
国立国会図書館国際子ども図書館
平成25年4月11日

①当該情報源で選書する資料の種別　選択肢 ②使用頻度　選択肢

(1) どちらも　(授業・学習用資料　読書材) (1) 刊行の都度、必ず使う

(2)授業・学習用資料 (2)　ときどき使う（使わない時もある）

(3) 読書材 (3) 必要な時だけ使う

(4)その他 (4) その他

種類 No. 情報源の名称 発行元 頻度
回答
校数

①
種別

情報源を使う人
②

頻度
情報源の使用方法 回答者コメント（情報源の評価等）

1 学校図書館基本図書目録
全国学校図書
館協議会

年刊 3 (1) 司書教諭、学校司書 (2)

(1) 教員の資料選定委員、　学校司書 (3)
書誌情報が適切で内容は信頼して
いる

(2) 司書、司書教諭、探究科教諭 (2)

2 学校図書館速報版 全国学校図書
館協議会

月2回 4 (1) 図書館長、司書教諭、学校司書 (1)

(1) 司書教諭、学校司書 (1)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(2) 司書教諭 (1)
9類はここから選ばないようにしてい
る

3 選定図書速報
日本図書館協
会

年間42
～43回

1 (1) 司書教諭、学校司書 (3)

4 7 (1) 学校司書 (1)

(1) 司書教諭、学校司書 (1)

(1) 司書教諭 (2)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(1) 学校司書 (3)
書誌情報が適切で内容は信頼して
いる

(1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

(1) 学校司書 (3)

5 4 (1) 学校司書 (1)

(1) 司書教諭 (2)

(1) 学校司書 (3)
書誌情報が適切で内容は信頼して
いる

(2) 司書教諭 (1)
自然科学系が比較的多い気がする
ので、この辺りは気をつけて選んで
いる

6 子どもの本　この一年を振り返って図書館振興財団 年刊 6 (1) 学校司書 (1) 学校司書が個人で購入し、利用している
それぞれのジャンルの専門家のき
ちんとしたコメントがあるため、信頼
がおける

(1) 司書教諭、学校司書 (1) 購入時に見る

(1) 司書教諭 (2) 司書教諭が判断する材料

(1) 学校司書 (2) 手に入れた時は、今年買った本と照らし合わせる

(1) 学校司書 (3) 参考程度にしている

(1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3) 司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文する

7 この本　読んで ＪＰＩＣ 季刊 1 (3) 学校司書 (3) 内容は信頼している

8 図書館教育ニュース
少年写真新聞
社

隔週 1 (3) 学校司書 (3)

9 これから出る本
日本書籍出版
協会

月2回 3 (1) 選書担当の司書教諭 (1)

(1) 学校司書 (1)

(1) 司書教諭、学校司書、利用者 (1)

10 週刊新刊案内 トーハン 週刊 1 (1) 学校司書 (1)

11 週刊新刊全点案内
図書館流通
センター

週刊 1 (1)
司書教諭、学校司書、教員の資料選定
委員

(1)

12 新刊ニュース トーハン 月刊 1 (1) 学校司書 (1)

入手可能な
図書の書誌

13
TRC基本在庫カタログ(知識と学
習資料編・読み物編)

図書館流通
センター

年刊 3 (1) 学校司書 (1)

(1) 全教職員、生徒の図書委員 (2) 内容は信頼している

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

14
学校図書館のためのブックカタロ
グ

図書館流通
センター

年刊 5 (1) 司書教諭、学校司書 (1)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(1) 全教職員、生徒の図書委員 (3) 内容は信頼している

(1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

(2)
学校司書 (3)

