
市原市立八幡中学校

１．学校の紹介

（１）学校名 市原市立八幡中学校

（２）教育目標

♦ 豊かな感性をはぐくみ、郷土を大切にする

心優しくたくましく生きる生徒 ♦

・仲間を大切にし、自分らしさを発揮できる学校

・勉強を頑張りあう学校

・部活や行事に燃える学校

・地域に開かれ、地域、家庭とともに創る学校

（３）読書活動に関する目標

♦ 生きる力を育成する読書教育 ♦
・各教科が授業との関連を図り、読書力を高める工夫を行う。

自ら「読みたい・知りたい・調べたい」と思う生徒作り

・学校図書館が「学習情報センター・読書センター」として機能するよ

うな環境整備を心がける。

読みたい本、調べたいことが「あった・わかった」と思う図書室環境整備

・積極的に家庭・地域・公共図書館との連携を図る。

自分で図書館や書店に足を運べる生徒づくり

ここでいう「生きる力」の定義とは、生涯にわたり、自らの力で調べ、学び、問題を

解決していく力を指す。その学びの礎に「読書」が存在するということである。そこで

第一に学校の教育活動全般において、生徒の「読みたい」という気持ちを高めるような

授業や活動を意識的に取り入れ、興味関心を高める工夫をする。次に、いざ図書室に向

かった時に、必要な本が不足していたり、情報としての価値が低かったりしないよう、

環境整備を心がけていく。最後に、やがては自らの足で地域の図書館や書店に足を運ぶ

ことができるよう、地域や家庭との連携を図っていく。

以上 3点を重点に置き「生きる力」に結びつく読書を推進することをねらいとする。



（４）地域の概要

本校はＪＲ内房線の沿線に位置し、千葉駅から南に４つ目の八幡宿駅を最寄り駅

としている。学区は商店街を中心とし、昭和 30 年代以降、京葉工業地域の造成以
降に宅地開発が進められた地域である。このため、各種商店の他、中小工場なども

混在しており、交通量や人の出入りも多い。一方、本校校地は市街化調整区域に位

置するため、周辺に田園風景を臨み、学習環境には恵まれている。地域や保護者の

学校に対する関心も高く、協力的である。

２．読書活動に関する取組

（１）定期的に行われている取組の概要

① 全校一斉読書タイム

・対象 全学年全学級、教師

・実施頻度 毎朝８：２５～８：３５（年間を通じて）

・内容 毎朝の学活後 10分間を朝読書の時間とする。
生徒は家庭から持参した本、学級文庫、図書室や公共図書館で借りた

本のいずれかを自席で黙って読む。学級担任も同様。副担任は校舎内

を見回る。

【 職員会議で提案した本年度の朝読書に対する基本的な考え方】

平成 25年度 朝の読書について

（目的） 朝の読書を通じて読書の楽しさを知り、読書に親しむ生徒を育成する。

（時間） 8：25～ 8：35の 10分間

（朝の読書の４原則）

① みんなでやる クラス全員が同じ時間に一斉に行う。全員でやることで一人では

読まない生徒も自然に本に向かうようになる。

生徒たちだけでなく、教師も同じ時間に同じ条件で取り組む。

② 毎日やる １日 10分という短い時間であれば生徒たちの集中力も続く。

短時間でも継続することで読む力は確実に伸び、習慣化につながる。

③ 好きな本でよい 読む本は生徒自身に選ばせる。自分の意志で選ぶことで興味を持ち

主体性を育むことになる。家から自分で持ってくるのがベストだが、

用意できない生徒には学級図書を貸し出す。ただしマンガは認めない。

④ ただ読むだけ 感想は求めない。本を読む楽しさを体感することを目的とする。

生徒の負担にもなり、教師の負担にもなる感想文や記録を求めない

ことが継続につながる。この取り組みは、読書を習慣化することに

のみ主眼を置く。

（たかが 10分、されど 10分）

10分× 200日＝ 2000分（約 33時間）。10分あると例えば、芥川龍之介の『トロッコ』が

読める。そう考えると、1年あれば長編に挑むことも可能である。



② 学習委員会による図書の貸し出し・学級文庫の準備

（Ａ）図書の貸し出し

・実施頻度 1か月に 8回程度（毎週木・金曜日）放課後
・内容 シスターを 1グループとした学習委員で図書の貸し出しを行う。

長期休業中を除き、1 回の買い出し冊数は 2 冊を上限とする。貸出
期間は 2週間。（申し出があれば延長も可能）

（Ｂ）学級文庫の準備

・実施頻度 1か月に 1回
・内容 専門委員会実施日に、図書室から

自分の学級にふさわしい図書 20冊を
選び、教室内の本棚に運ぶ。

③ 読書指導員（市原市の嘱託職員）による終日図書室開放・環境整備

