
 

 

横芝光町立横芝中学校 

 

１ 学校の紹介 

   

（１）学級数 １２学級（１・２学年３学級、３学年４学級、特別支援２学級） 

  

（２）生徒数 ３０８人 

 

（３）学校教育目標 

  『人間性豊かで 創造力に富み たくましく生きる生徒の育成』 

   めざす学校の姿 

   ・夢と希望のある学校 

   ・明るい学校 

   ・活力ある学校 

   ・信頼される学校 

   めざす生徒の姿 

   ・豊かな心をもち、たくましく生きる生徒 

   ・学ぶ意欲に満ち、楽しく学習する生徒 

   ・奉仕や体験活動に、意欲的に取り組む生徒        《図書館の外観》 

     ・運動に親しみ、心身ともに健康な生徒          

   

（４）地域の立地と特色 

地形は北部の丘陵地帯から南部の九十九里海岸に平坦に広がっている。本校は昭和22年に開校し、

親子三代横芝中出身という家庭もある伝統校である。平成 21年に新校舎竣工と共に移転した。 

学区内には、幼・小・中・高校がある。さらには海洋センター、文化会館、公共図書館、各種ス

ポーツ広場等、社会教育施設が充実している。 

   

（５）読書活動に関する目標 

   生徒が、主体的に読書に取り組めるように、図書館の活性化を図る。 

      

２ 自校の図書館の現状 

平成 21 年度に新校舎に移転し、図書館は教室棟から特別棟に渡る廊下に面した場所に設置された。

廊下側は全てガラス張りとし、また閲覧室についてもガラスを多用し、外光を取り入れられた明るい

図書館となっている。蔵書数は平成 27 年末現在 9,993 冊である。（平成 27 年度の購入図書数は 717

冊） 

    

（１）図書館整備状況 

  ○学校図書館標準の定める冊数         １０，７２０冊 

  ○平成２７年度末の学校図書館の蔵書冊数      ９，９９３冊 

  ○学校図書館図書標準の達成状況            ９３％ 



 

 

（２）図書館利用状況 

  ○平成２３年～２７年の図書館貸し出し冊数 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

貸し出し冊数 ３８６ １,８６５ ２,２４７ ２,３５８ ２,０４１ 

ただし平成２７年度は、図書館耐震工事のため９～１０月の貸し出し冊数はカウントしていない。 

 

○平成２８年の図書館貸し出し冊数 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 

貸し出し冊数 ２１６ ３３４ ３３４ ３７６ ０ １９０ ２５８ 

 

  ○平成２３年～２７年の図書館貸し出し一人あたりの平均冊数 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

貸し出し冊数 資料なし   ４．７ ５．８ ６．３ ６．２ 

ただし平成２７年度は、図書館耐震工事のため９～１０月の貸し出し冊数はカウントしていない。 

 

  ○平成２７年度、曜日別利用統計 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

冊数 ４２６ ５１２ ４０１ ３６１ ３４１ 

人数 ２６６ ３１１ ２６８ ２３８ ２１８ 

 

○図書館が、教室棟から特別棟や体育館へ行くときに必ず通るということもあり、基本的には昼休

みしか開館していないなかで、数年来、来館者数は増えている。また、上表のように、読書指導

員が来校する火曜日の利用者数が増加している。 

  

３ 司書教諭および図書主任等の教員の取組 

 

（１）校内組織と主な役割 

校長――教頭―教務主任――図書館教育（司書教諭） 

                ―特別活動・生徒会（担当教諭）―学習・図書委員会（担当教諭） 

   ※学校図書館担当教諭が中心となり、図書館の整備や図書館の仕事を統括する。                                 

    

（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 

【図書館環境の整備と充実】 

   ○書籍管理 

    ・書籍管理の電子化（公立図書館との共有システム） 

    ・本の貸し出しと返却をバーコードによって処理 

    ・蔵書登録、蔵書管理、進級処理などをコンピュータによって行う 

    ・リクエストカードによる図書の希望を聞き、購入の参考にする 

 



 

 

 ○配架整備 

    ・十進分類法による整備（読書指導員による配架整備） 

    ・生徒の手による整備（学習・図書委員会の活動） 

    ・新刊図書特別展示コーナーの設置 

 

○整備のための著者名札 

ラミネート加工の透明なシートを利用し、オリジナルの著者名札を作成している。 

 

   ○図書館環境 

    新刊コーナーや職業コーナー、 

月ごとや季節や暦に関する本や掲示、 

映像化関連書籍コーナーなどを常設 

し、内容を随時刷新することで本を手 

に取りやすいようにしている。 

 

 

 

 

   ○図書館の位置 

    図書館が教室棟から特別教室棟への通路の途中にあり、通行する生徒が多い。かつガラス張り

であるため、廊下から見てもどんな本があるのかわかるような展示をし、利用を促す工夫をして

いる。 

  《廊下に面した図書館》    《廊下から図書館を臨む》     《廊下から見た書棚》     



 

 

○図書館前の展示コーナー 

課題図書や貸し出しランキングなど時期に応じた図書や記事を置いている。 

 

・貸し出しランキング 

貸し出し回数の多い順にランキングを、年に２回（学期ごと）貼りだしている。 

今年度の２学期の第一位は「車輪の下」だった。 

このランキングが貼り出されると、貸し出し数が増える。 

 《今年度前期のランキング》          《今年度後期のランキング》 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・年月日・季節・暦の掲示物 

