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＜幼稚園・こども園の取組＞ 

⑨帰りの会はお話いっぱい！《平塚市立ひばり幼稚園》              P23 
  

⑩自分たちでつくる発表会～絵本をもとにした創作劇～ 
《中井町立なかいこども園》   P24 

 
＜小学校の取組＞ 

⑪主体的・対話的で深い学びを読書活動で《川崎市立宮内小学校》    P25 
   

⑫図書委員会による読書週間＆読み聞かせ《秦野市立西小学校》      P26 
 

＜中学校の取組＞ 
⑬卒業前のブックトーク《藤沢市立大庭中学校》                    P27 

   
⑭中学生の読み語りボランティア《平塚市立太洋中学校》            P28 

 
⑮探究学習における学校図書館・図書支援員の活動 

《海老名市立大谷中学校》     P29 
  

⑯座間市中学校 POP コンクール 2018 《座間市中学校・市立図書館》   P30 
  
＜中・高等学校の取組＞ 

⑰生徒がつくる図書室《湘南学園中学校高等学校》               P31 
 
＜高等学校の取組＞ 

⑱課題研究によるブックレポートの取組《県立横浜国際高等学校》    P32 
 

⑲文化祭図書委員会参加企画「多言語による絵本読み聞かせ」 
《県立横浜国際高等学校》    P33 

  
⑳図書館を使った「逆さま歴史教育・郷土史」調べ学習 

《県立津久井浜高等学校》    P34 
㉑図書委員会から地域の活動へ《県立津久井浜高等学校》           P35 

  
㉒図書委員における本の紹介対決《向上高等学校》                  P36 

 
＜特別支援学校の取組＞ 

㉓読書に親しむ機会の提供《県立平塚ろう学校》                    P37 
 
【コラム】 
 学校図書館等へのパネル文学展巡回 《県立神奈川近代文学館》       P38 

３ 学校等における読書活動の事例 
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平塚市立ひばり幼稚園では、園児の情緒の安定と豊かな感性を養うことを目的に、帰りの会で読 

み聞かせを実施している。 

 

 

【読み聞かせをする人】 

・担任は、帰りの会で毎日読み聞かせを実施している。保護者ボランティアと隣接する平塚市立中     

原公民館で活動している「読み聞かせの会」が担任にかわって、それぞれ月に１回程度園児に読

み聞かせを行っている。保護者ボランティアによる読み聞かせはローテーションであり、一人

につき、年に１回担当している。 

【本の選び方】 

・読み聞かせを行う人が本を選び、園児は毎日新しい本と出会うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

・紙芝居を制作すること。 

・保護者ボランティアが、「読み聞かせの会」から読み聞かせの方法を学び、表現力を高めることに

取り組む。 

 

 

 

 

平塚市立ひばり幼稚園の取組 

⑨帰りの会はお話いっぱい！ 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

読み聞かせ 

【園長】 

園児は熱心に聞いており、毎回楽しみにしてい

る。保護者ボランティアは、みな良い本を選定し

てくれている。 

【保護者】 

 家庭で子どもと一緒に本を

読む機会が増えている。 

保護者ボランティアによる読み聞かせ 「読み聞かせの会」による読み聞かせ 
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日常の教育・保育活動で行われている遊びや絵本の読み聞かせをも

とに、園児が自分たちで発表会の内容を創作し、発表会につなげる活

動を行っている。発表会の準備期間は、およそ 1か月程度で、発表会

は毎年、年長と年中の各クラスで 1回開催している。（年長が 12月、

年中が 2月） 

 

 

毎日の読み聞かせをもとに、発表会の劇の台本（セリフや動作）を園児たちが創作し、発表会につ

なげた。昨年度は、12月に年長組の発表が行われ、３つの絵本（『桃太郎』、

『ロボットカミィ』、『三枚のお札』）を材料にして、園児たちの願いをもと

に一つのオリジナル物語（『ロボたろう』）を創作し発表した。 

その年長組にあこがれを感じた年中組の園児が、絵本をベースに、保育教

諭と一緒に自分たちのイメージや願いを活かした劇を創作し、２月に発表し

た。  

 

 

今年度も、継続的な取組として、創作劇を考えている。 

  

  

  

