」でもある。 



２ 推進地域の取組 

 

（１）協力校の概要 

学校名 
児童・ 

生徒数 
学級数 

司書教諭の 

発令の有無 

学校図書館 

司書の数 

図書整備の状況 

蔵書数 整備率％ 

袖ケ浦市立 

長浦小学校 
５７５人 ２２学級 有 １名 １２，１０７冊 １０８．５％ 

袖ケ浦市立 

長浦中学校 
３０８人 １１学級 有 １名 １０，７１２冊 １０５．４％ 

 

（２）今年度の協力校の取組 

 ①学びの早道小中推進会議の開催 

  小中学校で連携した学校図書館の活用、合同の研修会、１１月の授業公開に向けた２

校の取組などについて話し合いを行うために、協力校の管理職、教務主任、研究主任、

司書教諭、読書指導員が会議を行った。 

 

②学校図書館活用研修会の実施 

  協力校の教職員を対象とした学校図書館に関する研修会を行った。 

  第１回 「学校図書館を活用して授業で生かそう」 

      講師 白百合女子大学非常勤講師 推進地域共同研究者 中村 伸子 先生 

  第２回 「これからの学校図書館はデジタルもアナログも」 

      講師 東京学芸大学非常勤講師 ＮＩＥアドバイザー  村山 正子 先生 

 

 ③授業研究会の実施 

  公開授業に向けて授業公開校である長浦小学校職員が授業研究会を行った。 

  年 3 回実施し。物流システムによる資料の取り寄せや、読書指導員とのチームティー

チングなど、学校図書館を活用した授業実践を行った。 

 

 ④小中読書指導員会議及び研修会の開催 

  協力校の読書指導員が、授業支援の方法や学校図書館運営等について、推進地域共同

研究者からの助言をいただき、会議及び研修を行った。 

 

 ⑤司書教諭及び学校図書館担当職員等研修会 

  １１月２９日に長浦小学校にて、県内の実践協力校や近隣市の教職員が参加する研修

会を開催した。長浦小学校による公開授業や協力校である長浦小中学校と袖ケ浦市教育

委員会の実践発表を行った。 

 

 

 



３ 協力校の実践Ⅰ （袖ケ浦市立長浦小学校） 

 

（１）学校の紹介 

①学校及び地域の概要 

 本校は袖ケ浦市の東部に位置し、 長浦駅前・久保田・代宿・浜宿団地の４つの地区

からなる。工業地帯に隣接し、北側には工場群が立ち並んでいる。明治３７年（１９

０４年）に長浦尋常小学校として開校し、平成３年（１９９１年）に現在の袖ケ浦市

立長浦小学校と改称した。在籍児童数は、５７２名（１９学級、特別支援学級３学級）

となっている。 

 

②学校教育目標 

『やさしさ かしこさ たくましさを自ら実践できる児童の育成』 

 

③研究主題 

「思考力」「表現力」を高める学習指導のあり方 

  ～学校図書館の効果的な活用を通して～ 

 

④目指す児童像 

・主体的に学ぶことができる子 

・文章を読み取り、目的に応じて情報を 

 活用できる子 

・自分の考えを整理し、相手に伝えることができる子 

 

（２）自校の図書館の現状 

①整備状況 

  ・総蔵書数＝１２，１０７冊（平成２９年１２月現在） 

  ・学校図書館図書標準達成状況＝１０８．５％ 

 

②利用状況 

○平成２６年～２８年の図書貸出冊数 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

貸し出し冊数 ３１，５４７ ２８，０９２ ３２，５８６ 
 

○平成２９年の図書貸出冊数 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 

貸し出し冊数 2，426 3，221 2，916 3，116 3，811 4，618 
 

○平成２６年～２８年の図書貸出冊数（一人あたりの平均冊数） 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

貸し出し冊数 ５１．１ ４５．９ ５５．７ 



（３）司書教諭及び図書主任等の教員の取組 

①校内組織と主な役割 

全体指導 
  

研究企画 
  

低学年 
   

司書教諭        

（校長・教頭） 
 
（校長・教頭） 

 
中学年 

   
読書指導員      

   
（教務・副教務） 

 
高学年 

   
（学校司書）        

   
（研究主任・副主任） 

 
特別支援学級 

   
       
   

（読書教育主任・総合的な学習主任） 
  

     

 

