
 推進地域の取組  

山武市 
 
Ⅰ 研究計画 
１ 研究主題 

 

 

 

２ 研究主題について 

山武市では，子供ども読書に親しめる環境をつくるため，家庭，学校，図書館，地

域などが，それぞれの役割を担い，活動を総合的，計画的に進めていくために，平成

２９年３月に「山武市子どもの読書活動推進計画」を策定している。 

学校図書館の状況については，平成２１年度から平成２３年度に行われた「学校図

書館整備事業」により，図書館システムが導入され，公立図書館のホームページから

学校の蔵書の検索が可能になっている。また，平成２８年度には「学校図書標準」に

定められた冊数を達成し，すべての小・中学校で，学校図書館としての機能は満たさ

れている。しかし，山武市には，学校司書教諭が在籍する小・中学校はなく，司書教

諭の発令条件である１２学級を満たしている小学校は１校ということもあり，図書館

システムが整備されている一方で，学校と市立図書館の連携や学校図書館の利活用が

十分ではない学校が多い。 

このような現状の中で，学校図書館の利活用をとおして，児童・生徒の学力の向上

を目指すには，「山武市子どもの読書活動推進計画」を基盤として，山武市内の成東

・山武・松尾，それぞれの地域図書館と学校の連携を十分にして，学校図書館の機能

を活性化していく必要がある。図書館職員の図書に関するスキルや知識を学校図書館

教育や授業に活かすことは，児童・生徒の興味・関心を高め，それが学習意欲の向上

につながると考えられる。また，新学習指導要領で求められている「主体的・対話的

で深い学び」の実現には，子どもたちの言語能力の育成は重要な要素の一つであるた

め，「読書・学習・情報センター」の機能をもつ学校図書館の役割は非常に大きいと

言える。学校図書館は，習得・活用・探求という学びの過程を身につけることができ

る最適な学習の場であり，その利活用の充実は，学力の向上において不可欠であると

考え，本研究主題を設定した。 

【推進体制】 

 

                                

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの学びに対する興味・関心を高め，学習意欲の向上を図るための学校 

図書館の利活用 

・山武市教育委員会 
・推進地域小学校（１３校）・中学校（６校） 
・研究協力校（日向小学校・松尾中学校） 
・市立成東図書館，さんぶの森図書館，松尾図書館 

千葉県教育委員会 

推進地域（山武市） 東上総教育事務所 

事業委員会 

文部科学省 

司書教諭及び学校図書館担当職員等研修会 
（推進地域の研究討議及び情報交換） 



３ 調査研究の内容 

 ・市立図書館と学校の連携による学校図書館の利活用の充実 

 ・授業に市立図書館の司書を活用することによる授業内容の充実 

・すべての教科における学校図書館の活用及び教科横断的な学校図書館の活用 

（情報収集能力及び課題解決力の向上，課題解決を図る選書や検索の能力の育成） 

    ・校内における読書活動の推進 

 

 

Ⅱ 山武市の体制 
１ 学校図書館と市立図書館の連携体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連         ・学校図書館担当者研修会 

携         ・協力校授業研究会・図書館連絡会議  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 司書教諭について 

市内小学校１校（学級数１２以上）で発令している。 

 

 

【校長・教頭・研究主任・教員】 
・読書の指導（不読者への指導等） 
・学習で使用する図書資料の選択 
・学校図書館を活用した授業の実践 
・校内研修で学校図書館を活用した

授業の検討      
 

学校図書館 

【図書ボランティア】 
・読み聞かせ          
・授業支援 
・学校図書館の環境整備     

【学校図書館担当】（司書教諭，図書担当等） 
・学校図書館運営計画の作成 
・教員，児童・生徒に対する支援 
・学校図書館の環境整備     

【児童・生徒 委員会活動】 
・本の貸出し 
・呼びかけ 
・本の紹介（掲示物制作等） 
・学校図書館の環境整備補助   

【学校図書支援員】 
・学校図書館の環境整備 
・授業支援 
・蔵書管理，点検        

 
・本の貸出し ・学習支援 ・学習用図書資料，学級文庫の手配 
・読書活動推進イベント開催 ・学校への推奨本の紹介      

市立図書館 



３ 学校図書支援員について 

     平成２８年１０月より学校図書支援員を市教委から，市内小・中学校に年１２回 

（蔵書点検１回（夏季休業中）を含む）派遣し，授業支援や学校図書館の環境づく 

り（図書整理等）を行っている。 

＜市内小・中学校共通＞ 

・配置人数      ２名（１日１校２名派遣） 

・常務・非常勤の別  非常勤勤務   

・勤務日数      週３日勤務（火・水・金曜日を原則とする） 

・勤務時間      ８時３０分～１７時１５分(休憩１時間） 

 