ヤングアダルト
図書総目録刊
行会

ヤングアダルト図書総目録

学校図書館図
書整備協会
（SLBA）

図書選定担当教員から全職員に回覧し、必要な資料に付箋をつけてもらう。付
箋が付けられた資料は原則的に購入する。

司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文する

学校司書が利用している

学校司書が利用している

目録用書架へ配架している

図書選定担当教員から全職員に回覧し、必要な資料に付箋をつけてもらう。付
箋が付けられた資料は原則的に購入する。

入手時に見る

目録用書架へ配架している

選書時に参考にしている

選書担当の司書教諭（最近は、図書館部の教員にも配布している）が利用して
いる

学校司書が利用している

雑誌架へ配架している

学校司書が利用している

図書館委員会の教員に回覧。必要な資料があれば付箋をつけてもらう。付箋
がつけられた資料は原則的に購入するが、最終的には司書教諭の判断する。

回覧して気になる資料に付箋をつけ、司書教諭が判断する

定期購読。司書教諭と学校司書でチェックする。TRCのデータベースなどと付き
合わせて（内容をチェックして）購入する

選書する際に、「小学校高学年」「中学校」という程度がついている資料のみ
チェックし、購入する時がある

定期購読。司書教諭と学校司書でチェックする。TRCのデータベースなどと付き
合わせて（内容をチェックして）購入する

学校司書が利用している

購入時に見る

回覧して気になる資料に付箋をつけ、司書教諭が判断する

教科関連の科学系・ノンフィクション系を中心に選書時に参考にして教科担任
に提示し、必要があれば購入する

司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文する

図書館内で回覧し、購入希望に○をつけ、３票以上で購入

図書選定担当教員から全職員に回覧し、必要な資料に付箋をつけてもらう.付
箋が付けられた資料は原則的に購入する

司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文する

司書教諭が判断する材料

目録用書架へ配架している

出版社さんからもらえば、目を通す

　　国際子ども図書館「中高生向け調べものの部屋の準備調査プロジェクト」の中で、本調査（コレクション形成に関する学校図書館事例調査）を踏まえ、平成25年1月から3月にかけて補足調査を行いました。補足調査では、本調査の対象とした国公
私立中学校（中高一貫校を含む）の学校図書館10館を対象に、各館で使用している資料選定の情報源とその具体的な使い方を尋ねる質問紙調査を行いました。9校から回答がありました。
　下記は、9校分の回答を情報源ごとに集計した表（※）です。なお、調査結果の分析・まとめは、平成25年度内に刊行する成果報告書に掲載する予定です。

※表の見方：「当該情報源で選書する資料の種別」欄より右側は、1行が1館の回答を示している。例えば、No.1『学校図書館基本図書目録』を使用すると回答した学校図書館は3館、当該情報源を「授業・学習用資料」の選書で使っているのは1館、
「どちらも　(授業・学習用資料　読書材)」選書で使っているのは2館。

　中高生向け調べものの部屋の準備調査プロジェクト　「学校図書館における資料選定の情報源に関する補足調査」　記録

児童資料を
収録した書

誌

選択書誌

一般書誌

学校司書が利用している

司書教諭が判断する材料

出版傾向がわかるので利用している

中学校部門をチェック入っていない資料は入れるようにしている

絵本選書の参考程度にしている

印刷物

年刊

学校図書館図書整備協会会報 年3回
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種類 No. 情報源の名称 発行元 頻度
回答
校数

①
種別

情報源を使う人
②

頻度
情報源の使用方法 回答者コメント（情報源の評価等）

15
出版社の出版カタログ、パンフ
レット

随時 8 (1) 司書教諭、学校司書 (1)

(1) 図書館長、司書教諭、学校司書 (1)

(1) 選書担当の司書教諭 (3)

(1) 学校司書 (3) 現物選書時の参考にする

(1)
司書教諭
学校司書

(3)

(1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

(2) 司書教諭 (3)
出版者の広告的側面が強いので、
参考程度に見ている

(2) 学校司書 (3)

16 書店の冊子・パンフレットなど 不定期 1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

17 こどもとしょかん
東京子ども図書
館

季刊 4 (1) 学校司書 (1)

(1) 司書教諭 (2)
東京子ども図書館の評価は信頼し
ている

(1) 司書教諭 (3)

(3) 学校司書 (3) ＹＡ向けの本は少ない

18 子どもの本棚
日本子どもの本
研究会

月刊 4 (1) 学校司書 (1)

(1) 学校司書 (2)

(3) 学校司書 (3) ＹＡ向けの本は少ない

(3) 司書教諭 (4) 作り手の高齢化を感じる

19 子どもと科学よみもの
科学読物研究
会

月刊 3 (1) 司書教諭 (2)

(1) 探究科教員 (3)

(2) 学校司書 (2)

20 子どもと読書
親子読書・地域
文庫連絡会

隔月 2 (3) 司書教諭 (2)

(3) 学校司書 (3) ＹＡ向けの本は少ない

21 MOE（モエ） 白泉社 月刊 2 (1) 学校司書 (3) 絵本の情報として信頼している

(3) 司書教諭 (2)
書評が末吉暁子さんの時は、きち
んと読んでいる

22 子供と科学 誠文堂新光社 月刊 1 (2) 学校司書、生徒 (3) 科学の入門書として使える

23 ジュニアアエラ 朝日新聞社 月刊 1 (1) 司書教諭 (2)

24 青春と読書 集英社 月刊 6 (1) 学校司書 (1)

(1) 選書担当の司書教諭 (3)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

(3) 学校司書 (1)

(4) 司書教諭 (2)

25 図書 岩波書店 月刊 5 (1) 選書担当の司書教諭 (1)

(1) 司書教諭、学校司書、利用者 (3)

(1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

(4) 司書教諭 (2)