中井町立なかいこども園の取組 

⑩自分たちでつくる発表会～絵本をもとにした創作劇～ 

創作劇 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

乳児クラスでも毎日読み聞かせ
をして、絵本に親しんでいる   

年長児の発表会に向けて、

友だちと相談しながら必要
な物を作る   

年長児の発表会に向けて、友だちと
相談しながらイメージを絵に描く   

【担任】 

最初は 3 つの物語をどのように組み合わせ

ていくのか不安だったが、園児たちからどんど

ん意見や考えが出てきたので、保育教諭も一緒

に楽しみながらストーリーをつくっていくこ

とができた。また、自分たちの思いやアイデア

をもとに劇（物語）ができあがっていくので、

園児たちは主体的、意欲的に取り組んでおり、

活動後には「あー楽しかった」という声が聞か

れた。発表会当日を迎えるまでには、必要な大・

小道具や背景、衣装などの制作にも取り組み、

自分たちのイメージにあった形を表現しよう

と頑張っていた。 

当日は、たくさんのお客様に見て頂き、緊張

もあったようだが「見てもらいたい」という気

持ちも強かったので、堂々と自分の役になりき

って楽しみながら発表することができ、達成感

や充実感を十分に味わうことができたようだ。 

【保護者】 

・お話を組み合わせたオリジナルのストーリ

ーがとても面白く、台本や道具なども子ど

もたちが考えたとは思えないほどよくで

きていて、子どもたちの発想力や応用力が

育っていると感じた。 

・みんな大きな声でセリフが言えていて、成

長を感じた。子どもたち一人ひとりの個性

が出ていて、とても楽しそうに演じている

のがよかった。 

劇の様子 
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学習内容を人生や社会の在り方と結びつけて深く理解し、これからの時代に求められる資質・能

力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けることができるよう、「主体的・対話的で深い学び」

を意識した国語科の授業を、読書活動と関連付けて計画した。 

 

【４年生】                        

教材：「車のいろは空のいろ」（あまんきみこ作・光村図書） 

○同じ作者の作品を読んで魅力を伝える学習の展開。 

・自分の感じた作品の魅力を伝え合う。 

・ビブリオバトルを行い、作品の魅力を伝える。 

【５年生】 

教材：「千年の釘にいどむ」（内藤誠吾作・光村図書） 

○ノンフィクション作品を読んで、友だちと交流し様々な考えを知る学習の展開。 

・人物の考え方・生き方に着目し、自分の考えを伝え合う。 

・同じ本、違う本を読んだ友だちとの交流を行う。 

 

平成 29 年告示の学習指導要領で示されている「主体的・対話的で深い学び」を実践していくた

めに、教科書教材と読書活動を連動した学習を展開していく。 

学習の内容と方法の両方を重視し、子どもの学びの過程を質的に高めていくことが重要である。

単元や題材のまとまりの中で、子どもたちが「何ができるようになるか」を明確にしながら、「何を

学ぶか」という学習内容と、「どのように学ぶか」という学びの過程を組み立てていくことが重要に

なってくる。 

 

川崎市立宮内小学校の取組 

⑪主体的・対話的で深い学びを読書活動で 

 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

読書のための様々な教材の活用 

 平成 29年告示の学習指導要領を見据えた学習を展開し、計画的・意図的に

ねらいをもって対話することで、子どもが本と向き合い、読書を通じて友だち

と交流する姿がみられた。読書は例えるならば、言葉の筋肉トレーニングのよ

うなものである。文章の中で言葉に出会うことで、意味だけでなく「使い方」

にも出会っていくことができる。読書を続けていくことで、言葉の力が鍛えら

れていくと言える。読書を通して育つ想像力、共感力、集中力等も子どもたち

の生活や学習に生きてくる。 

先生 

授業の様子 
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【PTAおはなしフォース（保護者）】 

短い時間ではあるが、子どもたちに絵本を読むことで、私たちも元気をもらい、充実した

時間を過ごすことができている。今後も一人でも多くの子どもたちに絵本に親しむきっかけ

を与え、絵本のすばらしさを伝えていけたらと思う。」 

 

 

 

 

 

 

秦野市立西小学校は、「読書が培う力」を育み、豊かな感性、情操、思いやりの心を育てるよう、

読書活動の推進、環境づくりに努めている。とくに図書委員会を中心に、月１回の１、２年生への読

み聞かせの活動や、６月に読書週間を設け、児童朝会で取組を紹介したり、図書クイズを行ったり、

読書数によるしおりのプレゼントなどを行い、子ども同士のかかわりを大切に読書への関心を高め

ている。 

                          

