
 

「 子ども読書の日（4 月 23 日） 」の取組    

学校名（ 生駒市立 生駒中学校  ）   

実施期間 ２０１９年 ４月１６日～４月２６日 

実施内容 

 

「 本に親しんでもらおう！ 」 

 ４月１６日に図書委員会を開き、今年度の活動目標や活動内容について話し合い

ました。今年度もおすすめの本を図書館通信で紹介したり、何か図書室でイベント

を開催したりすることになりました。 

今回は４月２３日から４月２６日までの期間、図書室の本の貸出冊数を２冊から

５冊にしました。また、図書委員長から、４月２３日の給食時に放送で本に親しむ

機会にしようという内容の呼びかけがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、１年生を対象に図書室のオリエン 

テーションを行いました。図書室の利用の 

仕方や本の分類番号についての説明を受け、 

子どもたちは実際に本を借りました。 

オリエンテーション時には、学校司書がス

トーリーテリングを行いました。 

 今年度も一人一冊「読書通帳」を配布し、生徒の読書活動の推進を図っています。 

児童生徒の様子 

 図書室のオリエンテーション後、１年生も本をたくさん借りに来ています。特に

お昼休みには１年生から３年生まで多くの生徒が本を借りたり、学習漫画を読んだ

りしています。どの生徒もとても穏やかな時間を過ごしています。 

 今年度から、本格的に朝の読書の時間が始まったこともあり、本を借りる生徒が

増えています。子ども読書の日を含む一週間は、貸出冊数が５冊だったので、喜ん

で借りている生徒もいました。 

備  考 
 

 



「 子ども読書の日（4 月 23 日） 」の取組    

学校名（ 生駒市立 生駒南中学校 ）   

実施日・実施期間 
２０１９年 ４月 １８日～ ５月 ２０日 

実施内容 

 
「 図書館開き 」 

４月 1８日（木） 
新１年生を対象に「南中図書館のしおり」を使って、図書館の利用方法、マナーを

説明。また、図書館クイズを行い、日本十進分類法、本の並び方、探し方、背ラベ

ルの見方を説明した。読書や図書館に苦手意識のある生徒に、本を読むことへのハ

ードルを少しでも低くし、読書の楽しみを知ってもらうため、今年度は、南中で実

施している「朝の読書」についての説明に時間をかけた。「みんなでやる」「毎日や

る」「好きな本でよい」「ただ読むだけ」というルールと、３年間の中学校生活の間

に、図書館をたくさん利用してもらって、１人１人にぴったりの夢中になれる本に

必ず出会えることをアピールした。 

「 先輩たちのおすすめ本 」 

４月８日（月）～５月２０日（月） 

平成 30 年度の３学期に１～３年生にアンケートを取り、おすすめの本のベスト５を

集計し学年毎に発表。「朝読」の本選びに役立つように、おすすめ本は、南中図書館

にないものは市の図書館から団体貸し出しし、特集コーナーや、別置コーナー、窓

際などに学年毎に展示した。 

「 朝の読書人気ランキング 」 

４月８日（月）～５月２０日（月） 

（株）トーハン調べによる、全国中学校の２０１９年度朝の読書人気本ランキング

を利用し、１位～２０位までの本と、「中学生の物語を読む」「面白い物語を読む」

「ノンフィクション」「エッセイ・新書」「海外文学」などのおすすめ本を展示。 

児童生徒の様子 「図書館開き」 今年度、「朝の読書」と読書への苦手意識のある生徒へのアピールが

少し届いたようで、１年生の図書館利用がオリエンテーション後、増えている。 

本はきらいと言いながら、友達と図書館に来てくれる生徒には、なるべく読みやす

い本を紹介したりして、図書館に来ることを楽しんでくれることを期待している。 

「先輩たちのおすすめ本」「朝の読書人気ランキング」 

「朝の読書」で読みやすそうな短編集やライトノベルが多く借りられる中、展示本

の中から、面白そうな本を手に取り、借りる生徒も多く好評のようである。 

備考 「朝の読書人気ランキング」は５月３１日まで継続 



「 子ども読書の日（4 月 23 日） 」の取組    

学校名（ 生駒市立 生駒北小中学校 ）   

実施期間 ２０１９年 ４月１８日 ～ ５月１２日 

実施内容 

 

「日本十進分類法をマスターしよう！」 

生駒北小中学校は、小学校と中学校の図書室が一体化しています。なので、中学新

1 年生にオリエンテーションをする場合、図書室の使い方や配置の説明をする必要

はありません。そこで、国語の教科書にも載っている日本十進分類法の説明に力点

を置き、背ラベルの読み方を理解し日本中どこの図書館でも本を探せるように指導

しています。 

今年は、絵本を使って日本十進分類法を説明しました。 

生駒市図書館北分館の協力を得て、０類から８類までに分類できる絵本を３０冊借

り受けました。 

生徒一人一人に絵本を配り、自分だった 

らどんな分類番号をつけるか考えてもら 

いました。どうしてその分類にしたかの 

理由や、絵本を分類してみた感想も書い 

てもらいました。 

分類の資料や書架などを参照したり、先 

生や司書に質問したりして、一生懸命取 

り組んでくれました。 

最後に司書が分類した表も渡して、自分の分類と比べてもらいました。 

連休前の期間は５冊貸し出しにしたので、オリエンテーション後、大勢の生徒がた

くさん本を借りていきました。 

 