(4) 学校司書 (3)

26 ちくま 筑摩書房 月刊 4 (1) 選書担当の司書教諭 (1)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(3) 学校司書 (1)

(4) 司書教諭 (2)

27 波 新潮社 月刊 4 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(3) 学校司書 (1)

(4) 司書教諭 (2)

28 ＵＰ
東京大学出版
会

月刊 1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

29
ＹＡ朝の読書ブックガイド１８０選プ
ラス

ヤングアダルト
出版会

年刊 1 (3) 学校司書 (3)

30 あうる「図書館の学校」
図書館振興財
団

季刊 1 (1) 学校司書 (3)
「調べ学習」の参考に使うことが多
い

31 出版ニュース 出版ニュース社 旬刊 1 (1) 選書担当の司書教諭 (1)

32 本の雑誌 本の雑誌社 月刊 1 (3) 学校司書 (3)
チェックしたものは目を通すが学校
図書館におけるものは少ない

33 中学生に読んでほしい３０冊 新潮社 年刊 1 (3) 学校司書 (3)

選書担当の司書教諭が利用している

図書館に常時設置している。コピーして生徒に配布することもある。

選書時に参考にしている

選書担当の司書教諭が利用している

新刊情報及び書評を見る

図書館に常時設置している。コピーして生徒に配布することもある。

毎月定期購読

司書教諭が判断する材料

選書担当の司書教諭が利用している

取引先書店の好意で配送されたときに回覧し、３票以上で購入する

毎月定期購読

司書教諭が判断する材料

雑誌架へ配架している

司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文する

司書教諭が判断する材料

毎月定期購読

選書担当の司書教諭が利用している

取引先書店の好意で配送されたときに回覧し、３票以上で購入する

選書担当の司書教諭が利用している

取引先書店の好意で配送されたときに回覧し、３票以上で購入する

毎号ではないが司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるもの
を注文する

毎月定期購読

司書教諭が判断する材料

選書担当の司書教諭が利用している

選書時に参考にしている

参考程度

「調べ学習」のテーマに沿った特集記事があるのでバックナンバーで探し利用
することが多い

毎月3点の紹介ではあるが、面白いので、チェックしている

作家の特集記事を図書便りなどに利用することもある。金子みすゞ特集は国語
科で利用している。

学校司書が利用している

選書時に参考にしている

参考程度

司書教諭が判断する材料

探究科教員がチェックして注文する

掲載点数自体が少ないので、有力な選書資料にはならないが、書評を参考に
している。「子どもの本この1年」は必ずチェックしている。

編集室に入った本をチェック

掲載点数自体が少ないので、有力な選書資料にはならないが、評価を信頼し
ている

司書教諭がチェックして注文する

選書時に参考にしている

学校司書が利用している

書評にとりあげられた本をチェックする

全てに目を通す

回覧して気になる資料に付箋をつけ、司書教諭が集約する

司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文する

最新刊のみチェックしている

出版社さんからもらえば目を通す

選書担当の司書教諭が利用しているが、あまりよく見ていない

3か月に一度ほどまとめてチェックして必要なものを購入する

図書館内で回覧し、購入希望に○をつけ、３票以上で購入

あまりよく見ていない

書評－
出版社PR誌

書評－
児童資料雑

誌

出版社や
出版業界の
パンフレット
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種類 No. 情報源の名称 発行元 頻度
回答
校数

①
種別

情報源を使う人
②

頻度
情報源の使用方法 回答者コメント（情報源の評価等）

34 Katsukura（カツクラ） 新紀元社 季刊 2 (1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

(3) 司書教諭 (2) マニアック

35 Newton ニュートンプレス 月刊 1 (1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

36 Sports Graphic Number 文芸春秋社 週刊 1 (1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

37 いける本・いけない本 ムダの会 季刊 1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

38 週刊東洋経済
東洋経済新報
社

週刊 1 (1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

39 ナショナルジオグラフィック
日経ナショナル
ジオグラフィック
社

月刊 1 (1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

40 学校で購入している雑誌など 1 (1) 司書教諭、学校司書 (1)

41 週刊金曜日 金曜日 週刊 1 (4) 司書教諭 (2)
物事の裏側の情報が得られる場合
があり、捨てがたい

42 日経サイエンス
日経サイエンス
社

月刊 1 (1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

43 いつも決まって読む雑誌はない 1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

44 学校図書館
全国学校図書
館協議会

月刊 1 (1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

45 教員向け雑誌 1 (1) 司書教諭、学校司書 (1)

46 社会科教育・歴史地理教育 月刊 1 (2) 学校司書 (1)

47 ダ・ヴィンチ
メディア
ファクトリー

月刊 6 (1) 司書教諭、学校司書 (1)

