
                              Ｒ３．2．5 岡山県立図書館 

令和 2 年度 岡山県子どもの読書活動推進連絡会 

岡山市立吉備中学校の読書活動の取組について 
 

                                            岡山市立吉備中学校 

                                       学校司書 福森静子 

１ 吉備中学校と図書館の紹介 

 

２ 主な活動内容 

（１）授業における図書館利用 

（ア)吉備中学校区図書館の小・中学校連携 

（イ）1 年 オリエンテーション・スキル学習 

（ウ）調べ学習 

 

（２）読書習慣の定着を図る活動と読書環境を整える活動 

（ア）朝読書 

（イ）図書館だより 

（ウ）テーマ展示 

（エ）図書委員会活動 

・全員の活動 

・班活動 

 

３ 成果と課題 

（１）成果 

（ア）司書と司書教諭の役割 

（イ）「調べる時には図書館へ」という意識の定着 

（ウ）司書と教員の連携 

（２）課題 

（ア）図書館利用の時間割を調整 

（イ）蔵書の充実 



岡山市立吉備中学校

読書活動の取組について

令和３年２月５日

岡山市立吉備中学校

学校司書 福森静子

H26年度生徒考案
キャラクターコンテストの投票で決まる

１ 吉備中学校と図書館の紹介

■学校の概要

・教育目標：自ら学ぶ意欲をもった健康で心豊かな生徒

の育成

・学区：岡山市南西部に位置し、山陽本線庭瀬駅を中心

に県道１６２号線岡山倉敷線（旧国道２号線）

沿いにある。

・生徒数：９１６名 教職員数：６８名

・クラス数：通常学級 ２６クラス

特別支援学級 ６クラス （令和２年５月１日現在）

■図書館の概要

・蔵書数:１７,１４２冊

・生徒年間貸出冊数：８,７３１冊

・図書館を活用した授業：調べ学習２２単元
資料を活用した学習３１単元
図書館の授業利用時間
４１０時間

・図書館運営で大切にしていること：

「生徒の読みたい･知りたい･ホッとする気持ち」を
応援し、本と人との出会いの場を作る

２ 主な活動内容

（１）授業における図書館利用

（ア)吉備中学校区図書館の小・中学校連携

（イ）1年 オリエンテーション・スキル学習

（ウ）調べ学習

｢吉備中学校区情報資源を活用する学びの指導体系表｣（平成30年度改訂版）

「分類」利用指導
小１ 分類のしくみ１桁・大分類の本と絵本の配架
小２ 分類のしくみ２桁・２桁分類別の配架の仕方

利用者開放端末利用指導 小１書名検索 小２著者名検索

小２ 国語 「本はともだち」本の分けかた・ならべかた

「分類」利用指導
小３ 著者記号と配架

著者記号順の配架の仕方
小４ 外国文学の分類

分類別の配架の仕方

「分類」利用指導
小５ 言葉から分類へ
小６ ｷｰﾜｰﾄﾞから分類へ

小５ 国語 「グラフや表を用いて書こう」
新聞・年鑑・統計資料の使い方

・分類･配架の仕組み ・ﾚﾌｧﾚﾝｽｻｰﾋﾞｽ中１ 学活 利用指導
・資料の種類 ・図書の扱い方
中１ 国語 オリエンテーション

中１ 総合 スキル学習 調べ方のコツとワザ

小４ 国語 「わたしの研究レポート」
自分の問いに対する答えを、百科事
典・図鑑・図書資料をつかって調べ、
レポートを書く。

小学校

中学校

体系表の活用
（平成２４年度より継続して実施）

「総合的な学習の実施記録」

９年間の総合的な学習の年間計画を把握し、
学区３校の資料の共有化を図る（平成24年度より）

<地域学習･キャリア教育･平和学習･情報活用>

中
学
校

１年生２学期 国語･総合 スキル学習

・効果的な調べ方を学習、体験す

る。資料の調べ方レクチャーと図書

を使った調べ学習の実践：NDC･OPAC･

百科事典を活用し、専門書と併せて

特定のテーマを調べる。

１年生１･２学期　社会･総合

・資料を元に工夫してまとめ、発表

する。

・資料へのアプローチの仕方を学

ぶ。資料活用の際、情報源のメモの

必要性を認識し、メモの仕方を学

ぶ。

１年生２学期　総合　職業調べ

選んだ職業について、仕事内容･や

りがい･なり方･向いている人などを

資料、ネットから調べ、情報カード

に書き、A４一枚にまとめる。

テーマ展示「仕事・職業」

２年生　1学期　総合　広島

図書資料も参考にし、広島研修後に

新聞づくり

２年生 ３学期 総合 長崎・岡山

長崎・岡山の「自然」「歴史」「文

化」「平和」「産業」、「南島原」

を６班で分担して図書資料で調べ、

