
◇ 小学校 コーナー                       （平成２９年度） 

 

 ※ 平成２８年度より全ての小学校に「学校図書館サポーター」配置 

 

学 校 名 取 組 の 紹 介 

撫養小学校 

 

①「朝の読書」・・・・・・・・・月曜日・水曜日 １０分間実施 

②「朝の読み聞かせ」・・・・・・図書委員会による低学年読み聞かせ 

   月１回 

③「読書のしおり」・・・・・・・読んだ本を記録 

④年２回 読書賞の表彰（貸出冊数５０冊以上、１００冊以上、200冊以上） 

⑤読書イベントを年２回開催 

⑤「おすすめ図書コーナー」・・・図書委員によるポップ作り 

●学校図書館サポーターの取組 

・図書の選定 

・授業に必要な図書資料の準備 

・毎月 図書だより発行 

・図書館委員会活動の支援 

・読書クラブ活動支援 

○ボランティア《ポケットの会、ありんこの会》 ８名  

・全学年で読み聞かせ・・・第１水曜日 

・図書館の掲示 

・３ヶ月に１度 木曜日の放課後 読み聞かせ（撫養クラブ 子ども教室） 

http://www.tv-naruto.ne.jp/muya01/


 

学 校 名 取 組 の 紹 介 

林崎小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①図書委員による読書推進活動 

・多読賞の表彰・・・貸出数１００冊ごとにオリジナル図書カードを一緒

に作成（ゴールド・プラチナ・レインボー） 

・読書クイズ・・・読書週間（１ヶ月程度）に図書委員がクイズを図書室

で行い、１冊多く借りられる「+１券」を贈呈する 

・読書記録カードの活用 

・林崎小オリジナルブックリスト「この本読もう」作成し、各自に配布 

●学校図書館サポーターの取組 

・図書室利用のオリエンテーション ・図書の予約、返却の催促 

・図書だより発行         ・図書室の掲示、環境づくり 

・図書委員会活動の支援      ・授業に必要な図書資料の準備 

○ボランティア《めろんぱん》 ５名  

・業間休みの読み聞かせ 

  第２・４水曜 図書室及び１～３年生の教室にて 

・朝の読み聞かせ 

  第１・３金曜 低・中・高学年に分け、全学年を順廻 

・年１回のスペシャルおはなし会 

  業間休みに、ブラックライトパネルシアターなど 

黒崎小学校 

 

 

①朝の読書・・・月・水曜日 １５分間実施 

②おすすめの本紹介コーナー・・・図書委員によるおすすめの本の紹介 

③読書の記録・・・読んだ本を記録 

④多読賞・・・学年ごとに目標冊数を決め、目標に達した児童を図書委員が

表彰 

⑤図書館まつり・・・図書館ビンゴ、絵本の読み聞かせ 

●学校サポーターの取組（毎水・金曜日） 

・図書の選定、管理 

・環境整備 

・特別コーナーの設置 

・図書館まつり 

○ボランティア《お話クレヨン》 ５名 

・読み聞かせ・・・水曜日 （８：１５～８：２５） 

http://www.tv-naruto.ne.jp/hayasaki01/
http://www.tv-naruto.ne.jp/kurosaki01/


 

学 校 名 取 組 の 紹 介 

桑島小学校 

 

 

①「朝の読書」・・・ 月曜日 １５分間実施 

②図書館委員による新刊図書やおすすめの本の紹介 

 放送での読み聞かせ 

③読書賞の実施・・・各クラスで読書冊数の多い児童（３～４名）を年１回

表彰 

④読書カード・・・呼んだ本の記録 

●学校図書館サポーターの取組（毎水曜日） 

・図書の選定、新刊登録 

・授業に必要な図書資料の準備 

・環境整備 

○ボランティア《ぼちぼちの会》１５名 

・全クラスへの読み聞かせ 

・お話会スペシャル 

・図書室の環境整備 

第一小学校 

 

