
記 入 例別紙様式１（日本工業規格Ａ４縦型）

優秀実践校、優秀図書館及び団体（個人）表彰推薦書（学校・図書館・団体用）

平成 年 月 日【学 校・図書館・団 体】 ×× ×× ××
○○県都道府県名

まるけんりつ さんかくこうとうがっこうふ り が な

○ 県立 △ 高等学校 昭和５５年４月①学校（図書館及び団体）名 ②設立年月

※表彰状に記載されますので、正式な名称を記入してください。 ※和暦で記入してください。
※義務教育学校、中等教育学校等の一貫校である場合はその旨記載

してください。

※市区町村立学校は、「（市区町村名）立」から記入し、都道府県
名等は記入しないでください。

※私立学校は、学校法人名から記入してください。

児童・生徒数ふ り が な ふりがな ふりがな 職員数 学級数
③校長（館長及び代表者）名 ④学校等校長 ◇◇ ◇◇

○○人 ○○学級 ○○人の規模

ふ り が な

⑤学校（図書館及び団体）の所在地

XX XXXX XXXXふりがなふりがな 5 （ ）

XXX－XXXX ○○県○○市○○XX－XX XX XXXX XXXX（ ） FAX （ ）郵便番号
⑥都道府県又は都道府県教育委員会の推薦理由

推薦理由は、①「子供による積極的な読書活動が行われているか」、②「子供の読書活動を推進する
ための特色ある取組が行われているか」、③「各教科等における学習のために、学校図書館が積極的に

活用されているか」、④「子供の読書活動を支援し、学校図書館の充実につながるような公共図書館等
との連携が行われているか」の各観点から記載してください。(①～④の全てを含む必要はありません

が、可能な限りそれぞれの観点を含むようにしてください。)

⑦子供の読書を推進する活動の実践内容等（出来るだけ具体的に記入してください。）

(ｱ)活動内容、(ｲ)実践開始時期、(ｳ)活動体制、(ｴ)活動の効果、(ｵ)その他特記事項

（複数ある場合は箇条書きにしてください。）

（ｱ）活動内容

※各学校で実施している内容の概要について、以下の例に従い、３００字程度で簡潔に記入すること。
可能な範囲で（a）～（g）全ての項目について記入すること。項目順は、各内容に応じて適宜入れ替

えること。

（例）

【（a）実践開始時期・活動年数（例：平成○年から）】、【（b）方針・計画・関係事業（例1：教育課

程全体と関連付けた年間計画を踏まえ、例2：県指定の学校図書館活動推進事業校として）、【（c）活
動体制（例：司書教諭及び学校司書を中心とした体制の下）】、【（d）取組内容（例１：読書会（平成

18年度～)や地域人材の読み聞かせ（平成25年度～）など多様な読書活動、例2：社会科・理科での調べ

学習を促進するため○○）】を進めている。これらの取組により、【（e）成果（例：生徒の平均読書量
が月○冊（○○時点）から月○冊（○○時点）に増加）】している。

また、【（f）学校図書館環境（例：図書貸出しを促すため○○といった工夫を）】を行っている。

特に、【（g）その他特記事項】については、○○となっている。

【以下の項目については、上記（ｱ）に記載した内容と重複が無いよう補足する形で記載すること】
（ｲ）実践開始時期

※具体的な年数は定めないが、一定程度、組織的・継続的に取組を行っている学校が望ましい。

※重点的に取り上げて実践した取組がある場合は、その経過をまとめた資料を添付すること。（資料は
真に必要なものを厳選すること）

（ｳ）活動体制



※司書教諭及び学校図書館担当職員（いわゆる学校司書）の配置等、学校図書館の活用や読書活動の

推進に関する校内体制が整備されていること。
※公立図書館、ボランティア、ＰＴＡ等との連携が進められていること。

（ｴ）活動の効果

※可能な範囲で質と量の両面について記入すること。

（ｵ）その他特記事項 （複数ある場合は箇条書きにすること）

●方針・計画・関係事業

※学校図書館の活用や読書活動の推進に関する全体計画や年間指導計画が策定されているなど、学
校全体における計画や目標設定の下、取組が進められていること。

●学校図書館の環境

※学校図書館図書標準が達成されている、司書教諭と学校司書が連携し、授業での学校図書館活用
が進んでいる、又は子供が図書に触れ、学習における活用が積極的に行われるような環境が整っ