(1) 司書教諭 (2) 「プラチナ本」は必ずチェック

(1) 司書教諭、学校司書、利用者 (3)

(1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

(3) 学校司書 (1)

(3) 学校司書 (3) インタビュー記事は興味深い

48 週刊読書人 読書人 週刊 4 (1) 学校司書 (1)

(1) 司書教諭、学校司書 (1)

(1) 選書担当の司書教諭 (3)

(4) 司書教諭 (2)

49 朝日新聞 朝日新聞社 日刊 8 (1) 選書担当の司書教諭 (1)

(1) 学校司書 (2)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(1) 図書館長、司書教諭、学校司書 (3)

(1) 司書教諭 (3)

(3) 司書教諭 (2)

(3) 学校司書 (3)
チェックしたものは目を通すが学校
図書館におけるものは少ない

(4) 司書教諭、教員の資料選定委員 (2)

50 日本経済新聞
日本経済新聞
社

日刊 7 (1) 選書担当の司書教諭 (1)

(1) 学校司書 (2)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(1) 図書館長、司書教諭、学校司書 (3)

(1) 探究科教員 (3)

(3) 学校司書 (3)
チェックしたものは目を通すが学校
図書館におけるものは少ない

(4)
司書教諭
教員の資料選定委員

(2)

51 読売新聞 読売新聞社 日刊 6 (1) 選書担当の司書教諭 (1)

(1) 学校司書 (2)

(1) 図書館長、司書教諭、学校司書 (3)

(3) 司書教諭 (2)

(3) 学校司書 (3)
チェックしたものは目を通すが学校
図書館におけるものは少ない

(4)
司書教諭
教員の資料選定委員

(2)

52 毎日新聞 毎日新聞社 日刊 6 (1) 選書担当の司書教諭 (1)

(1) 学校司書 (2)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(1) 図書館長、司書教諭、学校司書 (3)

(3) 学校司書 (3)
チェックしたものは目を通すが学校
図書館におけるものは少ない

(4) 司書教諭、教員の資料選定委員 (2)

53 東京新聞 東京新聞社 日刊 3 (1) 選書担当の司書教諭 (1)

(1) 学校司書 (2)

(3) 学校司書 (3)
チェックしたものは目を通すが学校
図書館におけるものは少ない

書評－
新聞

目に留まったものがあれば書誌情報をプリントアウトして回覧、３票以上で購入
する

新刊情報及び書評を見る

教員が一読して、必要な資料があればそのメモが司書教諭に渡される。それを
司書教諭が判断する

選書担当の司書教諭が利用している

新聞上で書評に取り上げられた本の一覧をチェックする

新刊情報及び書評を見る

参考程度

新刊情報及び書評を見る

教員が一読して、必要な資料があればそのメモが司書教諭に渡される。それを
司書教諭が判断する

選書担当の司書教諭が利用している

新聞上で書評に取り上げられた本の一覧をチェックする

気がついたときに見る

探究科教員がチェックして注文する

新刊情報及び書評を見る

教員が一読して、必要な資料があればそのメモが司書教諭に渡される。それを
司書教諭が判断する

選書担当の司書教諭が利用している

新聞上で書評に取り上げられた本の一覧をチェックする

目に留まったものがあれば書誌情報をプリントアウトして回覧、３票以上で購入
する

新刊情報及び書評を見る

教員が一読して、必要な資料があればそのメモが司書教諭に渡される。それを
司書教諭が判断する

選書担当の司書教諭が利用している

新聞上で書評に取り上げられた本の一覧をチェックする

気がついたときに見る

目に留まったものがあれば書誌情報をプリントアウトして回覧、３票以上で購入
する

選書担当の司書教諭が利用している

新聞上で書評に取り上げられた本の一覧をチェックする

気がついたときに見る

目に留まったものがあれば書誌情報をプリントアウトして回覧、３票以上で購入
する

司書教諭がチェックして注文する

参考程度

毎月定期購読

作家の特集記事を図書便りなどに利用することもある

学校司書が利用している

入手時に見る

選書担当の司書教諭が利用している

司書教諭が判断する材料

目についた時には、書評をチェックするようにしている

特に社会科で使えそうな本は参考にしている

購入時に見る

司書教諭が判断する材料

雑誌架へ配架している

書評欄を司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文
する

書評欄を司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文
する

受入時に書評をチェックするようにしている。誌名は多すぎるので書けない

参考程度

書評欄を司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文
する

選書担当の司書教諭が利用している

参考程度

書評欄を司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文
する

書評欄を司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文
する

選書担当の司書教諭が利用している

書評欄を司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文
する

書評欄を司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文
する

書評－
一般雑誌

書評－
教員向け雑

誌

書評－
書評誌
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書評－
新聞

54 朝日中学生ウィークリー
朝日学生新聞
社

週刊 2 (3) 司書教諭 (2)
本屋さんや編集部、学校図書館現
場、作家、社会学者など、様々な方
が選んでいるのが良い

(3) 学校司書 (3)
毎回３～４冊紹介される書評は読
みごたえがある

55 産経新聞 産経新聞社 日刊 2 (1) 選書担当の司書教諭 (1)