その時々にふさわしい掲示物を工夫している。 

季節や暦にかかわる掲示のほか、映像化された本の特集なども行う。 

    《２月の掲示》         《梅雨時の掲示》        《正月の掲示》 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    《映像化関連書籍コーナー》            《映画のチラシを使った掲示》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   



 

 

・テーマごとのコーナー 

猫の日のコーナー《左》 

本屋大賞のコーナー《中》 

ハロウィン関連コーナー《右》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

・ＰＯＰによる掲示 

     猫の日のＰＯＰ《左》、「この世界がゲームだと俺だけが知っている」シリーズの手書きＰＯＰ

《中》「ソードアートオンライン」シリーズの手書きＰＯＰ《右》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新刊図書の紹介 

     新刊図書は、図書館入り口付近を中心に目にとまりやすい場所に掲示する。ビジュアルに訴

える本が多い場合には左側の画像のように本を立てて見やすく展示する。《左》多くの新刊書が

入荷した場合には、ジャンル別にして表紙が見えるように展示する。《中》シリーズものが入荷

した場合には、興味を引くようにまとめて展示する。《右》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ② 読書推進活動に関すること 

   ○朝の読書タイム 

    ・８時０５分から８時２０分までの１５分間、毎日無言で読書に取り組んでいる。８時を目安

に生徒が登校すると、そのまま荷物をロッカーにしまうとすぐに着席して読書を始めている。

本は、自分で持ってくることを原則として、後述する公共図書館からの学級文庫や学校図書

館の本など各自で用意をしている。     

その際には、学習・図書委員が教室     《各々本を持参し、一心に読んでいる。》  

前方の教卓に座り、読書状況の確認 

を行っている。 

    ・部活動などで忙しくなる中での、朝 

１５分程度の読書時間であるが、継 

続することで確実に読書習慣はつい 

ており、図書館利用の促進につなが 

っている。 

 

                      

      《公共図書館からの学級文庫 》   《学習・図書委員による読書状況確認》 

 

 

 

 

 

    

 

 

             

 

   ○読書推進企画 

    ・図書館における、生徒の手によるＰＯＰ、帯での図書紹介 

    ・学年フロアへの新刊図書紹介 

    ・図書リクエストの実施 

    ・横芝中学校の１００冊 

                              

 

 

 

 

 

 

 

       《新刊図書紹介》              《生徒の手によるＰＯＰ》 

 

  

 



 

 

    

 

 

 

 

  

    

 

 

 

                         《横芝中学校の１００冊コーナー》 

 

 

 

      《横芝中学校の１００冊》 

 

・横芝中学校の職員にアンケートをとり、 

     合計１００冊を選出した。（資料参照） 

     生徒達は、どの先生がどんな本を選んだ 

     か、また、紹介する文章を読むなど、興 

     味を惹かれた様子が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○図書館の利用 

    ・開架時間   月～金曜日の昼休み １３時～１３時２５分 

            火曜日の放課後   １６時～１６時３０分 

  

    ・貸し出し条件 １人３冊、貸出期間は２週間。 

            貸し出しを行うと、返却日時が書かれたレシートが発行され、それを学習・

図書委員が確認し、日付を声に出して伝えながら手渡す。 

    

 ・国語の授業中の貸し出し 学期に１回授業中に貸し出す時間を確保。 

                 ４月は図書館ガイダンス時に実施。 

 

 

 

 

  



 

 

   ○人材活用 

    ・学習・図書委員会の活動 

      配架整備や環境作り、本の貸し出しや返却の処 

理、朝読書の推進を学習・図書委員会の生徒の手 

で行う。学年で１人いる学習・図書委員会の担当 

教諭が委員会の生徒とともに町の図書館から派遣 

される読書相談員の相談しながら読書推進の企画 

や展示を行う。特に、環境作りについては読書指 

導員の指導を受け、企画や意図を聞き、委員会の 

生徒が実際の作成を手伝う。 

      

    ・読書指導員 

      横芝光図書館から週に１回派遣される。配架整備や環境作りの企画を行い、学習・図書委

員会の生徒や委員会担当教諭と相談をしながら、時節や学校行事に合わせた図書館作りを提

案する。 

 

   ○他機関（公立図書館）との連携 

     ・公共図書館による「授業関連資料団体貸出」利用の支援 

・読書指導員の派遣 

     ・学級文庫の貸し出し（１クラス３０冊×１２クラス分） 

 

（３）学習等に関する支援 

  ① 教科指導に関すること 

   ○国語科 ・１学年 図書室ガイダンス 

          ４月に図書館の利用指導をおこない、その上で図書の貸し出しなどを実施してい

る。公共図書館も利用しやすいように、十進分類の説明なども含めておこなう。さ

らに図書の第１回目の貸し出しもその際に行うことで、返却機会を意識的につくり、

定例の開架時間である昼休みの図書館利用に繋げている。 

 

・１学年 帯作り             

          「光る地平線」を使用し、キーワー 

         ド探しの学習を踏まえ、全員が同じ本 

を紹介する帯作りを行う。「心に残っ 

たフレーズ」が、人の心を動かす（人 

が読みたくなる）キャッチフレーズに 

繋がることを学習させ、図書館や書店 

での本選びの一助とさせる役割をはたらいている。更に次の単元「私が選んだこの

１冊」と「読書コラム～本との出会い」によって、図書館にある「私の選んだ」仲

間に紹介したい本についてのキャッチフレーズを考え、帯をつけることで読書紹介

をおこなっている。 

 