②子どもや教員に関する支援 

ⅰ 図書館の運営に関すること 

  読書指導員（学校司書）と連携し、図書の管理や購入、またデータ管理をしている。

図書館環境の整 備や貸出・返却事務は日常的に行っている。 

 

ⅱ 読書推進活動に関すること 

○全校一斉朝読書 

・朝の会前（８：１０～８：２０）に全校一斉に朝読書を実施。 

  低学年も、朝の支度を済ませ、静かに読書を楽しんでいる。 

 高学年になると、物音を立てず、静寂の中、読書にどっぷりと 

 浸る時間となっている。 

  

○各教室に「図書館大好きコーナー」の設置 

・読み聞かせの振り返りや、授業に関連する図書の掲示、 

 図書を活用してできた作品を掲示するなどし、各学級で 

 工夫している。 

 

○読み聞きかせ 

・読み聞かせボランティア（１、２年生）は朝読書の時間に 

 季節に合った本の読み聞かせや、紙芝居を実施。 

 

・市立中央図書館から出張お話し会（全学級）による読み聞かせ 

 や素話を各クラス１時間実施。 

 

・教職員（年３回、全学級）による読み聞かせの実施。 

 第１回目は、各学年で担任が入れ替わり実施。 

 第２回目は、職員室の教職員が各クラス１，２回実施。 

 第３回目は、ペア学年の教職員が入れ替わり実施。 

 

・図書委員会（１、２年生）による読み聞かせの実施。 

 毎週金曜日の朝読書の時間に、図書委員会が担当の１、２生の  

 教室に行き、読み聞かせを実施。 



○読書郵便 

・全学級で実施し、自分のおすすめの本を校内の友達に、 

 絵と簡単なあらすじを読書郵便に書き、送る。 

 校内に読書郵便専用ポストを設置し、期間内に自分で 

投函する。 

 図書委員会が回収し、スタンプを押印して配達する。 

 友達に紹介するために、じっくりと 1 冊を読むことが   

できた。 

 

○読書祭り 

・１０／２～１０／２０に実施。 

・各学年のおすすめの本１０冊からクイズを出題し、全問正解す 

ると、今年度まで使用できる『もう 1 冊券』がプレゼントされ 

る。 

・流通システムを活用し、読書クイズになっている本を複数図書 

 館に用意した。多くの児童が本を手に取ってクイズに参加する 

 ことができた。 

・教職員のお薦めの本を紹介カードに書き、廊下や階段の踊り場に掲示。 

・第２回の教職員による読み聞かせ（職員室の教職員）を実施。 

 

○図書委員会の活動 

・毎日、昼休みに本の貸出・返却の手続きを実施。 

・図書委員のおすすめの本をカードに書き紹介、掲示。 

・毎週金曜日の朝読書の時間に、１・２年生対象で読み 

 聞かせを行う。 

・読書祭りの企画・準備・運営。 

・読書郵便の回収、スタンプの押印、配達。 

・後期始業式で、『むかしばなし』にまつわる読書クイズの発表。 

・図書委員の児童は、本好きの児童が多く、委員会では進んで「おすすめの本」の紹介

カードを書き、掲示することができた。 

  

 

③学習等に関する支援  （読書指導員と連携） 

ⅰ 教科指導に関すること 

○学校図書館を活用した授業実践 

・校内授業研究を、第１回（７月４日）、第２回（７月１２日）、第３回（１１月２９

日）に分かれ実施。読書指導員と連携し、物流システムを積極的に活用して、図書を

活用した授業を展開した。 

 

 



＜第１回＞ 

（１）第１学年 生活科 「さあ みんなで でかけよう」 

 ・学校近くの里山を探検し、そこで見つけたものをポケット図鑑を使って調べ、絵に

描いて発表した。ポケット図鑑は物流システムを活用して、一人一冊持ち、読書指

導員から図鑑の見方を教わりながら調べた。 

 

（２）第２学年 国語 「言葉のはたらきをしろう」 

 ・物流システムを活用し、子どもの創作した詩が書かれた本を収集し、一人一冊以上、

児童詩の書かれた本を手元に置けるようにした。大正期の児童詩の紹介や、図書室

にある児童詩の本の紹介、ブックトークを聞き、詩に対して興味・関心の幅を広げ

た。好きな題材を選び、表現の工夫を加えながら、詩を書き、紹介した。 

 