・実施頻度 図書室開放は 1か月に 8回程度（毎週木曜日・金曜日）
・内容 読書指導員勤務日に図書室を開放する。

ようこそ八幡中図書室へ

（閲覧室）

（YOMOKAが迎える入口） （バーコード化した図書室）

（おすすめの本が並ぶカウンター） （特設展示コーナー）



④ 読み聞かせ・ブックトーク

・実施頻度 不定期

・内容 読書指導の先生が学年の実態に合わせた読み聞かせや、ブックトーク

を行う。（時には教科と連携して授業内に行うことも）

（各教室を回って） （武道館で学年一斉に）

⑤ 図書室だよりの発行

・実施頻度 月 1回
・内容 Ｂ４版 1枚。読書指導員と司書教諭が担当して執筆。

・左Ｂ５サイズを司書教諭が担当。

図書室開放のカレンダーや、委員会

活動の様子などを掲載。

・右Ｂ５サイズを読書指導員が担当。

話題の図書の紹介などを掲載。

【今年度の定期的な取り組み一覧】

月 活動内容

４ 全体計画・年間計画提案 朝読書開始 学級文庫配布 オリエンテーション実施

５ ブックトーク開始 季節の掲示環境美化 貸出し開始 図書便り

６ 新着図書紹介 図書館調べ学習開始 読み聞かせ開始 委員会啓蒙活動 図書便

り

７ 読書感想文募集要項 推薦図書リスト 課題図書紹介 利用統計掲示 図書便り

８ 夏休み閉館

９ 貸出し開始 読書感想文審査 掲示環境美化 委員会読書コンクール 図書購入

図書便り

10 読書月間の取り組み 新着図書紹介 利用統計掲示 学級文庫配布 図書便り

11 図書購入 生徒集会時の朗読会 図書便り

12 冬休み推薦図書リスト配布 季節の図書紹介 利用統計掲示 図書便り

１ 掲示環境美化 委員会啓蒙活動 図書便り

２ 年度末の整理 利用統計掲示 図書便り

３ 今年度のまとめと課題 年間統計掲示 図書の年度末整理 次年度運営計画作成

委員会読書コンクール 図書便り



（２）イベント的に行っている取組

① 学習委員会主催の企画【年 1回】

（平成23年度） 八幡中図書室のマスコットキャラクターをつくろう。

・図書室前に「マスコットキャラクター」の応募箱を設置し、応募を募る。【1人 1点】

・学習委員と学習委員会担当教員、読書指導員の選考会で各賞を決定する。

図書室マスコットキャラクターが決定しました！ YOMOKAです！

11月に募集した「図書室マスコットキャラクター」が決定

しました。大賞の１年 3組 根里莉奈さんの作品です。

また、マスコットの名前は学習委員会で 話し合い、

「YOMOKA（よもか）」となりました。

今後、「本を読もうか！」がみなさんの合い言葉になればと

思います。

各賞の受賞者

大 賞 根里莉奈さん（１－３）

ライブラリー賞 馬越建彰さん（２－３）

学習委員長賞 德永汐里さん（１－５）
先生賞 水森美澪さん（３－１）

ノミネート賞 島田侑果さん（１－５） 堀口詩織さん（２－４）

本告悠衣さん（２－４） 芝崎涼太さん（３－１）

檜垣 希さん （３－３） 緒方香保さん（３－３）

堀越宗朗さん（３－５）

（平成24年度） 好きな本のＴシャツコンテストをしよう。

・図書室前に「好きな本Ｔシャツ」の応募箱を設置し、応募を募る。【1人 1点】

・学習委員と学習委員会担当教員、読書指導員の選考会で各賞を決定する。

先日行われた「好きな本Ｔシャツコンテスト」にたくさんの 入賞作品一覧

素晴らしい作品を応募してくださり、ありがとうございました。

結果は以下の通りです。

Ｔシャツ大賞 ２－５ 須田美咲さん（ＡＲＩＳＵ）

先生賞 ３－４ 常世田千尋さん（元素生活）

ライブラリー賞 ２－２ 實籾紗江さん（トワイライト）

委員長賞 ３－４ 水口拓哉君（銀河鉄道の夜）



（平成２５年度）本・読書に関する標語コンクールをしよう。

・図書室前に「本・読書に関する標語」の応募箱を設置し、応募を募る。【1 人 1 点】

・学習委員と学習委員会担当教員、読書指導員の選考会で各賞を決定する。

たくさんの標語の応募、ありがとうございました。たくさんの標語の応募、ありがとうございました。

１１月の読書週間を受けて、先日学習委員会では

「読書や本・図書館についての標語」を募集しました。

その結果、たくさんのみなさんにすてきな標語を寄せてもらい

ました。ご協力ありがとうございました。

入賞作品は以下の通りです。

図書室にも掲示しますので、お楽しみに。

大賞 ３年４組 中島歩君

「図書室は 自分の生き方 探す場所」

先 生 賞 ２年３組 横山菜都さん

「開くたび どこでも行ける 本の旅」

ライブラリー賞 １年１組 原愛華さん