 

 

 



 

 

        ・２学年 読書感想画 

          「二年一組のお薦め三十五冊 ～読書案内を作ろう」を使用し、さまざまな読書

案内の方法を学ぶ。ここでは、１年の時の帯作りの延長線上にある読書感想画づく

りをおこなう。視覚的に訴えることは文章の内容を理解していないと出来ないこと

であることを教え、内容把握による図化をさせる。 

 

        ・３学年 ビブリオトーク（資料：指導案参照） 

          「未来に私におすすめの本 読書生活をデザインしよう」を使用し、自分の読書

履歴や傾向を捉えたうえで、読書の幅を広げ、質を高める試みであり、そこから自

己の向上へとつなげようとするもの。読書生活をよりよいものにするため、この授

業を今までに読んだことのない本との出会いの場とするべく、「ビブリオトーク」と

いう手法を用いた。 

ビブリオトークとは、神戸親和女子大学教授 

の笹倉剛氏によって提唱された手法である。 

あるテーマを基にブックトーカーが数冊の本 

を紹介する「ブックトーク」と、知的書評合戦 

と呼ばれるビブリオバトラーが５分間で本の紹 

介をし、チャンプ本を決める「ビブリオバトル」 

の両方の特徴を併せ持つものである。 

以下は笹倉氏が挙げる「ビブリオトークの意 

義と良さ」である。 

         ①なぜその本を自分が推薦するのかが、とてもはっきり語られるところ。 

         ②本の紹介が口頭で語られるので臨場感や雰囲気が伝わってくる。 

         ③最後に読みたい本の調査があるので、もっともすばらしい紹介をこころがけるこ

とにつながる。 

         ④３～５分という限られた時間の中に、紹介したい本の全てが込められているとこ

ろ。 

         ⑤常に聞き手の表情や会場の雰囲気をつかみながら語っていくので、その場の雰囲

気にあった語りができるところ。 

         ⑥紹介した本の質問の時間が設けてあるので、聞き手の消化不良が少し改善できる。 

         ⑦紹介する本を手に持ちその関心のある部分を読んだり語ったりすることで説得力

が増す。 

         ⑧本の紹介でチャンプ本を決めるということではなく、あくまでも本の良さを伝え

るという点に集中するということ。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          「バトル」ではなく、「トーク」であるとい 

         うことから、終始和やかな雰囲気で授業が展開 

         された。 

          本の紹介方法としては、「劇形式」「クイズ形 

式」「座談会形式」「朗読形式」「紙芝居形式」な 

ど様々であった。 

          当初、学習を始めたころは、ただ単に本の内 

         容をしゃべるだけ、という形式を考えるチーム 

         が多かった。しかし、指導の中で「個人ではな 

         くチームでしか出来ない形式を考えよう」という指導を入れたところ、様々な形態

への工夫が見られた。たくさんの形式で紹介されたことで、聴衆となった生徒達の

反応も大きく、トーク終了後の質問タイムも盛況であった。 

 

 

          

ビブリオトーク終了後には、仲間同士で図書を紹介する様子が増え、昼の開架時

間帯に、図書館で本を手に取り、話している姿が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○社会科 ・１学年 地理に関する調べ学習 

          アフリカ大陸を調べるにあたり、自然についての知識を得るために、アフリカを

題材とした写真集を資料とした。学校の図書館だけでは資料の数が足りず、連携し

ている公共図書館を利用し、図書を集めた。 

          電話で本のジャンルや種類を指定すると、その週には学校まで配達してもらえる

このシステムは、授業にとても役に立たせることが出来る。 

          写真集などは学校の図書館には、たくさんは無いので、ありがたいシステムであ 

る。 

 

 

  



 

 

・２学年 戦国時代新聞づくり 

          戦国時代以降の人物を１人取り上げ、その人物について調べ学習を行い、新聞を

作成する。必要としない情報や幅広すぎる情報が入りすぎるインターネットは使用

せず、図書館の本を利用し、限られた情報を利用して仕上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○家庭科 ・３学年 絵本の読み聞かせをおこなう（絵本を作ろう） 

       「言葉」を媒介とする活動として、図書館所蔵の絵本の読み聞かせを生徒同士で

行った。数年来、毎朝欠かさず「朝の読書」に取り組んできた本校の生徒たちにと

って、読書は日常生活の中の楽しい活動としてとらえられており、その大切さは意

識の中にすっかり定着した感がある。また、近年、乳幼児期からの本とのふれあい、

絵本の読み聞かせの重要性が叫ばれ、地域の幼稚園・保育園、小学校で行われてい

る。また、既存の絵本を読んだあとは、自作のオリジナル絵本を作成し、生徒同士

で読み聞かせを行った。 

 

   ○理科  ・１学年 学校内の植物を観察しよう（植物図鑑使用） 

          身近な植物について観察・実験を通して、生物の調べ方の基礎を学習すると共に

植物の体のつくりやそのはたらきを理解させ、植物の世界について総合的な認識を

深める学習を行った。図書館所蔵の新書サイズの植物図鑑を各自１冊持ち、学校内

の植物を観察している。 

 