４ 学校図書館システムについて 

学校図書館資料の充実のために学校図書館システムを導入し，蔵書数や貸出数な 

どをコンピュータで管理している。市立図書館システムと連携し，横断的に蔵書を 

検索することができる。 

学校図書館と市立図書館の利用を促進する 

ために，両館共用の「山武市立図書館利用カー 

ド」を市内の児童・生徒全員に発行している。 

 

 

 

 

 

 

５ 小学校・中学校での読書活動の推進 

   ・「朝の読書」を「市教育振興基本計画」の重点施策に位置付け，市内全小・中学 

校で，全校一斉読書活動を実施している。「朝の読書活動」の充実のため，毎月 

１回，各学校・各学級が希望する本を市内図書館が学級文庫として貸出しを行っ 

ている。 

    ・「学校図書館教育全体計画」や「年間指導計画」等を作成し，発達段階に応じた 

体系的な指導を行っている。 

    ・授業では，「学習指導要領」を踏まえ，児童・生徒が読書に親しむために，本の 

紹介や読書記録の作成，物語づくりなど，本に関わる様々な活動を取り入れてい 

る。 

    ・保護者や地域のボランティアと連携した「朝の読み聞かせ」や「朝の読書活動」 

をとおし，本に親しみ，楽しむ読書習慣づくりに努めている。 

    ・廊下掲示などを通じて，児童・生徒に学校図書館及び市立図書館の新刊図書案内 

や推薦図書の紹介などを行っている。また，学校便り等で，優良図書の紹介など 

読書に関する情報を保護者へ伝えるなど啓発を行っている。 

     

６ 家庭での読書活動の推進 

   ・家庭教育学級において，読書に関する講座や講演会を開催し，読書の重要性や必 

要性について理解を深め，家庭での読書の推進を図っている。 

    ・家庭教育学級での読書に関する講座や講演会の内容を「家庭教育学級新聞」で取 

り上げ，幼稚園・こども園・小中学校に在籍する保護者に配付している。 

 

 

【山武市立図書館利用カード】 

 



Ⅲ 研究経過 
時 期 内  容 

４月１０日（火） ○第１回学校図書館担当者研修会（司書教諭等研修会） 

・今年度の学校図書館の運営についての研修 

・成東・山武・松尾地区に分かれ，図書館と学校で情報交換 

５月１１日（金） 

 

○第２回学校図書館担当者研修会（司書教諭等研修会） 

講師：東上総教育事務所山武分室 指導主事 三橋礼子先生 

・今年度の研究の進め方についての研修 

６月１３日（水） 

 

 

○第３回学校図書館担当者研修会（山武市図書館連絡会議兼ねる） 

・第１回事業委員会の報告 

・学校図書システムの操作研修 

（京セラコミュニケーションシステム） 

・推薦図書の紹介 

・各学校の蔵書点検の確認（図書支援員の派遣） 

・成東・山武・松尾地区に分かれ，図書館と学校で情報交換 

６月１４日（木） 

 

 

○山武市教育研究集会（講演） 

演題：レッツ！アクティブ・ラーニング 

～学校図書館の活用を通して～ 

 講師：東京学芸大学非常勤講師 田揚 江里先生 

【内容】  

・これから求められる学びの在り方 

・教科学習の中で，どのように推進していくのか 

・探求型学習はどのような場面でどのように指導されるのか 

・探求型学習を支える土台となる読書の力 

７月１８日（水） 

 

 

○日向小学校授業研究会（４年１組） 

・授業展開，全体会等 

 ・単元名 物語の世界を想像して，音読したり,演じたりしよう 

「ぞろぞろ（落語）」（教育出版 ４上） 

９月２５日（火） 

 

 

 

○松尾中学校授業研究会（２年Ｂ組） 

 ・授業展開，全体会等 

 ・単元名 気持ちを込めて書こう 

      「手紙を書く」（光村教育出版 国語２） 

１０月１６日（月） ○第４回学校図書館担当者研修会（司書教諭等研修会） 

・第２回事業委員会の報告 

・研究内容の確認 

・成東・山武・松尾地区に分かれ，図書館と学校で情報交換 

１月１６日（水） ○第５回学校図書館担当者研修会（司書教諭等研修会） 

・研究のまとめ（成果と課題） 

・来年度に向けて意見交換 

 

 
 

 
 
 
 【市立図書館との情報交換】 

 



山武市立図書館の取組 
 

Ⅰ 図書館の概要 

山武市には図書館が３館設置されており，それぞれサービスを実施している。 

 

山武市松尾図書館（併設館） 

 