(3) 学校司書 (3)
チェックしたものは目を通すが学校
図書館におけるものは少ない

56 山陰中央新報 山陰中央新報 日刊 1 (1) 学校司書 (1)

図書 57 12歳からの読書案内 すばる舎 1 (3) 学校司書 (1) （金原瑞人　著）

58 12歳からの読書案内　海外作品 すばる舎 1 (3) 学校司書 (1) （金原瑞人　著）

59
12歳からの読書案内とれたて！
ベストセレクション

すばる舎 1 (3) 学校司書 (1) （金原瑞人　著）

60 2011年に出た子どもの本 教文館 1 (3) 学校司書 (1)
教文館子どもの本のみせナルニア
国は、信頼がおける

61 SFが読みたい！ 早川書房 1 (3) 学校司書 (1)

62 TEEN＇S　BOOK　GUIDE
日本書店商業
組合連合会

1 (3) 学校司書 (1)
書評だけでなく、巻末に、おすすめ
の500冊があり、幅が広くて良い

63 お～い中学生！！本はよかバイ 玄遊舎 1 (3) 学校司書 (1)
本の単価は安いが、“今”を知る書
店員の紹介で役にたった

64
こころの傷を読み解くための
800冊の本

自由国民社 1 (2) 学校司書 (1)
（赤木かん子　著）児童虐待、性的
虐待、アルコール依存などテーマに
そった本の紹介

65 このミステリーがすごい！ 宝島社 1 (3) 学校司書 (1)

66 このライトノベルズがすごい！ 宝島社 1 (3) 学校司書 (1)

67 だれでもできるブックトーク　１．２ 国土社 1 (3) 学校司書 (1)

68
とっておきの道徳授業　
中学校編　１～８

日本標準 1 (3) 学校司書 (1)

69 ファンタジーブックガイド 国書刊行会 1 (3) 学校司書 (1)

70 メニューにない本ください フェリシモ出版 1 (3) 学校司書 (1)
著者は司書教諭。長年、学校図書
館の育成に関わっていた事を窺わ
せる選書

71 絵本のあるくらし 吉備人出版 1 (3) 学校司書 (1)

72 私たちの選んだ子どもの本
東京子ども図書
館

1 (3) 学校司書 (1) 信頼がおける

73
大人のためのヤングアダルト
絵本ガイド

サンタポスト 1 (3) 学校司書 (1)
（赤木かん子　著）絵本は苦手なの
で、参考にした

74 中学生はこれを読め　１．２ 北海道新聞社 1 (3) 学校司書 (1)
本の単価は安いが、“今”を知る書
店員の紹介で役にたった

75 本屋大賞 本の雑誌社 年刊 1 (3) 学校司書 (1)
その年のbest１０だけでなく、票の
入った本が紹介されていて、書評も
良い

76
自分が読んだ本から
（註記や参考文献などからも）

1 (1) 選書担当の司書教諭 (2)

その他 77 学校図書館の新刊案内 各学校 1 (1) (4)

78
図書館および学校図書館関係団
体の発行物

1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

79 Amazon.co.jp
アマゾンジャパ
ン

8 (1) 学校司書 (1)
週間ランキングは、定期的に確認し
ている

(1) 選書担当の司書教諭 (3)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(1) 学校司書 (3)
広告が多いので参考程度に見てい
る

(1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

(1) 学校司書 (3)

(2)
司書教諭
生徒図書委員

(1)

80 e-hon トーハン 5 (1) 学校司書 (1)
週刊ランキングは、定期的に確認し
ている

(1) 選書担当の司書教諭 (3)

(1) 学校司書 (3)
ジャンル別の最新情報が充実して
いる

(1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

(2) 司書教諭 (2)

81
教文館ナルニア国　新刊情報
メールマガジン

教文館 週刊 5 (1) 学校司書 (1)
きちんと読み込まれ、評価されてい
るので、信頼をおいている

(1) 司書教諭 (1)

(1) 学校司書 (1)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(1) 学校司書 (3)
高価なものなどは書店内で現物を
見ることも多い

82 Honya Club 日販 1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

83 Ｗｅｂcat Plus 1 (2) 学校志穂 (3)