児童生徒の様子 

                 本によっては分類に迷う難しいものもありま 

                 したが、皆頑張って考えてくれました。意外 

                 な発想をする生徒もいて、新鮮な発見もあり 

                 ました。 

                 感想の欄には、難しかったがほかの本も分類

してみたいと書いた生徒が何人もいて、楽し

んで学んでくれたことが伝わってきました。 

備  考  

 



「子ども読書の日（4 月 23 日）」の取組    

学校名（ 生駒市立 緑ヶ丘中学校 ）   

実施期間 ２０１９年 4 月 2２日  ～ 4 月 2６日 

実施内容 

 

「本はともだち」 

 図書館において 恒例の 1 年生向け図書館ガイダンスを実施しました。 

 最初に 読書を勧める理由を２点、説明しました。 

≪理由その１≫ 「本を読むことは 頭の体力作り」 

 クラブ活動を始めたばかりのこの時期の練習につきものなのは「ランニング」。 

ランニングは スポーツの技術を習得するための体力や筋力をつけるために行いま

す。「読書」は学習において「ランニング」に似ているように思います。 

学習における「体力」「筋力」の一つが「語彙」です。言葉をたくさん知っていると 

文章を読んだときにより早く理解できるそうです。「本を読むこと」＝「頭がよくな

る」とはいえないまでも 学習の基礎力の一つにはなると思います。 

≪理由その２≫ 「本は友だち」 

 中学生時代はいわゆる思春期と呼ばれる時期で 心も体もとても不安定です。特

に友だち関係はとても難しい。そんな時期だからこそ 本という友だちを見つけて

ほしいと思います。元気をくれる、癒してくれる、本にはそんな力があると思いま

す。学校司書としては そんな本との出会いをお手伝いしたいと思っています。 

 

その後 しおりを使って図書館の使い方を説明しました。図書館のマナーを学ぶ

クイズなども行いました。さらに図書館の本のしくみとして国語の教科書にも記載

のある「日本十進分類法」について具体的に本を見せて説明しました。 

最後に生駒市立図書館作成の中学生向けガイドブック「本よもガイド」と読書の

記録の用紙を配布。残りの時間で 本の閲覧と貸出を行いました。 

児童生徒の様子 

 生徒たちはかねてより中学校の図書館に行くことを楽しみにしていました。読書

が好きな生徒たちが多いようで、入学直後から、自ら本を家から持ってきて朝の会

や授業前後のわずかな時間に読書をする姿がよく見られます。この授業でも目を輝

かせて話を聞き、その後読む本を楽しそうに探していました。授業が終わって図書

館を出るのが名残惜しい様子で、促さなければいつまでも留まっていそうな様子で

した。読書活動を促すため「読書の記録」シートを渡し、書名、著者名、パージ数、

おすすめ度、簡単な感想などを記入するように言うと、早速書き込んでいました。 

備 考 
 

 



「 子ども読書の日（4 月 23 日） 」の取組    

学校名（ 生駒市立 鹿ノ台中学校  ）   

実施期間 ２０１９年 ４月 １５日～  ５月 １３日 

実施内容 

「図書室に行くと、なにかいいことがある」 

鹿ノ台中学校図書室は、いつもなにか発見がある図書室を目指しています。 

・お楽しみ袋のコーナー 

  去年１年間、たくさん本を借りた生徒に声をかけ、おすすめの本を選んでもら

いました。一言コメントをカードに書いて袋に結び付け、本そのものは見えな

いようにして貸し出しました。カードは「超共感読んで‼読んで‼読んで‼」「人

類諸君に問う「命の意味とは」」「彼女と僕の嘘を見抜け。」など工夫を凝らした

文言にシールや色ペンなどでカラフルにデザインしてくれました。 

・１年生にオリエンテーション 

  新１年に図書室の使い方や本の配置などを説明しました。鹿中オリジナルおみ

くじにはお薦め本と配架場所、分類番号が書いてあるので、希望者にはおみく

じを引いてもらい、楽しんで図書室の配置や日本十進分類法を理解してもらえ

るようにしました。 

・図書委員によるエコ本の選定 

  鹿中はエコ活動に力を入れているの 

で、図書委員会も毎年エコ本を選ん 

で展示しています。今年は本にポッ 

プを付けました。 

・連休が長いこともあり、５冊貸出を実 

 施しました。 

児童生徒の様子 

お楽しみ袋は関心を持つ生徒が多く、中には何回も貸し

出される袋もあり、返却を待っている生徒もいます。ま

た、自分が薦めた本の袋が貸し出されたことに気付いた

生徒が、とてもうれしそうにしていたのも印象的でした。 

先に借りた生徒が「これ良かったよ」と友だちに薦める

ことも多くあり、生徒同士のコミュニケーションにも役

立ったようです。 

←貸し出されてだいぶ寂しくなったコーナー 

 

