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第８章 地域実態調査(3)  

千葉県袖ケ浦市における読書教育と学校図書館 

金  昭英（東京大学） 

 

１．調査概要 

 平成 20 年 3 月策定された「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第二次）」

の中には、第一次計画に引き続き家庭、地域、学校を通じた社会全体での取組の推進が

基本的方針として示されている。子どもの自主的な読書活動を推進するため、社会全体

で取り組むということは実際どのように展開されることなのか。本調査は家庭、地域、

学校を通じた社会全体で子ども読書活動推進に取り組んでいる先進地域事例を取り上

げ、地域単位の読書教育推進のあり方について示唆を得ることを目的とする。 

 先進地域事例として、千葉県袖ケ浦市の子ども読書活動推進に関する施策や取組につ

いて調査を行った。千葉県袖ケ浦市は、1990 年代初めから学校図書館を中心に子どもの

読書環境を整備し始め、市の財政に基づいた独自の読書活動関連事業を実施してきた。

さらに文部科学省の指定事業により読書活動の推進を発展させてもきた。その成果は市

内の学校や図書館が読書関連事業の表彰を受けたり、袖ケ浦市の子どもが読書や調べる

学習のコンクールで入賞する実績をもったりしてきたことからもわかる。平成 19 年度、

長浦小学校は読書活動優秀実践校として文部科学大臣表彰校となり、これは市内 13 校

の小中学校のうち 6 校目の受賞であった。平成 20 年度には袖ケ浦市中央図書館が子ど

もの読書活動優秀実践図書館文部科学大臣表彰を受け、翌年には市の読み聞かせサーク

ルである「ピノキオの部屋」が文部科学大臣賞を受賞した。また、公益財団法人図書館

振興財団が主催する全国「図書館を使った調べる学習コンクール」において、毎年、市

内の小中学校児童生徒の約半数が作品を出品し、連続して入賞者数累計全国一を果たし

ている。袖ケ浦市は「子ども読書の街」として全国から注目を集めているところである。 

 本調査は袖ケ浦市が 20 年前から子どもの読書活動推進に取り組んでいる来歴、その

結果が一定の実績として見えてきていることから、地域事例として調査の対象にした。

第 5 章で分析した「子どもの読書活動の推進に向けた取組に関する調査」に袖ケ浦市も

回答しているが、その分析では「熱心さ」の指標が高い地域として現れてこなかった。

この調査が問う数値目標の有無や検証方法の有無に示されるような取組の熱意は、本市

のようにかなりの長期間、独自の方法をもって読書振興をすすめてきたところにはあて

はまらないのかもしれない。 

 調査方法は、子どもの読書活動推進に関する施策や取組については袖ケ浦市教育委員

会による報告書や関連資料を通じた文献調査をもとに、教育委員会の読書教育関係者へ

のインタビューを行った。さらに実際読書教育がどのように行われその成果は何かを把

握するため市内小中学校の司書教諭・読書指導員向けのアンケート調査を実施した。 
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２．袖ケ浦市について 

 袖ケ浦一帯は、東京湾内の豊かな海と近代化された農業とともに、海山の幸に恵まれ

た純農漁業の町であったが、1970 年代以降急速に進展された京葉臨海工業開発と内陸部

における住宅開発により、その姿を一変させた。袖ケ浦市域の人口は、臨海部埋め立て

による企業進出にともない急増した。1974 年 3 万人であった人口が 1981 年に 4 万人、

1988 年に 5 万人へ達し、1993 年市政へ移行し 2010 年には 6 万人を超え継続的に増加し

ている。 

袖ケ浦市の初中等学校教育施設は小学校 8 校、中学校 5 校、高校 1 校が所在しており、

公共図書館など読書施設 5 ヶ所や公民館・博物館などの社会教育施設が位置している。

読書環境の面からみると人口 6 万人に読書施設が 5 ヶ所（うち公共図書館が 3 館）があ

り全館がネットワークで結ばれている。平成 23 年度千葉県内公立図書館サービス指標

からみると、袖ケ浦市立図書館は個人貸出登録率、人口 1 人あたり個人貸出冊数・蔵書

冊数・図書費、人口 1,000 人あたり年間受入冊数の全ての指標において上位を占めてい

る1。 

袖ケ浦市の公共図書館は、週 1 回の図書選定の他、一般に流通していない資料につい

ても児童書として活用できる資料を購入し、受け入れを行ってきた。その結果、平成 19

～21 年度 3 年間で約 1 万冊を購入し、児童向けの資料を充実させた。また、蔵書の充実

とともに「おすすめ図書リストの配布」、「おはなし会」、「子どもの本の講座」等の催し

を実施している。その結果、児童図書の貸出利用冊数は大きく増加し、現在では 16 万

冊を超えている2。なお、中央図書館に専任の児童奉仕担当職員を配置し、子どもたちに

対する読書活動の支援を行い、平成 22 年度からは、調べる学習を支援するパスファイ

ンダーを作成している。学校図書館に対するサービスとしては、学校への団体貸出や出

張おはなし会を実施し協力している。 

袖ケ浦市の学校図書館の図書整備率は、平成 21 年度末で小学校 91.3％、中学校 85.6％

となり、国の基準にはやや満たないものの、図書流通システムによる学校図書館同士の

相互貸出や市立図書館、郷土博物館との連携によって図書資料の充実を図っている3。学

校図書館の担当職員は各学校に司書教諭と読書指導員が 1 人ずつ配置されている。袖ケ

浦市は公共図書館、学校図書館ともものと人の面において図書館の整備状況、図書館の

読書環境は良好であるといえる。 

                                                  
1 千葉県公共図書館協会. 千葉県の図書館. 2012、 58p. 

