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教育課程公開研究会研究説明
１１月２１日（月）

大仙市立大曲中学校

それでは，本校の研究についてご説明いたします。お手元のパンフレ

ットをご覧になりながらお聞きください。

本校は昨年度 「国語力向上モデル事業」と「教育課程」の二つの研，

究指定を受け，学校図書館を基盤とした研究を進めてまいりました。

「国語力向上」に関しましては，昨年度が２カ年目にあたり，１１月

に研究の一端を公開いたしました。

特に「学校・家庭・地域の教育活動全体で国語力を培う」という方針

で研究を進め，読書による語彙・知識・情報の蓄積が不可欠であると考

えて，読書活動にも力を入れました。

そして，研究の目的を達成するための一つである「学校図書館との連

携」に関しては 「教育課程」の研究とも深く関わるものであり，研究，

主題を「学校図書館との連携を深めた教科等の指導の在り方に関する研

究」とし 「学校図書館を各教科等に有効に組み入れ，意図的で系統的，

な指導を展開することで，生徒の主体的・意欲的な学習活動を充実させ

る」ことを目指して研究を進めてまいりました。

それでは，昨年度の研究についてご説明いたします。学校図書館との

連携に関しては 「生徒の心を豊かに育む読書活動への支援」と「学習，

を充実させ表現力を育む学習活動への支援」の２つを重点として取り組

みました。

本校でも朝読書を通年行っており，生徒と教師が共に読書に浸る時間

を設定しています。貸出冊数を見ると著しい伸びが見られ，本を読む時

間を保障したことが一番の要因ではないかと考えています。

「読書をして何が変わりましたか？」というアンケートを行ったとこ

ろ７月には 「友達の気持ちがわかるようになった」という情意面の答，

えが印象的でした。
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また，１１月には「物事の考え方がわかるようになった 「様々な考」

え方をし世界観が変わった 「いろんなことに興味がもてるようになっ」

た」というように，思考の広がりや関心・意欲の高まりなどが感じられ

るようになりました。

また古典の授業をしているときは，古典の本を借りる生徒が多くなる

など，学習と結び付いた読書も見られるようになりました。

しかし一方でまだ読書に魅力を感じていない生徒もおり，朝読書の中

で読み聞かせを行ったり，学期に１回はプロによる読み聞かせや図書委

員会主催の読書集会を開くなど，多様な読書活動を実施することで，本

を読まない生徒を読書や図書館へ誘うような工夫もしています。

また，図書館ボランティアの手を借りて図書館の整備も進められてい

ます。本校には２０名ほどのボランティアがおり，週２回，本の受け入

， 。 ，れやブックカバーの装着 環境整備などを行っています そのおかげで

以前とは見違えるように読書環境や学習環境が整ってきました。

本校では３年前から司書教諭が常任となり，学習活動や読書活動への

， 。支援を行いながら 教育活動全体に大きく関わるようになってきました

そして，年度当初に学校図書館年間計画を作成し，学習支援の在り方

を明確にしています。

また，各教科の希望を取り入れながら「教科コーナー」を充実させ，

学習シートや視聴覚教材等，授業に活用できる図書館としての整備も行

われています。しかし，まだまだ教科のニーズに応えられるだけの情報

量にはほど遠いのが現実です。

さらに，各教科等の年間指導計画の中に「学校図書館との連携」を位

置付け，その計画にそって授業も行ってきました。

その中で，レファレンスサービスを活用しての連携も進められていま

す。 このような申込書を用いて，授業に必要な資料の提供や， 授業TT
の申し込みができるようになっています。このサービスを活用して，社

会科で 「もっと知りたい大曲市」という授業を行いました。，
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身近な地域の事象から，課題を作り出すための視点や方法を明確にさ

