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１ はじめに 
本校は、奈良県中部に位置し、国の史跡に指定されている新沢千塚古墳群などの歴

史遺産に囲まれた北越智の地において、昭和５０年４月に普通科高等学校として誕生

した。以来、「克己」を校訓に４６年の歴史を重ね、１６，４００名の卒業生を社会に輩

出してきた。 

開校の翌日の４月２日に、一羽の若雉が３階の大会議室前の廊下の窓を突き破って

飛び込んできた。残念ながらすぐに息絶えたが、当時の職員はこの出来事を「瑞兆」

ととらえ、この若雉を本校のシンボルとして剥製にし、校長室で大切に保存している。

若雉は、今でもすぐにでも飛び上がらんとするほど見事に両翼を広げ、美しい眼差し

で本校生徒を見守っている。創立４０周年の際には、この若雉をモチーフに、本校オ

リジナルマスコット「かしきじちゃん」を製作し、生徒はもちろん近隣住民からも慕

われている。 

 

２ 読書活動の現状 
読書活動の充実については、「子どもの読書活動の推進に関する法律」（平成１３年

法律第１５４号）の基本理念として、「第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をい

う。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、

創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことの

できないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所

において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備

が推進されなければならない。」と定めている。 

一方、「令和２年度奈良県子ども読書活動推進フォーラム」によれば、令和元年（平成

３１年）度の不読率（１か月に１冊も本を読まない子どもの割合）は、小学生で６．８％、

中学生で１７．５％であるのに対して、高校生においては５５．３％となり、高等学

校入学後に不読率が激増していると指摘し、その原因として、 

①中学生までの読書習慣の形成が不十分 

②高校生になり読書の関心度合いの低下 

③スマートフォンの普及等による子どもの読書環境への影響の可能性 

の３点をあげている。 

そうした中で、本校では、「豊かな潜在能力を開花させ、知の創造を高め、豊かな感

性を磨く」という本校教育の狙いの実現のために、読書活動の推進、とりわけ読書に

向かうための「環境の整備」が重要と考え、長年取り組んできた。 

本稿は、その経緯と概要をまとめたものである。  
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３ 主体的な読書活動推進のための取組 
本校における読書活動推進のための主な取組は次のとおりである。 

(1) ＳＳＲ(Sustained Silent Reading/持続的黙読）～読書の習慣化を図り、 

  自ら学ぶ意欲と態度を育成する～ 

(2) ｢橿高ＥＲ｣(ＥＲ＝Extensive Reading/多読)～「英語多読」の取組～ 

(3) 学校図書館文化講座 

(4) 書店クラブ ～「部室は書店」新感覚クラブの活動～ 

(5) 学校図書館の取組 

(6) その他 

 

(1) ＳＳＲ（Sustained Silent Reading/持続的黙読）～読書の習慣化を図り、自

ら学ぶ意欲と態度を育成する～ 

読書は、生徒たちの学力や生きる力を育成する重要な手段の一つであり、学力の

向上ばかりではなく集中力、想像力、思考力、豊かな感性、人生観などを培う機会

と考え、平成６年度から、毎週火曜日と木曜日の８：３５～８：５０のＳＨＲの時

間帯に一斉に黙読を行う形式（ＳＳＲ）で実施している。本年度で２７年目となる

（なお、現在は、週２回のうちの１日を「橿高ＥＲ」として実施。「橿高ＥＲ」は(2)