人口 1 人あたり 

項目 個人貸出登録率 
個人貸出冊数 蔵書冊数 

図書費（23 年

度決算） 

人口 1000人あ

たり年間受入

冊数 

県平均 39.7％  5.73 冊  3.02 冊 194 円 128.8 冊 

袖ケ浦市 49.4％ 11.13 冊 10.23 冊 526 円 298.7 冊 

 
2 袖ケ浦市教育委員会. 第二次袖ケ浦市子ども読書活動推進計画. 2011、 2p. 
3 上掲書、 3p. 
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袖ケ浦市は、子どもの読書活動推進にあたって学校における読書教育を中心に展開し

てきた事例であり、そのきっかけは 1993 年市制施行にともなった新しい教育重点施策

の設定である。地域が行政改革という大きな転換を迎えたとき読書教育が目玉教育施策

になったのである。その背景には、当時重視されたコンピュータ教育とのバランスに関

しての当時の教育長の考えが影響を与えた。袖ケ浦市には他の市よりも早く昭和 63 年

からコンピュータ設備が導入された。しかし、子どもの情報教育のためにはコンピュー

タ教育だけでは十分と言えず、心の面の教育も必要であるという考えから読書教育に着

目することになった。これには当時の市の教育長平戸襄氏の考え方が影響を与えた。平

戸氏は同県の市川市の教育長と意見交換や交流があり、読書教育や学校図書館整備にお

いて先行していた市川市の実践に影響を受けたといえる。市川市の読書活動に対する教

育長の肯定的な評価は袖ケ浦市の教育政施策樹立につながったのである。 

 

表 8.1 袖ケ浦市の概要 

項目 袖ケ浦市 

都市としての特徴 人口 6 万人 

図書館システム 中央図書館１，地域館 2，公民館図書室 2 

訪問図書館 ・中央図書館 蔵書 32 万冊 職員数 9 名4 

・長浦おかのうえ図書館 蔵書 22 万冊 職員数 4 名 

訪問理由 ・中央図書館や市内小中学校 13 校の内 6 校が読書活動の優

秀実践として文部科学大臣表彰を受賞 

・「図書館を使った調べる学習コンクール」において入賞者

数が全国トップ 

子ども読書推進計画 2006 年第 1 次計画，2011 年第 2 次計画を策定 

教育委員会が担当 

予算的位置づけ 市立図書館の平成 24 年度予算：259,082 千円 

公立図書館 

児童サービス 

児童向けの資料の充実：3 年間で約 1 万冊の購入 

「おすすめ図書リストの配布」「おはなし会」「子どもの本

の講座」等の催しの実施 

パスファインダーの作成 

中央図書館に専任の児童奉仕担当職員を配置 

学校への団体貸出・出張おはなし会の実施 

生涯学習等 ブックスタート事業 

学校 小学校 8 校，中学校 5 校，高校 1 校 

小中学校には司書教諭 1 校 1 人，読書指導員（市の派遣職

員）が 1 校 1 人体制 

その他 コンピュータ教育とのバランス，近隣地域からの影響，教

育長のリーダーシップが子どもの読書活動や学校における

読書教育推進のきっかけ 

                                                  
4 市立図書館 3 館において職員以外委託職員が 23 名 
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３．調査結果 