備 考 
 



「 子ども読書の日（4 月 23 日） 」の取組    

学校名（ 生駒市立 上中学校 ）   

実施期間 ２０１９年 ４月１６日 ～  ５月１０日 

実施内容 

 

「図書館オリエンテーション」 

１年生の国語授業で図書館オリエンテーションを実施した。図書館の使いかた、日

本十進分類法（NDC）などを説明したあと、自分の興味のある分野を生徒に書いても

らい、そこから実際に本を探すという作業を行った。授業の最後には貸出も行った。 

「読書記録の配布」 

２、３年生の希望者に、前年度分の個人貸出記録を配布した。 

「特集１：何に燃えよう?! 部活の本」 

「特集２：１年生国語教科書にのっている本」 

入学したばかりの１年生に手にとってもらえるよう、上記の特集展示を行った。 

「図書館通信の配布」 

図書館通信に「子ども読書の日」「こどもの読書週間」について記載し、全校生徒に

配布した。 

「玄関付近にお知らせパネルを設置」 

新刊や特集展示についてのお知らせが全校生徒に目に付くよう、玄関付近に「図書

館からのお知らせ」パネルを設置した。 

 

児童生徒の様子 

・図書館オリエンテーションではほとんどの生徒が２冊（上限）の本を借り、その

後も繰り返し本を借りに来ている。 

・玄関付近に設置したパネルを見て、新刊本、話題の本を借りにくる（予約を入れ

にくる）生徒が増えた。 

・前年度の読書記録は若干名だが希望する生徒があり、喜ばれている。 

 

 

備 考 
 

 



「 子ども読書の日（4 月 23 日） 」の取組    

学校名（ 生駒市立 光明中学校 ）   

実施期間 ２０１９年 ４月２４日 ～ ４月２６日 

実施内容 

 

「図書室オリエンテーション」 

① 本年度入学してきた新一年生に対して、図書室の使い方と本の配置について

説明した。NDC に基づいた分類での配架の説明に加えて具体的な蔵書の案内

をする。その他、特集コーナーの案内をする。 

 

●紹介した本 

 『君たちはどう生きるか』（分類１５９） 『ブラタモリ』（分類２９１） 

 『歴代総理のガイドブック覚えておきたい総理の顔』（分類３１２） 

 『ざんねんないきもの事典』（分類４８０） 『丼本』（分類５９６） 

『まるまる大阪環状線めぐり』（分類６８６） 

 『羽生善治のみるみる強くなる将棋入門』（分類７９６） 

『菅ちゃん英語で道案内しよっ』（分類８３７）  

 

 

② 生駒市図書館の発行する「中学生本よもよもガイド」全員に配布し、ガイド

にある本を３冊紹介するミニブックトークを実施 

 

●紹介した本 

 『穴』ルイス・サッカー／著 『ゲド戦記①』ル・グウィン／著 

『ブラッガムの爆撃機』ロバート・ウェストール／著 

 

① ②を併せて２５分～３０分くらいで行う。４クラス国語の授業に一限（４

５分）ずつ時間をもらい、残りの時間は図書室での読書と貸出を行った。 

児童生徒の様子 
オリエンテーション・ミニブックトーク共に、どのクラスもしっかり聞いてくれて

たように思える。紹介した本も含め、貸し出しは増えた。 

備  考 その期間の貸出冊数は１７４冊 

 



「 子ども読書の日（4 月 23 日） 」の取組    

学校名（ 生駒市立 大瀬中学校 ）   

実施期間 ２０１９年４月２３日～５月１４日 

実施内容 

「図書館オリエンテーション」 

●１年生を対象に学校司書による図書館オリエンテーションを実施 

 内容 日本十進分類法、図書の配列について 

    図書館の利用方法、ルールについて 

    生駒市図書館司書によるおすすめ本について 

    学校司書によるおはなしと本の紹介 

    〇ストーリーテーリング『生駒に蚊がおおいわけ』 

    〇読み聞かせ『今昔ものがたり』から「毒殺計画の失敗」杉浦明平/作  

    〇ブックトーク『エヴァが目ざめるとき』ピーター・ディッキンソン/作 

●「図書委員会」の活動、図書委員による図書貸出の開始 

 内容 図書委員の委員長、副委員長の選出 

    学級文庫の図書の確認、使い方について 

    昼休みのカウンター業務の説明、仕事内容について 

    各クラスの図書委員によるポスター作成 

●「学級文庫」の設置 

 詳細 昨年度使用の学級文庫の図書の確認、不足分の発注・購入 

●愛鳥週間（５月１０日～）があるため鳥の本の展示と「鳥クイズ」を実施し、 

 クイズ正解者には鳥の羽のしおりをプレゼント 

    

児童生徒の様子 

〇オリエンテーションは全体的によく聞けていたがストーリーテーリングと読み聞

かせの時が特に集中することができ、反応も良かった。 

〇ブックトークで紹介した本の貸出が増えた。 

〇図書委員が積極的に仕事をする姿が見受けられた。 

備 考 
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