せ，地理的なまとめ方や発表方法の基礎を身につけるさせることがねら

。 ， ，いでした そのために 大曲市の新旧の地図や航空写真を比較しながら

発見や疑問を分類し，社会科としてふさわしい課題を創り上げる，とい

う学習を行いました。

その成果としては，一人一人が事象を比較しての課題を設定できたこ

とがあげられます。しかし，課題に即した仮説の深まりがなく，情報活

用能力が身に付いていないという実態も見えてきました。

それを受けて，次の授業では，大曲市から秋田県へとフィールドを広

げ，多面的・多角的な課題の設定や仮説の設定，そして情報収集ができ

るように，秋田県についての様々な主題図や統計資料などを準備しまし

た。そして，発見や疑問から課題を設定させ，多面的・多角的な仮説を

たてさせることで，情報活用能力を身につけさせることをねらいとしま

した。

そして，学級の中で個々の課題や仮説を練り合わせることによって，

「地域の環境条件 「他地域との結びつき 「人々の営み」という，社会」 」

科の３つの視点の共有化を図りました。さらに，考察を深めさせること

で 「秋田県の地域的特色が浮き彫りになる」ことを目的として，授業，

改善を図りました。

この授業は，司書教諭による「必要な資料を収集するための支援」と

教師による「適切な情報を選択するための支援」を，有効に機能させる

ことで，生徒達の学習を確かなものにしていくことをねらいとして行わ

れました。

また，特別活動の授業として２年生が読書集会を行い，読書のよろこ

びを相手に伝えるために，各学級が番組作りをしました。企画の段階か

ら司書教諭が学年の話し合いの中に入り本の選定等に関しての支援を行

ったり，テレビ局のスタッフから製作指導を受けたりした結果，予想以

上に多様な表現方法の工夫が見られ，生徒たちが秘めている大きな力を

感じる授業になりました。

このような授業を通して，司書教諭とのＴＴのよさは，多種多様な資

料の収集が可能であること，司書教諭としての専門性を生かし生徒のニ

ーズに即座に応えられること，そして何よりも生徒一人一人を生かす授

業ができることではないかと感じています。
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これまで，説明してまいりましたように，昨年度の実践からは次の４

点が成果としてあげられました。

一つ目は 「司書教諭を位置付けた校内研究体制を確立したこと ，， 」

二つ目は 「各教科等で学校図書館との連携を位置づけた年間指導計，

画を作成し，授業実践してきたこと ，」

三つ目は 「朝読書を継続的に実施したこと ，， 」

四つ目は 「学校図書館を整備し，読書活動や学習活動のための充実，

が図られたこと」です。

また，課題としては，次の２点があげられました。

一つ目は 「意図的で系統的な読書指導を実践していく」ことです。，

朝読書が定着し，多様な読書活動が進められるようになりましたが，

「本に親しませる」ことから発展させ，生徒の関心・意欲を高め，論理

的思考力を培うことができるような，意図的で系統的な活動を進めてい

くことで，各教科の授業改善に結びつけていきたいと考えています。

二つ目は 「多様な教科等で学校図書館や司書教諭を活用した授業実，

践をし，指導方法の改善を図っていくこと」です。

昨年度を通して，学校の中に司書教諭がいること，図書館で授業がで

きること，そして，司書教諭との 授業ができることなど，生徒や教TT
師の中で学校図書館に対する意識が着実に変わってきたことを感じまし

た。さらに図書館を活用した授業改善について，研究を深めていきたい

と考えています。

そこで，昨年度の成果と課題をふまえ，今年度の重点として 「意図，

的・系統的な読書指導」を進めていくこと 「多様な教科・領域で，学，

校図書館を活用した授業改善」を図っていくこと，そして３つ目として

「生き方指導の充実」を加えました。

今年度は朝読書の中で，特に担任による読み聞かせを大事にしていま

す。担任による読み聞かせのよさは，生徒が担任をさらに身近に感じる

ことができるようになったり，担任の思いを生徒に伝える機会になった

りと，学級づくり，そして授業の基盤づくりにつながることではないか

と考えています。
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また，図書委員会を中心とした生徒の手による読書活動も内容に工夫