（１）子どもの読書活動推進の歩み 

 地域における子どもの読書活動は、家庭、地域、学校など子どもをとりまく様々な

場面で推進することが求められる。袖ケ浦市は、学校図書館を中心にした読書活動の

推進が成功した事例である。市は 1990 年代から学校図書館の整備を始め、学校教育

課程において読書教育を位置付けながら市の公共図書館や関係機関などが読書教育

に協力して取り組んできており、読書教育を進めるにあたって探究学習に力を入れて

きた。さらに 2006 年から策定しはじめた市の読書活動推進計画は、国や県による子

ども読書活動推進計画、市の教育振興基本計画に基づいたものとして子どもの読書活

動推進に拍車をかけている。袖ケ浦市における子どもの読書活動推進がどのように行

われてきたかを学校図書館関連取組と子どもの読書活動推進計画の策定過程を通じ

てみていきたい。 

① 学校図書館関連取組 

子どもの読書環境の整備・充実の観点から学校図書館の整備をみると、おそらく

ハード的な整備とソフト的な整備の二つに分けてみることができると思われる。学

校図書館のハード的な整備は蔵書、蔵書管理システム、図書流通システムのような

物の整備や学校司書・司書教諭のような人の配置有無があげられる。ソフト的な整

備は学校図書館の物や人を使ってできる読書活動、学習活動の展開、各種図書館サ

ービスの提供などがあげられる。ハード的な整備とソフト的な整備という観点から

袖ケ浦市の学校図書館関連整備の歩みを眺めてみると、大きく二つの時期に分けて

みることができる。1990 年代は主にハード面の整備に注力し、2000 年代からはソ

フト面の整備へと発展してきた（表を参照）。 

袖ケ浦市の学校における読書環境の整備、すなわち学校図書館整備は市が 1991

年 1 校当たり 100 万円の図書購入費を配分したことから始まった。その予算から図

書を購入し、蔵書管理システムを導入した。さらに読書教育が 1993 年の袖ケ浦の

市制移行にともなった教育重点施策の一つとして設定され、推進のきっかけとなっ

た。図書の購入、蔵書管理システムの導入によって学校図書館にある程度の物が整

ったが、担当職員なしでは学校図書館の利用の活性化に限界があった。そこで 1995

年から読書指導員という名称の学校司書の配置が始まり 99 年小中学校全校へ配置

を完了した。また 1997 年図書流通システムを運営し始めた。図書流通システムは

公共図書館と学校図書館間、あるいは学校図書館間相互を結び蔵書を相互利用する

仕組みである。ウェブで依頼した他館の図書資料・ビデオ教材を毎週水曜日（年間

43 回）業者委託の宅配便で利用することができる。図書物流システムにより、蔵書

の有効利用を図ることになり、読書教育に豊富な資料を揃えられる効果があった。

さらに進んで 2004 年からは市の郷土博物館の資料も物流システムを使って利用す

ることができる。 

袖ケ浦市は自ら以上のような学校図書館のインフラを整備し終わった時点で

1998 年文科省の「図書館情報化・活性化推進モデル地域事業」を受けることになっ
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た。他の指定事業の地域が学校図書館のインフラ整備に経費を利用したことに比べ、

袖ケ浦市はすぐ図書館で調べる学習・探究学習に取り組むことができた。また、そ

の時は新しい学習指導要領が告示され総合的な学習の時間が創設されたこともあ

り、探究学習・図書館の活用などがより求められた時期であった。このような背景

が袖ケ浦市の読書教育の取組を促したと考えられる。 

一般的に「読書教育」というと、本好きな子どもを育てる側面だけが強調されや

すい。しかし、読書教育には学び方を身につけさせる図書館利用指導の面があり、

後者の読書教育の側面は学校現場において調べる学習（調べ学習）、探究学習（探

究型学習）などの名称で行われていることもある。そもそも探究学習は子どもたち

が「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」という一連の探究

活動のプロセスに主体的に参加することを通して、内容知と方法知5をバランスよく

習得していく多様な学習方法・形態の総称を示す。探究学習の過程においては図

書・資料を調べること、図書館を利用することが求められ、学び方を身につけるこ

とができる。図書館利用指導の読書教育が探究学習と密接な関係をもっているとい

える。袖ケ浦市は学校図書館のハード的な整備のうえ、その読書教育は本好きな子

どもを育てることに限らず、図書館を積極的に利用した調べる学習（探究学習）に

取り組む方向へ発展してきたのである6。 

学校図書館のソフト的な整備において調べる学習に取り組んできた袖ケ浦市は、

その手段の一つとして「図書館を使った調べる学習コンクール」の地域コンクール

を実施した。「図書館を使った調べる学習コンクール」は、（公益財団法人）図書館

振興財団が図書館を使った調べる学習の普及のために主催する全国規模のコンク

ールである。出品する作品は、子ども自分が興味を持ったテーマを公共図書館や学

校図書館を利用して調べ、まとめたものであり、見る、聞くなどの体験や、調査な

ども取り入れながら、どのように調べをすすめたか、またその結果自分は何が分か

ったかを書いたものである。袖ケ浦市は、全国コンクールの応募の前、市内におい

て地域コンクールを行っている。地域コンクールの開催によって、探究学習の成果

である子どもたちの作品を市全体で一堂に集めて評価し、入賞作を展示することが

可能になり、探究学習の展開に弾力をもたせることができた。また、袖ケ浦市はコ

ンクールの審査会を、司書教諭の研修の場として位置づけており、司書教諭による

審査を実施したことによって各学校における調べる学習の内容が向上したと評価

している。2011 年度、袖ケ浦市の小中学生の内、2,344 人が市内コンクールに応募

した。その数は市内小中学生の 44.5％に当たる。その中から選ばれた 60 点が全国

コンクールに出品され、その全てが入賞し、入賞数が全国トップになった。 

                                                  
5 内容知とは従来から学びの対象となってきた学問や科学に基づく教科知識のことであり、方

法知とは内容知を獲得したり、共有したり、発信したりするための方法についての知識や技術

のことである。 
6 袖ケ浦市では調べる学習、調べ学習という名称が混用されており、本稿では調べる学習に統

一して使う。 
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2001 年度には市独自のカリキュラムである「学び方ガイド」を作成し、市内の学

校での普及を図ってきている。「学び方ガイド」は袖ケ浦市の調べる学習のための

地域カリキュラムとして機能することを目的として作成された。学び方ガイドは児

童生徒の発達段階や教科内容を考慮し教科・総合的な学習の時間などを活用して図

書・資料を調べるスキルを身につけたり図書館の利用ができるよう具体的な例を提

供している。新しい学習指導要領が告示された 2008 年には新教育課程にあわせ「学

び方ガイド」の第 2 版が刊行された。 

2003 年学校図書館法改正による司書教諭の発令が市内全校で行われ、読書教育を

担う教員が確保されたことは大きい。市内一部の学校では司書教諭に授業時間軽減

を与え、その時間に読書指導員との綿密な会議、調べる学習授業の準備、校内図書

館活用の全体的な状況把握などを行っている。学校図書館に関わる人・組織整備と

して市は、教育委員会が運営する総合教育センターに 2005 年学校図書館支援セン

ターを設置した。学校図書館支援センターは、日常的な学校図書館支援に関する細

かい管理・調整、読書指導員の研修や司書教諭への日常的な指導・助言、中央図書

館・博物館との流通に関する調整などの業務を行っている。 

ソフト面の整備においては文部科学省からの学校図書館関連事業の指定を継続

的に受け、読書活動の推進や教師の授業改善を図ってきたことが欠かせない。文部

科学省による読書関連事業として 2006～2008 年の「学校図書館支援センター推進

事業」、2007・2008 年の「『読む・調べる』習慣の確立に向けた実践研究事業」、2009

年の「子ども読書の街」があり、これらの事業に対して国からの支援が与えられた。 

 