84 紀伊國屋書店BookWeb 紀伊國屋書店 2 (1) 学校司書 (3)
高価なものなどは書店内で現物を
見ることも多い

(1) 学校司書 (3)

85
先生のための授業に役立つ
学校図書館データベース

東京学芸大学
図書館

随時 2 (1) 司書教諭　学校司書 (3)
本校の実践が掲載され教員から興
味を持たれている

(1) 学校司書 (4)

86 カーリル 1 (2) 学校司書 (3)

87 Nii　（国立情報学研究所） 1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

書店や団体
による

ホームペー
ジ等

インター
ネット

紀伊国屋書店から本を購入しているので、いつも見ている

学校図書館が活かされた授業実践をコピーし教員に読んでもらう

記事を入力しつつ、いろいろな本を知ることができる

とりあえず、キーワードを入れて探す時に使う

新着案内（新着紹介）を時々参考にする

メルマガが届けば目を通す

メールマガジンを購読している。必要なものがあれば購入する

選書担当の司書教諭が利用している

特定のテーマに関する本を探す時に使う

新刊情報及び書評を見る

選書担当の司書教諭が利用している

新刊情報及び書評を見る

司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文する

必要に応じて

学校司書が利用している。個人でメルマガ登録している

必ず読み、面白そうな資料は購入している

取引先書店のＨＰで扱っていない資料や「なか見検索」で利用する

書評を見る

司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文する

知らない本を調べたい時にチェック

生徒が選書する折に、それぞれのモニターに映してシェアする

学校司書が利用している

選書担当の司書教諭が利用している

研究会の時に、各学校からもらった新刊案内をよく参考にする

あまりよく見ていない

学校司書が利用している

選書担当の司書教諭が利用している

主題ごとに、どんな資料があるかチェックするのに使う。読者のレビューを見る

プーさん文庫の文庫活動から生まれた読み聞かせプログラムを中心に、絵本
を紹介

年刊：ミステリーは、人気ジャンルなので、必ず目を通している

苦手なジャンルなので、生徒のリクエスト対応のために目を通している

参考になるブックトークで使用された本はチェックしている

本を使った道徳授業の実践例。取り上げられている本は、手に入る限り購入し
ている

ファンタジー評論。小学校高学年～中学生

たくさんの邦訳をしているので、特に海外作品の参考にしている

たくさんの邦訳をしているので、特に海外作品の参考にしている

SFマガジン編集部　苦手なジャンルなので目を通している

必ず読み、面白そうな資料は購入している

新刊情報及び書評を見る

選書担当の司書教諭が利用している

新刊情報及び書評を見る

日曜日に県内学校司書の「紙上ブックトーク」「ちょっといい本」「名作本」の紹介
があり、利用している。また、新聞の書評も利用している

たくさんの邦訳をしているので、特に海外作品の参考にしている
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88 大阪府熊取町立熊取図書館 1 (1) 司書教諭 (3)

89 大阪府河内長野市立図書館 1 (1) 司書教諭 (3)

90 その他　区立図書館 1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

91 千葉県浦安市立図書館 1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

92
芦屋市立図書館など阪神地区及
び神戸市立図書館

1 (1) 司書教諭、学校司書 (3)

93 荒川区立図書館 2 (3) 学校司書 (3) ＹＡコーナーは充実している

(3) 司書教諭 (4)

94 杉並区立図書館 1 (3) 学校司書 (3) ＹＡコーナーは充実している

95 世田谷区立図書館 1 (2) 学校司書 (3) 団体貸出しをしてもらうため

96 東京都立図書館 1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

97
府中市立図書館（司書教諭の地
元）

1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

98 早稲田大学図書館 1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

99 東京学芸大学 1 (2) 学校司書 (3)

100 東京大学図書館 1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

101 慶應大学図書館 1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

102 甲南大学図書館 1 (1) 司書教諭、学校司書 (3)

103 関西学院高等学校 1 (1) 司書教諭、探究科教諭 (3)

104 甲南中・高等学校 1 (1) 司書教諭、探究科教諭 (3)

105 ひこ・田中 随時 5 (1) 司書教諭、学校司書 (1) メールマガジンを購読している。必要なものがあれば購入する

(1) 司書教諭 (3) 司書教諭がチェックして注文する

(3) 司書教諭 (2) 参考にしている

(3) 学校司書 (3) 書評を見る 児童文学書評は評価している

(3) 学校司書 (4) メルマガを読んでいる

106 金原瑞人 随時 3 (1) 司書教諭 (3)

(3) 学校司書 (3) 読書メーターのサイトは興味深い

(3) 学校司書 (3)

107 WEB本の雑誌　（目黒孝二） 本の雑誌社 随時 2 (3) 司書教諭 (2) 参考にしている

(3) 学校司書 (3)