 

【６月読書週間の取組】 

                       

 

                     

 

 

 

 

 

                                 

 

西小学校では、図書委員会を中心とした児童の取組とともに、

PTAクラブ「おはなしフォース」があり、１～５年生を対象に

１か月に１回の読み聞かせを行うなど、児童・保護者とともに

読書への関心を高める活動を行っている。 

また、ＰＴＡ広報紙では、夏休み前に教員からのおすすめ本

の紹介コーナーを設け、読書への取組を周知することも行って

いる。今後も、学校全体で読書から培う力を育み活動を推進し、

継続した取り組みを行っていきたいと考えている。 

 

                       

                       

 

 

 

 

秦野市立西小学校の取組 

⑫図書委員会による読書週間＆読み聞かせ 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

委員会活動・読書週間 

本を借りる子どもたちの姿でにぎわう学校図書館 プレゼントのしおりは図書委員の手作り 

子どもたちがおすすめ本を紹介
するコーナーも 
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2018 年度（平成 30 年度）は、ブックトークに力を入れて読書活動に取り組んだ。夏休み前に

は、１〜３学年全クラスで「課題図書」についてブックトークを行った。大庭中学校では初めての試

みだったが、夏休み明けの読書感想文からは、紹介した課題図書

を読んだり、選書のジャンルや内容に広がりが見られたり、大き

な成果が得られた。冬休み前には、１学年で「季節のおすすめ本」

についてクラスごとにブックトークを行った。 

最後に、卒業を目前にした３年生に、「いつでも本がそばにある

よ」「地域でずっと見守っているよ」というメッセージをブックト

ークで伝えるため、学年一緒に体育館でできる形を考えて挑戦し

た。 

 

 

【対象】卒業を目前に控えた中学３年生 

【作品】日野原重明著「いのちのおはなし」 

【内容】人の一生を数直線で表し、小学校に入る頃、小学校を         

卒業する頃、中学生時代、高校生時代、社会人と、本の中で生き

る主人公の姿を通して、「人生の様々なシーンで寄り添う本があ

ること」をブックトークで紹介した。体育館で学年全体に実施したため、パワーポイントを使って

図書を紹介し、会場にも子どもたちが手に取って見ることができるように用意した。 

【生徒の様子】学校図書館でコーナーを作って展示したところ、卒業前に紹介した本を借りる生徒

も多く見られた。 

 

 

子どもたちにとって、大変効果のある取組であったため、2019 年度（令和元年度）も継続して

取り組む予定。３年生には、夏休み前に「課題図書」のブックトークも行っているため、卒業前には

紹介する本を一部変えて、「卒業前ブックトーク」を実施したいと考えている。 

 

 

  

藤沢市立大庭中学校の取組 

⑬卒業前のブックトーク 

ブックトーク 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

・紹介した本をすぐに借りに来る生徒も多くいて、手ごたえがあったと感じた。 
・今すぐでなくても、人生困った時や悩んだときに、助けとなるような本がある
ことや、地域にある公共図書館でも職員がみんなのことを待っていることを
伝えられてよかった。 

・卒業後の生涯読書へつながるように、地域の公共図書館を紹介できてよかっ
た。 

・子どもたちが、人生を数直線にとらえたら、まだまだ始まったばかりで、これ
からどんな本との出会いがあるのだろう、様々な本を読んでみたいなと思え
る機会になったと思う。 

湘南大庭市民図書館職員 

【司書教諭・学校司書】 
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平塚市立太洋中学校では、校内で「読み語り」ボランティアを募集し、校区にある港小学校に訪問

し、１、２年生全クラスに朝の学活の 10 分程度の時間で、読み語りを行う活動をしている。この

活動は、年３回行われ、中学生の 10 名程度の募集がすぐに定員に達するほど、人気のある取組と

なっている。 

また、太洋中学校区子ども読書活動推進協議会の図書ボランティア 

の方々もかかわっており、「読み語り」の本番の日に向けて、学校図 

書館で放課後 30分程度の講習会（練習会）をして、当日を迎える準 

備をしている。読み語りをする中学生は、図書ボランティアの方々が 

選んだものから、気に入ったものを自分で選び、読み語りを聞いてく 

れる小学生との交流を通して、さらに読書への関心を高めている。 

２ 活動の状況、実際 

○中学生は、読み語り本番に向けて、図書ボランティアの方から本の選び方や読み方について講習

を受け、家でも練習をする。 

【読み語りのポイント】：・声の出し方・読む速さ・ページのめくり方 

・「読み語り」として気持ちを伝えるように 等  

【当日の様子】 

当日は、少し緊張しながらも練習の成果を出し、小学生の聞き入る 

 姿やお礼の言葉に、とてもうれしそうな様子があった。 

 