  ② 特別活動に関すること 

   ○１学年 校内オリエンテーション〔学校探検〕 

○学校図書館の利用方法を知り、効果的な利用法を身に付ける  

○読書活動に積極的に参加できるようにする 

○図書委員会の活動を通して、読書に親しむ 

○朝読書を通して、読書習慣を確立する 

   ○全校集会における学習・図書委員の提案発表 

  

 ③ 総合的な学習の時間に関すること 

   ○１学年 職業学習会に向けた、働くことの意義についての学習 

   ○２学年 職場体験に向けた、各産業の問題点についての学習 

   ○３学年 自分の生き方を考える学習 

   

 



 

 

（４）学校司書や公共図書館との連携 

・公共図書館との連携 

・公共図書館による「授業関連資料団体貸出」利用の支援 

・読書指導員の派遣 

     

４ 成果と課題等 

《成果》 

・図書館の利用者、貸し出し冊数が増えたのが今回の大きな成果である。新刊本の充実や掲示物、学

習図書委員会の呼びかけ、展示の工夫などさまざまな方法が実を結んだと考えられる。 

 

・本校は、現在学校図書館図書標準の定める冊数が１０，７２０冊の所、９，９９３冊となっている。

５年前の７，３６８冊に比べると３３５２冊増え、達成率も６３%から９３%となり、生徒が手にし

たい図書が多くなった。このような身近に本がある環境の中で、本事業を受けたことで、更に積極

的に図書館利用を促す方策や工夫を考えることが出来た。 

 

・今年度初めて行うイベント（横芝中学校の１００冊、生徒の手によるＰＯＰなど）では、生徒の関

心が高まり、図書館の利用者が多くなった。 

 

《課題》 

・図書館の環境整備について。読書指導員に任せてきりにせず、授業内容との関連や生徒の実態に応

じるなど、更に学校としての意図をもてるように考えていきたい。 

 

・全校体制で、読書に繋がる活動を意識して取り入れるように働きかけてきたが、教科の特性もあり、

図書館を十分に活用できない実態があった。 

 

・今年度おこなったことを、毎年繰り返し行っても、マンネリ化してくる。常に新しいことをしてい

かなければ図書館利用は活発化しないとわかった。 

 

 

 