（３）第４学年 国語 「物語の世界を想像して、音読したり、演じたりしよう」 

 ・物流システムを活用し、落語の本を収集し、学級内に落語コーナーを設置していつ

でも自由に読める環境を整えた。落語に関するブックトークや、教職員による落語

を聞き、興味・関心を深めた。音読台本を作り、表現方法を考えて落語の練習をし、

落語発表会を開いた。 

 

「さあ みんなででかけよう」 「言葉のはたらきをしろう」「物語の世界を想像したり、 

                                演じたりしよう」 

 

＜第２回＞ 

（１）第１学年 国語 「ようこそ おはなしのくにへ」 

  ・物流システムを活用し、昔話と外国の話を収集した。学校図書館にあり、１年生で

も読みやすい昔話や外国の話の紹介や、読み聞かせをした。学級には昔話と外国の

話コーナーを設置し、いつでも読むことができるようにした。そして、自分のお気

に入りの話を友達に紹介し、読み合った。 

 

（２）第２学年 国語 「登場人物の行動や会話に気をつけて『きつねカード』を作ろう」 

 ・物流システムを活用し、きつねが出てくる話を収集した。そして、紹介したい本に

出てくるきつねについて特徴をカードに書いて友達に紹介した。読書指導員は、本

の収集や、自力で本を選べない児童にアドバイスをした。  

 



 

 

 

 

 

 

   

  「ようこそ おはなしのくにへ」   「登場人物の行動や会話に気をつけて 

                           『きつねカード』を作ろう」 

 

（３）第３学年 社会 「市の様子」 

 ・物流システムを活用し、袖ケ浦市の観光スポットや代表的な神社、自然、特産物な

どについての本やパンフレットを収集した。袖ケ浦市について、市内巡りでわかっ

たことや、調べたことをミニブックにまとめた。読書指導員からは、ミニブックの

作り方のアドバイスを受けたり、資料収集の支援を受けた。    

 

（４）第６学年 社会 「３人の武将と天下統一」 

 ・物流システムを活用し、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康についての本の収集をした。  

生き方・天下統一までの動き・国内政策・戦法・武器・外国との関係について本で

調べ、「天下統一のＭＶＰは誰か？」というテーマで、３人の武将についてまとめ

た。 

 

 

 

 

 

 

     

       「市の様子」                「３人の武将と天下統一」 

 

＜第３回＞ 

（１）第１学年 国語 「本にでてくる動物のお話し会をして、友達に読んでもらおう」 

 ・物流システムを活用し、動物の親子が出てくる 1 年生にふさわしい本を収集した。

お気に入りの場面を選び、動物の写真から様子を表す言葉や、会話を想像して考え、

友達に紹介した。 

 

（２）第２学年 国語 「心にのこったところをつたえあおう」 

 ・学校図書館の絵本や、これまでに読んだ本の中から、好きな本を選び、絵に描いて

友達に紹介する「お話びじゅつかん」を開いた。同学年の他のクラスや、1 年生に

も紹介をし、本への興味・関心を広げた。 



 

 

 

 

 

 

 

「本にでてくる動物のお話し会をして、       「心にのこったところをつたえあおう」 

         友達に読んでもらおう」 

 

（３）第３学年 国語科 「物語のおもしろいところを紹介しよう」 

  ・物流システムを活用し、斉藤隆介氏の本を収集し、学級に読書コーナーを設けてい

つでも読める環境を作った。自分の気に入った本を「おすすめ図書カード」に書き、

友達に紹介した。 

 

（４）第３学年 社会科 「古い道具と昔のくらし」 

  ・郷土博物館の見学で学んだことや、昔の道具図鑑から興味のある道具について調べ、 

わかったことをワークシートにまとめた。また、郷土博物館から昔の道具の実物を

借り、実際に見たり触ったりする体験をして、学習意欲を高めていった。 

 

 

 

 

 

 

 

    「物語のおもしろいところを紹介しよう」     「古い道具と昔のくらし」 

 

（５）第４学年 理科 ｢ものの温度と体積 リーフレットをつくろう 目指せ理科博士｣ 

 ・読み聞かせの前に担任が演示実験を行い、児童に疑問を持たせ、全体で結果を確認

した。それを受けて、理科に関わる図書の読み聞かせを行うことで、実験で見て感

じたことに対する信頼性を高めた。「ものの体積と温度」について、学習した内容

をグループごとにコンピュータを活用してリーフレット作りを行った。 

 