表 8.2 袖ケ浦市における学校図書館関連取組 

年度 市の取組 市内外の状況 

1991 学校図書館図書購入費の予算化 

小学校に蔵書管理システムの導入 

 

1992 中学校に蔵書管理システムの導入  

1993 教育重点政策として読書教育推進 市制施行 

1995 読書指導員の配置開始  

1996 オンライン化検討委員会  

1997 図書流通システム稼働  

1998 文部省「図書館情報化・活性化推進モデル地域

事業」 

学習指導要領の告示 

「総合的な学習の時間」創設

1999 読書指導員の全校配置  

2000 市内コンクール開始 学習指導要領の施行 

2001 市独自の小学校「学び方ガイド」作成  
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2002 中学校「学び方ガイド」作成  

2003 「学び方ガイド」WEB 版作成 学校図書館法の改正 

司書教諭の発令 

2004 郷土博物館の資料の物流化  

2005 学校図書館支援センター設置  

2006 文科省「学校図書館支援センター推進事業」  

2007 文科省「『読む・調べる』習慣の確立に向けた

実践研究事業」 

 

2008 「学び方ガイド」2 版刊行 学習指導要領の告示 

2009 文科省「子ども読書の街」  

 

② 子ども読書活動推進計画 

平成 13 年「子どもの読書活動の推進に関する法律」が制定されて以降、その翌

年国による「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」が策定され、平成 15

年度千葉県は国の方針を受け「千葉県子どもの読書活動推進計画」を策定した。袖

ケ浦市においても平成 18 年度に「袖ケ浦市子ども読書活動推進計画（計画期間：

平成 19 年度～平成 22 年）」が策定され、子どもの読書環境の整備に取り組むとと

もに、子ども読書に関する様々な活動を推進してきた。 

その後、国においては、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の成

果と課題を踏まえ、平成 20 年度 3 月「子どもの読書活動の推進に関する基本的な

計画（第二次）」が策定された。千葉県においては、平成 15 年度の第一次計画に基

づいて子どもの読書環境の整備に取り組むとともに、平成 19 年 7 月策定の「千葉

県教育の戦略的なビジョン」においても、基本テーマ「充実した人生を送るための

学ぶ意欲、学ぶ力の向上」の中で、子どもの発達段階に応じた読書活動を推進した。

計画期間を平成 21 年度末とした千葉県の（第一次）計画の後を継ぎ、平成 22 年に

「千葉県子ども読書活動推進計画（第二次）（計画期間：平成 22 年度～平成 26 年

度）」が策定された。千葉県は、第二次計画と同年策定された「千葉県教育振興基

本計画」に基づいて「朝読書」の発祥県である千葉県の伝統と実績を生かしていく

計画である7。 

袖ケ浦市においても千葉県の（第二次）計画や市におけるこれまでの成果と課題

を踏まえ、子どもの読書活動をさらに推進するため「第二次袖ケ浦市子ども読書活

動推進計画」を策定し、「読書の街そでがうら」の充実を目指している。また、市

の教育振興基本計画である「袖ケ浦市教育ビジョン（第二期）」に沿い、基本理念

を「学び、つながり、支え合う教育」として 23 年度から教育行政を展開しており、

                                                  
7 千葉県教育委員会. 千葉県子どもの読書活動推進計画（第二次）. 2010、 1p. 
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袖ケ浦市の第二次計画はそのビジョンに基づいて定められたものである8。 

袖ケ浦市の子どもの読書活動推進計画は、下の図のように、国による子どもの読

書活動の推進に関する計画が千葉県の計画の基になり、千葉県の計画が袖ケ浦市の

計画とかかわってきている。また千葉県と袖ケ浦市は、その地域の教育振興基本計

画とともに子どもの読書活動の推進に取り組んでいる。 

 

図 8.1 「袖ケ浦市子ども読書活動推進計画」の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国、千葉県、袖ケ浦市における子どもの読書活動推進計画の基本的な方向性はほ

ぼ同様である。千葉県と袖ケ浦市は、国によって示された①子どもの自主的な読書

活動の推進、②家庭、地域、学校を通じた社会全体での取組の推進、③子どもが読

書に親しむ機会の提供と諸条件の整備・充実、④子どもの読書活動に関する理解と

関心の普及という基本的な方針に沿いその県と市の計画を策定している。 

 袖ケ浦市の場合、第一次計画期間における成果として平成 19 年度長浦小学校が

市内で 6 校目となる読書活動優秀実践校文部科学大臣表彰受賞校となり、平成 20

年度には中央図書館が子どもの読書活動優秀実践図書館文部科学大臣表彰を受賞

                                                  
8 袖ケ浦市教育委員会. 第二次袖ケ浦市子ども読書活動推進計画 平成23年度～平成27年度. 

2011. 

