
印西市立本埜中学校

１ 学校の紹介

（１）学校の概要

本埜中学校はＪＲ成田線小林駅から東南へ約２ Km，徒歩２０分に位置し，利根川，
印旛沼と隣接している水郷地帯と台地を中心とした２つの地区で構成されている。

平成２２年に印西市と印旛村，本埜村が合併して新たな印西市となった。学区の大

半は米作を中心とした豊かな農業地帯として発展してきた。農地の広さの割には兼業

農家が多く，三世代家族が大半を占めている。地元への愛着心が強く，またＰＴＡ・

学校行事等，学校教育活動に対しても協力的である。

全校生徒は６５人という印旛管内で一番小

規模な中学校であり，各学年単学級で，特別

支援学級（知的）と（情緒）の２クラス合わ

せても５クラスしかない。小規模校であるた

め，職員の目が行き届き，比較的きめ細やか

な指導ができるが，小学校からあまり環境が

変わらず，クラス替えもないため，人間関係

が固定されてしまうデメリットもある。

（２）学校教育目標

『豊かな心を持ち，一人一人の生徒が光りかがやく学校』

【目指す生徒像】

・学ぶ意欲を持ち，自己表現できる生徒。

・目標に向かい，努力・工夫する生徒。

・勇気を持ち，節度ある行動のとれる生徒。

・自分も他人も大切にできる生徒。

・よき伝統（挨拶・歌声・清掃）を継承し，次代に伝える生徒。

・健康に気をつけ，規則正しい生活ができる生徒。

【目指す教師像】

・生徒と共に学び，共に活動できる教師。

・前向きで，創意工夫のある実践のできる教師。

・日々学習改善に取り組む教師。

・子どもの良さを認め，伸ばせる教師。

・愛情と厳しさを併せもつ教師。

・率先垂範できる教師。

・地域を理解し，教育実践に反映させる教師。



２ 自校の図書館の現状

（１）整備状況

学校図書館図書標準の定める冊数が 5,440 冊であるのに対し，平成 28 年度末の蔵
書冊数は 6,658冊である。蔵書達成率は 122%である。
蔵書内訳

０総記 １哲学・宗教 ２歴史・地理 ３社会科学 ４自然科学 ５技術

３３４ １３３ ７７６ ７２２ ６０５ ２６１

６産業 ７芸術 ８言語 ９文学 その他 合計

１６８ ５８５ ３２７ ２５９０ １５７ ６６５８

上記のように，蔵書達成率のみで見れば 100%を超えているが，本校は創立７１年
を迎え，蔵書の大半がかなり傷んだり，資料的に古くなってしまったりというものが

多い。実際に生徒が授業等で活用したいと考えても使えなかったり，読み物にしても，

生徒が読みたいと思う作品が少なかったりというのが現状である。加えて古い本を廃

棄せねばならず，図書予算が年間 50,000 円弱であるので，年に増加する図書は 50 冊
程度で，廃棄の量に追いつかない。そこで PTA 会費からの補助をいただいたり（主
に中古本の購入に充てている），職員や地域の方からの寄贈本を含めたりしているが，

年間の増加数は 80 冊ほどにしかならない。朝の読書タイムでは自分で本を購入した
り，友人から借りたりした本を読んでいる生徒も多いため，貸し出し数の増加にはな

かなかつながらない。

（２）利用状況

平成29年4月～12月までの利用状況

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
利用者 121 55 94 152 0 27 75 143 123
平 均 1.86 0.85 1.44 2.34 0 0.41 1.15 2.2 1.89
＊利用者はのべ人数

・学校図書館は校舎の 3階に位置しており，明るく入室しやすい環境である。
・開館は毎日，昼休みの 15分間（水曜日と金曜日は学校図書館司書が在中），他の曜
日については 職員と委員会の生徒で運営を行っている。