（６）第４学年 国語科 「テーマをもって伝えよう」 

  ・担任や読書指導員によるブックトークを聞き、複数の本をテーマごとに紹介する方

法を知った。選んだ本の良さが聞き手に伝わるように紹介方法を工夫し、ブックト

ークを行った。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  「ものの温度と体積                            「テーマをもって伝えよう」 

   リーフレットをつくろう 目指せ理科博士」            

                 

（７）第５学年 国語科 「宮沢賢治の本の紹介コーナーを作ろう！」 

 「『図書すいせん会』を開こう」 

 ・物流システムを活用し、宮沢賢治の本を多読した。「雪わたり」か「どんぐりとや

まねこ」のポップや帯紙を作った。また、推薦する宮沢賢治の作品のポップや帯紙

を作り、学校図書館に本と共に掲載し、本を読んだりポップや帯紙を見た感想を伝

え合ったりした。 

 

（８）第５学年 総合的な学習の時間「オリンピック・パラリンピックについて調べよう」 

  ・物流システムを活用し、オリンピック・パラリンピックに関する本や新聞を収集し

た。自分が興味や関心があるテーマを設定して、図書や新聞を活用し、調べたこと

をポスターにまとめ、校内に発信した。 

「宮沢賢治の本の紹介    「『図書すいせん会』を開こう」 「オリンピック・パラリン 

  コーナーを作ろう！」                 ピックについて調べよう」 

 

（９）第６学年 国語科 「心に響いた伝記に書かれた人物をすいせんしよう 

                         ～伝記ソムリエにチャレンジ～」 

  ・物流システムを活用し、伝記を収集して多読した。その中から心に響いた人物につ

いて推薦し合った。自分の考えを書いたブックソムリエカードを提示しながら、グ

ループの仲間、学級全体と紹介し合った。 

 

（10）第６学年 国語科 「大切な本を紹介しよう」 

・物流システムを活用し、物語の本を収集し、多読した。自分のお気に入りである「わ

たしの大切な一冊」を、推薦する理由や、自分の考えが伝わるように紹介文に書き、

友達に紹介した。 



 

 

 

 

 

 

 

「心に響いた伝記に書かれた人物を                      「大切な本を紹介しよう」 

  すいせんしよう～伝記ソムリエにチャレンジ～」 

 

ⅱ 特別活動に関すること 

○国際理解月間に、テーマの国に関する図書を物流システムを活用し、収集・展示する。 

○図書館環境の整備 

・季節や毎月の図書のテーマに合ったレイアウトや掲示、おすすめ本の紹介をする。 

 

（４）成果と課題 

○成果 

・読み聞かせやおすすめの本の紹介、読書祭りなどの行事により、本に対する興味・関

心を高めることができた。 

・学習に必要な本や資料を読書指導員と連携し、収集することで、目的に応じた情報を

活用する授業実践をすることができた。 

・必要な資料や情報を収集するサポートを読書指導員と担任が行うことで、効果的な学

習を進めることができた。 

 

●課題 

・図書の活用によって、主体的で対話的な学習を展開することはできているが、深い学

びになっているかどうか、思考力・表現力が一人一人の児童にどの程度身についてい

たのか、具体的に分析する必要がある。 

・調べる学習では、資料を読み込み、活用する過程で個人差があるため、学年に応じた

指導が引き続き必要である。 

・ＩＣＴの活用が課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 協力校の実践Ⅱ （袖ケ浦市立長浦中学校） 

 

（１）学校の紹介と図書館の状況 

○学校の紹介 

学区は、袖ケ浦市の北部に位置し北には埋立地に進出した工場群が分布し、東は市

原市、西南は蔵波学区と隣接し、学校は学区の西端に位置している。造成された宅地

に、日本各地から多くの人が移り住み、JR・アクアライン等を利用して、千葉や東京、

神奈川方面に勤務している保護者も少なくない。地域の教育に対する関心は高く、千

葉市や県北の高校に進学する生徒もいる。 

 