 

 

この活動は、今後も継続して取り組み、子どもたちがたくさんの本と出会い、楽しくふれあえる

ようにしていく。また、子どもたち同士が本を介した交流を深め、読書への関心を高めていく。 

 

 

  

 

 

 

 

 

   ⑭中学生の読み語りボランティア 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

小学生が、じっと聞い

てくれていると、自分も

しっかり読まなくてはと

思う。また応募して読み

語りをしたい。 

練習する中学生はと

ても真剣に活動してい

る。さらに本への関心

を高め、本の楽しさに

気づくきっかけになれ

ばと思う。 

中学生 

図書ボラ指導者

参者 

・中学生の読み語りが

とても楽しみ。 

・次はどんなお話が聞

けるのか楽しみにし

ている。 

小学生 

図書ボランティアと中学生との講習会（練習会） 

当日 読み語りの様子 

平塚市立太洋中学校の取組 
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理科の学習において、探究型学習の特別単元「音・力の世界」（全 13時間）を設置し、「課題設

定」から「調査・研究」、「発表」までのすべてを生徒主体で行う学習を展開した。この探究学習を

充実したものにするため、図書支援員（学校図書館司書）と連携し、生徒が自由に学校図書館を活

用できるようした。 

  

 

 

・探究学習における「課題設定」「探究」「発表（発表準備）」のすべての場面において、学校図書

館を自由に活用し、生徒が主体的に取り組んだ。 

 ・「課題設定」「探究」の場面では、どのような資料を収集したらよい

か、その資料はどのような本に当たればよいかなど、図書支援員に

相談したりアドバイスをもらったりしながら学習を進めていた。 

 ・生徒は、「実験で検証する」学習と、「本で調べる・確認する」学習

を繰り返し行いながら、探究を深めていった。 

 

 

 

     今後は図書支援員とさらに連携を取りながら理科だけでなく、他の教科等の授業における学校

図書館活用の可能性を広げていきたいと考えている。 

 

 

 

 

海老名市立大谷中学校の取組 

⑮探究学習における学校図書館・図書支援員の活動 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

探究学習 

【指導者】 

・学校図書館を有効活用することで、子どもの「知りたい」「解説したい」という欲求にすぐ

に答えることができた。 

・本を読むことは、疑問を生み出すことや、その疑問を 

精査して真の課題を探ることにつながっていくと思う。 

・図書支援員は資料を集めるだけでなく、進んで生徒と 

コミュニケーションをとってくれていた。図書支援員 

とのやりとりによって、子どもは新たな気づきをもち、 

学びを深めることができていたと思う。 
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「座間市中学校 POPコンクール」は、中学生が制作したおすすめ本を紹介する POP（ポップ）

を、学校ごとに募集し、その中から優秀な POPを決めるコンクールである。 

地域にある紀伊國屋書店イオンモール座間店に協力を仰ぎ、学校や図書館に掲示するだけでなく、

イオンモール座間のホールにも展示させていただき、生徒の作品を販売促進用の POP としても用

いることで、本を販売するための手立てとしている書店の仕事についても学ぶ機会となっている。 

 

 

【市内中学校の取組例】 

三省堂「現代の国語」では、１年生で「読書郵便に楽しもう」、２年生で「本の帯、ポップづ

くり」、３年生で「状況に応じて話す力を養う ブックトーク」と、どの学年でも夏休み前後に

読書を促す単元が設定されていることから、国語の授業の一環として全学年で実施している。 

○全学年が学校図書館で授業を実施している。 

【POP作成のルール】 

①作者名・題名は必ず入れる。     ②Ａ６サイズの白い紙に書く。 

③白い紙は切っても構わない。     ④Ａ６よりひとまわり大きい台紙に貼る。 

⑤台紙からはみ出さないようにする。  ※本の種類については、特に制限を決めていない。 

○募集時期：９月１日～９月 30日（座間市立図書館） 

【POPの展示】 

○紀伊國屋書店イオンモール座間店：読書週間期間 

○座間市立図書館：10月下旬～１月上旬 

※展示する作品は、カラーコピーしたものを用い、 

実物は使用していない。 

 