【 】は策定年度 

子どもの読書活動に関する基

本的な計画【H14】   

子どもの読書活動に関する基

本的な計画（第二次）【H20】   

千葉県教育の戦略

的ビジョン【H19】   

千葉県教育振興基本

計画【H22】   

千葉県子ども読書活動推

進計画（第二次）【H22】   

千葉県子ども読書活動

推進計画【H15】   

袖ケ浦市子ども読書活動

推進計画【H18】   

袖ケ浦市教育ビジョン

（第二期）【H23】   

第二次袖ケ浦市子ども読

書活動推進計画【H23】   

国    県  市    
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し、全国「図書館を使った調べる学習コンクール」で多くの入賞者を輩出した。 

 一方、第一次計画の課題としては①学校における読書活動の充実：関係職員の職

務分担の明確化や資質向上、学校図書館の読書センターや学習情報センターとして

の機能の充実、②地域におけるボランティアの育成と連携、③子どもの読書習慣の

確立：家庭における読書活動の推進が把握された。 

 そこで第二次計画の基本的な方針を以下のように定めた。 

① 子どもの自主的な読書活動を育む読書環境の整備・充実 

② 地域における子どもの読書活動の推進 

③ 子どもの読書活動に関する理解と関心の普及 

その具体的な方策は、関連諸機関において計画的・組織的な読書活動を推進する

ことで、社会教育機関である図書館、公民館の役割や幼稚園・保育所の役割、小中

学校の役割、その他の関係機関の役割を提示した。 

 

（２）読書教育の実態とその成果 

袖ケ浦市における子ども読書活動推進は、学校の教育課程と密接に関連して展開し

てきたことが特徴である。また、読書環境の整備や読書への動機づけにとどまらず、

言語力・情報リテラシーを向上する調べる学習指導に力を入れていることも指摘でき

る。以上のことから、各学校において読書教育はどのように行われているのか、また、

読書教育において調べる学習指導はどのように位置づけられているのか。市内の小中

学校で行われている読書教育の現況を明らかにするため、読書教育を「読書指導」と

「調べる学習指導」に分けてアンケート調査を行った。ここで「読書指導」とは、児

童生徒が日々の生活の中で本に親しみ本好きな人になるように読書を促進する指

導・支援9を示し、「調べる学習指導」とは、児童生徒が図書館を計画的に使い必要な

情報を収集・選択・活用できる能力を身につけさせる指導・支援10を示す。 

① アンケート調査概要 

 袖ケ浦市小中学校において学校図書館の運営にかかわる業務を主とする教職員

は司書教諭と読書指導員である。司書教諭と読書指導員は全校（小学校 7 校や中学

校 5 校 ）に最低 1 人配置されており、合計 26 人を調査対象とし、アンケート調査

を行った。 

 

・調査方法：学校図書館職員向けのアンケート調査 

・調査対象：学校図書館職員である司書教諭および読書指導員 

・調査時期：市教育委員会の協力より 2012 年 1 月 25 日配付 2 月 15 日回収 

・回答数：26 件配付、26 件回収（回収率 100％） 

                                                  
9 例えば、一斉読書、読み聞かせ、ブックトーク、読書感想文の指導など 
10 例えば、本やインターネットのようなメディアの調べ方、図書の分類・索引の利用、記録カ

ードの作り方などの指導など 
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・調査内容11 

Ⅰ 読書教育の実態 

A 調べる学習指導 

指導時間の割り当て、指導頻度、指導内容、利用する資料・情報源、評価

方法、学校教育課程における位置づけ・認識 

B 読書指導の状況 

指導時間の割り当て、指導頻度、指導内容、評価方法、学校教育課程にお

ける位置づけ・認識 

Ⅱ 司書教諭・読書指導員としての取組や考え 

指導体制、図書館での授業頻度、教室での授業への支援頻度、学校図書館職

員としての取組内容やそのとき参考にした情報・経験 

Ⅲ 読書教育の成果・課題 

  指導・支援上の成果、今後の課題、特色ある取組、自由意見 

Ⅳ 回答者の属性 

  年齢、性別、教職員歴、担任・教科など 

 

② アンケート調査結果 

 本調査は市内の各学校における読書教育実践の内容やその成果を明らかにする

ことが目的であり、司書教諭と読書指導員の実践を比較する意図はないため、同様

の質問については司書教諭の回答を中心にし、必要に応じて読書指導員の回答を補

足してみていきたい。 

ア．回答者の属性 

司書教諭は、女性 11 人、男性 2 人である。年齢は、30 代が 5 人、40 代が 2 人、

50 代が 6 人である。教員としての職歴は、最短 3 年から最長 34 年であり、平均

教員歴は 19 年である。袖ケ浦市での勤務歴は最短 1 年から最長 17 年、平均 7 年

である。現職学校での勤務歴の平均は 6 年である。司書教諭としての職歴につい

ては、最短 1 年から最長 10 年、平均 3 年である。小学校教員の場合、担当学年

は、第 1 年が 2 人、第 4 年が 1 人、第 5 年が 1 人、第 6 年が 3 人、1 人は第 5・6

年の算数科である。中学校教員の担当学年は、第 1 年が 2 人、第 2 年が 1 人、第

3 年が 2 人であり、担当教科は国語科が 4 人、英語科が 1 人である。 

  読書指導員は、全員女性（13 人）である。年齢は、30 代が 3 人、40 代が 4 人、

50 代が 5 人、60 代が 1 人である。学校司書（読書指導員）としての職歴は、最

短 1 年から最長 16 年であり、平均は 9 年である。袖ケ浦市での勤務歴は、1 件の

回答を除くと学校司書としての職歴と同様の回答であり、回答者の大部分は同市

で読書指導員のキャリアを始め、現在まで続けてきていることがわかった。最短

1 年、最長 16 年、平均 9 年である。現職学校での勤務歴については、最短 1 年か

                                                  
11 詳しい調査項目は別添のアンケート調査表を参照されたい。 
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ら最長 5 年であり、平均 2 年である。 