３ 司書教諭および図書主任等の教員の取組

（１）校内組織とその役割

校長 教頭 研究部 図書館教育担当者・学校図書館司書

①学校図書館活用計画の作成 ②学校図書館司書との運営における連携・相談

③調べ学習の計画，選書，支援 ④生活改善委員会の指導

⑤新刊図書の選書と購入

主に図書館教育担当者と学校図書館司書が連携し，学校図書館を運営している。学

校図書館司書の勤務日は週に 2日であるが，読書活動の充実を推進することにおいて，
その存在は大きい。



（２）子どもや教員に対する支援

① 図書館の運営に関すること

【整備と管理】

・蔵書すべてにバーコードをつけて管理する。

・年度当初に図書館教育担当教員が全校生徒，教職員，クラス名のデータを市の教

育センターに届けることにより，貸し出しのためのバーコードが作られる（バー

コードは 学校図書館・市内公共図書館

共有）。

・おすすめ本や授業で紹介されている図書

の紹介，展示。

・授業で作成した資料の展示・管理。

・4 月に 1 年生を対象とした学校図書館オ
リエンテーション。

・スクール便の活用，紹介。

・公共図書館との連携，団体貸し出し。

・市内小中学校との連携による相互貸し出し。

・職員会議において「読書の力」「学校図書館司書の役割」「学校図書館活用の授

業推進」「朝の読書タイムの運営」についてのガイダンス。

・図書だよりの発行。

・授業の内容とリンク（古典，戦争など）した掲示物，本の紹介。

【選書】

・年数回に分けて購入し，生徒の要望に応えられるようにする。

・読書感想文コンクールの課題図書の購入。

② 読書活動に関すること

【朝の読書タイム】

毎日，登校完了時刻から 10 分間行っている。こ
の時間は学年担当職員が教室で生徒と読書をして

いる。（前年度まで朝の読書タイムは週 2 回であっ
たが，読書の姿勢が定着いないため，今年度から

週 5 回に増やし，職員も一緒に読書をすることで
定着化を図った）教室に担任の「おすすめ本」を

置くなど，読書環境の充実に努力している。

また，定期的に学校図書館司書によるブックトークやストーリーテリングを行っ

ている。さらに読書の記録を「読書カード」 にして掲示している。

【委員会活動】

本校は生徒数が少ないため，図書委員会はおかれていない。生活改善委員会が図

書委員を仕事を兼務している。学校図書館での貸し出しの他にも，学校図書館活用

の活性化のため，昼休みに優先的に読書を行う日を設定したり，生徒による読み聞



かせの計画，実施，読書週間には多読賞を設け，賞

品のしおりの制作をしたりするなど，自主的な活動

を行っている。

また，選書に迷う生徒や朝読書のための本が準備

ができていない生徒のために，「委員会のおすすめ

本」として各教室に 10冊ずつ定期貸し出しを行って
いる。選書の際は読み物以外のジャンルの本も入れ

るように指導し，毎月の委員会の際に入れ替えを行

うようにしている。

（３）学習等に関する支援

① 教科指導に関すること

【国語科】

・読んだ本の「紹介カード」の掲示

国語科による読書推進授業の一環として，各クラ

スに本の「紹介カード」を置いておき，インターネ

ットのサイトにみられる評価のように，「作者名」，

「作品名」だけでなく，「あらすじ」，「コメント」

も記入させ，オススメ度の☆の数を書かせて提出させた。

提出は任意であるが，右上に読んだ本の画像を貼り

付けて掲示し，読む意欲を向上させたり，その掲示を

見て，他の生徒も「読んでみようかな」という気持ち

にさせたりした。

掲示してもらえるのがうれしいのか，一月に２～３

冊分も提出する生徒も見られた。

・ポップ作り

「紹介カード」からの発展として，１年生の授業で本のポップ

を作らせた。実際に学校図書館で司書の先生が作ったポップを見

せたり，国語科の教師が見本を作ったり，また，インターネット

にアップしている優秀なポップ作

品を見せたりして，ポップに対す

る 具体的なイメージをもたせた。

校内の読書推進活動の一環とし

て，作ったポップは，学校図書館

内や廊下に展示した。

・ブックトーク，ビブリオバトル（資料：指導案参

考）

国語科では，２学期に，最近，巷で話題になり，多くの図書館などで行われている

「ビブリオバトル」に全校で取り組ませようと考えた。まずは段階を追って指導する



ために１学期に各学年で「ブックトーク」に取り組ませた。

