
◆南河内地区小学校教育研究会図書館部会 

○年間の取組み 

5 月 地区専門委員会 

・地区部長、副部長選出 

・地区研究テーマ、年間計画決定 

6 月 地区専門委員会 

・大阪府ＳＬＡ春の総会参加 

10 月 大阪府青少年読書感想文審査会 

11 月 地区研究発表会 

・羽曳野市立恵我之荘小学校にて 

研究授業 3年国語科 

「食べ物のひみつを教えます」 

羽曳野市の取組み報告 

大阪府教育センターより 

寺井講師をお招きして講演会 

1 月 地区研修会 

     ・第一回はぐくみ編集委員会 

・河内長野市にて地区研究集会 

 豊中市立岡町図書館司書 内川講師を 

 お招きして講演会 

2 月 地区専門委員会 

地区研修会 

 ・第二回はぐくみ編集委員会 

 
 

◆南河内地区中学校教育研究会図書館部会 

○年間の取組み 

5 月 地区専門委員会総会 

・地区部長、副部長選出 

・地区研究テーマ、年間計画決定 

6 月 地区専門部長会議 

・事業計画の確認 

・予算配分の決定 

6 月 地区専門委員会 

・地区読書感想文集について 

・秋の研究集会について 

10 月 地区専門委員会 

・地区読書感想文集の作成 

・秋の研究集会について 

12 月 地区研究集会 

・大阪府学校図書館研究集会に参加 

2 月 地区専門委員会 

・年間のまとめ、読書感想文集配布 

  



松原市 藤井寺市 
 

 
１．市町村の学校図書館に関する具体的方策や、 

行政からのサポート 

・各小中学校に、学校図書室ボランティアが配 

置されている 

 
２．学校図書館関係の組織の形態と活動 

・市教研図書館部会（月１回） 

5 月 総会 年間計画決定 

6 月   研修 

6 月 7 月府学校図書館研究集会に参加 

9 月 読書感想文コンクール市内審査 

11 月 地区小学校研究授業準備 

11 月 地区研究集会（羽曳野市で実施） 

12 月 府・市学校図書館合同研究集会に 

参加 

1 月 読書感想画コンクール市内審査 

1 年間の活動のまとめ 

1 月 南河内地区小学校研修会に参加 

 
３．学校図書館の具体的な活動例 

・週１時間学習時間の確保（小） 

・図書ボランティアによる読み聞かせ（小） 

・教員によるおすすめの本紹介（小・中） 

・朝読書（小・中） 

・図書委員による図書活動（小・中） 

本の整理、貸し出し・返却、ポスターづくり 

新刊図書の紹介 

図書室に入れて欲しい新刊図書リクエスト  

図書委員のおすすめの本紹介 

低学年への絵本の読み聞かせ（小） 月間特集

コーナーの企画・設置 

読書週間 読書冊数・ページ数による表彰 

 
４．図書館の蔵書管理方法 

・現在、順次電子化中 

・図書委員会が昼休みに貸し出し活動を行う 

 

５．学校図書館に関する特徴的なこと 

・市教育研究会図書館部会が小中合同であるため 

小中学校で共通した取組みが行えること 

１．市町村の学校図書館に関する具体的方策や、 

行政からのサポート 

・各小中学校に学校司書が配置 

・保護者によるボランティア（ブックママ）が配置 

・蔵書の充実のため市費により負担 

・図書室の環境整備（エアコンの設置など） 

・市立図書館との連携（再利用本の配布、「おすす

めの本のリスト」の本の展示） 

 
２．学校図書館関係の組織の形態と活動 

・市教研図書館部会 

５月 総会 年間活動計画の決定 

    

６月  おすすめの本のリストの作成  

研究授業の準備 

７月  市内全校児童に「おすすめの本のリスト」

を配布 

８月  研究授業の指導案検討 

   市立図書館での再利用本の整理 

９月 読書感想文コンクールの市内審査 

11月 研究授業 

 地区研究集会 

1 月 南河内地区研究集会に参加 

２ 月  一年間の活動のまとめ 

 
３．学校図書館の具体的な活動例 
・朝読書の実施（週１日） 

・学校司書による読み聞かせ 

・図書委員会による図書活動 

 本の整理、貸出・返却の手続き、放送によるお知ら   

 せ、おすすめの本の紹介、低学年への読み聞かせ、

読書週間の取り組み 

・読書貯金の活用 

・図書だよりの発行 

 

４．学校図書館の蔵書管理方法 

・平成２８年度全小中校で電子化完了 

 

５．学校図書館に関する特徴的なこと 

・ブックママによる図書室の環境整備や読み聞かせ 
・市内図書ボランティアグループによるお話会、ブッ

クトーク 

・地域や地元企業からの図書の寄贈 



羽曳野市 富田林市 
 

 
１．市町村の学校図書館に関する具体的方策や、 

行政からのサポート 

・学校司書が配置されている（少人数校１校除く） 

・公共図書館とネットワークで連携している 

・連絡車が、１年に８０回、学校間と公共の資料 を

運んでくれる 

 
２．学校図書館関係の組織の形態と活動 

・市教研図書館部会（月１回） 

研究テーマ 

「図書館を活用して 

子どもの自ら学ぶ力を育てる」 

・読書活動につなげる取組みについての学習 

・実践交流 

・コンクール作品選考 

・調べ学習のカリキュラム作り 

・おすすめの本の交流 

・地区小学校研究授業、市の取り組み報告資料準備 
 

３．学校図書館の具体的な活動例 

・本の読み語り、紹介 

・ブックトーク（教科や季節にあった本の紹介） 

・レファレンスサービス（児童・教員） 

（調べ学習・読書のための資料提供） 

・読書活動支援（ビブリオバトル、アニマシオン等） 

・読書月間（春・秋） 

・図書館利用指導（著作権、百科事典など） 

・朝読書支援 
 

４．学校図書館の蔵書管理方法 

・電子化されている（ＭＡＲＣ使用） 
 

５．学校図書館に関する特徴的なこと 

・学校司書が配置されているので、子どもや教員 の

ニーズに即対応してもらっている 

・図書館を使った調べ方コンクールや読書感想文 

コンクールへの応募数が多い 

 

