
袖ケ浦市立蔵波中学校
読書活動の充実をはかる取り組み

１ 学校の紹介

本校は、袖ケ浦市の北部、京葉コンビナートの南側に位置し、新興住宅地の造成に伴っ

て新設された学校である。創立２８年目を迎え、全校で１７学級（普通学級：１５、特別

支援学級：２）、生徒数４７０名の大規模校である。学校教育目標、「向上心旺盛にして、

何事にも最大限に努力する生徒の育成～ネバーギブアップチャレンジ～」のもと、①全力

で挑戦する生徒、②規則正しく思いやりのある生徒、③基礎的な学力・体力のある生徒、

④自ら考え行動できる生徒の育成を目指している。

学校図書館では、４つの「目指す生徒像」を受け、①調べ学習を通して、自ら課題を見

つけ、考え、まとめる力を育てる。②図書館のマナーを身につけさせ、公共物の取り扱い

方や、周囲への配慮などができるようにする。③読書を通して豊かな心、考える力を育て

るとともに、知識を蓄え、問題解決能力や資料活用能力を身につけさせる。④図書委員会

の活動を通して、よりよい読書活動を考え、実践できるようにする。以上の４点を重点目

標にして運営にあたっている。

２ 学校図書館の現状

本校の図書館は第１学年と特別教室のある校舎の３階にある。決して全学年の生徒が足

を運びやすい場所にあるわけではないが、学校司書が週に４日間常駐していることもあり、

季節や行事に合わせた掲示物や図書のテーマ展示が充実し、落着いた環境がつくられてい

る。また、昇降口や生徒が頻繁に通る廊下の壁面に図書館からのお知らせや新刊案内など

を掲示し、より多くの生徒が図書館に足を運ぶような工夫をしながら運営にあたっている。

図書館の蔵書数は１１，５０９冊（２０１５，２月現在）である。市の物流システムに

よって市内の学校や図書館、博物館の図書資料等を貸し出しできる恵まれた環境にある。

また、コピー機やインターネットに接続するコンピュータが３台あり、学習・情報センタ

ーとしての環境にも恵まれている。

本校では、教育課程編成の方針の中に、読書教育の推進を図り、学校図書館を「まなび

の場」として積極的に活用することが位置づけられていることもあり、各教科担任が年間

計画に応じて、司書教諭や学校司書と連携をとりながら随時利用している。また、総合的

な学習の時間の中に年間１０時間の調べ学習の時間が位置づけられ、「調べ、体験し、ま

とめ、発表する」という４段階を基本にして全校体制で学習を進めている。昼休みには、

図書委員会が貸し出し活動を行っており、終日利用することができる環境が整っている。

利用者は学年が上がるに従って減少傾向だが、今年度の貸し出し冊数（４月～１月）は、

８，７２６冊であり、昨年度よりも約２，２００冊増えている。



３ 司書教諭の取り組み

（１）校内組織と主な役割

学校司書（週４日勤務）が連携し図書館の運営にあたっている。

・学校図書館経営計画の作成

・調べ学習の計画と学級担任、生徒への支援 蔵波中

・図書委員会の指導 図書館

・新刊図書の選書と購入 マスコット

キャラクター

（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

図書館経営計画に基づいて司書教諭と学校司書が連携し運営にあたっている。週４

日間は午前９：３０～１５：３０まで学校司書が常駐し、随時授業補助や環境整備

にあたっている。図書館の利用にあたっては、教員と生徒向けにガイダンスを行っ

ている。

・教員向けガイダンス

転任職員だけでなく、全職員対象に、４月の初めに行う。授業での有効的な利用

方法の紹介。調べ学習の取り組みについて。市が作成した「学び方ガイド」や物

流システムの紹介。

・生徒向けガイダンス

年度初め、１年生対象に学校図書館オリエンテーションをクラス単位で行う。利

用の仕方、十進分類法と書架の配置、「学び方ガイド」の活用等について、生徒

が学習や生活のあらゆる場面で学校図書館を活用できることを知らせる。

②読書推進活動に関すること

《朝読書》

登校完了時刻から１０分間、朝読書を行っている。開始数分前に、各クラスの図

書委員の呼びかけにより落着いた雰囲気で読書がスタートする。本は自分で用意す

る生徒がほとんどであるが、図書委員会が毎月１回選定する学級文庫（各クラス２

０冊）を利用している生徒もいる。

《お話し会の開催》

毎年１１月の「蔵中読書月間」では読み聞かせボランティアや市立図書館司書に依

頼し、朝読書の時間に読み聞かせを行っている。現段階では一年に一回なので、も

う少し回数を増やしたり、学級担任や生徒による読み聞かせもできたらと考える。

（３）学習等に関する支援

①教科指導に関すること

《調べ学習への支援》

本校では教育課程の中に、探求的学習として個別テーマに取り組む調べ学習を位

置づけ、総合的な学習の時間に全校体制で取り組んでいる。年間１０時間の計画

で行い、各自のテーマ決定、レポート作成、プレゼンテーションまで学級担任が

生徒に支援をしながら学習を進めることができるように以下の工夫をした。