が見られるようになってきました。手作りの挿絵による読み聞かせをテ

レビ放送で全校に流したり，学校祭では初めてステージ発表を行いまし

た 「千の風になって」という詩の読み聞かせは，観客が涙するほどの。

感動を与えてくれました。

， 。夏休みには 教科や領域に関連した本をすすめる取り組みをしました

「 」教科担任から これまでに学習したことや体験を深めることができる本

「今後の学習のために読んで欲しい本 「教科の学習に興味や関心がも」

てる本」の三つの視点で本を選んでもらい，全員にそのリストを配布し

ました。

また，司書教諭と進路担当が連携し「夢をもつことのすばらしさ」や

「夢をかなえることのすばらしさ」を感じることができる本を紹介しま

した。

さらに親子で同じ本を読み，感想を語り合うことで，子どもの将来に

ついて一緒に考えたり，親の生き方を子に伝えるなど 「生き方」につ，

いてのコミュニケーションを図ってほしいという願いから，親子読書も

すすめました。

予想以上に多くの親子が取り組んでくれ，これらの例のように，違っ

た視点からの感想を読み合うことでお互いの価値観を理解し合うことに

もつながった気がします。

さらに本校では，家庭での読書環境も大切であると考えています。そ

のためＰＴＡや学校報，図書通信や学年通信等を通して，家庭での読書

や親の読書をすすめるはたらきかけもしています。

夏休み後に行った保護者へのアンケートでは 「子どもにはたくさん，

本を読んでもらいたい」という親の願いや，このグラフのように家庭で

の子どもの読書量は親の読書量と大きく関わっているということもわか

りました。

今後も保護者との連携のもとに 「自ら本を読もうとする生徒」を育，

てていきたいと考えています。

さて，今年度は昨年度よりもさらに多様な教科・領域で学校図書館を

活用した授業を実践しています。
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例えば理科では，太陽系や天体などについて理解させる授業を行いま

した。図書館やインターネットなどで多様な資料を収集し，距離・大き

さ・質量などを様々な視点から他のものに置かえて太陽系の特徴をとら

えることができるように，グループで表現方法を工夫させました。

同様に音楽では，民族音楽を通して豊かな情操を養うことをねらいと

して授業を行いました。映像資料や図書館の資料を活用して社会的な背

景からアプローチするとともに，リズムや音色などを核にした表現活動

を行いました。

どちらの授業も，普通ならば説明中心の調べ学習になりがちで，生徒

の興味・関心や理解が今ひとつ深まらない題材でした。しかし，司書教

諭による支援を受けて収集した多様な資料をもとに，調べたことを再構

成し，そこで考え，さらに表現方法を工夫し，モデル化や体感するとい

う授業改善を図った結果，生徒の興味・関心が高まり，五感に訴える生

きた授業になりました。

また，社会科の歴史の授業では，導入に教科担任の読み聞かせを取り

入れることで，生徒の興味・関心を高め，学習課題を見つけさせる手立

てとしました。客観的な事象を伝えるだけではなく，人物の心情や背景

を目や耳から伝えることで確かな定着に結びついたことが，生徒たちの

表情からうかがえました。

さらに昨年度の研究実践を受け，今日の授業では与えられた資料を活

用するのではなく生徒自身が必要な資料を適切に収集選択しそれらを有

効に活用しながら「人々の努力」をテーマにした説得力のある自作資料

を作ることを目指して行われました。

そのために，司書教諭からは「本校の図書館や地域の図書館，そして

インターネット等で資料を自己収集しやすい環境作り」と「資料作りの

アドバイザー」としての支援を受けました。

社会科のめざす「多面的・多角的な視点で社会事象を見る力」を育て

るためには，学校図書館を活用した多種多様な情報収集と司書教諭との

連携による個に応じた学び方の指導が有益であると感じています。
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国語科では，昨年度から「豊かな表現力を育てる」ことをテーマとし