*1「ビブリオトーク」とは，神戸親和女子大学文学部教授である笹倉剛氏によって，およそ３年前に考案された比較的

新しい手法であり，あるテーマを基にブックトーカーが数冊の本を紹介する「ブックトーク」と，知的書評合戦とも呼

ばれビブリオバトラーが５分間で本の紹介をしチャンプ本を決める「ビブリオバトル」の両方の特徴をもつものである。

笹倉氏は『グループでもできるビブリオトーク「わくわく」「どきどき」する本の紹介方法』（笹倉剛著，あいり出版，

２０１５年）の中で，「ビブリオトーク」の意義やよさを以下のように挙げている。

①なぜその本を自分が推薦するのかが、とてもはっきりと語られるところ。

②本の紹介が口頭で語られるので臨場感や雰囲気が伝わってくる。

③最後に読みたい本の調査があるので，もっともすばらしい紹介を心掛けることにつながる。

④３～５分という限られた時間の中に、紹介したい本のすべてが込められているところ。

⑤常に聞き手の表情や会場の雰囲気をつかみながら語っていくので，その場の雰囲気にあった語りができるところ。

⑥紹介した本の質問の時間が設けてあることで，聞き手の消化不良が少し改善できる。

⑦紹介する本を手に持ち，その関心のある部分を読んだり語ったりすることで説得力が増す。

⑧本の紹介でチャンプ本を決めるということではなく，あくまで本の良さを伝えるという点に集中するということ。

第３学年Ｄ組 国語科学習指導案

指導者 小林 奈充（１／１１）

指導場所 図書室

１ 単元名 ビブリオトークをしよう

教材名 未来の私にお薦めの本 読書生活をデザインしよう

２ 単元について

（１）単元観

本単元は，学習指導要領の第３学年「Ｃ読むこと」の指導事項（１）オ「目的に応じて本や文

章などを読み，知識を広げたり，自分の考えを深めたりすること。」をねらいとするものである。

本を読む目的は「ある事柄について深く知る」「課題探求のための情報収集」「教養を身につける」

「余暇を充実させる」など，人それぞれではあるが，自ら本を読むことにより新たな知識や考え

方がうまれるという点に変わりはない。また，「読書生活をデザインする」とは，自分の読書履歴

や傾向を捉えたうえで，読書の幅を広げ，質を高める試みであり，そこから自己の向上へとつな

げようとするものである。読書生活をより良いものにするためにも，本授業を今までに読んだこ

とのない本との出会いの場とするべく，今回は「ビブリオトーク」*1という手法を用いて授業を展

開していきたいと考える。

「ビブリオトーク」は，紹介する本が目立ち，紹介者の主観も語られるという特徴をもつので

読書があまり好きではない生徒でも「自分の好きな本」を「自分の言葉」で紹介できるという利

点がある。また，テーマを定めずに行うことによって，様々なジャンルの本を知ることになり，

読書の幅を広げるということにつながる。

今年度，本校では「生徒が生涯にわたって発揮できる『確かな学力』の向上を目指して～確か

な学力を身につけ，自分の思いや考えを表現しようとする生徒の育成～」を研究主題とし，各教

科で表現力の向上のための取り組みを行っている。また，総合的な学習の時間においては，「仲間」

という全校共通のテーマの下，各学年前半に「個人と身の回りの諸問題との関わりを考える単元」

後半には「自己の生き方を直接考える単元」を設定し，そのまとめを個人またはグループでのプ

レゼンテーションとして発表している。さらに，各学年のプレゼンテーションのうち優れたもの

を学年代表とし，全校生徒の前で発表する機会を設けているため，良いプレゼンテーションを目

にする機会も多い。そのため，「表現する」ということに対する抵抗が少なく，「ビブリオトーク」

にも意欲的に取り組むことができるだろうと予想される。

この活動をきっかけとし，本を紹介し合うということを継続して行っていきたい。そして，そ

れがやがて授業等だけでなく日常会話でも行われるようになることを目指したい。生徒一人ひと

りの読書の幅が広がり，生涯にわたって読書に親しむ生徒の育成を最終目標としたい。



（２）生徒の実態

①実態調査 （男子 １６名 女子 １１名 計２７名） 調査日：１１月１日（火）

１ 本を読むことは好きですか。

①好き 15名（55.5％） ②どちらかといえば好き 9名（33.3％）

③どちらかといえば嫌い 2名（7.4％） ④嫌い 1名（3.7％）

２ １か月に平均して何冊ぐらい本を読みますか。

学級平均 ２．６冊

1冊 4名（14.8％）2冊 9名（33.3％）3冊 10名（37.0％）4冊 2名（7.4％）5冊～ 2名（7.4％）

３ 今までに最後まで読まなかった本がありますか。

①ある 9名（33.3％） ②ない 18名（66.6％）

３－１ ３で①と答えた人は理由を書いてください。

・内容がおもしろくなかったから（５） ・内容の意味がわからなかったから（１）

・内容に興味が持てなかったから（１） ・本を返さなければならなかったから（１）

・本をなくしてしまったから（１）

４ 読む本をどのような基準で選んでいますか。（複数回答可）

①表紙のデザイン 16名（59.2％）②本の帯 5名（18.5％）

③書店のＰＯＰ 0名（0％） ④シリーズもの 12名（44.4％）

⑤実際に途中まで読んでみて 4名（14.8％）⑥本の巻末の解説 5名（18.5％）

⑦タイトルを見て 18名（66.6％）⑧ページ数 1名（3.7％）

⑨他の人からの紹介 8名（29.6％）⑩作家 3名（11.1％）

⑪ジャンル 12名（44.4％）⑫その他 1名（3.7％）

５ 友人や先生に薦められた本を読んでみたいと思いますか。

①思う 16名（59.2％） ②思わない 1名（3.7％） ③どちらともいえない 10名（37.0％）

５－１ ５で答えた理由はなぜですか。

（①の理由）

・他の人がおもしろいと感じたものは自分も楽しめそうだから（５）

・他人がよいと思った本がどのような本か気になるから（３）

・新たな本が見つかるかもしれないから（３）

・その本の良さを知りたいから（２）

・自分で本を選ぶのが得意ではないから（１）

