
「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 ）   

実施日・実施期間 
平成 29 年４月 19 日～ ４月 28 日 

実施内容 

 
タイトル「   図書館開き  」 

 ４月１９日に１～３年生の図書委員が集まり、今年度どのように運営していくか、

どんな取り組みをするかなどを話し合いました。多くの人に図書室を利用してもら

うために、毎月図書館通信を発行したり、放送で呼びかけたりしようという意見が

出ました。 

 

１年生の生徒を対象に生駒中学校の図書室の紹介と利用の仕方をクラスごとに行

いました。 

図書館のルールをクイズ形式で確認したり、本の分類番号についても説明を受け、

実際に本を探したりしました。その後、気に入った本を１人１～２冊借りました。

  

 ２年生では、総合の時間に読書をしました。自分の好きな本を読むということで、

各自持ってきた本や学級文庫の中から選んだ本を読んでいました。 

児童生徒の様子  図書委員会では、今年度新たにいろいろと取り組もうと意欲的に意見を言ってい

ました。 

 １年生への図書室の紹介は、利用できるのをとても楽しみにしてくれていたよう

でした。初めての図書室で本を選んでいるときは、本当にうれしそうな生徒が多か

ったです。 

 ２年生の読書の時間には、とても静かに集中して本を読んでいました。読書記録

カードにその日読んだ感想を一言書く欄には「話に引き込まれた。」「少女が言って

いた赤い糸とは何のことか、知りたくなった。」など書かれていた。 

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 
平成 29 年４月６日～５月 12 日 

実施内容 

 
タイトル「  図 書 館 開 き  」 

４月２５日（火） 

 新一年生を対象に「南中図書館のしおり」を使って、図書館の利用法、マナー、

日本十進分類法、本の並び方、探し方等を説明した。また、図書館クイズを行い、

背ラベルを見れば、本の並んでいる場所がわかることを学んでもらい、図書館を身

近に感じてもらえるよう働きかけた。 

 

タイトル「卒業生おすすめの本」 

 平成２８年度の卒業生が、在校生へ、おすすめの本の紹介文を昨年度中に書いて

くれている。職員室横の掲示板に紹介文を貼り、あこがれの先輩を思い出しながら

本選びの参考にしてもらおうと企画し、図書館便りでも、案内した。 

 紹介された本は、「卒業生おすすめの本たち」としてパネルを作り、入り口正面の

特集コーナーにおいて、本を一部展示し利用を促した。 

 

 

児童生徒の様子 「図書館開き」 

 上記のような説明をしたが、中でも図書の分類の説明は、もう少し簡略化しても

よかったのかもしれない。ただ、ほとんどの生徒は、熱心に説明を聞き、クイズに

も前向きに取り組んでいた。挙手し、質問も積極的であった。また、こちらからの

問いかけにもしっかり反応していた。 

 貸し出しのための本を選ぶ時間を多くとるように心がけたが、生徒たちは、自分

の図書カードを、配られた後は、楽しげに、時間いっぱい本を選んでいた。今回の

貸し出しは、一人一冊と制限したが、複数冊借りることを希望した生徒もおり、今

後の読書への関心も期待できる。 

「卒業生おすすめの本」 

 図書館入ってすぐの場所に展示したので、目につくようで、反応もよく、手にし

たり、借りた生徒もいた。生徒たちには、このように好評のようである。 

 

備考  

 