「開いたら あなたも本の 主人公」

学習委員長賞 １年２組 洞口愛美さん 「一冊の 本でふかまる 家族の絆」

優良賞 １年４組 飯嶋葵さん「本の世界は無限大」

優良賞 １年５組 浅野滉大君「本を読む 心のページも 増えてくよ」

優良賞 ２年３組 鈴木愛理さん「想像と 夢をひろげる 僕らの本」

優良賞 ２年３組 丸玲衣奈さん「始めよう 本と一緒に 冒険を」

優良賞 ３年３組 根本紗季さん「図書館は 夢や希望を 見つける場所」

優良賞 ３年４組 下平みのり「１ページ あけて広がる 本の世界」

② 学習委員会の主催の朗読劇【年 1回】

（平成２４年度） 『あらしのよるに』

オオカミ役 1人 小やぎ役 1人 ナレーター役 1人
ある嵐の夜、オオカミと小やぎは雨を避けるため、小さな

小屋に入ります。お互いが「誰なのか」を知らない２匹は

そこでいろいろな話を始めるのですが…

報道委員会全面協力の下、音響照明にまでこだわりました。

（平成２５年度） 『スーホの白い馬』

スーホ役１人 殿様役１人 ナレーター役５人

「馬頭琴」という楽器にまつわる悲しいモンゴル民話です。

その「馬頭琴」の音色にのせて、７人の役者が表情豊かに

語りました。



（３）授業で行われている取組の概要

①1年生国語 図書室ガイダンス

新入生は入学後の国語の授業で図書室ガイダンスの授業を受ける。

読書指導員から十進分類法や八幡中学校図書室の配架、本の貸し

出しや返却の手順学んだ後、全員が図書カードをつくる。

読書指導員や国語科教員がブックトークを行うこともある。

授業の最後に右の「八幡中 BOOK LIST」（職員おすすめの本一覧）
が配られる。

②１年生国語 「ベンチ」の発展学習 ～本の帯をつくろう～



③１年生国語 「オツベルと象」の発展学習 ～宮沢賢治新聞をつくろう～

（どの本で調べようか？） （作品にせまる） （いろいろな本があるよ）

④1年生家庭科 「エコ」をテーマにしたレポートをつくろう

⑤２年生家庭科 「郷土料理を調べよう」

何県の郷土料理を

調べたいのかな？

1枚にまとめるのは

なかなかむずかしい…

他の県にはこんな

料理があるんだな

⑥２年生保健体育 「感染症について調べよう」



3．成果と課題
市の研究指定を受けたこともあり、２４年度、２５年度の２年間にわたり研究を続け

てきた。初年度は、「読書の楽しさを知り、読書量が増加すること」に重点をおき、様

々な実践を行った。残念なことに、７月・８月は耐震工事の影響で図書室の使用ができ

ない状況にあったため、23 年度より図書貸し出し冊数は減少した。しかし、一方で、
だからこそ自ら書店や公共図書館に足を運び、選書して読むという楽しみを味わった生

徒も多かった。いずれにしても、上記活動が読書の啓発活動としては有効だったことが

うかがえる初年度であった。

従って 25年度も引き続き、「読書の楽しさを知り、読書量を増加させること」に重点
を置く活動を継続することにした。その中で、より「学習センター」「情報センター」

として機能する図書室作りを心がけ、最終的には自らの足で地域図書館や書店に足を運

ぶことのできる生徒の育成を図ることを課題とした。

（成果）

上記の活動により、図書貸し出し冊数は研究を始める前年の平成 23年度（平成 23年 4
月~平成 24年 1月）が 3737冊だったのに対し、平成 24年度（平成 24年 4月～平成 25
年 1月）は 5684冊と飛躍的な伸びを見せた。続く平成 25年度（平成 25年 4月～平成 26
年 1月）は伸び率こそ落ち着きを見せたものの、6161冊と 500冊弱増加している。
また、平成 26年 1月の読書に関するアンケートの中で、「読書が好きか？」という問

いに「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と答えた生徒の割合は、1年生で 86.2
％、2年生は 77.4％、3年生は 93.1％といずれの学年も「どちらかといえば当てはまら
ない」「当てはまらない」を大きく上回る結果となった。

（今後の課題）

全教育活動で読書につながる活動を意識して取り入れてきたが、教科の特性もあり、

図書室を十分活かしきれない実態が見えた。また、上記の取り組みがマンネリ化すると

読書への興味喚起」はこれまでのようには期待できなくなる。今後はさらに職員の意識

を高め、「継続するもの」と「変化させるもの」を適切に見極め、読書指導員との更な

る連携を図りながら、生徒の生きる力を支える生涯読書を推進していきたいと考える。