 

 市内全中学校が参加し、市内全書店で同じコーナーを作ってもらうことで、座間市全体で子ども

の読書への興味・関心を高めつつ、地域連携を図っていきたい。 

 

      

  

 

 

  

座間市中学校・市立図書館の取組 

⑯座間市中学校 POPコンクール 2018 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

【生徒】 

・好きな本の POP 作り

は楽しい。 

・自分の作品を見て、本

を買ってくれる人がい

ると聞いて、うれしか

った。 

【指導者】 

POP を作るには、本を

読まなくてはできない。      

POP 作りが、子どもた

ちの本を読むきっかけとな

ってくれたらと思う。 

【書店員】 

書店員は、本を売ると

いうことに目を向けてし

まいがちだが、皆さんの

作品を見て、純粋な本に

対する思いが伝わってき

た。 

POPコンクール 
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①４つの専門班による図書室運営（2015年度～ 通年） 

生徒の個性に合わせて能力を発揮してもらえるよう、４つの専門班に分かれて活動している。 

②図書ポイントカード・景品ガチャガチャの導入（2016年度～ 通年） 

 １冊借りるごとにポイントが貯まるカードを導入し、獲得数に応じて特典を付与している。 

③チャリティ古本市＆国際 NGOワークショップの実施（2016年度～ 学園祭 2日間） 

④生徒による読書推進企画（2017年度～ 年４・５回程度） 

 

 

 

カウンター班・企画班・整備班・広報班に分かれ、専 

門分野のスペシャリストとして活動している。 

生徒発案のユニークなシステムが注目を集め、読書の 

モチベーションの向上に繋がっている。 

【学園祭】毎年古本市を開催し、売上を途上国の読書支 

援に関する国際NGOに寄付している。 

【企画】本に関する音楽を試聴できるコーナー「Book×Music×Week」や、教員による本の朗      

読を学校公式 Youtubeで視聴できる「先生、この本読んで！」企画、お正月の「本の福袋」「本

の詰め放題」「名言おみくじ」企画など、様々なイベントを行っている。 

 

 

  「自分たちの図書室を自分たちで作り上げる」活動を通して、生徒は自信や主体性を身に付け

ることができる。またその過程で、彼らのニーズにあった“居場所”としての図書室が自然にで

きあがっている。今後も生徒が積極的に活動できるよう、学校としてサポートしていきたい。 

 

 

 

湘南学園中学校高等学校の取組 

⑰生徒がつくる図書室 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

図書室運営 

【生徒】 

部活や行事とはまた違うやりがいを

感じられる。自分の活躍できるポジシ

ョンがある。 

あまり読書をしないが、委員会活動

を通して図書室に親しみをもてた。 

【教員】 

クラスの子

どもが、新し

いことに挑戦

する土壌が育

成されてい

る。 

【保護者・地域】 

授業や部活以外で、子ども

の活躍できる場があるのがあ

りがたい。 

古本市について地域からの

問い合わせもあり、リピータ

ーが一定数いる。 
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 グローバルリーダーの育成を目指し、本校の課題研究の３つのサブテーマである、グローバルビ

ジネス・国際平和貢献・環境問題に関係する本を読み、関心を深めることを目的とする。年２回実

施。１か月でレポートにまとめ、９月・11 月に発表を行う。 

 

【レポートの形式】   グローバルビジネス・国際平和貢献・環境問題のうちの１つに関連した

本を生徒自身が探して読み、レポートにまとめる。レポートは、以下の内

容をＡ４サイズで２枚程度にまとめている。 

 

 

 

 

【担当教員の関わり】 各クラスを３名ずつの教員が担当し、レポートの執筆を支援する。あわせ

て、レポートとしてふさわしい形式を学ばせるために、参考文献の書き方、文献や論文からの引

用の仕方などを指導する。 

【クラスでの発表】 レポート提出時期にあわせて、クラス内でレポートの発表・意見交換を実施

する。各クラスで、５人程度のグループを作り、読んだ本の内容紹介や、読んだ感想及び疑問に思

ったこと、今後調べていきたいことなどを、一人 10 分以内で発表する。 

 