を参照）。 

学年ごとに読書の目標を次のとおり定めている。 

・１年…高校に進学し、学習・通学・部活動などに忙しくなるが、読書を生活の

一部としていつも本を身近に感じよう  

・２年…昨年の読書経験をもとに、さまざまなジャンルの読み物に挑戦して、読

書の幅と量を増やそう 

・３年…読書を通してさまざまな生き方やものの考え方に触れ、知識と感性を身

に付けるとともに、自らの進路の指針としよう 

また、生徒の読書への意欲喚起のため、各クラスのＳＳＲ委員が輪番制で毎月

「ＳＳＲだより」というニューズレターを発行し、生徒による推薦図書を紹介してい

る。さらに、年に１回、外部から朗読の専門家を招いてのＬＳＳＲ（「朗読を聴く

会」。Long Sustained Silent Reading）を実施している。文字ではなく音声によって文

学に触れることで豊かな感性と想像力を醸成する機会と考えている。 

生徒アンケートによると、「集中力や読解力が付いた」「読むのが速くなった」「朝

に読書をすると落ち着いて授業に取り組める」などの肯定的意見を多く得ている。

さらに、教員も生徒と一緒に「本にふれる」ことによって、読書の意義や話題を共

有できている。 
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(2) ｢橿高ＥＲ」(ＥＲ＝Extensive Reading/多読)～「英語多読」の取組～ 

平成３０年度から、「ＳＳＳ式多読法」(ＳＳＳ＝Start with Simple Stories)の手法で

ある「絵本からはじめる英語多読」を導入し、週に１日を「洋書の読書」に特化した

読書活動として「橿高ＥＲ」に取り組んでいる。１００語～２００語程度の英語絵

本から始め、徐々に語数・難易度を高めていき、大量の英文を楽しみながら読みこ

なせることを目指している。次第に読解レベルを上げることで、最初は苦手であっ

た生徒も、多読用に設けた洋書コーナー「橿高ＥＲ文庫」（英文図書。現在２,８６８

冊を所蔵。）にある難易度の高い図書に挑戦する生徒もいる。なお、本校では、令和

２年度に公益財団法人日本教育公務員弘済会奈良支部からの助成を受け、本取組を

充実・発展させている。 

 

① ｢ＳＳＳ式多読法」の特徴 

・ポイント１ 

１００語～２００語程度の英語絵本にチャレンジする。対象は、世界の昔話、

ディズニーアニメ、子どもに人気のヒーローものなど、生徒が取り付きやすいも

のを提供する。 

 

 

 

 

 

 

・ポイント２ 

次に、平易だがやや文字数の多い絵本へ移行し、少しずつレベルを上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１００語～２００語程度の英語絵本 

平易だがやや文字数の多い絵本 
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・ポイント３ 

じっくり時間をかけ、読みの基礎をしっかり築かせる。 

 

 

 

 

 

 

 

➁ ｢橿高ＥＲ」の進め方 

「橿高ＥＲ」を始めるにあたっては、最初に当該学年の学年集会にて、「ＳＳＳ

式多読法」の目的や取組方法などの説明会を実施する。 

次に、各クラスに種類の異なる英語絵本８０冊を所蔵したＥＲ－ＢＯＸを設置

する。生徒たちは、「橿高ＥＲ」の時間に「英語多読記録シート」に記入しながら、

各自のペースで英語の本を読み進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営については、各クラスに２名ずついるＳＳＲ委員（読書委員）が運用補助

の役割を担う。 

易しく薄い絵本を一定数読むことと並行して、読解レベルが上がってきた生徒

には、ＥＲ－ＢＯＸの発展として多読用に別教室に設けた洋書コーナー「橿高ＥＲ

文庫」にある難易度のやや高い本に挑戦するよう勧奨している。生徒が自ら高いレ

ベルに挑戦できるよう「橿高ＥＲ文庫」を設置することで、主体的に意欲をもっ

て取り組めるよう工夫している。  

 

 

 

 

 

  

じっくり時間をかけ読みの基礎を定着させる絵本 

ＥＲ－ＢＯＸ 蔵書チェックリスト 

Active Learning Roomの後ろのスペースを活用して、「橿高ＥＲ文庫」を設置 
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③ 取組の成果 