生徒たちには，双活法で話を組み立てることを紹介し，１分程度で「トーク」させ

た。

「ブックトーク」なので，他の生徒のトークと競わせて「チャンプ本」を決めるこ

ともなく，自分のペースで「トーク」をすることができていた。

２学期の１１月に，「ブックトーク」の発展として，全学年で「ビブリオバトル」

に 取り組ませた。本埜中学校の少人数である特長を生かし，最後には学年を超えて

の「ビ ブリオバトル」に発展させようと考えた。

まずは，各学年（各学年単学級）で「ビブリオバトル」を行い，優秀者２～３名を

生徒の手によって選出させた。

一般的な「ビブリオバトル」のルールは本の紹

介を５分，ディスカッション（質疑応答）が２分

で行われるが，大学生が行っている「ビブリオバ

トル」でも，５分をもてあますバトラーも見られ，

また，ディスカッションで出される質疑が３つ程

度であろうと考えたので，本校では本の紹介を３

分，ディスカッションを１分半に設定した。

「ブックトーク」が１分程度であったのが，こ

の「ビブリオバトル」になると３倍の３分間程度

になるにあたって，「あらすじ」をふくらますことや，同じ作者の他の作品，また，

他の作者の同系統の作品の比較などの視点などもいれることをアドバイスした。

本来の投票の基準は「どの本を一番読

みたくなったか」であるが，それだと自

分の興味関心が高い本に投票してしまう

おそれがあったため，紹介の内容や，興

味をもたせるスピーチにも注目させたい

ため，「どの紹介が一番うまかったか」に

することにした。

全校ビブリオバトル当日は，各学年か

ら選出された７名が，全校生徒の前で本

を紹介し，ディスカッションを行った。さすがに各学年の優秀者，１～３年生まで甲

乙つけがたいものであった。

当日は『ぼくたちと駐在さんの７００日戦争』がチャンプ本として選ばれた。

【美術科】

美術科の木彫レリーフの題材は「花」であり，その資料を求めるために学校図書館

を利用した。

昨今の調べ学習であると，どうしても PC に頼る傾向にあるが，じっくり観察した
り，参考にして何度も見直したりする場合にはやはり紙媒体のほうが便利であり，生

徒たちは自分の好みの花の写真や絵を見つけては，集中してデッサンに取り組んでい

た。



【理科】

１学年の理科ではゲーム的な要素を取り入れ，クロスワードパズルの作成を行う際

に、身近な生物の調べ学習を行った。インターネットでも手軽に調べることはできる

が，図鑑で調べることで，生物の特徴をゆっくりと読みながら学習することができた。

インターネットは情報を素早く得ることができるが，図鑑のページを繰りながら寄り

道をすることができるところが良さなのではないだろうか。

② 特別活動に関すること

【総合的な学習】

１学年では印西，本埜の歴史に関する調べ学習，2 学年では職業調べ・進路学習，
３学年では「京都・奈良」及び世界遺産に関する調べ学習を行った。インターネット

での検索も行ったが，限られた地域の歴史的資料は，書物によるものが多かったし、

学校図書館の「なるには」シリーズは，版の古いものが多く，必要な資料が得られな

かった。そのため，新しい版を公共の図書館から借り受けた。どの学年も，近隣の公

共図書館からの団体貸出のシステムを利用し，学校図書館の資料と併用して学習する

ことができた。

４ 研究の成果と課題

（１）研究の目的

学びの場と同時に自由読書の場でもある学校図書館利用の活性化を図ることで、生

徒の主体的な読書活動を支援する。

（２）成果

・生活改善委員会や図書館教育担当，学校図書館司書との連携で，若干ではあるが学

校図書館利用者数の増加や，貸し出し数の増加が見られた。

・国語以外の授業でも学校図書館を利用することで，普段学校図書館に足を運ばない

生徒にとって，本を手に取るよい機会となった。

・ビブリオバトル，ブックトークの実施，生活改善委員会によるイベントなどで読書

に対する生徒の関心も高まり，学校図書館を利用するきっかけとなった。

・「朝の読書タイム」を週５回にしたことで生徒の読書の習慣が定着した。

・「読書カード」の掲示やブックトークなどに刺激を受け，生徒の選書の着眼点に変

化が見られた。

・日常の会話の中で，読書の話題が増えてきた。

（３）課題

・蔵書の達成率は基準を上回っているが，実質使える資料や読みたい図書が少ない。

生徒数の減少もあり，予算の増加は望めないので，中古本の購入, 図書の寄贈をお