 

イ．読書指導の状況 

    ａ．指導時間の割り当て 

  指導時間の割り当てについて 司書教諭が読書指導に取り組んでいる教科や

時間、校内の他教員が取り組んでいる教科や時間について質問した。その結果、

司書教諭、他教員とも国語科を中心に読書指導を行っており、その他の時間とし

ては夏休みの課題、総合的な学習の時間、生活科、学級活動の時間などを利用し

ていることがわかった。国語科以外の教科の時間を利用することが比較的少ない

といえる。 

 

図 8.2 読書指導の時間の割り当て 

 

(国)国語  (社)社会 (数)算数、数学 (理)理科 (生)生活 (音)音楽  

(美)図画工作、美術 (家)家庭、技術・家庭 (体)体育、保健体育 (外)外国語 

(道)道徳 (総)総合的な学習の時間 (級)学級活動 (行)学校行事 (ク)クラブ活動

(会)児童・生徒会活動 (放)放課後の家庭学習 (夏)夏休みの課題 (他)その他 

 

ｂ．指導内容 

 読書指導として取り組んでいる指導内容については司書教諭全員が朝の読

書などの一斉読書の時間を運営していた。また、読み聞かせ（12 人）、読書週

間・読書まつりなどの行事（12 人）、ブックトーク（10 人）、読書感想文・読

書感想画コンクールなど（10 人）を実施しているという回答が多かった。  
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図 8.3 読書指導の内容 

 

 

ウ．調べる学習指導の状況 

ａ．指導時間の割り当て 

 指導時間の割り当てについて 司書教諭が調べる学習指導に取り組んでいる

教科や時間、校内の他教員が取り組んでいる教科や時間について質問した。そ

の結果を示す図 8.4 では、青が司書教諭が取り組む科目、緑が他の教員が取り

組む科目である。司書教諭、他教員とも総合的な学習の時間、国語科、夏休み

の課題を利用して調べる学習指導を行っている場合が多かった。 

 読書指導と調べる学習指導の指導時間を比べてみると読書指導は国語科の

みを中心に行われていたが、調べる学習指導の場合は総合的な学習の時間にお

ける指導が も多く、国語科、夏休みの課題としても行われていることが相違

点である。また、調べる学習指導は、読書指導より社会科や理科のような教科

課程として取り組まれているという回答が多かった。 

 

図 8.4 調べる学習指導の時間の割り当て 
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(国)国語  (社)社会 (数)算数、数学 (理)理科 (生)生活 (音)音楽  

(美)図画工作、美術 (家)家庭、技術・家庭 (体)体育、保健体育 (外)外国語 

(道)道徳 (総)総合的な学習の時間 (級)学級活動 (行)学校行事 (ク)クラブ活動

(会)児童・生徒会活動 (放)放課後の家庭学習 (夏)夏休みの課題 (他)その他 

 

ｂ．指導内容  

調べる学習指導として取り組んでいる指導内容については学校図書館の使

い方(11 人)、図書の分類や本のラベル(11 人)、調査の仕方(10 人)、複数の情

報源の資料の比べ方（9 人）、記録のとり方や情報整理の仕方（9 人）の順に回

答が多かった。 

 

図 8.5 調べる学習指導の内容 

 

 

ｃ．利用する資料・情報源 

 調べる学習指導の際利用する資料・情報源について質問した。その結果、司

書教諭全員が百科事典・辞典・事典を利用しており、パンフレット・資料集（12

人）、インターネット（12 人）、図鑑・画集（11 人）、新聞・雑誌（9 人）の順

に頻繁に利用していることがわかった。 

パンフレット・資料集は、公式的な経路を通いて購入可能な単行本に比べて

入手・整理に人の手を求める資料である。また、インターネットは子どもに適

切な使い方を身につけさせるためには手厚い指導が必要な情報源であり、調べ

る学習指導に利用する資料・情報源から改めて資料整備や指導を担う人の重要

性が読み取れる。 
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図 8.6 調べる学習指導に利用する資料・情報源 

 

 

エ．読書教育全般 

ａ．指導体制 

読書指導、調べる学習指導の読書教育において指導体制はどのようにしてい

るかを質問した。回答の結果、全校とも学校図書館の運営にかかわる業務を主

とする教職員である司書教諭と読書指導員がチーム･ティーチング（TT）で指

導を行っていることがわかった。その他、担任教員がクラス毎に一人で指導す

る場合などがあった。 

 

図 8.7 読書教育における指導体制 

 

 

     ｂ．図書館での授業頻度 

 子どもの読書活動を促す中核的な役割を担う校内読書施設は学校図書館で

ある。読書環境として整備され授業の場としてはどのぐらい利用されているの

かについて読書指導員に尋ねた。「週に 1 回以上」という回答が 12 人、「月に

数回」が 1 人であり、「学期に数回」「年に数回」「行われていない」という回
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答はなかった。ほぼ全校において週に 1 回以上学校図書館が使われており、利