て研究を進めています。昨年度は特に「書くこと」に重点をおき，字の

ない絵本に文を加えるという授業を行いました。

司書教諭との連携を密にすることで，生徒の実態，身につけたい力，

指導内容を把握した上で資料を選定することができました 「アンジュ。

ール」という絵本は生徒たちの創造性を高め一つ一つの言葉にこだわっ

て表現する様子がうかがえました。しかし，内面を培う表現力に乏しい

という実態も見えてきました。

そこで今年度は 「読むこと」に重点をおいて研究を進めています。，

特に今日の授業では朗読を通して読みを深めることをねらいとしまし

た。そのために，図書館ボランティアとのＴＴ授業で朗読指導を受け，

プロの朗読も目の当たりにしました。パンフレットをごらんいただきま

すと生徒たちの心にどう響いたかがおわかりいただけるかと思います。

先に述べましたように，今年度，生き方指導を重点の一つに加えまし

た。それは 「自分の生き方を考える」ことが，目標に向かって自分自，

身を高め，よりよく生活することや学ぶことへのモチベーションを高め

る基盤であると考えたからです。

そして，生きていく中で夢をもち，その実現に向かって努力すること

の大切さを考えさせることで，本校のめざす「よく生きる生徒」を育て

ていきたいと考えています。

また 「漠然とした夢はもっているが生き方については深く考えてい，

ない」という生徒の実態もあり，学年に応じてめざす姿を明確にしなが

ら計画的・組織的な生き方指導に力を入れています。

特に 「先輩から学ぶ」という学習の中で，地域の方々や保護者・卒，

業生や教師などの実在する人物から「生き方」を学んだり 「本から学，

ぶ」という学習の中で本の中の人物を通していろいろな生き方があるこ

とを知り，自分自身の生き方を考えてみることにつなげていきたいと考

えています。

そのため 「生き方に感銘できるような本」をできるだけ生徒に紹介，

できるように，図書室の「夢をはぐくむコーナー」を充実させ，進路学

習の中で司書教諭が担任と連携しながら意図的に本や資料を紹介する支

援をしています。
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今日行われた１年生の進路学習では，より広い視野に立って自分の生

き方を考えるために，本の中の人物の生き方にも学んでほしい，という

担任の願いが込められていました。

そして，先ほど行われた全校集会では，テノール歌手という夢を実現

させた秋田県出身の中鉢聡先生に，生き方について語っていただき，本

校の校歌「よく生きよ 若人よ」を，生徒・保護者・先生方全員で合唱

しました。まだ，その余韻が，目と，耳と，心に焼き付いています。

みなさんの心にはどう響いたでしょうか？

このように，本校の教育活動の中で「学校図書館」の存在が大きく変

わってきました。特に「授業改善に使える学校図書館」という意識が確

実に高まってきたことを感じます。

地域の方々から本校の生徒のよいところは「元気なあいさつができる

ことだ」と言われます。これは校訓「よく生きよ」につながるうれしい

感想です。そして，学校図書館を活用した授業の中でも「楽しく学習で

きる」という感想や，生き生きと取り組む生徒の姿を見ることができま

した。

また，この二年間を通して「学校図書館を活用することで授業改善を

図っていく」という研究に，一部の教科だけではなくすべての教科が一

丸となって取り組み，一体感を感じることができました。このことが本

校にとっては一番の成果だったと思います。

そして 「勉強がよくわかる」という生徒が昨年度よりも確実に多く，

なっているという結果も出ています。これは，授業改善を意識して取り

組んできたことにつながるうれしい成果です。

今後も 「よく生きる生徒」の姿をめざして，学校図書館を核として，

進めてきた研究がさらに確かなものになるよう努力していきたいと思っ

ています。