〒289-1593 

山武市松尾町五反田 3012 番地 

TEL：0479-80-8066 FAX：0479-80-8722 

開館時間  9 時 30 分～18 時 

創立年月日 平成 16 年 10 月 28 日 

延べ床面積 1,699 ㎡ 

蔵書冊数  85,982 冊 

 

 

山武市さんぶの森図書館（併設館） 

 

〒289-1223 山武市埴谷 1904-5 

TEL：0475-80-9101 FAX：0475-80-9102 

開館時間  9 時 30 分～18 時 

（ビジネスタイムの日は9時30分～20時） 

創立年月日 平成 10 年 5月 15 日 

延べ床面積 1,027 ㎡ 

蔵書冊数  93,976 冊 

 

 

山武市成東図書館（併設館） 

 

〒289-1324 

山武市殿台 290-1 
TEL：0475-80-2299 FAX：0475-82-7171 

開館時間  9 時 30 分～18 時 

創立年月日 平成 8年 5月 25 日 

延べ床面積 560.3 ㎡ 

蔵書冊数  109,585 冊 

 

休館日（３館共通） 

月曜日（祝日にあたるときはその翌々日）・祝日の翌日・第 3木曜日・特別整理期

間・年末年始 

 

 なお，蔵書冊数は平成 30 年 3 月 31 日現在とする。 

 

 

 

 

 



Ⅱ 図書館の取組 

１ 小中学校との連携について 

山武市には，小学校１３校，中学校６校の合計１９校あり，「松尾・蓮沼地域」「山

武地域」「成東地域」の３つのエリアに分かれて，図書館と学校で連携を図っている。 

（１） 図書館連絡会議の開催 

  
学校図書館担当者と図書館で会議を開催し，連携の強化を図っている。学

校の担当者が変更になっても良好な連携が継続できるようにするため，図書

館サービスの周知や各学校図書館の運営相談を行う。また，連絡会議にあわ

せて図書の選書・発注も実施している。 

 

（２） 団体貸出サービス 

本や紙芝居等の図書館資料を貸出しする（貸出期間：１か月間，冊数制限：

なし）。学級文庫や朝の読書活動，総合的な学習の時間等で活用されている。 

 

（３） 配本サービス 

希望する小・中学校，学童クラブ，幼稚園，

こども園等に本を配送するサービス（月１回）。

また，返却本の回収も行っている。 

 

 
（４） レファレンスサービス 

児童・生徒・教職員が知りたいこと，調べたいことについて資料提供する 

学習支援を行っている。「昔のくらし」「野菜の育て方」等，テーマに関す 

る資料・インターネット情報等を調査し，資料は団体貸出サービスでまとめ 

て貸出しする。 

 
（５） 学校図書館の運営相談 

・蔵書構成  ・除籍資料の選定 

・読書相談  ・図書館システムの使い方 

・学校統廃合にかかわる学校図書館の準備作業 

その他，運営にかかわる相談を受け付けしている。 

 
（６） 図書登録作業 

寄贈本等，学校図書館に所蔵したい本を図書館で登録・装備している。 

 

（７） 職場体験学習の受入 

児童・生徒の職場体験学習を受け入れ，図書館員の様々な仕事を体験しても

らっている。 

 



（８） 施設訪問の受入 

図書館の使い方や目的の資料の見つけ方

等を伝えながら，図書館を見学する。 

 
（９） 読書指導用おすすめの本のリスト作成 

おすすめ本や任意のテーマについて図書

リストを作成し，提供している。 

 
（10） 出前講座の開催 

図書館員が学校に出向いて講座を開催する。講座のテーマは学校の要望に 

沿ったもので，図書館の使い方や読み聞かせの仕方等，様々なテーマで実施し

ている。 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

（平成３０年度実績） 

学校 学年 内容 

成東小学校 
読み聞かせ 

ボランティア 
読み聞かせの仕方・展示方法等について 

鳴浜小学校 ４年生 図書室の使い方についての説明 

日向小学校 ４年生 落語についての紹介 

日向小学校 ６年生 読書感想文の書き方について 

松尾小学校 
１，３，４ 

５，６年生 
課題図書のブックトーク 

松尾小学校 ２年生 「あまんきみこ」と課題図書のブックトーク 

成東中学校 １年生 
国語教材「おとなになれなかった弟たちに」

に関連するブックトーク 

成東東中学校 ２年生 論説文の説明についてのブックトーク 

松尾中学校 ２年生 実用書の使い方 

【成東中学校（ﾌﾞｯｸﾄｰｸ）】 【成東東中学校（ﾌﾞｯｸﾄｰｸ）】 

【日向小学校（落語の紹介）】 



（11）「うぐいすノート」の活用 

   
 