・内容を理解しやすそうだから（１）

・共通の話題ができるから（１）

・文章の書き方が作者によって違うと思うから（１）

（②の理由）

・自分好みでなければ読まないから（１）

（③の理由）

・興味のないジャンルならば読まないから（４）

・自分が選んだ本を読みたいから（４）

・本をあまり読まないから（２）

６ （自分が読んでない本でも良いので）友達におすすめしたい本はありますか。

①ある 14名（51.8％） ②ない 13名（48.1％）



②考察

アンケート１・２の結果から，読書自体は好きだと感じている生徒は多いが，その割に１

か月間に読む本の冊数が少ないように感じた。実際に，学級平均は１か月平均２．６冊とい

う結果であり，２０１５年５月に行われた「第61回学校読書調査」（全国学校図書館協議会

・毎日新聞社共同）の中学生の１か月の平均読書冊数４．０冊を下回る結果である。これは，

朝の読書の時間があるために，不読率こそ０％であるが，主体的に読書をしているとは言い

切れない結果であるといえる。

３・４は，「今までの読書傾向を振り返る」という意味合いを込めた質問である。１冊を

読み通した本だけでなく，最後まで読まなかった本についても振り返ることが自分自身の読

書傾向を正確に理解することにつながる。また，本との出会いについて振り返ることで，本

そのものが次の本との出会いを導いていることに気づかせたい。現時点では，表紙のデザイ

ンやタイトルを見て買うという，いわゆる「表紙買い」をしている生徒が多いが，その結果

自分にとっての良本に出会っているということがわかる。

５の結果から，他者からのお薦めの本を読んでみたいという思いをもっている生徒も比較

的多くいることがわかる。しかし，他人からの推薦図書を読んでみたいと思わない理由に「自

分の好きなジャンルでなければ読まない」と答えている生徒も多く，読書の幅が狭まってし

まっているといえる。

また，６の結果からは，今まで本を人に勧めるという経験をあまりしてこなかったために，

「どんな本を人に薦めたらいいのかわからない」→「おすすめの本はない」という考えに至

っているということも考えられる。実際に，今単元の予告をした際に，生徒からは「紹介す

る本はどんな本でも良いんですか」という質問を多く受けた。

以上の結果から，読書の幅を広げるためには積極的に本を薦めていくことが必要であると

いえる。しかし，薦められた本が自分の好きなものではない場合，次の読書へとつながるき

っかけとはならない場合が考えられる。それを防ぐためにも，生徒たちが主体的に本を選び，

紹介するという方法を取りたい。「ビブリオトーク」は，本の内容がわかるだけではなく，

同じ年代がその本を読んでどのように感じているかもわかることから，今まで本を最後まで

読まなかった理由や，お薦めの本を読んでみたいと思わない理由の解消にもつながる。また，

書誌事項も語られるため，その本に関連するものを読んだり，その作家の別の作品を読んだ

りして，読書の幅が広がっていくことが予想される。今回は，本を紹介するという活動を中

心に行っていき，読書の幅を広げるきっかけとしたい。

③グループ編成

本を紹介するという活動自体が初めてであるため，グループで発表を行うこととした。ま

た生徒の興味・関心も多種多様であるため，好きなジャンルや作者が似ているもの同士で自

由にグループを組むこととした。なお，全員が発表に関われるようにするためグループの人

数は２～３人とした。

Ａ ②・１・① ②・２・① ③・２・③ Ｂ ①・３・③ ②・３・① ①・２・③

Ｃ ②・２・① ①・２・① ①・３・③ Ｄ ①・６・② ②・３・③ ②・２・③

Ｅ ①・５・③ ①・３・① ③・２・① Ｆ ②・１・③ ③・２・① ①・３・①

Ｇ ①・３・① ①・４・① ①・２・③ Ｈ ①・３・① ①・４・① ④・１・③

Ｉ ②・１・① ②・２・① ①・３・① アンケート１・２・５の結果をそれぞれ表記した。

Ａ：ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと Ｂ：永遠の０

Ｃ：まいごなぼくらの旅ご飯 Ｄ：暗殺教室

Ｅ：ソードアート・オンライン Ｆ：動物と話せる少女 リリア―ネ

Ｇ：ここはボツコニアン Ｈ：トイ・ストーリー３

Ｉ：君の膵臓をたべたい



（３）系統

小学校低学年 本を読み，好きなところを紹介する。

小学校中学年 紹介したい本を取り上げて説明する。

小学校高学年 本を読んで推薦文を書く。

中学１年（教育出版）【読書】ベンチ

中学２年（教育出版）【読書】「永日小品」より

中学３年 （本単元）【読書活動】未来の私にお薦めの本

中学３年 読書記録をつける。

３ 単元の目標

・読書生活を振り返り，今後の読書計画を立てることを通して，自己を向上させようとする。

【関心・意欲・態度】

・目的に応じて本や文章などを読み，自分の考えを深めることができる。 【読むこと】

・聞き手を意識して言葉を選ぶことができる。

【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】

４ 指導計画（３時間扱い 本時３／３）

次 時 指導内容と学習活動 指導上の留意点 評価規準と評価方法

第１次 １ ・学習課題とその流れを ・「ビブリオトーク」のや ・学習の見通しをもとう

確認する。 り方を理解させる。 としている。

・教員の読書経験や読書 ・読書を生活に役立てるこ 【関心・意欲・態度】

傾向を語る。 との意義について考えさ （観察）

せ，生涯にわたって生活

を豊かにするものである

ことを認識させる。

・グループ内でお薦めの ・本番は原稿を見ずに紹介 ・自分の読書生活を振り

本を紹介するための原 することを確認する。 返り，おすすめの本を

稿を作成する。（個人）・書誌事項を調べることで 選ぼうとしている。

作品理解につながること 【関心・意欲・態度】

も多くあることを伝え （発表原稿）

る。

・グループ内で「ビブリ ・グループ内での「ビブリ ・紹介するという目的で