 

 

 

 

①「朝の読書」・・・火曜日・木曜日 １０分間実施 

②読書・読み聞かせクラブ図書委員会の児童による読み聞かせの実施  

③図書委員会・・・秋の読書まつり、読書賞（年２回）  

④読書のしおり 

⑤家庭読書の日・・・第４土曜日 

●学校図書館サポーターの取組 

・特別コーナーの設置 ・学級文庫の入れ替え ・秋の読書まつり 

 

○ボランティア《わたぼうしの会》１３名 

・火曜日 （１０：３０～１２：００） 

・読み聞かせ 火曜日  朝の読書タイム ２学年ずつ 

業間    図書室 

・図書室の掲示、新刊本の整備、本の修理や整理 

http://www.tv-naruto.ne.jp/kuwajima01/
http://www.tv-naruto.ne.jp/naruto-daiiti/


 

学 校 名 取 組 の 紹 介 

里浦小学校 

 

 

①「朝の読書」・・・・・・・ 月曜日 １５分間実施 

②「特設コーナー」の設置・・新刊本・総合学習のテーマ等 

③図書委員会・・・・大型絵本・紙芝居の読み聞かせ（年３回） 

新刊図書、おすすめの本の紹介 

多読賞表彰（１学期 ２０冊、２学期 ４０冊） 

○ボランティアによる季節のおはなし会（春夏と秋冬） 

○学校図書館サポータの取組 

 ・環境整備 

・図書の管理（購入図書の選書、新刊登録、延滞督促なと） 

 ・学級文庫入れ替え 

 ・図書委員会活動の支援 

 ・おすすめコーナーの設置 

鳴門東小学校 

 

 

①「読書タイム」・・・木曜日１５分間実施 

②読書カード・・・読んだ冊数分 記録する（１枚３０冊分） 

         年間 図書スペースに掲示 

③黙読タイム・・・・毎日清掃後１０分間（木曜除く） 

④図書委員による読書集会 希望児童による読み聞かせ 

⑤図書委員による読書クイズ、多読賞の表彰 

             （低５０冊以上、中４０冊以上、高３０冊以上） 

●学校図書館サポーターの取組 

・掲示、環境づくり 

・図書の管理、受付 

○ボランティア《鳴門教育大学読み聞かせボランティア》 ７名 

・読み聞かせ・・・月２回木曜日 

http://www.tv-naruto.ne.jp/satoura01/
http://www.tv-naruto.ne.jp/naruto-e02/


 

学 校 名 取 組 の 紹 介 

鳴門西小学校 

 

 

 

①「朝の読書」・・・木曜日 １５分間実施 

②読書カード ・・・読んだ本を記録 

③多読賞   ・・・低学年は、目標冊数、高学年は、目標ページ数を達成し 

た人に毎月図書委員より、しおりをプレゼントする 

④図書委員会による読書会や読書月間のイベント実施 

⑤図書委員会による読書クイズやＰＯＰの掲示 

●学校図書館サポーターの取組 

・購入図書の選定、新刊登録 

・授業に必要な図書資料の準備 

・図書室の環境整備 

・図書委員会活動の支援 

・図書だより発行 

○ボランティア《チョボラママ》２０名 

・読み聞かせ・・・・・１組 第２金曜日 朝８：１５～８：３０ 

           ２組 第４金曜日 朝８：１５～８：３０ 

           お話スペシャル 夏・冬年２回（昼休み） 

・図書ママによる作業（月１回）・・・季節ごとの図書室の飾り付け 

                  図書の修理・整理 

明神小学校 

 

 

①「朝の読書」・・・・金曜日 １５分間実施 

②「読書カード」・・・読んだ本を記録（色別カード） 

 年間目標  下学年８０冊以上 

       上学年５０冊以上 

○ボランティア《菜の花の会》５名  ・月２回 

・紙芝居や絵本の読み聞かせ 月１回、業間休み、お話会 

・「わくわく読書アワー」の実施 

 全校児童対象の読み聞かせ、図書委員会による読書の推進を図る劇 

・季節に合わせた環境整備 

 