ていること。

※学校図書館の環境整備について蔵書数などを記入すること。
●取組内容

※取組内容が複数ある場合は、箇条書きにすること。

※各教科等における学校図書館の活用状況について記入すること。
図や写真等により補足説明が必要な場合は、どの項目に関する内容であるかを明記の上、資料を

添付してください。（資料は真に必要なものを厳選すること）

⑧過去の取組実績

（例）文部科学省 「子供読書の街」づくり推進事業 平成○年度

※文部科学省や都道府県など行政機関から受託した事業があれば事業名、受託年度を記入してください。

⑨都道府県における選考委員の職名及び氏名
※学校の推薦に当たっては、当該欄は記載不要です。

⑩過去における表彰に関する事項

（例）読書活動優秀実践校表彰 〇〇県教育委員会教育長 平成〇年

※ 過去において表彰を受けたことがある場合は表彰名、表彰者及び表彰年を記入してください。

⑪備 考
○○○○冊【学 校】 (ｱ)学校図書館の蔵書数

(ｲ)図書標準の達成率（公立小・中学校等の場合のみ）

蔵書数○○○○冊／図書標準○○○○冊（約○％）
(ｳ)学校図書館に要した経費（図書、新聞、学校司書）

図書：約○万円、新聞：約○万円、学校司書：約○万円（平成○年度予算額（もしく

は決算額））
(ｴ)電子図書数、拡大図書数、録音図書数、点字図書数

電子図書：○冊、拡大図書：○冊、録音図書：○冊、点字図書：○冊

【図書館】 (ｱ)児童室の有無
(ｲ)蔵書に占める子供用図書冊数の割合

(ｳ)子供用蔵書数

(ｴ)「(ｳ)」のうち電子図書数、拡大図書数、録音図書数、点字図書数
※ 上述以外に何か留意すべき点がありましたら記入してください。



記入例別紙様式１（日本工業規格Ａ４縦型）

優秀実践校、優秀図書館及び団体（個人）表彰推薦書（学校・図書館・団体用）

平成 年 月 日【学 校・図書館・団 体】 ×× ×× ××
○○県都道府県名

ふ り が な

①学校（図書館及び団体）名 ②設立年月 年 月○○市立○○図書館 昭和×× ××
○ ○しりつ○ ○としょかん

※和暦で記入してください。

うち司書補数ふ り が な 職員数 うち司書数
③校長（館長及び代表者）名 ④学校等

館長 ○○ ○○ ××人 ××人 ××人の規模
○ ○ ○ ○

ふ り が な

⑤学校（図書館及び団体）の所在地

XXX XXX XXXX（ XXX － XXXX ） （ ）郵便番号 5
○○県○○市○○×丁目××番××号 XXX XXX XXXXFAX （ ）
○ ○けん○ ○ し ○ ○

⑥都道府県又は都道府県教育委員会の推薦理由

推薦理由は、①「子供が自主的な読書活動を行うための取組が行われているか」、②「地域におけ

る読書環境の改善に効果を上げているか」、③「図書館の活動が、子供の読書活動の促進や活性化に

効果を上げているか」、④「学校その他の関係機関･団体と連携･協力を図っているか」の各観点から
記載してください。（①～④の全てを含む必要はありませんが、可能な限りそれぞれの観点を含むよ

うにしてください。）

⑦子供の読書を推進する活動の実践内容等（出来るだけ具体的に記入してください。）

(ｱ)活動内容、(ｲ)実践開始時期、(ｳ)活動体制、(ｴ)活動の効果、(ｵ)その他特記事項
（複数ある場合は箇条書きにしてください。）

(ｱ)活動内容 (ｲ)実践開始時期 (ｳ)活動体制 (ｴ)活動の効果 (ｵ)その他特記事項

平成XX年度実績○回X,XXX人①おはなし会 平成○○年○○月 ○○○○○○○○ ○○○○○○○○
平成XX年度実績X,XXX組②ブックスタート 平成○○年○○月 ○○○○○○○○ ○○○○○○○○

平成XX年度実績○回XXX人③読み聞かせ研修会 平成○○年○○月 ○○○○○○○○ ○○○○○○○○

平成XX年度テーマ展示○回④親子読書ｺｰﾅｰ設置 平成○○年○○月 ○○○○○○○○ ○○○○○○○○
平成XX年度実績○回XXX人⑤絵本研究会 平成○○年○○月 ○○○○○○○○ ○○○○○○○○