オトーク」を行う。 オトーク」の後，話し合 本を読み，自分の考え

いで学級で発表する本を を深めている。

決める。 【読むこと】（発表原稿）



・グループで紹介する本 ・紹介者が目立つのではな ・聞き手を意識して言葉

が決定したら，紹介原 く，紹介する本が目立つ を選んでいる。

稿を作成する。（グル ようにさせる。 【伝統的な言語文化と国

ープ） ・書評やおすすめの部分な 語の特質に関する事項】

ど，読み手の意思が含ま （発表原稿）

れるものになるようにさ

せる。

・紹介原稿を基にし，「ビ ・様々な紹介方法があるこ

ブリオトーク」を行う とを確認し，本の良さが

際の役割分担を行う。 伝わる紹介方法を考えさ

せる。

・グループごとに「ビブ ・制限時間内に終わるよう

リオトーク」のリハー に時間を意識させる。

サルを行う。

第２次 ２／２ ・学級で「ビブリオトー ・最後に質問タイムがある ・紹介された本を基に，

（本時） ク」を行う。 ので，質問したい内容を 未来の読書計画を立て

メモさせる。 ようとしている。

・読みたい本の調査を行う 【関心・意欲・態度】

が，順位を決めるもので （調査カード）

はないことを伝える。

・目的に応じて本や文章

などを読み，自分の考

えを深めている。

【読むこと】

（調査カード）

５ 本時の目標

（１）目標

・紹介するという目的で本を読み，自分の考えを深めている。 【読むこと】

（２）展開

学習活動と内容 時配 教師の指導（○） 生徒支援（・） 資料等

形態 評価（※） （評価方法）

１ 本時の目標と流れを確認 ５分 ○最後に読みたいと思った本の調査を行

する。 （一斉） うが，順位を決めるものではないこと

を伝える。

学習課題

発表を聞き，読書の幅を広げよう。

２ ビブリオトークを行う。 20分 ○各グループ３分間の発表を行う。 ビブリオトー

（５グループのみ） （一斉）・最後に質問タイムがあるので，本を選 クメモ

ぶ上で必要となる質問内容をメモして

おくように伝える。

発表順：Ａ→Ｇ→Ｉ→Ｃ→Ｈ



３ 各グループのビブリオト 10分 ○10分間の中であれば，複数のグループ

ークを聞いた上で質問し（個別） に質問に行っても良いということを伝

たいことを発表者に聞く。 える。

○発表者もグループ内で順番を決め，質

問に行って良いということを伝える。

・自分が読むかもしれないという前提で

質問をする。（結末を聞いてはいけな

い）

出入口

Ｉｸﾞﾙｰﾌﾟ

Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｃｸﾞﾙｰﾌﾟ

Ｇｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｈｸﾞﾙｰﾌﾟ

（それぞれの場所に質問のある者が聞き

に行く屋台形式をとる）

４ 調査カードとビブリオト 10分 ○読んでみたいと思った本とその理由を 調査カード

ークを終えての感想を記（個別） 調査カードに記入させる。（何冊選ん 感想表

入する。 でも良い）

・紹介の仕方や紹介者ではなく，本の内

容で選ばせる。

※紹介するという目的に応じて本や文章

などを読み，自分の考えを深めている。

【読むこと】（調査カード）

５ 調査結果の発表をし，本 5分 ○読んでみたいと思った理由をいくつか

単元のまとめをする。 （個別） 発表する。

板書計画

未
来
の
私
に
お
薦
め
の
本

読
書
生
活
を
デ
ザ
イ
ン
し
よ
う

☆
ビ
ブ
リ
オ
ト
ー
ク
を
し
よ
う

◎
発
表
を
聞
き
、
読
書
の
幅
を
広
げ
よ
う
。



ビブリオトークを終えて 生徒達の感想文より

○初めてビブリオトークをやって、とても楽しかった。それぞれ班がたくさん工夫をしていて、

見ていて飽きなくて面白かった。自分たちの班はやりきった。でも、私個人の反省があって、

班の人には申し訳なかった。ビブリオトークは楽しいけれど、考えるのは大変だった。工夫一

つでこんなにも紹介の仕方が変わるのだと驚いた。

○準備をしているときも、今までより更に内容を読んだ。発表の仕方を工夫して考え、絵を描い

たり、会話をしたりするようにした。自分たち伝えようとしていることを、どれだけわかりや

すく伝えられるか、興味をもたせることが出来るのか、考えるのが難しかった。読み方の工夫

もして、どれだけ日常会話としてみせられるか、がんばれた。周りのグループも見て、体を使

って表現したり、本を朗読してみたり、いろいろな見せ方があることがわかった。今まで読ん

だことが無いジャンルでも、面白そうだと思うことが出来た。

○みんなそれぞれアピールしたいポイントを工夫していてわかりやすかったし、伝わりやすかっ

たと思います。クラスの人の名前を出してみたり、クイズを入れて参加型にしてみたり、劇を

してみたりすると更に伝わりやすいと思いました。私は読んでいる本のジャンルが偏っている

ので、新たなジャンルに興味が持てて良かったです。

○本を決めてどう紹介するか。というところまで自分たちで考えて発表した。とても楽しかった

けれど緊張した。他の班の発表を聞いて、読みたい本が増えた。またいつかビブリオトークを

やってみたい。そのときには今回の反省を活かし、台詞を工夫し、伝えたいことがきちんと伝

わるようにしたい。みんなの感想の中から、内容を聞いてくれたことが分かって嬉しかった。

本から学ぶことは多いので、いろいろなジャンルに興味を持てた今回のビブリオトークをきっ

かけに、たくさん読み、国語力の向上に努めたい。

○チームが決まってから、なかなか話が進まなかったけれど、最後はうまくまとまって良かった。

いろいろな班がさまざま工夫をしていて楽しく見れた。普段はあらすじを見たり、表紙を見た

りして買っているけれど、ビブリオトークで、特に劇で紹介した本については続きが気になる

ので読みたくなった。自分が普段読まないジャンルの本をたくさん紹介している人がいたので、

どんどん読んでみたいと思う。



 

 