願いする，公共図書館との連携を利用するなど，工夫して生徒の要望に応えていき

たいと考えている。

・研究の成果を生かすためには，全校体制での取組が不可欠である。各教科，授業の

中で学校図書館活用の計画・実践など，今後も継続して取り組んでいきたい。

・学校図書館を活用した学習では，的確な資料収集ができるように，学校図書館司書

と図書館教育担当者，教科担当，学級担任などがよく話し合い，計画的な活用がで

きるよう努める。



本埜中学校 国語科学習指導案

平成 29年 11月 17日（金）
指導者 宇賀 浩美
展開場所 会議室

１ 題材名 『全校ビブリオバトル』 ～本埜中の「チャンプ本」を決めよう～

２ 題材について
（１）題材観

近年小中学校を中心に「ビブリオバトル」を実施する学校が増えてきているが，元
々は京都大学の研究室で勉強会の本選びをするための仕組みとして誕生した。楽しみ
ながら気軽に取り組めることなどから，全国的にその活動が広がっている。その内容
から生徒の能動的な学びの姿勢を引き出すための仕掛けとして有用であることや，ビ
ブリオバトルのルールがいたってシンプルで，自由度も高いことから，逆に運用が難
しいことなども指摘されている。「チャンプ本」を決めることを楽しむためにも，競
うことに夢中になりすぎないよう，配慮や指導が必要だと言われている。まずは本を
読んできちんと理解することができる力や，読書を純粋に楽しめる力を育むことを視
野に入れた指導が大切だろう。
本校では『主体的に読書する生徒の育成』を目指して研修を重ねてきたが，そのひ

とつの技法として，1 学期に国語科の授業で「ブックトーク」を行い，2 学期にその
発展的な形態として「ビブリオバトル」を行うこととした。「ビブリオバトル」のル
ールは変えてはいけないという意見もあるが，今回初めての実施であることなどから，
「ビブリオバトル」の第一段階である「選書」には重きをおいていない。日常の読書
活動の中で手にした一冊を紹介すること，発表時間やその後のディスカッションの時
間を短縮すること，司会は教科担当が行うことなど，本校の実態に則した内容に変え
て実施することとした。

（２）生徒の実態 （全校生徒 65名）
本校は自然環境に恵まれた農村地域に位置しており，三世代同居という家庭も多く，

地場産業である米作りが盛んである。また，創立 71 年を迎える伝統校でもあること
から，保護者の多くが本埜中学校の卒業生であり，学校教育へ理解や協力も十分であ
ると言えよう。
豊かな自然に育まれ，全体的に争い事を好まない穏やかな生徒が多い。小学校から

単学級であることから，男女の仲もよいのだが，人と競うという体験に乏しく，学習
についても意欲はあまり高くない。家庭学習もなかなか定着しないのが現状である。
そのため昨年度までの 4年間は基礎学力の向上を目指して，週 2回を読書，週 3回を
英語や数学，国語の漢字のドリル学習にあてていたのだが，学習の成果も上がらず，
朝の読書タイムも定着しないという状況が見られた。朝の 10 分間読書で手にしてい
る本を見ても，女子の多くはライトノベルスが多く，一部の生徒は選書に悩んで，10
分間が過ぎてしまうこともあった。そこで，教師が生徒と一緒に読書をすることで「読
書」の雰囲気を作ることや選書に困っている生徒には「先生のおすすめ本」を提示し
てやることなどで，朝の読書タイムの定着を図ってきた。２学期に行った全校生徒対
象の読書についてのアンケートの結果は下記の通りである。

（対象生徒数）
1学年 2学年 3学年 全学年

男子 8名 16名 8名 32名
女子 8名 12名 13名 33名
合計 16名 28名 21名 65名

① あなたは読書が好きですか。
１学年 ２学年 ３学年 全学年

はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ
男子 ７１％ ２９％ ７７％ ２３％ ６３％ ３７％ ７１％ ２９％
女子 ７５％ ２５％ ５０％ ５０％ ７５％ ２５％ ６６％ ３４％
合計 ７３％ ２７％ ６４％ ３２％ ６９％ ３１％ ６８％ ３２％



② あなたは月平均で何冊の本を読みますか。
０冊 １冊 ２冊 ３冊 ４冊 ５冊 10冊以上 平均

１学年 ０％ ７％ ２０％ ３３％ ７％ ２０％ ７％ ４冊
２学年 ４％ ４８％ ３６％ １２％ ０％ ０％ ０％ 1.6冊
３学年 ５％ ４０％ １５％ １０％ １０％ ５％ １５％ 3.2冊
＊全校平均は 2.7冊