 

http://www.tv-naruto.ne.jp/naruto-w01/
http://www.tv-naruto.ne.jp/akinokami1/


 

学 校 名 取 組 の 紹 介 

瀬戸小学校 

 ①「昼の読書」・・・・・・・・・・火曜日 １５分間実施 

②読書賞の実施・・・目標読書冊数を設定し、達成者を表彰 

③瀬戸小おすすめの本コーナーの設置・・・図書委員会・学校の先生による 

おすすめの本の紹介 

○ボランティア《おはなしタイム》 １名 

・全校児童を対象に読み聞かせ・・・・１０：５５～１１：４０ 

大津西小学校 

 ①朝の読書・・・金曜日１５分間実施 

②図書委員による新刊図書やおすすめの本の紹介 

③ペア読書・・・上学年が下学年に読み聞かせを実施（年２回） 

④読書カード・・・読んだ本を記録していく 

 

◯ボランティア ２名 

・「朝の読書タイム」読み聞かせ・・・月１～２回 

・図書館の環境整備・図書の整理 

http://www.tv-naruto.ne.jp/seto-s01/
http://www.tv-naruto.ne.jp/ootu-w01/


 

学 校 名 取 組 の 紹 介 

堀江北小学校 

 

 

①「朝の読書」・・・月・木曜日 １０分間実施 

②図書委員による読み聞かせ 

③読書記録カードの記入 

 読書賞の表彰（図書委員より） 

●学校図書館サポーターの取組 

・購入図書の選書、新刊登録 

・図書委員会活動の支援 

・環境整備 

○ボランティア 

・《ほいきた堀北おはなし隊》３名 読み聞かせ・・・月曜日 

・《ほりきたマザーズ》７名 本の補修や図書館の掲示物などの環境整備 

・・・月１回  

堀江南小学校 

 

 

①「朝の読書」・・・月曜日・木曜日 １０分間実施 

②図書委員による読み聞かせ・新刊図書・おすすめの本の紹介 

③図書委員会主催「図書イベント」の開催 

 （折り紙教室、読み聞かせクイズ、紙芝居など） 

④移動図書館車の利用 

●学校図書館サポーターの取組 

・読み聞かせ 

・おすすめの本の紹介 

・図書の修繕 

○ボランティア《おはなし会》 ５名 

・読み聞かせ・・・第２木曜日（８：１５～８：２５） 

http://www.tv-naruto.ne.jp/n_horie01/
http://www.tv-naruto.ne.jp/horie-s01/


 

学 校 名 取 組 の 紹 介 

板東小学校 

※学校図書館 

サポーター配置校 

 

 

 

 

 

 

①「朝の読書」・・・月曜日・木曜日 １５分間実施 

②図書委員会・・・ 読み聞かせ、新刊図書・おすすめの本の紹介、 

         「秋の読書チャレンジ」「Ｘ’ｍａｓおはなし会」の実施 

         多読賞を表彰 

③移動図書館車の利用 

●学校図書館サポーターの取組 

・坂東小おすすめの本コーナーの設置・・・図書館委員・先生のおすすめ本 

・特設コーナーの設置・・・新刊本・各学年の国語科に出てくる作家の本 

・購入図書の選書、新刊登録 

・図書委員会活動の支援 

・「おはなし会」の実施 

・環境整備 

○ボランティア《空とぶじゅうたん》１５名 

・読み聞かせ・・・木曜日（８：１５～８：３０）、お話スペシャル 

・環境整備・・・・第３金曜日（１０：４０～１２：００） 

図書室の季節の飾り付け、本の修理や整理 

 

 

http://www.tv-naruto.ne.jp/bandou-.1bart/