横芝中学校の１００冊  
  本のタイトル 著者名   本のタイトル 著者名 

１ 古川 

校長 

先生 

本番力を高める５７の方法 中谷彰宏 51 立石 

先生 

人生はニャンとかなる！ 水野敬也   

   52 働き方 稲盛和夫 

   53 くまのこうちょうせんせい こんのひとみ 

２ 大庭 

教頭 

先生 

眠る杯 向田邦子 54 二 階

堂 先

生 

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさばよしみ編 

３ 醤油鯛 沢田佳久 55 へいわってすてきだね 安里有生 

４ 全訳注  

平家物語（一）～（十二） 

翻訳  

杉本圭三郎 

56 有名すぎる文学作品を 

だいたい１０ページくらいの漫画で読む 

ドリヤス工場 

５ 江 波

戸 

先生 

竜馬がゆく 司馬遼太郎 57 内田 

先生 

Ｇｏｏｄ Ｌuｃｋ  アレックス・ロビラ 

６ ねむりウサギ 星新一 58 スラムダンク勝利学 辻秀一 

７ おおきな木 ｼｪﾙ・ｼﾙｳﾞｧｽﾀｲﾝ 59 人生はワンチャンス！ 水野敬也 

８ 古徳 

先生 

いのちの食べ方（よりみちパンセ） 森達也 60 早川 

亜 

先生 

下町ロケット 池井戸潤 

９ 正しいパンツのたたみ方 

新しい家庭科勉強法 

南野忠晴 61 星の王子様 サン＝テグジュペリ 

10 地球家族 世界３０カ国のふつう暮らし ピーター・メンツェ

ル 

62 ９９のなみだ ﾘﾝﾀﾞﾌﾞｯｸｽ編集部 

11 小倉 

先生 

ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤ノリコ 63 河西 

先生 

だめだこりゃ いかりや長介 

12 ともだちほしいなおおかみくん さくらともこ    

13 やだやだかめん あきやまただし    

14 早 川

結 

先生 

たいのおかしら さくらももこ 64 鈴木 

先生 

 

アミ・小さな宇宙人 エンリケ・バリオス 

15 植物図鑑 有川浩 65 タイムマシン Ｈ・Ｇ・ウェルズ 

16 ハリーポッター シリーズ J，K，ローリング 66 １２番目の天使 オグ・マンディーノ 

17 花澤 

先生 

NO、６ シリーズ（①～⑨） あさのあつこ 67 斎藤 

先生 

昭和史１０大事件の謎 宝島社編 

18 階段途中のビック・ノイズ 越谷オサム 68 図解 太平洋戦争 西東社編 

19 おしまいのデート 瀬尾まいこ 69 宮沢賢治童話全集 宮沢賢治 

20 小林 

先生 

金賞より大切なこと   ～ｺﾝｸｰﾙ常勝

校市立柏高等学校吹奏楽部強さの秘密～ 

山崎正彦 70 深澤 

先生 

都道府県の持ち方 バカリズム 

21 生きる力がわく「論語の授業」 江藤茂博 他 71 ぼくの怪獣大百科 八木真澄 

22 最短で最高の結果を出す「超効率」勉強

法 

横溝慎一郎 16 ハリーポッターシリーズ ＪＫローリング 

23 市原 

先生 

坂の上の雲（①～⑧） 司馬遼太郎 72 押尾 

先生 

海潮音 上田敏訳 

24 動物農場 ジョージ・オーウェル    

      

25 成田 

先生 

沈黙 遠藤周作 73 速水 

さん 

スメラギの国 朱川湊人 

   74 涙活公式ガイドブック 寺井広樹 

   75 あたたかい水の出るところ 木地雅映子 

26 萩原 

先生 

ぼくのじしんえにっき 八起正道 76  

 

 

国 

 

語 

 

科 

 

推 

 

薦 

 

の 

 

本 

吾輩は猫である 夏目漱石 

27 手ぶくろを買いに 新美南吉 77 人間失格 太宰治 

28 きみの友だち 重松清 78 羅生門・鼻・芋粥 芥川龍之介 

29 顧 

先生 

全人類で一斉にジャンプしたら、地球は

凹む？もしもの地球大実験 

荒船良孝 79 伊豆の踊子 川端康成 

30 あなたの知らない知識の博物館 世界の雑学研究会 80 黒い雨 井伏鱒二 

31 誰もがきになるモノの値段 市場調査研究会 81 細雪 谷崎潤一郎 

32 はじめての男の謝罪マニュアル 男の謝罪研究会 82 その日のまえに 重松清 

33 豊臣秀吉を名乗る人物から刀狩りの連絡

が来ました。詐欺でしょうか？ 

スエヒロ 83 １Ｑ８４ 村上春樹 

34 寺本 

先生 

君の膵臓を食べたい 住野よる 84 ノルウェイの森 村上春樹 

35 麒麟の翼 東野圭吾 85 コインロッカーベイビーズ 村上龍 

36 ディズニー  

ありがとうの神様が教えてくれたこと 

鎌田洋 86 秘密 東野圭吾 

37 長 谷

川 

先生 

霧島部活やめるってよ 朝井リョウ 87 流星の絆 東野圭吾 

38 何者 朝井リョウ 88 ボックス 百田尚樹 

   89 永遠の０ 百田尚樹 

39 齊田 

先生 

吾輩は猫である 夏目漱石 90 時をかける少女 筒井康隆 

40 スキップ 北村薫 91 ふたり 赤川次郎 

41 ターン 北村薫 92 ここはボツコニアン シリーズ 宮部みゆき 

42 真壁 

先生 

ぼくを探しに The Missing Piece ｼｪﾙ・ｼﾙｳﾞｧｽﾀｲﾝ 93 ステップファザー・ステップ 宮部みゆき 

43 ソフィーの世界 ﾖｰｽﾀｲﾝ・ｺﾞﾙﾃﾞﾙ 94 砂漠 伊坂幸太郎 

44 悟浄出世  『中島敦全集２』収録 中島敦 95 チルドレン 伊坂幸太郎 

45 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス 96 夜のピクニック 恩田陸 

46 舟を編む 三浦しをん 97 神去なあなあ日常 三浦しをん 

47 羊をめぐる冒険（上下） 村上春樹 98 きみはいいこ 中脇初枝 

48 中原中也詩集 中原中也 99 一瞬の風になれ 佐藤多佳子 

49 怪談 小泉八雲 100 父の詫び状 向田邦子 

50 不思議の国のバード 佐々大河     