③ あなたはどんなジャンルの本を好んで読みますか。
（ジャンル分別表から選択・多い順に記載）

１学年 ２学年 ３学年
・コミック ・ロマンス ・文学賞受賞作品
・ロマンス ・スポーツ ・ホラー，ファンタジー
・文芸作品 ・文学賞受賞作品 ・ミステリー
・歴史読み物 ・ミステリー ・スポーツ
・ホラー，ファンタジー ・ホラー,ファンタジー ・写真集
・キャラクター文芸 （以下は単回答） ・キャラックター文芸
・ゲーム攻略本 歴史，ノンフィクション, （以下は単回答）
・雑学 サスペンス,キャラクター コミック，雑学，エッセ
・スポーツ 文芸 ー，心理，辞書，動物,
（以下は単回答） 科学，政治，科学，軍事,
地理，哲学，天文学，占 語学 ,古典 ,神話 ,料理，歴
い建築，工学，音楽，手 史，生活，文芸，芸能，
品，教育，絵本，料理，
ペット

④ あなたが本を選ぶ時の基準はなんですか。
（自由記述・多い順に記載）

１学年 ２学年 ３学年
・本の題名 ・本の題名 ・直感で惹かれたもの
・直感で惹かれたもの ・直感で惹かれたもの ・本の題名
・表紙のイラスト ・裏表紙のあらすじを読 ・本の値段
・裏表紙のあらすじを読 んで，読みたくなった ・表紙のイラスト
んで，読みたくなった ・直感で惹かれたもの ・裏表紙のあらすじを読

・作者で選ぶ ・先生のおすすめ んで，読みたくなった
・中高生向けの内容 ・友だちのおすすめ ・先生のおすすめ
・話題になっているもの ・映画化されたもの ・友だちのおすすめ
・内容が簡単そうなもの ・ドラマ化されたもの ・映画化されたもの

・話題になったもの ・ドラマ化されたもの
・文字数が少ないもの ・話題になったもの
・表紙のイラスト ・作者で選ぶ

・感動できるかどうか。
・自分の趣味の本
・パラパラめくってみて，
読めそうなもの

朝の読書タイムについてはかなり定着してきた様子が見られ，授業間にも読書する
生徒の姿が見られたのだが，アンケートの結果を見ると，読書を好む生徒の割合が予
想よりも低かった。特に２学年の女子については半数が「あまり読書は好きではない」
と回答している。
また，全国学校図書館協議会の調査による 2016 年度の中学生の月平均の読書量は

4.2冊であるが，本校については 2.7冊という結果だった。平均すると 2.7という数字
になるが，実際には 1 年生の読書量が最も多く平均で 2 ～ 3 冊，2 年生，3 年生につ
いてはほぼ 1～ 2冊という生徒が多いことがわかる。読書量については単純に本の冊
数では計れないところもあるが，「どんなジャンルの本を好むか」「本を選ぶ基準は
なにか」という設問に対する回答を見ても，読書の質の向上が求められるところであ
る。



（３）指導観
読書の意味は「書を読むこと」である。活字の登場以前では，裕福層やインテリ層

にのみ許された贅沢な行為であった。が，今では 1日に約 200冊の本が出版され，無
数の書籍の中から「読む書」を選び出すのは，とても難しいことだろう。学習するた
めに書を選んだり，「読書を楽しむ」ための一冊を選ぶにはどうしたらよいか。何気
なく手にした 1 冊が，その後の読書活動のきっかけになることもあるが，そうした 1
冊に出会うために手当たりしだいに読むわけにはいかない。生徒も選書の基準として
回答しているように，先生や友だちに薦められたことも，本を手に取るきっかけにな
っている。
本題材ではそのための手法として「ビブリオバトル」の導入を考えた。「読書」の

楽しみ方として「個で楽しむ」ことのほかに「書を分かち合う」こともあるのではな
いだろうか。「ビブリオバトル」の実践をきっかけとして，楽しみながら情報を共有
すること，情報を発信するために文をていねいに読んで情報を整理する力，それを伝
える技法などを身につけさせたい。そこからに読書の輪が広がり，必然的に『主体的
に読書する生徒』の姿が見えてくるだろう。