平成XX年度実績○回XXX人⑥子供読書まつり 平成○○年○○月 ○○○○○○○○ ○○○○○○○○

平成XX年度実績○回発行⑦子供読書新聞発行 平成○○年○○月 ○○○○○○○○ ○○○○○○○。
（取組内容の詳細は別添資料を添付（資料は真に必要なものを厳選してください））

⑧過去の取組実績

○○県○○○○○○事業 平成××年度

⑨都道府県における選考委員の職名及び氏名
○○大学○○学部教授 ○○ ○○

○○県子供の読書活動推進協議会会長 ○○ ○○

○○県社会教育委員 ○○ ○○
○○県教育委員会○○○○課長 ○○ ○○

○○県立図書館長 ○○ ○○

⑩過去における表彰に関する事項
○○県優良社会教育施設表彰 ○○県教育委員会教育長 平成××年

⑪備 考（学校及び図書館の場合は、以下のことについて記載してください。）

【学 校】 (ｱ)学校図書館の蔵書数

(ｲ)図書標準の達成率（公立小・中学校等の場合のみ）
(ｳ)学校図書館に要した経費（図書、新聞、学校司書）

(ｴ)電子図書数、拡大図書数、録音図書数、点字図書数



有 ／ 児童室はないが、児童図書コーナーと読み聞かせスペースがある【図書館】 (ｱ)児童室の有無

／児童室はないが、読み聞かせ室がある ／ 無 など
XX.X％(ｲ)蔵書に占める子供用図書冊数の割合

XX,XXX冊(ｳ)子供用図書数

(ｴ)「(ｳ)」のうち電子図書数、拡大図書数、録音図書数、点字図書数
電子図書：X冊、拡大図書：X冊、録音図書：X冊、点字図書：X冊



別紙様式１（日本工業規格Ａ４縦型）                                               記 入 例 
 

優秀実践校、優秀図書館及び団体（個人）表彰推薦書（学校・図書館・団体用） 
 
    【学 校・図書館・団 体】 

                           平 成 ××年 ××月 ××日 
                                                        都道府県名  ○○ 県     

                                                                                                
   

    ふりがな              まるまるのかい 
① 学校（図書館及び団体）名 ○ ○ の 会 

                                                              
 ※表彰状に記載されますので、正式な名称を記入してください。 

                            
 ②設立年月 昭和55年４月 
 

※和暦で記入してください。  

   ふりがな               ふりがな ふりがな 
③校長（館長及び代表者）名 代表 ◇◇ ◇◇ 
 

 
 ④学校
等の規模 

     

※「団体」は会員数を記入してく

ださい。 

   ふりがな    
 ⑤学校（図書館及び団体）の所在地 

               ふりがな ふりがな                  XX（ XXXX ）XXXX 

 （郵便番号 XXX－XXXX ） ○○県○○市○○XX－XX              FAX  XX（ XXXX ）XXXX  

 ⑥都道府県又は都道府県教育委員会の推薦理由 
  
 推薦理由は、①「子供の興味・関心を尊重しながら、自主的な読書活動を推進する取組が行わ
れているか。」②「活動内容やエリアを限定せず、長年にわたり、地域における読書環境の改善
に効果を上げているか。」③「学校や図書館などの関係機関や団体（個人）と連携し活動してい
るか」の各観点から記載してください。（①～③の全てを含む必要はありませんが、可能な限り
それぞれの観点を含むようにしてください。） 

 

 ⑦子供の読書を推進する活動の実践内容等（出来るだけ具体的に記入してください） 
(ｱ)活動内容、(ｲ)実践開始時期、(ｳ)活動体制、(ｴ)活動の効果、(ｵ)その他特記事項 

 
 ※団体（個人）が実施している内容の概要について、以下の例に従い、３００字程度で簡潔に 

記入してください。可能な範囲で(ｱ)～(ｴ)全ての項目について記入してください。項目順は、 
各内容に応じて適宜入れ替えてください。 

 
 （例） 
 【(ｲ)実践開始時期】から【(ｱ)活動内容を具体的に記載】を実施している。【(ｳ)活動体制 

（連携方法など）】で実施をすることで、【(ｴ)活動の効果を具体的に記載】している。 
 
 ※(ｵ)その他特記事項については、上記に記載した内容と重複が無いよう補足する形で記載して 

ください。添付資料が必要な場合は、真に必要なものを厳選してください。 
 

 ⑧過去の取組実績 
○○県○○○○○○事業   平成××年度    

 