国際人として必要とされる情報発信能力を育てるため、レポート執筆に合わせて、情報機器を活

用したプレゼンテーションの機会の確保を図りたい。 

 

 

 

 

県立横浜国際高等学校の取組 

⑱課題研究によるブックレポートの取組 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

課題研究 

【参加者】 

世界の様々な問題により興味をもつようになった。本を読んで分

かったことは、先進国である日本でも社会問題を抱えていること。

また、その問題に対して、大学生である若者が主体となって問題解

決しようと努力していることを知り、刺激を受けた。自分もその活

動に協力したいと思ったし、この活動がもっと広がればいいなと思

った。本を読んだことで、何となく知っていた問題を明確に知るこ

とができ、その問題に対して活動している団体のことを知ることも

できた。 

【指導者】 

グローバルな課題に

対して、興味をもつき

っかけになっている。

また筆者の考えをもと

に、自分の立場を明ら

かにして意見を述べる

力の育成につながって

いる。 

【レポート】 

Ⅰ. 本を選んだ理由、きっかけ Ⅱ. 本の内容・要旨  

Ⅲ. 本の中で関心を持ったこと Ⅳ. 感想や疑問点、今後調べたいこと 
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 活動の目的：本校図書館の蔵書を使って、外国語の授業で学習している言語による読み聞かせを

実施することで、多様な言語にふれることが可能な本校図書館の特徴をアピールする。 

＜以下平成 30年度の状況＞ 

開催回数：６回 開催時期：９/15、９/16 取組期間：５/７～９/17 

 

【当日までの流れ】 

①文化祭図書委員参加企画の決定…５月図書委員会総会で、文化祭企画内容について話し合い

をし、「多言語による絵本読み聞かせ」に決定。 

②読み手の募集、絵本の選定…図書委員を中心に読み手を募集し、日本語のほか英語・ドイツ

語・スペイン語・中国語・アラビア語で行うことに決定。学校司書の助言を得ながら、読み聞

かせにふさわしい絵本の選定・購入。 

③当日のプログラム決定…図書委員と生徒ボランティア、学校司書で当日のプログラムについ

て打ち合わせ。 

④当日（文化祭の２日間）…１コマ 30分で各日午前 1回、午後 2回、合計 6回の読み聞かせ

を図書館にて行った。外国語だけでは意味が伝わりにくいため、日本語版を併せて読む、通訳

や解説などを入れるなどの工夫をした。 

両日で来場者数は合計 70名程度であり、用 

意した座席がたりなくなる時間もあった。 

 

 プログラム編成の工夫、広報活動の充実に力を入れて、多様な言語で書かれた本にふれる楽しさ

と本校図書館の魅力をアピールする機会として、今後も取り組んでいきたい。 

 

県立横浜国際高等学校の取組 

⑲文化祭図書委員会参加企画「多言語による絵本読み聞かせ」 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

読み聞かせ 

【読み手】 

第２外国

語の授業で

習ったこと

を生かせた。

図書委員に

なってよか

った。 

【聞き手】 

英語の発音が素晴らしか

った。解説や日本語訳があ

ったので、わかりやすかっ

た。いろいろな言語の響き

を楽しむことができた。実

際に絵本を手に取るコーナ

ーがあったのもよかった。 

【指導者】 

図書委員会として読み聞かせを実施す

るのは初の取組だったが、生徒主体で活

動するというプロセスを重視した。展示

コーナーの設置や聞き手に伝わりやすい

読み方・構成など、生徒のアイデアに司

書が助言をする形で進め、初めての試み

としては成功であったと考える。このよ

うなイベントの他、図書館活性化につな

がる様々な取り組みを行った結果、貸出

冊数は、前年度比 250％となった。 

当日の様子 
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 本校は「逆さま歴史教育にかかる研究校」の指定（平成 28～29 年度）を受けて、2017 年度

（平成 29年度）から３年生「日本史Ｂ」の授業で、図書館を使った「逆さま歴史教育」に関わる郷

土史の調べ学習を行っている。 

期間は、９月末～12月まで週 1時間（延べ８～10時間）を使い、この地域（横須賀・三浦地区）

の郷土史に関するテーマを設定し、発表及び討議まですべて図書館で行っている。 

 