３ 題材の目標
①「紹介する本」の内容を理解し，整理して伝える工夫をすることができる。

（読むこと）
②聞き手の様子に合わせて，声の調子や間の取り方を工夫した話し方をすることが
できる。 （話すこと・聞くこと）

４ 指導計画（５時間扱い）

学習 時配 学習内容と学習活動 評価基準（評価方法）
過程

○ビブリオバトルについて知る。
・ビブリオバトルのルールを知る。
・ビブリオバトルの目的を確認す

１次 ２ る。
○ビブリオバトルの準備を行う ○「紹介する本」について情報
・1 学期にに行ったブックトークに を集め，内容を整理すること
ついて振り返る。 ができたか。

・ビブリオバトルに向けて，プレゼ （読むこと）
ンテーションの構成や技法の確認 ワークシート
をする。 ○聞き手を想定して，話の構成

・各自プレゼンテーションのための を練ることができたか。
準備を行う。 （話すこと・聞くこと）

ワークシート

○クラス内でのビブリオバトル予選
会を行う。

２次 ２ ・グループごとに順番を決め，ビブ ○聞き手を意識した発表を行う
リオバトルを行い，各グループの ことができたか。

「チャンプ本」を決定する。 （話すこと・聞くこと）
発表

（1 学年は 2 グループ，２，３学年 ○意欲的にディスカッションに
は３グループに分けて行う） 参加するこ とができたか。

（意欲・関心・態度）
発表・審査用紙

○全校ビブリオバトルを行う
・バトラーの紹介する。
・ビブリオバトルのルールを確認す
る。



・発表とディスカッションを行う。 ○発表者は聞き手を意識したプ
３次 １ ・すべての発表を行った後，班の意 レゼンテーションが行えたか。

見をまとめ，「チャンプ本」の投 （読むこと）
本時 票を行う。 （話すこと・聞くこと）
（3/3） 発表

○参加者は「チャンプ本」を選
ぶための基準を意識して，聞
くことができたか。

（話すこと・聞くこと）
発表

○ディスカッションの中で適切
な質問をすることができたか。

○「チャンプ本」を根拠を明確
にして選ぶことができたか。

（読むこと）
審査用紙

５ 本時の指導

（１）目標
①発表者は聞き手を意識したプレゼンテーションをすることができる。

（話すこと・聞くこと）
参加者は目的に則して話を聞くことができる。

（話すこと・聞くこと）
②話合いの中で,適切な質問や，意見を出すことができる。

（読むこと）
（２）展開

時配 学習内容と学習活動 指導・支援 ○評価 資料
５分 ・ビブリオバトルルールの確 ・クラス予選とルールは同じだが，再 プリント

認を行う。 度確認をしておく。
・バトラーの紹介 ・紹介する本のタイトルを掲示してお プリント

く。
・審査の基準の確認する。 ○ビブリオバトルに意欲的に参加しよ 掲示物

うとしているか。 プリント
（意欲・関心・態度）

観察

全校ビブリオバトル
～本埜中の「チャンプ本」を決めよう～

35分 ○ビブリオバトルを行う。 審査用紙
・バトラーは 3 分間でプレゼ ・参加者は聞きながら質問したいこと
ンテーションをする。 についてメモをとってもよい。

評価はディスカッションの後で行
う。

○発表者は聞き手の様子に合わせて，
声の調子や間の取り方などを工夫し
た話し方をすることができたか。

（話すこと・聞くこと）
発表

○選んだ本の特長を整理し，述べるこ
とができたか。

（読むこと）

○参加者は話の内容を理解し，目的に



則して話を聞くことができたか。
（話すこと・聞くこと）

発表・審査用紙

・90 秒間でディスカッション ・発表者が質問に答えられない場合は
を行う。 指導者が支援をする。

・90 秒間の最後に審査用紙の記入を
行わせる。

・バトラーの 7名は投票には加わらな
い。

○話合いの中で,適切な意見や質問を
出すことができたか。

（話すこと・聞くこと）
観察・審査用紙 投票用紙

・意見が積極的にでないグループや意
見が割れているグループについては
指導者が巡回し,支援を行う。

・グループごとに話合い,「チ
ャンプ本」を決定し,投票を ○「チャンプ本」の決定に向けて,根
行う。 拠のしっかりした理由を考えること

ができたか。
（読むこと）
審査用紙

・投票結果の発表 ・16グループの投票結果をまとめる。