 ⑨都道府県における選考委員の職名及び氏名 
○○大学○○学部教授 ○○ ○○ 

 ○○県子供の読書活動推進協議会会長 ○○ ○○ 
  ○○県社会教育委員 ○○ ○○ 
  ○○県教育委員会○○○○課長 ○○ ○○ 
  ○○県立図書館長 ○○ ○○ 

 ⑩過去における表彰に関する事項                                                               
○○県優良社会教育施設表彰 ○○県教育委員会教育長 平成××年(あれば記載してください) 

 



 ⑪備  考（学校及び図書館の場合は、以下のことについて記載してください。） 
  【学 校】 (ｱ)学校図書館の蔵書数 

(ｲ)図書標準の達成率（公立小・中学校等の場合のみ） 
(ｳ)学校図書館に要した経費（図書、新聞、学校司書） 
(ｴ)電子図書数、拡大図書数、録音図書数、点字図書数 

 【図書館】 (ｱ)児童室の有無 
(ｲ)蔵書に占める子供用図書冊数の割合 
(ｳ)子供用図書数 
(ｴ)「(ｳ)」のうち電子図書数、拡大図書数、録音図書数、点字図書数 

 

 

 



別紙様式２（日本工業規格Ａ４縦型）                      記 入 例 

 
優秀実践校、優秀図書館及び団体（個人）表彰推薦書（個人用） 

 
   【個 人】 

                                    平 成 ××年 ××月 ××日 
                                                        都道府県名  ○ ○ 県    

                                                                                                
   

 （男・女）         
     ふりがな  ふりがな 
①氏  名  ○ ○  ○ ○         （    歳）       
※表彰状に記載されますので、戸籍上の文字を記入してください。 

                               
②活動開始 昭和55年４月 
 
※和暦で記入してください。 

     ふりがな 
③所属団体名 
  及 び 職 名 
※③、④は所属する団体等がある場合は記載してください。 

           
④団体等

の規模 

 職員(会員)数    
          
          
          
           

         
         
         
          

 ⑤団体の所在地又は自宅住所                                                                 

              ふりがな  ふりがな                  XX（ XXXX ）XXXX 

 （郵便番号 XXX－XXXX ） ○○県○○市○○XX－XX              FAX  XX（ XXXX ）XXXX 

 ⑥都道府県又は都道府県教育委員会の推薦理由   
 

推薦理由は、①「子供の興味・関心を尊重しながら、自主的な読書活動を推進する取組が行われ 
ているか。」②「活動内容やエリアを限定せず、長年にわたり、地域における読書環境の改善に効 
果を上げているか。」③「学校や図書館などの関係機関や団体（個人）と連携し活動しているか」 
の各観点から記載してください。（①～③の全てを含む必要はありませんが、可能な限りそれぞれ
の観点を含むようにしてください。） 

 ⑦子供の読書を推進する活動の実践内容等（出来るだけ具体的に記入すること）                    
 (ｱ)活動内容、(ｲ)実践開始時期、(ｳ)活動体制、(ｴ)活動の効果、(ｵ)その他特記事項                 
 （複数ある場合は箇条書きにすること） 
 
 ※団体（個人）が実施している内容の概要について、以下の例に従い、３００字程度で簡潔に 

記入してください。可能な範囲で(ｱ)～(ｴ)全ての項目について記入してください。項目順は、 
各内容に応じて適宜入れ替えてください。 

 
 （例） 
 【(ｲ)実践開始時期】から【(ｱ)活動内容を具体的に記載】を実施している。【(ｳ)活動体制 

（連携方法など）】で実施をすることで、【(ｴ)活動の効果を具体的に記載】している。 
 
 ※(ｵ)その他特記事項については、上記に記載した内容と重複が無いよう補足する形で記載して 

ください。添付資料が必要な場合は、真に必要なものを厳選してください。 

 ⑧過去の取組実績 
○○県○○○○○○事業   平成××年度                                                    

 ⑨都道府県における選考委員の職名及び氏名  

○○大学○○学部教授 ○○ ○○ 
 ○○県子供の読書活動推進協議会会長 ○○ ○○ 
  ○○県社会教育委員 ○○ ○○ 
  ○○県教育委員会○○○○課長 ○○ ○○ 
  ○○県立図書館長 ○○ ○○ 

 ⑩過去における表彰に関する事項及び刑罰等の有無                                               
○○県優良社会教育施設表彰  ○○県教育委員会教育長  平成××年                     

 ⑪備  考                                                                                      
 

 