用頻度が特に低い学校がないということは袖ケ浦市がこれまで市をあげて地

域全体の読書教育の推進を実践してきた結果ではないかと考えられる。 

 

     ｃ．司書教諭の業務時間確保や読書活動時間の設定について 

 平成 19 年 6 月袖ケ浦市が実施した「読書教育実態調査」結果によると司書

教諭として司書教諭の業務をするための時間が確保されている場合は、回答者

15 人のうち 1 人のみであった12。本アンケート調査で同様の質問をした結果、

13人の司書教諭のうち小学校の 3人が 1.5あるいは 2時間の時間確保があると

いう回答であった。5 年前の調査に比べ時間確保のある学校が増加しているこ

とがわかった。子どもの読書活動を充実するためにはまず人的配置が必要であ

ること、さらに単なる人の発令にとどまらず実際業務を行う時間の確保が必要

である必然性からこのような司書教諭の時間確保装置が増加したのではない

かと推察される。 

 また、今後、読書教育の展開を図るためには「読書の時間」「図書館の時間」

のような時間設定が必要であるかという質問に対してどの程度当てはまるか

回答を求めた。回答は 5 よく当てはまる、4 少し当てはまる、3 どちらともい

えない、2 あまり当てはまらない、1 全く当てはまらないのうち 1 つを選ぶよ

うにした。回答結果を 5 段階尺度として平均値を算出した結果、司書教諭は

4.46、読書指導員は 4.54 であり読書活動のための時間設定について高い必要

性を示した。この結果からも子どもの読書活動の推進に当たって実質的な指導

時間が求められていることがわかる。 

 

オ．読書教育の成果 

 これまでの読書教育の実践を通して得られた成果や教育的効果について質問

した。質問はの各項目についてどの程度当てはまるかを 5 よく当てはまる、4 少

し当てはまる、3 どちらともいえない、2 あまり当てはまらない、1 全く当てはま

らないのうち 1 つを選択するようにした。司書教諭と読書指導員への共通質問に

対しての回答結果を 5 段階尺度として平均値を算出した結果は以下の表である。 

司書教諭と読書指導員の両方とも、「児童生徒が読書に取り組んだことは、ふ

だんの生活や社会に出たときに役に立つと思う」という項目に最も同意しており、

「児童生徒が図書館を頻繁に使うようになった」「児童生徒が読書好きになった」

についても 4 以上の高い評価を与えている。しかし、「児童生徒が適切な情報を

選択し活用できるようになった」「教員が普段の授業で図書館を計画的に使うよ

うになった」「より個に応じた支援ができるようになった」については司書教諭

                                                  
12 袖ケ浦市学校図書館支援センター編. 豊かな心と自ら学ぶ力を育む学校図書館をめざして

～読む・学ぶ・感じる楽しさ 再発見！～. 2009、 31p. 
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か読書指導員の方で相対的にやや低いものの、3 以上の肯定的な評価を与えてい

る。 

 

表 8.3 読書教育の成果 

項目 
司書教諭

平均 

読書指導員

平均 

(1)教員が普段の授業で図書館を計画的に使うようになった。 4.46 3.92 

(2)より個に応じた支援ができるようになった。 3.77 4.00 

(3)児童生徒が読書好きになった。 4.31 4.23 

(4)児童生徒が図書館を頻繁に使うようになった。 4.38 4.38 

(5)児童生徒が適切な情報を選択し活用できるようになった。 3.77 3.92 

(6)児童生徒が読書に取り組んだことは、ふだんの生活や社

会に出たときに役に立つと思う。 
4.54 4.62 

 

カ．読書教育の課題 

これまでの読書教育の実践を通して必要性を感じる読書教育の課題を質問し

た。読書教育の成果についての質問と同様にどの程度当てはまると思うかを 5 段

階で回答を求めた。司書教諭と読書指導員への共通質問に対しての回答結果を算

出した結果は以下の表のとおりである。 

 「各教科での学校図書館資料を活用した授業の推進の拡大」「校長・教頭や教

務主任など管理職教員のリーダーシップ」のような各学校における課題、「教育

委員会・学校図書館支援センターの支援の強化」「読書教育に関する研修会・研

究会の拡大」のような市としての課題を問わず、司書教諭や読書指導員とも 4 以

上の高い同意を示している。今後、読書教育の推進に当たって各学校における改

善と地域における工夫を並行する必要があると考えられる。 

 

表 8.4 読書教育の課題 

項目 
司書教諭

平均 

読書指導員

平均 

(1)各教科での学校図書館資料を活用した授業の推進の拡大 4.23 4.54 

(2)教育委員会・学校図書館支援センターの支援の強化 4.54 4.31 

(3)校長・教頭や教務主任など管理職教員のリーダーシップ 4.31 4.31 

(4)読書教育に関する研修会・研究会の拡大 4.15 4.46 

 

４．分析・考察 

（１）子どもの読書活動を充実させる地域ネットワーク 

 以上、袖ケ浦市における子どもの読書活動推進についての調査から家庭、地域、学
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校を通じた社会全体での取組がどういうことかその一例が明らかになったと思われる。