「子ども読書の日（4 月 23 日）」の取組    

学校名（ 生駒市立生駒北小中学校 ）   
実施日・実施期間 

平成 29 年４月 24 日～５月 25 日 

実施内容 

 
タイトル「新しい図書室」 

○「子ども読書の日」のポスター掲示と、関連掲示物の展示。 

○小中全学年に新しい図書室を利用するための「図書館オリエンテーション」を実

施。 

・図書室のマナーと、借り方・返し方などを確認。 

・本の配架、自習コーナーなどを図書室内を巡りながらの説明。 

・小１・小４・中１に生駒市図書館発行のブックリストを配布。 

○小４年生対象の生駒市図書館の司書による出前ブックトーク（５月２５日予定）。

○朝の読書タイムに小学校図書委員（５・６年生）による大型絵本の読み聞かせ（１

～４年生対象で５月下旬に実施予定）。 

○４月 24 日から５月２日までを特別貸出期間とし、小学生は２冊、中学生は３冊

貸し出し。 

 

児童生徒の様子  小学生は新しくて広い図書室に気持ちが高揚し、休み時間には元気に勢いよく図

書室に駆け込んでくる。おはなしコーナーのカーペットの上やソファーでは、小学

生が自由に読書を楽しんでいる。 

 中学生はオリエンテーション後、リクエストが数多くあり、読みたい本について

の質問や相談を受けた。中学生はなかなか図書室に足を運ぶ時間を持てずにいるよ

うなので、今学期より、生徒が読みたい本を、図書委員を通じて各学級に貸し出す

ことになった。 

 旧校舎からの引越しで本の配架がまだまだ完全ではない中で、「子ども読書の日」

を迎えた。小学校６年生や中学生は、図書室を訪ねてきて、自ら本の整理のお手伝

い申し出てくれる。図書室を大切に思う気持ちが司書に伝わってきた。 

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 ）   

実施日・実施期間 
平成 29 年５月１日～５月 18 日 

実施内容 

 
タイトル「１年生図書館オリエンテーション 

特別展示【国語辞典】であそぼ！」 

 

・１年生５クラスで各クラス１時間の図書館オリエンテーションを行いました。 

内容は、司書と図書委員の紹介、図書館の使い方、開館時間等の周知、そしてク

イズ形式で図書館利用のマナーを勉強しました。 

市立図書館形式の「本よもよもガイド」配布の後は、館内を自由に見学して、借

りる本を探しました。 

・「国語辞典の遊び方」を参考に、１１冊の国語辞典と国語辞典にまつわる本や新書、

小説を展示しました。それぞれの辞典の紹介 POP を参考に、辞典のひきくらべや、

辞典占いが楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒の様子 初めて図書館を利用する生徒が多く、興味を持ってオリエンテーションに臨んで

いる生徒が多かったです。クイズ形式で図書館利用のマナーを学ぶことで、全員が

積極的に、集中してマナーを学ぶことができました。また館内の自由見学時間は、

多くの生徒がそれぞれ好きな本を手に取って、読書活動を行いました。 

 

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 ）   

実施日・実施期間 
平成 29 年４月 13 日～５月 12 日 

実施内容 

 
タイトル「みんなですすめ合おう」 

・子ども読書の日のポスターを図書室入り口に掲示 

・一年生に、オリエンテーションを実施 

   図書室の使い方・日本十進分類法の説明・背ラベルの見方など 

   自由時間を長めにとって、本と触れ合う時間を確保 

・おすすめ広場の設置 

   生徒にお薦め本を書いてもらい、そのカードと共に本を展示 

   おすすめカードを置いておき、だれでも本をすすめられるようにした 

・春のスタート時になにかと不安になる生徒に向けて、支える言葉になる本を展示

・春向けの内容の本の別置 

・図書館便りの発行 

・先生方にもお薦め本を選んでくれるよう依頼 

・授業で紹介した教科関連本について、その旨のコメントを先生が書いてくださり、

一緒に展示（英語） 

 

 

 

 

児童生徒の様子 今年の一年は元気がよく、本もたくさん借りてくれた。司書への質問も多く、オリ

エンテーション時にアピールしたことが浸透していて良かった。 

おすすめ広場は、まず図書委員にカードを書いてもらった。その他よく図書室を利

用している生徒にも声を掛けた。どの子も快く本を推薦してくれた。仲間が推薦す

る本はやはり関心を引き、よく借りられている。 

また今年は別置に使える大きめのテーブルを北小中から譲って貰えたので、今まで

のカートに展示より見やすくなってこちらもよく借りられている。 

 

