
                                     姫島村立姫島中学校 

読書生活の充実を図り，すすんで読書をする生徒を育成する取組の実践例 

 

 

【学校紹介】 

 

  本校は，一村一中学校で，姫島小学校一校からのみ生徒は入学してくる。小・中ともに学校図書館活用

推進事業モデル校の指定を受けている。本校では，１年次，学校図書館の環境整備などを進め，２年次の

本年度は，各教科での授業に取り組んだ。 

【情報収集のスキルを身に付けさせる取組】 

１「情報活用能力表」の作成と活用 

 知る 見つける つかむ まとめる 伝える 

指

導

項

目 

１．図書館

の利用

の仕方 

○オリエ

ンテーシ

ョン 

２．分類・

配架 

○分類の

仕組みと

配置を知

る  

・請求記号

と配架 
・類，綱，

目の理解

（日本十

進分類法） 

３．目次・索引 

○目次・索引を有効に使える  

・図鑑，百科事典，各種辞典の使い方を

知る 

４．学習のテーマ 

○学習テーマに合わせた計画を立てる 

５．情報の集め方 

○課題に応じた各種メディアを利用す

る  

・課題に応じて資料情報を集める 

・インターネットの利用の方法を知る 

６．統計・図・写真の見

方 

○写真・図表を読み取り

活用する 

○統計資料を活用する 

７．著作権・引用・出典

・参考・資料一覧に

ついて 

○参考資料の使い方の

留意点を知る 

・出典を明らかにする 

・著作権について知る 

８．記録の取り方 

○資料の要約ができる

・抜き書きする   

・箇条書きで書く 

・要点をまとめる  

・情報カード 

９．まとめ方 

○伝えることを

意識して効果的

にまとめる 

・感想を書く 

・自分の意見を

入れてまとめる 
・必要な事柄を

工夫してまとめ

る 

10.発表の仕方 

○効果的な発表方法

を選ぶ  

・いろいろな発表の

仕方を知る 
・相手にわかりやす

い発表方法を選ぶ 

11.発表 

○効果的な方法で発

表する  

・理由をつけて発表

する 

・事実と意見を区別

して発表する 
12．評価 

○学習の過程と結果

を評価する 

１

年 

 【国語】 

・「言葉に出会うために～調べる（辞書・イン

ターネット）」 

・「おいしい読書～本から情報を集める」 

・「わかりやすく説明しよう 

～情報を集めよう～」 

・「感じたことを文章に書こう～鑑賞文を書く」 

【理科】「植物の生活と種類」 

【保体】「心身の機能の発達」 

【社会】「世界のさまざまな地域の調査」 

【美術】「デザイン～モダンテクニック」 

【学活】「職業調べ」 

 

【数学】 

「資料の散らばりと代表値

～統計を使って」 

【美術】 

「文字や形で伝える～形や

色彩で伝える工夫を考えよ

う」 

 

【国語】 

「調べたことを報

告しよう」 

【国語】 

「言葉を探検する～ポ

スターセッションをす

る」 

全校生徒数  55名 学級数  ４学級 教職員数 15名 

司書教諭   無 学校司書  無 図書の電算化 有 



２

年 

 【国語】 

「気になる『あの人』を探ろう～メディアの特

性を生かして調べる」 

【理科】「動物の生活と生物の進化」 

【社会】「身近な地域の調査」 

【家庭】「郷土料理を調べよう」 

【美術】「絵画～自画像」 

【総合】「職場体験学習」 

 

【数学】 

「確率」 

【技術】 

「情報モラルについて」 

 【国語】 

・「発表資料を工夫しよ

う」 

・「印象に残る説明をし

よう～プレゼンテーシ

ョンをする」 
【英語】 

「For Our Future（地球

環境についてのプレゼ

ン）」 

３

年 
【国語】 

「読書生活

をデザイン

しよう」 

 

 