108 ブクログ 随時 1 (3) 学校司書 (3)

109 よい絵本
全国学校図書
館協議会

随時 1 (1) 学校司書 (3) 読み聞かせやブックトークに使う

110 斎藤美奈子 随時 1 (3) 学校司書 (3)

111 松田　哲夫 随時 1 (3) 学校司書 (3)
松田哲夫の「中学生までに読んで
おきたいシリーズ」を購入している

112 赤木かん子 随時 1 (3) 学校司書 (3) 科学読み物は参考になる

113
本を検索キーにしてサイトを訪れ
る

－ 1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

現物 展示会 114
子どもたちの学びを支援する図書
館のためのブックフェア

図書館流通セン
ター

随時 3 (1)
司書教諭、教員の資料選定委員、学校
司書

(3)
購入予定をしている資料の事前
チェックは必要

(1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

(2) 学校司書 (3)

書店 115 新刊書店（ジュンク堂書店） 随時 1 (1)
図書館長、司書教諭、学校司書、生徒図
書委員

(3)

116 新刊書店（三省堂堂書店） 随時 4 (1) 司書教諭 (3)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

(1) 学校司書 (3)

117
新刊書店（司書教諭の地元の啓
文堂）

1 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

118 新古書店（BOOKOFFなど） 随時 4 (1) 司書教諭、学校司書 (3) 機会があれば

(2) 学校司書 (3) 本が絶版・品切れの時に調べる

(3) 司書教諭、学校司書 (3) 絶版資料及び学年文庫用の大量買出しで利用する

(4) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3) 司書、司書教諭、探究科教諭が随時

119
ノトス・ライブからの新刊案内や現
物の持ち込みおよび取り寄せ見
計らい

随時 1 (1)
選書担当の司書教諭および図書館部教
員、たまに各教科に検討を委ねる

(3)

学校図書館
の蔵書

120 他校の学校図書館の書架 随時 1 (1) 学校司書 (2)

その他
図書館業務
支援システ

ム
121 TOOLi-S

図書館流通セン
ター

随時 6 (1) 選書担当の司書教諭 (3)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(1) 学校司書 (3)

(1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3)

(1) 学校司書 (3)

(1) 学校司書 (2)
取り込み(注文)不可のものもあるが
情報内容は信頼している

新着図書のデータ登録に利用する

司書、司書教諭、探究科教諭が随時見て必要と思われるものを注文する

インター
ネット

公共図書館
のサイト

大学図書館
のサイト

このサイトで１００％購入を計っているので購入の可・不可(事故や品切れのた
めの欠品)は大変重要であり、不可の場合は代替本の検討が早急に行われる

2ヶ月に１回ぐらい行く

選書担当の司書教諭。現物については図書館部教員で検討したり、たまに各
教科に検討を委ねる

勉強会で訪れる学校図書館の棚を参考にしている

選書担当の司書教諭が利用している

日常的に利用する。条件（分類や刊行月）を付けて検索してチェックするなど

司書、司書教諭、探究科教諭で行ける人が行けるときに行く行けないときもあ
る

時間の都合がつけば行く

年１回の生徒図書委員店頭選書、及び毎学期のスタッフ店頭選書、急ぎ必要
な資料の購入など

目的を持って店頭に行くので、該当資料を購入している

機会があれば。年に1-2度は、店頭選書を行う

司書、司書教諭、探究科教諭が随時

書評関係の本は読む

書評を見る

書評を見る

いつも決まって見る人はいないが、どんな評価を得ている本であるかの参考に
するために、本を検索キーにしてサイトを訪れる

司書教諭と共に毎年参加し現物選書

時々みる

附属学校にも貸してもらえるので、たまに検索することがある

新着案内（新着紹介）を時々参考にする

新着案内（新着紹介）を時々参考にする

絶版や予算などの面から購入できない資料の検索及び団体貸出及び現物貸
借のため

新着案内（新着紹介）を時々参考にする

新着案内（新着紹介）を時々参考にする

司書教諭がチェックして注文する

書評を見る

たまにチェック

たまにチェックする

新着案内（新着紹介）を時々参考にする

新着案内（新着紹介）を時々参考にする

絶版や予算などの面から購入できない資料の検索及び団体貸出及び現物貸
借のため

書評を見る

荒川区立図書館ティーンズのページ、参考程度

書評を見る

特定の分野の本を探す時に、チェック

新着案内（新着紹介）を時々参考にする

書評‐個人
サイト等
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種類 No. 情報源の名称 発行元 頻度
回答
校数

①
種別

情報源を使う人
②

頻度
情報源の使用方法 回答者コメント（情報源の評価等）

地方自治体
刊行物

122
市立図書館が作成した
『おすすめの100冊』

1
(3)