国による「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の中に基本的方針として

提示されている通り、子どもが読書に親しみ、読書活動を充実させるためには、家庭

の保護者のみ、学校の教員のみ、地域の関係者のみのような部分的な努力には限界が

ある。地域社会を構成する構成要素がそれぞれの役割を果たし、構成要素の間に連携・

協力してネットワークをつくり子どもの読書活動を取り囲む環境をつくっていくこと

が必要である。 

袖ケ浦市の事例は、学校における読書教育を中心に公共図書館の協力と民間団体の

読書プログラムを活用したことが特に目につく点であった。学校は読書活動に必要な

物・人の整備のうえ、子どもが日々の生活の中で本好きな人になる読書活動を促進し、

延いては子どもが図書館を計画的に使い必要な情報を収集・選択・活用できる能力を

育成する指導・支援を行っている。そこで公共図書館は図書流通システムを通じた資

料の提供、調べる学習を支援するレファレンスの充実などの支援を行っており、読書

関連の民間コンクールが読書活動を盛り上げる正の触媒になっている。なお、この全

体をコーディネートする教育委員会や学校図書館支援センターも欠かせない。市の教

育委員会や学校図書館支援センターは、子どもの読書活動に関する方向を提示し、関

連組織・機関間の連絡調整を行い、関係者の研修会・研究会を開催するなど地域ネッ

トワークのハブの役割を果たしている。袖ケ浦市はこのような地域ネットワークの取

組から、個別の学校の成功に限った読書活動の推進ではなく市内の均等な向上を図っ

ている。 

 

（２）子ども読書についての考え方の軸からみた袖ケ浦市の事例 

子ども読書についての考え方の軸として①読書の動機づけに関する施策、②読書施

設や読書資料の充実に関わる施策、③読書教育、国語力や情報リテラシー向上に関わ

る施策が考えられる。大部分の自治体や学校における子どもの読書に関する施策は、

本に親しむ機会の充実、読書環境の整備について計画が立てられ実践につながる場合

が多いと思われるが、そこから一歩進んで読書を通じて身につけさせる力を考慮した

アクションに取り組んでいるところはそれほど見当たらない。 

こういう状況の中で、3 つの軸が順調に推進されてきている袖ケ浦市の事例は読書

活動を推進する他の地域にとって示唆深い一例であると思われる。袖ケ浦市の公共図

書館、学校図書館はその施設と資料において比較的豊かな環境を設けている。①と③

の面においては、アンケート調査で学校における読書教育を読書の動機付けに関わる

読書指導と国語力や情報リテラシー向上に関わる調べる学習指導に分けて調査した

結果、調べる学習指導も読書指導にまして指導時間が割り当てられていることが明ら

かになった。このような結果が出たことは、何よりも学校図書館の人の配置と密接な

関連があるだろう。袖ケ浦市は約 20 年前子どもの読書活動推進に取り組み始めた時

期から読書指導員を全校に配置しており、現在全ての学校で読書指導員は教員とのチ

ーム・ティーチングで読書に関する指導を行っていることがアンケート調査結果から
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明らかになった。また、全校に配置されている司書教諭は 5 年前に比べ業務のための

時間確保が増加していることがわかった。人の配置に配慮せず施設や資料の整備のみ

に限定した読書活動には必ず限界があると思われる。 

 

（３）地域読書活動推進における発展段階モデル 

 袖ケ浦市の読書活動推進は読書教育、学校図書館関連の取組から始まって、その展

開様相は大まかにハード的な整備からソフト的な整備へと拡大してきたといえる。前

述の子ども読書についての考え方の軸からいうと、②の読書環境の整備をもとに①の

読書の動機付けに努め③の読書を通じた能力の育成に進んできた。こういう発展過程

は子どもの読書活動推進における 1 つのモデルとしてみることができるのではないか

と思われる。読書への興味をそそること、快適な空間と良質の資料を提供すること、

力になる読書活動に取り組むことはどれが先立っても他のことを促して展開するこ

とができると想像されるが、順調に進んでいく過程が袖ケ浦市の事例から示されたと

いうことができる。 

 袖ケ浦市は子どもの読書活動推進の 20 年の歩みにおいて、当初の 1990 年代にはハ

ード面の整備、例えば蔵書、蔵書管理システム、図書流通システムのような物の整備、

読書指導員の全校配置のような人の整備に取り組みながら本好きな子どもの育成に

努めてきた。2000 年代からはソフト的な整備といえる実践として、学び方ガイドの作

成、調べる学習コンクールの開催等を通じて図書館を使った学習を広げ子どもの国語

力や情報リテラシーの向上に取り組んできた。袖ケ浦市の事例は読書教育推進におけ

る 1 つの目安として有用であり、今後他の地域の展開様子と比べながら検討する必要

があると思われる。 

 

（４）国・県の読書活動推進との連携 

袖ケ浦市の読書活動推進が成果をあげた背景には、同じ方向性を持つ国と県の施策

がある。国による子どもの読書活動の推進に関する計画が千葉県の計画の基になり、

千葉県の計画が袖ケ浦市の計画とかかわっており、第 2 次計画においても国、県、市

の計画の位置づけは変わらない。市における読書活動推進のイメージは県や国のイメ

ージとぶつかることなく相互連携して展開している。 

 また、学校における読書教育は国レベルの教育課程の影響、すなわち学習指導要領

の改訂に対応している。例えば、学習指導要領の改訂によって導入された総合的な学

習の時間を通じて図書館を使った調べる学習指導を行い、「生きる力」の育成、言語

活動の充実のような国の教育方針と読書教育を密接に関係づけている。袖ケ浦市が読

書活動と関連した文部科学省からの指定事業を数回行ってきたことも、国による読書

活動の推進方向にあわせ市の取組を広げる要因になったと思われる。 