○郷土資料は本校所蔵本以外でも、テーマによっては他校や県立図書館、横須賀市立図書館からも

相談して取り寄せ、生徒からの質問や相談に応じるなどして学習を進める。 

○生徒は、郷土資料からそれぞれテーマを見つけ出し、自主的に学習していく。 

○教員は、それをサポートする役割として、プロセス重視の授業展開で進める。 

○学校司書も教員と連携しながら授業にチーム・ティーチングで入ることで、個々のテーマにあっ

た資料提供や調べ方のアドバイスを行っている。 

【発表時】 

活発な質疑応答ができるよう、統一した発表用フォームやホワイトボードを用意するなど工夫

を凝らしている。 

 

 

 

 

 

 

                      

クラスによって人数のばらつきが大きく、テーマによっては資料数に限りがあることから、少人

数のクラスに比べ、人数の多いクラスへのアドバイスや資料提供に割く時間が限られてしまう点が

課題である。 

 

 

県立津久井浜高等学校の取組 

⑳図書館を使った「逆さま歴史教育・郷土史」調べ学習 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

調べ学習 

【担当教員】 

生徒たちは、授業を通じてこの地域の史跡や神社仏閣に詳しくなっていく。こう

いったプロセス重視の授業は、充実した資料と学校司書の協力が大切。課題解決学

習を進めるには、図書館は重要な場所である。今後も図書館と連携して授業を進め

ていきたい。 

発表の様子 

（平成 30年度） 
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図書館では 2014年度（平成 26年度）から読書活動推進事業の一環として、外部講師を招いた

「紙芝居講習会」を毎年実施している。講習会には本校生徒の他に県立武山養護学校津久井浜分教

室の生徒も参加し、様々な紙芝居やその演じ方などを知る機会となっている。 

図書委員会では、講習会をもとに創作紙芝居を学年ごとに制作し、文化祭で実演発表している。

また、その経験を生かして、地域での読み聞かせ活動を定期的に行っている。 

 

 

2019年度（令和元年度）も９月 13・14日に実施された文化祭において、図書委員が制作した

創作紙芝居（３作品）を実演発表し、来校者からも好評を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月には横須賀市立津久井小学校、冬・春休みには横須賀 

市立津久井保育園で実演した。 

 

 

 

図書委員活動で生徒が体験し、身に付けた様々な知識や技能を、そこで留まらせることなく、社

会や地域に還元することで、さらに自分のものになり、自信につながっていく様子が見られる。よ

り多くの生徒がこのような機会を得るためにも、今後も継続的に行っていきたい。 

 

   

県立津久井浜高等学校の取組 

㉑図書委員会から地域の活動へ 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

委員会活動 

紙芝居講演会（令和元年 7月 9日実施） 

横須賀市立津久井小学校にて（平成 30年度） 

文化祭の様子（平成 30 年度） 

【担当教員】 

保育園での実演がきっかけで、保育者への進路を決めた生徒や実際にボランティア活動を始

めた生徒も出てきている。また図書委員会の活動が活発になることで、図書館を利用する生徒

も増え、相乗効果を実感している。 
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向上高等学校では、読書量と読書のアウトプットをする機会を増やすことを目的として、ビブリ

オバトル（参加者同士で本を紹介し合い、どの本を読みたくなったかを観客が投票して１位を決め

るゲーム）を実施している。 

 

 

【事前練習】 

・生徒はビブリオバトルに向けて発表に適した内容を練ったり、メモを作ったりする。なかには 

事前に司書や教諭の前でリハーサルを行う生徒もいる。 

【外部大会への参加】 

・校内予選を勝ち抜いた生徒は、向上高等学校の代表として神奈川県高等学校文化連盟主催のビ

ブリオバトル大会やその他外部の大会に出場する機会を得ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビブリオバトル大会の様子           文化祭のビブリオバトルの様子 

 

 

・生徒同士でレベルアップできるよう上級生の実力を高めていきたい。 

・ビブリオバトルの知名度を校内で高めることも必要だと感じている。国語の授業でビブリオバト 

ルを取り入れるようになった。より多くの生徒に参加する機会をつくりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