学校司書 (3)
新刊本ではないが「おすすめ本」と
して評価できる

校内配布物 123 教科書 年度初 1 (2) (4)

124 クラブ活動予定表 年度初 1 (2) (4)

125 授業シラバス 年度初 1 (2) (4)

生徒 126
生徒が作成したレポートの参考文
献、注記

随時 6 (1) 司書教諭、学校司書 (1)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(1) 司書教諭、学校司書 (3)

(1) 探究科教員、司書教諭 (3)

(2) 学校司書 (3)

(2) 司書教諭 (4)

生徒 127 生徒からのリクエスト 随時 9 (1) 学校司書 (1) 学校司書が利用している

(1) 学校司書 (1) 収集方針にあうものは即購入する

(1) 司書教諭、学校司書、生徒図書委員 (1)

(1) 選書担当の司書教諭 (2) 選書担当の司書教諭が利用している

(1) 学校司書 (2) 

(1) 司書教諭、学校司書 (3) 

(1) 司書、司書教諭 (3) 司書、司書教諭が随時見て必要と思われるものを注文する

(3) 生徒の図書委員 (3) リクエストボックスを設置している。リクエストされた購入の検討を行っている
購入に際しては、資料選定教員と
相談する

(3) 司書教諭 (4) できるだけ希望は受け入れる姿勢である

教員 128 教員からのリクエスト 随時 8 (1) 学校司書 (1)

(1) 学校司書 (1) 学校司書が利用している

(1) 司書、司書教諭 (3) 

(1) 司書教諭、学校司書 (3) 

(1) 司書教諭 (4) 

(2) 学校司書 (1)

(2) 学校司書 (3) 
図書館にすでにある本も多いので
購入時は注意する

(4) 司書教諭、学校司書 (1)

口コミ 129 校内の教職員 随時 8 (1) 学校司書 (1)

(1) 図書館長、司書教諭、学校司書 (1)

(1) 選書担当の司書教諭 (2) 

(1) 司書教諭、学校司書 (3) 

(1) 学校司書 (3) 
図書館にすでにある本も多いので
購入時は注意する

(1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3) 

(1) 司書教諭 (4) 

(2) 学校司書 (3) 

130
自校関係者以外の種々の人々か
らの情報

随時 1 (1) 選書担当の司書教諭 (2) 

131 学校図書館関係者 随時 7 (1) 学校司書 (1)

(1) 学校司書 (2) 内容は信頼している

(1) 司書教諭、学校司書 (3) 

(1) 図書館長、司書教諭、学校司書 (3) 

(1) 司書、司書教諭、探究科教諭 (3) 

(1) 学校司書 (3) 

(1) 司書教諭 (4) 
同業者の生情報なので、信頼のお
けるものと判断している

収集方針にあうものは即購入する

購入する確率が高い

学校司書が利用している

年６回の研修時に、おすすめ本の紹介や、教科で使われた本の情報交換があ
る

書誌情報をプリントアウトして回覧し、３票以上で購入

司書、司書教諭、探究科教諭が随時情報収集

面白い本の話は常時しているので

選書・購入時以外でも、学習で要望が出ることが多い。その都度チェックを行
い、次回の購入の目安とする

司書、司書教諭、探究科教諭が対応し、必要と思われるものを注文する

購入する確率が高い

教科に関する本の新刊の善し悪しをきくことがある

選書担当の司書教諭が利用している

司書、司書教諭が随時見て必要と思われるものを注文する

できるだけ希望は受け入れる姿勢である

基本的に教員からの授業で使う本の予算の範囲ならリクエストは受付ける

原則すべて応えている。予算の範囲内で

学校司書が利用している

選書担当の司書教諭が利用している

必要があれば、レポートを見せてもらって、自館にない資料を購入する

探究科教員、司書教諭がチェックして注文する

生徒が使えた資料なので、購入する

レポート提出の折に、すべてチェックし、蔵書にない分で入手できる分について
は購入する

労作展（自由研究）の作品のチェック（年に1回）

目に留まったものだけを利用する

幼児から高校生向けを対象にした「おすすめの１００冊図書」を常時設置してい
る

授業や学習で活用する分は原則購入。読書材については、名前を伏せて生徒
会図書部による審査を経て、司書教諭が審査する

リクエストされた本がまったく知らない本だった場合は、他校の司書さんに聞い
たり、ネットで調べたり、書店で確かめたりして、購入するかどうか判断する

選書・購入時以外でも、学習で要望が出ることが多い。その都度チェックを行
い、次回の購入の目安とする

推薦図書は即購入する、それ以外は書誌情報をプリントアウトして回覧し、３票
以上で購入する
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