本校の従来の読書活動推進の取組であったＳＳＲから、更に発展する形でス

タートした「橿高ＥＲ」において、最初は英語の読書に不慣れであった生徒も次第

に主体的に取り組む姿が多く見られるようになり、その中から「橿高ＥＲ文庫」か

ら貸出を受けた本を家庭に持ち帰って時間をかけて読みこなす生徒も出てきてい

る。また、大学入試等においても、英文を素早く読んで大意を把握しなければな

らないような試験問題に直面しても、英文を大量に読みこなしている生徒は慌て

ることなく対応し、合格している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 学校図書館文化講座 

古い文化を受け継ぐとともに新しい文化を創造するための豊かで幅広い教養の育

成を目指して、昭和５５年度に第１回文化図書講座を実施して以降、令和２年度ま

でに７８回開催している。１年、２年の図書委員、文化委員及び希望者を対象に、

本校職員、ＡＬＴ及び卒業生を講師として図書にまつわるテーマや文化的なテーマ

を中心とした講演会を実施している。 

本年度は本校英語科教員が、「海外から見た日本～留学生の視点から～」と題して

「橿高ＥＲ文庫」では、日本の人気漫画 英語版シリーズも充実 

「橿高ＥＲ文庫」の貸出簿と貸出記録 
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講演を行い、多くの生徒が参加した。 

 

(4) 書店クラブ ～「部室は書店」新感覚クラブの活動～ 

地域の中に書店がある文化･環境の価値を感じつつ、「地域と共にある学校」とし

ての使命にチャレンジするため、令和２年４月に発足した。部員の「美しい所作を

磨き、無限大の可能性を拓く」ことを目的に、地域の書店（橿原市 Ｓ書店）と連

携し、店舗内に部室・ブースを設営することで、書店に関わる人々（従業員、来店

者等）と交流を促進している。 

 

① 活動の経過と内容 

   令和２年 ４月  新入部員募集 

        ６月  Ｓ書店との打合せ 

        ６月  部室設営作業 

        ７月  部活動スタート 

            店舗内に「橿原高校書店クラブ」ブースの開設 

            来店者へのアンケート調査１の開始 

        ８月  笛吹神社へ取材 

       ※ 「月刊奈良」１０月号に書店クラブ紹介記事及び連載記事が載る 

        ９月  課題研究校内発表、ポスター掲示（店舗内） 

       １０月  来店者へのアンケート調査２の開始 

       １１月  産経新聞及び読売新聞から取材 

      ※ 新聞に紹介記事が載る 

       １２月  課題研究校内発表、ポスター掲示（店舗内） 

   令和３年 ２月  MY PROJECT AWARD２０２０関西サミット参加 

        ３月  課題研究校内発表、ポスター掲示（店舗内） 

        ６月  ＮＨＫ奈良放送局「ならナビ」「ぐるっと関西」等の取材 

            （９月撮影、１０月放送予定） 

 

➁ 成果について 

この取組を通して、参加者に３つのつながりが生まれた。 

・本を通してのつながり 

月ごとにテーマを設定し、参加者が一冊ずつ本を選び、その本に対する思い

をポップで紹介し、店内に設置することで来店者とつながった。 

・来店者とのつながり 

「高校生に読んでほしい本」というアンケート調査を来店者に実施し、紹介され

た本を参加者が読み、その感想を店内に掲示することで、来店者とつながった。 
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・書店や地域とのつながり 

効果的なポップの作り方やレイアウトの工夫の仕方等を専門の書店スタッフ

から学び、参加者のスキルアップを図るとともに、地域社会における高校生の

役割や活動について考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、参加した生徒（書店クラブ員）の感想は次のとおりであった。 