○教育目標及び読書活動に関する目標 

本校の学校教育目標は「未来を拓く、確かな学力と心身共に逞しい生徒の育成～夢

に向かって チャンス チャレンジ チェンジ」である。学校図書館の目標は、教育

課程展開への寄与・生涯学習に通じる健全な教養の育成である。 

まず学習・情報センターとしての役割としては、すべての教科・領域、そして総合

的な学習の時間中で学校図書館の有効利用を図り、情報活用能力を育成するとともに、

授業の質的改善を図る。次に、読書センターとしての役割は、読み聞かせやブック・

トーク、テーマを設けた読書など様々な手段を用いて、本の好きな子ども、本を読む

力の身についた子どもの育成を目指している。 

上の２点を受けて、次の目標を設定している。 

１ 積極的に学校図書館を使用する態度を養い、計画的に資料や情報を集め、適

切に活用できる生徒を育成する。 

２ 適切な読み物を選び、読書を通して考えを広めたり深めたりしようとする態

度を培う。 

 

（２）自校の図書館の整備 

本校は学校図書館図書標準の定める冊数に達している。授業での活用はほぼ横ばい

状況にあり、インターネットに頼る傾向があるが、本好きの生徒が多く、昼休みには

多くの生徒が図書室を訪れる。 

 

（３）子どもや教員に対する支援 

１年生の国語は入学時に最初の１時間を使い、図書館利用のガイダンスをしている。

教科指導に関することとして、調べ学習に関する支援を総合教育センター職員を派遣

していただいている。図書館で読書指導員や司書教諭とともに、調べ方についてのレ

クチャーを受けた。袖ケ浦市は「全国調べる学習コンクール」に毎回上位入賞をして

いる。袖ケ浦市では、図書流通システムがあり、「掲示板」を利用し呼びかけると、

その呼びかけに応え、各小中学校から本が集荷されてくる。その本を各学校で共有し、

調べ学習に利用することができる。 

 

 



（４）小中連携の取組 

本校は小学校一校、中学校一校という結びつきを生かし、様々な連携を模索してき

た。しかし、今までは忙しさにとりまぎれ、夏休みの小中連携会議やお互いの学校の

授業を見合うなどのつながりでしかなかった。その中で、今回小中学校でお互いにで

きることはないかを考え、これまでの実践報告をファイル化した。その結果、たくさ

んの先生から実践報告をいただき共有することができた。 

 

     具体例                                     

 ２学年 総合的な学習の時間   単元名 係別「事前学習のすすめ」の作成 

            

  学習のねらい 

○ 自然体験学習の前に、長野県岩菅山や善光寺、周辺の特産物について事前に調べ 

 学年生徒に提供する。 

 

 

  読書指導員の支援 

   旅行雑誌や自然体験場所の本を提供するとともに、本だけでは調べきれない部分 

 についてはインターネットで検索や支援を行う。 

  図書リスト 

  ・図説学習日本の地理 ・都道府県日本なんでも情報館・日本の地理２１世紀 

 ・都道府県日本の地理データブック ・都道府県別みんなの日本地理 

 ・調べ学習にやくだつ日本の地理 ・修学旅行パーフェクトガイド 

 ・新図解わたしたちの日本地理 ・るるぶ信州  ・るるぶ長野  他 

 

 

 

  授業の様子 

○ 学習係の生徒は、各班からきているので、合計１８名であった。 

○ 生徒は、各自テーマを分担し、本でわかるものについてはまとめ書きをした。 

 また、本が用意できなかったテーマのものについては、インターネットで検索しま 

 とめた。 

○ 紹介された本を使用し、意欲的に取り組むことができた。 

 

  成果と課題 

○ 係別会議の時間は３時間で、その中で生徒に調べさせ、資料をまとめるには厳しい

状況であったが、製本したものを配付し、学年で情報を共有することができた。 

● 集まれる時間が行事の都合で、読書指導員の勤務でない時間帯になってしまった 

 時間もあり、目が行き届かなかった。 

 

 

 

 



長浦中学校 

●司書教諭：安西 典代    ●読書指導員：三嶋 千秋 

 

学校図書館教育目標 

○積極的に学校図書館を使用する態度を養い、計画的に資料や情報を集め、適

切に活用できる生徒を育成する。 

 ・各教科において、問題解決学習等の学習の場、総合的・横断的な学習の場

として、積極的に図書館学習を取り入れる。 

○適切な読み物を選び、読書を通して考えを広めたり深めたりしようとする態

度を培う。 

 ・学校行事・委員会活動などを通し、目的に応じた読書方法や主体的・創造

的な読書の態度を身につけさせる。 

 

  

校外学習事前調べ 

 

物流で集めた修学旅行に関する本 

  

部活に関する本の紹介 調べ学習の資料探し 

 