 
成東図書館では，小・中学校の配本サービス時に読書に関する交換ノート

を入れている。児童・生徒が読みたい本の把握やコミュニケーションの一環

を担う。 

 
２ 読書活動の充実について 

（１） 山武市子どもの読書活動推進計画の策定・実施 

「子どもの読書活動の推進に関する法律(平成１３年法律第１５４号)」に基 

づき，山武市でも「山武市子どもの読書活動推進計画」を平成２８

年度に策定した。子どもが自主的に読書活動を行うことができるよ

うに，読書環境の整備を推進している。子どもの読書活動にかかわ

る部署で構成する「本活会議」も定期的に開催する。 
 

（２） 読書通帳の配布 

  
読書記録を書くことができる「読書通帳」を無料配布している。希望により，

小・中学校にも配布する（平成２９年度から実施）。読書履歴を視覚化するこ

とにより，読書意欲の促進につながっている。 



（３） ブックスタート事業の実施 

  
 

乳児健診時に絵本を手渡し，乳児が絵本の読み聞かせをとおして家族との絆

を深めることを目的としたブックスタート事業を実施している（平成１８年度

から実施）。あわせて，乳幼児向けの図書リストや図書館の案内，おはなし会

等，図書館事業の説明を行う。絵本を手渡すことにより，家庭における読書環

境づくりの一端を担っている。 

 

（４） おはなし会の開催 

各図書館で，地域のボランティアと協力して，

定期的におはなし会を開催している。おはなし

を楽しみながら来館を習慣づけ，子どもと本を

つなげていく。 

また，ブックスタート事業のフォローアップ

として，乳幼児とその保護者を対象としたおは

なし会も開催する。わらべうたや赤ちゃん向け

の絵本をとおして，親子でふれあう時間を楽し

んでもらっている。 

 

（５） 「ちゃいるどたいむ」の実施 

乳幼児連れでも気兼ねなく図書館を利用できる時間帯を設けている。 

・松尾図書館   …毎週土曜日   9：30～12：00 

・さんぶの森図書館…毎週水曜日   10：00～12：00 

・成東図書館   …毎週木・日曜日 9：30～12：00 

 

（６） 「ビジネスタイム」の実施 

仕事帰りにも図書館を利用できるように，さんぶの森図書館では月に１回，

夜間開館の実施日を設けている（２０時まで開館時間を延長，平成３０年度か

ら実施）。 

 
（７） 「夏休み読書ラリー」の実施 

  
＜表面＞ ＜裏面＞ 



 

毎年夏休み期間中，小・中学生を対象に実施して

いる。指定の冊数を読破した達成者には，賞状と認

定証，記念品（工作キットや科学実験キット等）を

プレゼントする。 

 

 

 

 

Ⅲ 成果と課題 
【成果】 

○小中学校への貸出冊数が，39％増加した（2017 年 4 月 1 日～9 月 30 日

貸出冊数：17,320 冊，2018 年 4 月 1 日～9 月 30 日貸出冊数：24,099

冊）。この研究により，教職員へ図書館のサービスについての周知を

広く行うことができ，今まで利用が少なかった学校からも貸出依頼が

くるようになった。学校図書館の蔵書だけではまかないきれない並行

読書や参考資料等として，授業・学級文庫等に図書館資料が活用され

ている。 

○図書館員が学校へ出向いて講座を実施する出前講座の依頼が増加した。

出前講座は，図書館に来館したことがない児童・生徒や読書に親しみ

がもてていない児童・生徒と図書館が直接交流をもつことができる機

会で，児童・生徒の読書環境づくりに役立っていると考えられる。 

○図書館連絡会議で読書通帳の配布を宣伝した結果，学校の読書通帳利

用率が 42％となった（配布校数：８校（１学年だけの配布も含む））。

なお，図書館利用者も含めた配布冊数は，1,736 冊（平成 30 年 4 月 1

日～平成 30 年 9 月 30 日）。読書記録を残していくことで，達成感を

感じることができたり，読書傾向を知ることができたりする。今後も

地域全体で継続していきたい。 

 

【課題】 

●図書館員の人数が少なく，各図書館で実施している事業も多いため，学 

校からの要望にすべて応えることができない状況である。学校・図書館 

・図書支援員と協力しながら，可能な範囲で今後も連携を継続していき 

たい。 

●この調査研究により，読書活動の推進に一定の成果が出たと考えられ 

るが，交通手段の関係や部活動・塾・習い事等で時間がとれず，普段 

は図書館に来館できない児童・生徒もいる。校外においても児童・生 

徒が自主的に読書をする環境になるように，より読書活動を推進して 

いくことが必要である。 

 
 

＜記念品の一例＞ 