向上高等学校の取組 

㉒図書委員における本の紹介対決 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

ビブリオバトル 

人前で話すのが苦手だった

生徒が自信をつけた。 

公式ルールにとらわれず実

施してもよい。 

自分が本の紹介をするこ

とで、友人が興味を持って

くれて嬉しかった。 

人前で話すことに慣れて

きた。 

教諭 

生徒 

⇒ やってみよう１（Ｐ50） 



37 

 

37 

 

 

 

 

 

１年を通してさまざまな場面で読書に親しむ機会を作り、読書活動の推進を目指している。 

 

【平塚市図書館の利用】 

○移動図書館 

毎月１回巡回。主に幼稚部・小学部の子どもたちが利用している。 

○団体貸出 

平塚市図書館の本を 200冊ほど借用し、本校図書館で貸し出しをしている。入れ替えは年に３

回。中学部・高学部の図書委員と顧問、学校司書が担当している。 

【幼稚部での読み聞かせ】 

毎週１回のペースでボランティアの方が手話で読み聞かせを行っている。（幼児・保護者向け） 

【教職員からの働きかけ】 

着任した教職員がおすすめの本を紹介する冊子『夏休みにすすめる本』を作成、配付している。 

【図書委員会活動】 

○小学部 委員が選んだおすすめ本を小学部の集会で紹介している。 

○中学部 秋、読書週間の時期に、「読書の木」（おすすめ本を貼ったもの）を掲示している。 

○高等部 読書推進のための広報活動に取り組んでいる。（画像や動画の作成、放映） 

【寄宿舎】 

寄宿舎で、担当職員と学校司書でピックアップした本を展示。人気があ

った本に帯を作ったり、感想を付箋に書いたりしたものを図書館廊下に

掲示している。 

【読書相談】 

学校司書が探している本、読みたい本の相談を受け、蔵書の検索、予 

約の手続き、他館からの借用などの図書館サービスに日々努めている。 

 

授業でも気軽に学校図書館を利用し、乳幼児から高校生までの幅広い利用者に対して、必要とさ

れている資料や情報を学校図書館が提供していくことで、図書館の利用と読書への関心を高めてい

けるように努めていきたい。 

 

 

 

県立平塚ろう学校の取組 

㉓読書に親しむ機会の提供 

１ 活動の概要 

２ 活動の状況、実際 

３ 今後の取組、目標 

４ 参加者、指導者のコメント 

読書機会の提供 

【指導者】 

学校司書が、丁寧に聞き取って本を手渡すことで、 

次の読書につなげている。 

【参加者】 

移動図書館を楽しみにし

ている。 

移動図書館 

図書館廊下の掲示 
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学校図書館等へのパネル文学展巡回 

（県立神奈川近代文学館） 

 

文学の普及と読書活動の推進を図ることを目的に、過去に開催した文学展を写真パネ

ルでダイジェスト版にまとめ、学校図書館や公共図書館等へ小展示として貸し出し、巡

回を行っている。 

 学校では主に国語の授業で補助教材として

活用されており、小展示を行うことで文学作

品への興味を喚起し、作家を身近に感じても

らうことにつながっている。 

 2008年度（平成 20年度）以来、累計で

167 件、参加者数約 17６,000 人もの方た

ちに利用していただいた。最近では、リピー

ターが増え、年間 40 件近い小展示を巡回し

ている。（2018年度（平成 30年度）39件      

26,996人） 

 また、巡回事業の推進のため、専門員を配置したり、県高等学校文化連盟や学校、図

書館等との連携を強化したり、扱う作家を増やし展示内容を充実させたりするなどの工

夫をしている。 

 

 小展示では、簡単な解説用パンフレットを添え、解説キ

ャプションなどとともに提供し、学校図書館、教室、図書

館等のエントランスなどに展示している。学校によって

は、調べ学習などで生徒自身が解説パネルやキャプショ

ンを制作する場合もあり、飾りつけ等を生徒が行うこと

で展示への愛着がより深まり、文学書や関連書籍の貸し

出し数の増加などの効果が現れているようである。 

 

 今後は、小学校や幼稚園にも対応した展示などにも幅をひろげ、利用者層を増やして

いきたい。 

このような活動が、読書への興味・関心を高め、さらには読書活動の充実につながる

と考えている。 

 

提供できる文学パネル展：夏目漱石展、森鷗外展、与謝野晶子展、太宰治展、中島敦展、 

井上靖展、村井弦斎展、佐藤さとるとコロボックル物語展 

【コラム】 

    