【理科】 

・「科学技術と人間」 

・「生命の連続性」 

【英語】 

「The Story of Sadako」（原爆にまつわる事実

を調べる） 

【保体】「いろいろなスポーツについて調べよ

う」 

【美術】「色面分解を用いた平面構成」 

【総合】「上級学校の調査」 

【国語】 

・「説得力のある考えを述べ

よう～情報を集め，説得力の

ある資料を引用する」 

・「文章の主題を読み取ろう」 

【数学】 

「標本調査」 

【社会】 

「よりよい社会を

目指して～レポー

ト作成」 

【国語】 

「自分の魅力を伝えよ

う～記者会見型スピー

チをする」 

【家庭】 

「幼児とふれ合おう」 

【保体】 

「食生活と健康」 

（１） 作成の目的 

昨年度は，「図書館の環境づくり」と「すすんで読書に親しむ生徒の育成」に取り組み，生徒の個人

貸出数が前年度比１０倍となったものの，各教科等における読書活動の推進という面では，課題が残っ

た。そこで，各教科等における学習で，どの単元・題材で図書館を活用した授業に取り組めるかを洗い

出すために，この活用能力表を作成した。 

（２） 作成方法 

教育課程に位置付けられた年間指導計画をもとに，各教科，各分掌が作成した。 

（３） 活用の実際 

昨年度は，作成段階で止まり，限られた実践しかできなかった。今年度は，全員が実践することとし，

提案授業等で見合うことにした。 

（４） 成果 

全員がそれぞれの授業で図書館を活用して実践することができた。 

２ 具体的な実践例 

（１）単元名「世界の諸地域 北アメリカ州―さかんな農業や工業の特色―」（社会科 第１学年） 

（２）目標…北アメリカの地域的特色を理解するために，「アメリカ合衆国を中心とした産業の発達」を学

習テーマとして設定し，アメリカの自然環境，産業，生活，文化，歴史的背景を概観させ，統計資料・

雨温図・主題図・写真の比較を行うことにより，アメリカの農業・工業の特色を理解しその知識を身に

付けさせる。 

（３）育てたい力    

・「アメリカ合衆国を中心とした産業の発達」に関する学習テーマを設定し，意欲的に取り組む力。（関

心・意欲・態度） 

・アメリカ合衆国の産業が発達している理由を多角的・多面的に考察し，表現する力。（思考・判断・表現） 

・アメリカ合衆国に関する統計資料の分析・雨温図・主題図・写真の読み取りや比較・関連付けなどの

地理的技能。（技能） 

・アメリカ合衆国の自然環境，産業・文化，歴史的背景などの特色についての基礎的・基本的な知識。

（知識・関心） 

（４）単元の計画 

  第１次（１時） 北アメリカ州をながめて 



 第２次（１時） 広大な国土と工業化した農業 

第３次 （１時） 工業の発展と工業地域 

第４次 （２時） アメリカで生まれた生活・文化……（本時） 

  ・アメリカの人口構成グラフや多様な文化・ヒスパニックのようすを読み取ることによって，多民族

国家アメリカが抱える課題を理解させる。 

・アメリカは多民族国家であり，独自の文化を持っているが，人種間における労働面の格差や差別が

あることが理解できる。 

・図書館で，アメリカの文化・生活を調べ，発表させる。多様な民族が活躍していることを調べる。

（図書館との関連） 

第５次（１時） 他民族多文化社会 

（５）生徒の様子 

アメリカの生活・文化（食事，スポーツ，ハリウッド，音楽）について 

図書館で調べた。必要な本はあらかじめ教師が準備をしておいた。調べた 

い項目を決めてリポートにまとめた。グル―プ内で調べた内容を積極的に 

発表することができた。 

（６）この実践で特に工夫したところ 

○アメリカの文化が私たちに大きな影響を与えていることを理解させる 

ため，生徒にとって身近で関心を持って調べられる食事・スポーツ・ 

ハリウッド・音楽をテーマに設定したこと。 

○グループ学習の形態をとり言語活動の充実を図ったこと。 

○図書館の本だけではなく資料を準備したこと。 

※他の実践例 

（学級活動 第１学年）単元名「自分の進路を見つめよう」職業調べ 

（国語科 第１学年）単元名「私が選んだ とっておきの一冊を紹介しよう」 

（理科 第３学年） 単元名「生物の成長とふえ方」遺伝子技術に関する調べ学習 

（国語科 第３学年）単元名「文章の主題を読み取ろう」源氏物語・須磨の巻 

（美術科 第３学年）単元名「色面分解を用いた平面構成―モチーフの資料を探そう―」 

（家庭科 第３学年）単元名「幼児とふれ合おう」保育所訪問・絵本読み聞かせ 

【読書活動の取組】 

１ 朝読書 

  毎朝，8:10～8:25の時間，朝読 

書に取り組んでいる。毎朝行われ 

ていた職朝を，今年から原則， 

月・水・木曜日の３日とし，全 

職員が朝読書指導に関われるよう 

にした。 

２ 図書文化委員会活動 

  毎月の「学級文庫の入れ替え作業」「図書館だより」の発行や，学期毎の 

「リクエスト図書の募集」，「おすすめの本の紹介」などを行っている。 

３ 図書支援員との連携 

  昨年までは常勤のサポーターがいたが，今年からは小学校と兼務の図書 

支援員となった。中学校には火・木曜日の午後の勤務で，図書の受け入れ 

作業や図書館の環境整備などを担当してもらっている。また，３年家庭科 

では，絵本の選定や読み聞かせの実演なども行った。「連絡ノート」で支 

援員との連絡不足を補うようにした。 

４ 図書館環境整備 

  「新着図書」「リクエスト本」「おすすめの本」などのコーナーを設 

けている。「おすすめの本」コーナーは，「図書館だより」や掲示する 

ポスターと関連付けたものとするように心がけた。 

 

 

＜３年理科 調べ学習のようす＞ 

＜１年社会 発表の様子＞ 

  

＜３年家庭 絵本の読み聞かせの練習＞ 

＜１年学活 職業調べの発表＞ 

 
＜３年家庭 図書支援員による実演＞ 

 
＜新着図書コーナー＞ 