「参加したきっかけは、元々本を読むことが好きで、書店で活動するというこ

とに興味をもったからです。活動内容は、書店クラブのメンバーで話し合って

決めるので、自主性や協調性が身に付きました。また、書店の方と関わる機会

も多いので、コミュニケーション能力も以前より向上しました。特に、新聞社

等の取材を受けたり活動内容を発表したりする機会を通して、自分の考えを深

め、相手に分かりやすく伝える力は、将来社会人になったときに役に立つと思

います。 

 今までは、地域の人々との交流を特に意識して活動してきましたが、今後は

インターネット等も活用して、より多くの人にこの活動を知ってもらえるよう

にしていきたいと思います。」（２年） 

書店の専門スタッフからの学び 部室(書店内)でのポップづくり 

ポップが設置された店内 

笛吹神社での取材 
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③ 課題について 

令和２年度から始まった取組で、最初は手探りスタートであったが、地域書店

との連携を構築し、何度か協議を重ねる中で、互いの求めることがらが次第に明

確になり、スムーズな協働に変わっていった。参加した生徒（書店クラブ員）の

成長も実感することができた。しかし、実際に取り組んでみて、担当教員は校務

の多忙さに加えて、放課後や休業日等では部活動指導にも関わっており、大変苦

労した。こうした取組を更に効果的に継続させるためには、取組を支える人材(教

員)の育成と取組に費やす時間の確保が課題と感じている。 

 

(5) 学校図書館の取組 

① ｢橿高図書館より」の発行 

新しく入った本の紹介、関連行事の案内、旬のテーマに沿ったコラム、学校図

書館の利用法などを掲載したリーフレットを毎月発行している。生徒から、掲載

本について所在を尋ねられることも多く、利用の促進につなげる広報活動の一つ

として工夫を凝らしている。 

➁ 書店クラブ（再掲）とのコラボ 

書店クラブが来店者を対象に実施したアンケート調査「高校生に読んでほしい

本」でリストアップされた本を、学校図書館所蔵資料を使い、アンケート結果と

ともに展示を行っている。書店クラブの部員が案内から本のレイアウトまで考え、

書店スタッフから教わったノウハウが活かされる場となっている。同じ年代が仕

掛けた展示に興味をひかれる生徒が多く、読書意欲の喚起につながった。 

 

(6) その他 

担当教諭と学校司書が連携し、各教科の授業や奈良ＴＩＭＥ(※)において学校図

書館を活用、図書・雑誌資料やインターネットに加え、地域発行のパンフレット類

等、多面的な観点からの情報を利用しながら課題研究・探究学習に取り組んでいる。 

また、県立図書情報館等、公共図書館の団体貸出サービスを積極的に利用するこ

とで自館資料を補完するよう努めている。 

※ 奈良ＴＩＭＥ…奈良県では、公立高校で学ぶ全ての生徒に、総合的な探究の

時間等を用いて、卒業までに１単位以上地域に関する学びに取り組むことを義務付

けている。 

 

４ まとめ 
本校では、「子どもの読書活動の推進に関する法律」における「すべての子どもがあ

らゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極

的にそのための環境の整備」を踏まえ、「読まされる」から「読みたくなる」ための環
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境づくりを進めてきた。 

読書活動の拠点となる学校図書館を、生徒が「いつでも、どこでも、誰でも」読書

できる環境となるよう、各学級内でもＳＳＲや「橿高ＥＲ」に取り組み、主体的な読

書活動の推進に取り組んできた。その成果として、昨年度から始まった「書店クラブ」

が位置づけられると考えている。 

「書店クラブ」は学校を飛び出し、地域の書店の中に「部室」を設置するという非常

に珍しいスタイルを生み出し、様々な連携を創出するという成果を上げている。参加

した生徒は、主体的に本と交わり、その活動成果は周囲の生徒はもちろん地域住民へ

も交流という形で広がっている。 

今後の課題としては、社会におけるスマートフォン等の普及と発達による子ども達

の読書環境の変化にいかに対応し、生徒の主体性を醸成しながら一層の読書活動の推

進を図っていくかを検討する必要がある。子ども達の中での電子書籍の浸透は大きく、

「過去１か月間に電子書籍を読んだか」の問いに、「読んだ」と回答した割合は、小学

生の１６．１％、中学生の１８．７％、高校生では２１．４％となっている（「子ども

の読書活動の推進等に関する調査研究」平成３０年度文部科学省）。このようなことを

踏まえ、社会の情勢や子ども達の変化をしっかり見極めつつ、「読みたくなる」ための

「環境づくり」への挑戦を継続し、更に主体的な読書活動を発展させたいと考えている 

 

  