原稿にまとめ、修学旅行用の冊子に

する。

テーマ展示「長崎・広島」「岡山・

吉備をもっと好きになる本」

地　　　域 キャリア教育 平和学習 情　報

２年生　３学期　総合　長崎･岡山

長崎・岡山の「自然」「歴史」「文

化」「平和」「産業」、「南島原」

を６班で分担して図書資料で調べ、

原稿にまとめ、修学旅行用の冊子に

する。長崎・岡山は、それぞれに調

べても、比較しながらまとめてもよ

い。



１年 オリエンテーション
スキル学習「調べもののコツとワザを身につけよう」

【スキル学習】

パ ワ ー ポ イ ン ト を
使って調べ物ものの
コツとワザを教員と学
校司書が説明する

課題のテーマについ
て調べる本を探し、
書誌情報をメモする

【オリエンテーション】

ＮＤＣの仕組みや各分
類の本の並び方の説
明や本の紹介をする

調べ学習【本の準備・テーマ・調べ学習の見通しを立てる】

学習形態に応じて本を準備

調べ学習の
説明
２年 家庭科
郷土料理調べ

班で話し合
い役割分担
３年 総合的な

学習の時間
人権調べ

班や個人でテーマ
決め（前の授業で）

調べ学習 【調べる】

図書館資料・タブ
レットを使って

２年 国語科 短歌十首

図書館資料（図書やパンフレット）

蔵書検索用パソコン・インターネット用
パソコンを使って
２年 総合的な学習の時間 岡山調べ

情報を集め、ワークシート（情報カード）に記入

調べ学習 【まとめる】

清書する

（一人でまとめる・班で分担してまとめる）

紙面の割り振りやレイア

ウトを考える

下書きを
する

タイトルを決める
載せる内容（記事・写
真・イラスト・資料な
ど）を決める

調べ学習 発表する

【ポスターセッション】

１年 社会科

世界各地のくらし

【班ごと】
２年 国語科 短歌十首

【ワールドカフェ方式】

１年 総合的な学習の時間

職業調べ

【一人ずつ】

１年 総合的な学習の時間
人権調べ

調べ学習 【1年 総合的な学習の時間 人権調べ】
（班で同じテーマ。一人ずつ調べ、Ａ４サイズの新聞を作成）

一人で調べ、まとめ
る

発表する

（ワールドカフェ方式）

発表する
（一人ずつ）

クラス代
表者が体
育館で発
表する

発表を聞
いてメモ
する

お互いに
評価する

共有タイ
ム

（ワールドカ
フェ方式）



調べ学習 【３年 総合的な学習の時間 人権調べ】
（班で同じテーマ。班で分担して調べ、模造紙半分サイズの壁新聞を作成）

班で分担
して調べ
る

班ごとに
発表する

壁新聞
を教室
に掲示
する

情報を集
める

紙面を割
り振り、
下書きす
る

模造紙
に清書
する

（２）読書習慣の定着を図る活動と読書環境
を整える活動

（ア）朝読書

（イ）図書館だより

（ウ）テーマ展示

（エ）図書委員会活動

・全員の活動

・班活動

朝読書
・学級文庫の充実

･専門委員会で定期的に学級文庫のチェックと入れ替え

･毎日７分間朝読書 朝読三原則

学級文庫の用意 学級文庫の点検と入れ替
え作業

図書館だより

【図書委員会の活動の様子】

【図書館を利用した授業の様子】

テーマ展示
【平成３１年度 ３９テーマで展示】

図書委員会活動 全員の活動（本の紹介ポスター）
【ポスター掲示】

【図書委員会お薦
めの本コーナー】



班活動 【飾り班】 【コンテスト班】
しおりコンテスト

ブックカバーコンテスト

季節の飾り【班活動の様子】
【企画班】小学校訪問 （H21年度より続く活動）

陵南小 小学校訪問 吉備小 小学校訪問

【ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ班】
図書館スタンプラリー 悩み解決特集

【企画班】 テーマ本の展示

クイズ福袋

【アンケート班】 推薦する本を決める

■読書アンケート
Q１ 1ヵ月に何冊本を読みましたか？

Q２ 好きな本を１冊だけ書いてください。

Q３ 図書館に入れてほしい本は？

Q４ あなたにとって図書館はどんなところですか？

図書館だよりで紹介

■雑誌アンケート

Q1 図書館に置いてあれば、雑誌を読みますか？

Q2 雑誌の入れ方は？

Q３ 図書館に置いてあれば読むという雑誌は？

３ 成果と課題

（１）成果

（ア）司書と司書教諭の役割

（イ）「調べる時には図書館へ」という意識の定着

（ウ）司書と教員の連携

（２）課題

（ア）図書館利用の時間割を調整

（イ）蔵書の充実
H26年度生徒考案
キャラクターコンテストの投票で決まる