 

 

 

備考  



「子ども読書の日（4 月 23 日）」の取組    

学校名（ 生駒市立上中学校 ）   

実施日・実施期間 
平成 29 年４月 17 日～４月 25 日 

実施内容 

 
「一年生図書館オリエンテーション」 

＊日本十進分類法（NDC）の説明および図書館内の書架配置について説明。 

＊図書館利用について説明。 

＊読み聞かせ（絵本『アルド わたしだけのひみつのともだち』）。 

＊図書館利用券、読書手帖、生駒市図書館ブックリスト｢中学生本よもよもリスト｣

の配布。 

＊図書の貸出し。 

 

「図書館便りの配布」 

＊「子ども読書の日」「こどもの読書週間」についてお知らせ。 

＊特集展示「新３年生オススメの本」「大岡信さんの仕事」についてお知らせ。 

＊新聞記事の掲示についてお知らせ。 

 

 

児童生徒の様子  オリエンテーションで NDC の説明を丁寧に行ったところ、環境問題の本、宇宙

に関する本など、小説以外の本もよく手に取り借りていってくれた。オリエンテー

ション後も多くの生徒が継続して図書館を利用してくれている。 

 特集展示について図書館便りでお知らせしたところ、展示をよく見てくれて、普

段あまり借りられることのない短歌の本や美術本なども手に取る様子が見受けられ

た。 

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 ）   

実施日・実施

期間 
平成 29 年５月８日～５月 13 日 

実施内容 

 
タイトル「朝読書×オリエンテーション」 

 本校では８時３５分から８時４５分まで朝の読書の時間を設けている。全校一斉に好き

な本を読む。読書に親しむのはもちろんのこと、落ち着いた状態で学校生活をスタートす

る狙いもある。 

 これと並行して、全学年で図書室オリエンテーションを行った。今年度から着任した河

合司書が本の配架や NDC について説明した。その後、スポーツを主題として『DIVE！』

と『武士道シックスティーン』のブックトークを行った。男女それぞれの主人公が登場す

る小説に加え、様々な人物の視点から多角的に進行するストーリーの面白みを伝えた。最

後に２０分ほど、生徒が自由に読書する時間を設けた。 

 

児童生徒の

様子 

 全学年、河合司書のブックトークを真剣に聞いていた。中でも小学校と中学校の図書室

の違いを実感した１年生は１０分休みなど頻繁に図書室へ足を運ぶようになった。司書に

おすすめの本を尋ねるなど、図書との出会いを楽しみにしているようである。 

 

備考 今後、国語科と連携を図り、古典の調べ学習など図書室の活用を念頭に置いた学習活動を

展開する予定である。 

 

 



「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 ）   

実施日・実施期間 
平成 29 年４月 17 日～ 

実施内容 

 
タイトル「図書館に行こう！！」 

・1 年生を対象に図書館オリエンテーションを行いました。（４／１７） 

図書館の使い方、本のしくみを説明しました。生駒図書館発行の中学生向けブッ

クリストを配布し、本の案内をしました。 

・図書委員会の活動が始まりました。 

・特集コーナーを設置しました。 

 ①テーマ「春」 

 ②テーマ「友だち」 

 ③奈良コーナー（校外学習が 5 月にあるため） 

  沖縄コーナー（修学旅行が 5 月にあるため） 

 

  
 

 

児童生徒の様子 ・オリエンテーションでは熱心に授業を聞く様子が見受けられました。面展示を 40

以上増やしたこと、特集コーナーを設置したら、貸出数が増加したので、急遽特集

コーナーを新しくしました。 

・例年より早くオリエンテーションを行ったので、放課後に来る生徒が増えました。

 

 

備考  
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