 

 

 

 

 

１．市町村の学校図書館に関する具体的方策や、 

行政からのサポート 

・「富田林子ども読書活動推進計画」が策定されて 

いる 

・司書資格を持つ「学校図書館教育支援員」が全 校

に配置され、教員と連携して、読書活動や調べ 学

習の発展・充実に努めている 

・交付金・ふるさと寄付金を活用し、学校図書館 の

蔵書の充実・エアコン設置などを行っている 

 
２．学校図書館関係の組織の形態と活動 

・市教研図書館部会（月１回の定例部会） 各校の

読書活動の報告・交流 

  図書委員会の活動交流 

読書感想文の書き方交流 感想文の選

考 

本の読み聞かせ講習会 

読書感想画の指導方法交流 感想画の選考 

図書館教育支援員との交流など 
 

３．学校図書館の具体的な活動例 

・小学校での週１時間の図書の時間の実施 

・調べ学習資料、学級文庫などの収集、設置 

・図書の選定、発注、受け入れ、配架、管理 

・図書館の利用指導、分類の話 

・百科事典、辞書、図鑑の使い方指導 

・多読者の表彰 

・しおり、感想画、本の帯コンクールなどイベン 

トを開催 

・中学校でのビブリオバトル等の取組み 
 

４．学校図書館の蔵書管理方法 

・図書台帳による管理 

 

５．学校図書館に関する特徴的なこと 

・「富田林お話の会」による、本の読み聞かせ 

・富田林市立図書館から発行される読書通帳による

学校図書館・市立図書館の利用推進 



河内長野市 大阪狭山市 
 

 
１．市町村の学校図書館に関する具体的方策や、 

行政からのサポート 

・学校司書が配置されている 

・市立図書館から、学習支援図書の貸し出しや配 

送を行ってもらっている 

・絵本の広場 

 

２．学校図書館関係の組織の形態と活動 

・市教研図書館部会 
 

３．学校図書館の具体的な活動例 

・新入生へのオリエンテーション 

・たくさん読んだで賞 表彰 

・図書だより配布 

・図書委員活動 

おすすめ本のポスター掲示 

新聞やｐｏｐの作成、読書習慣の取組み 

・読書ノート活動 
 

４．学校図書館の蔵書管理方法 

・蔵書データは、100%コンピュータ化 

（新刊は、納品後、ただたちに登録） 

ソフト ： Ｊ ＢＯＸ（教育システム社） 

ＭＡＲＣ： 日書連ＭＡＲＣ 

・年に一度、蔵書点検を実施 

 

５．学校図書館に関する特徴的なこと 

・夏選、卒選（卒業生 小６・中３向けブックリス

ト）の作成・ 配布 →市内司書全員で選書 

・小６に紹介した本を、中学校の図書室で展示 

１．市町村の学校図書館に関する具体的方策や、行

政からのサポート 

・各校に、常駐の学校司書が配置されている 

 

２．学校図書館関係の組織の形態と活動 

・市教委主催で、司書連絡会を実施している 

 

３．市町村の学校図書館の具体的な活動例 

・市立図書館との連携 

定期的な図書の借り入れ 

・司書からの図書だより（不定期） 

・選定図書に、生徒からのリクエストＢＯＸを常時

設置 

・長期休業日に、図書室地域開放日を設定 

 

４．学校図書館の蔵書管理方法 

・ＦＵＪＩＴＳＵ ＬＢ＠ＳＣＨＯＯＬで、コンピ     

ュータシステム管理 

 

５．学校図書館に関する特徴的なこと 

・読書ｅプラン 

・「朝読書」「読書習慣」などの読書活動、「調べる 

学習」を全学年で計画的に実施 

・ブックマラソン、調べる学習コンクールの実施、 

読書感想文の作成 → こどもフェスティバル 

で発表・表彰 

・「学校おはなし会」ボランティアによる読み聞か 

せ 

・「ひろば読み」（絵本の巡回） 



東部ブロック 
 

 

１．市町村の学校図書館に関する具体的方策や、 

行政からのサポート 

太子町…ボランティア（ブックママ）による図書 

室の環境整備や読み聞かせ 

河南町…平成 27 年度より図書館司書（町に 2 人） 

の配置 

千早赤阪村…ボランティアによる放課後図書室開放 

（週 1 回） 

 
２．学校図書館関係の組織の形態と活動 

・東部図書館部会（年 6 回程度） 

・各校の読書活動報告、交流 

・読み聞かせの研修 

・公共の図書館など施設見学 

・読書感想文・感想画の選考 

 

３．学校図書館の具体的な活動例 

・読書タイム、朝読書の実施 

・図書委員会による活動 

おすすめの本の紹介、ポスター作成 紙芝居、

本の貸し出し、本の整理など 

・中学校でのビブリオバトル実施 全校または学年

ごとに実施 

・ボランティアによる読み聞かせ 

 

４．学校図書館の蔵書管理方法 

・東部小学校８校のうち、 

３校が電子化しバーコードで管理 

５校が図書台帳による管理 

 
５．学校図書館に関する特徴的なこと 

・河南町…町立図書館より毎月巡回文庫 ブックト

ーク 

・千早赤阪村 

ホームリーディング 

毎学期各学年 1 回、ボランティアによる読 

み聞かせ 

 