・１０時間の学習計画を４月の職員会議で提案し共通理解を図った。

・１時間目の授業では、司書教諭と学校司書が調べ学習ガイダンスを行い、学習の

見通しやテーマ決めについてのアドバイスをした。（各クラス毎）

・生徒向けに進度に沿った「調べ学習ガイド」（ＮＯ１～ＮＯ４）を発行し、学習

の見通しがもてるようにした。

・本校にない資料については、物流システムを活用し利用できるようにした。

・図書館だけでなくコンピュータ室も利用できるように時間割を調整してもらっ

た。

・夏休みに図書館を開放し、レポート作成のアドバイスを行った。

・クラス毎のプレゼンテーションの前に、図書主任と学校司書がガイダンスを行い、

効果的なプレゼンテーションのためのアドバイスをした。（学年毎に集会で）

・市の「図書館を使った調べる学習コンクール」に出品。「全国コンクール」では、

優良賞２点、奨励賞１点、佳作１点という成績を収めた。

調べ学習ガイダンス

便り「調べ学習ｇｕｉｄｅ」

総合的な学習の時間での資料探し

学級プレゼンテーションの様子

調べ学習便り ＮＯ．２
２０１３．６．２５
文責 図書担当

テーマ探しの旅に出よう！
ガイダンスではウェビングをみんなで行いましが、同じテーマでも、クラスに
よって発想がさまざまで興味深かったです。中には、「なるほど」という発想も
ありました。このように、自分一人頭の中で考えるだけではなく、相談したり、
本や新聞、インターネットなど、身の回りに目を向けるとテーマは意外なところ
に転がっているものだと改めて感じました。今週からの３時間を、自分で行動
を起こして、テーマを探してください。

～テーマ探しのテクニックあれこれ～

★担任の先生や松井先生に相談する
★友だちや身近な人と会話する
★卒業生の作品を参考にする
★いままでのテーマを思い出してみる
★ウェビングしてみる
★気になる言葉をインターネットで検索する
★興味のある分類番号の本棚に行き、おもしろそ
うな本を手にとって見る
★新聞や雑誌もテーマの宝庫
★授業で勉強していることから考えてみる

ワークシートを活用しよう

・ウェビングシート
発想を広げたいときに

・資料リスト
役立ちそうな資料のストック

・情報カード
わかったことはとりあえずメモ

今週の総合学習

１年生 ６月２６日（水）
２年生 ６月２８日（金）
３年生 ６月２５日（火）

コンピュータ室は技術科の授業優先です
開いているときは担任の先生に

断って使用します



総合的学習における図書館を使った調べ学習の取り組み（１０時間扱い）

月,時 第１学年 第２学年 第３学年

４月 〇図書館利用ガイダンス

１ｈ ・学校図書館の使い方

・十進分類法と書架の配置

・学び方ガイドの説明

６月 〇調べ学習の進め方とテーマ決め 〇調べ学習の進め方とテーマ決め 〇調べ学習の進め方とテーマ決め

１ｈ ・調べ学習の進め方 ・昨年度の作品を振り返って ・昨年度の作品を振り返って

・テーマ決めのポイント ・テーマ決めのポイント ・テーマ決めのポイント

・ウェビング ・図書館を有効活用するには ・図書館を有効活用するには

２ｈ〇資料集め 〇資料集め（３ｈ） 〇資料集め（３ｈ）

・レポートのまとめ方 ・レポートのまとめ方 ・レポートのまとめ方

・テーマ決め ・テーマ決め ・テーマ決め

・資料探し ・資料探し ・資料探し

・図書のリクエスト ・図書のリクエスト ・図書のリクエスト

１ｈ〇まとめ方ガイダンス ○構成や目次を決め、レポート〇構成や目次を決め、レポート

・構成や目次の書き方、レポ にまとめる にまとめる。

ートの形式を理解する。

夏休みを使って、調べ学習を深め、レポートにまとめる

９月 〇プレゼンテーション準備 〇プレゼンテーション準備 〇プレゼンテーション準備

２ｈ ・発表の仕方と原稿作成 ・発表の仕方と原稿作成 ・発表の仕方と原稿作成

１０月 〇クラスでプレゼンテーション 〇クラスでプレゼンテーション 〇クラスでプレゼンテーション

２ｈ ・クラス代表を２名選ぶ ・クラス代表を２名選ぶ ・クラス代表を２名選ぶ

１ｈ〇学年プレゼンテーション 〇学年プレゼンテーション 〇学年プレゼンテーション

・各クラスで選ばれた人たち ・各クラスで選ばれた人たち ・各クラスで選ばれた人たち

によるプレゼン によるプレゼン によるプレゼン

１１月

文化祭での全校プレゼンテーション（各学年１名）

《各教科への支援》

図書館利用表（週単位）を職員室に掲示し、各教科で必要な時に図書館や図書資料を

活用できるようにしている。また、学校司書にブックトークやレファレンスを依頼し授

業への支援を行っている。市の物流システムが充実しているので、本校にない図書資料

や音声、映像資料等は市内の小中学校や市立図書館から借りている。また、博物館とも



連携しており、博物館の資料を借りたり、出前授業を依頼したりして実体験できる学習

の支援も行った。主に図書館や図書資料を利用して実践した教科と主な内容は以下の通

りである。

美術科 １年 仏像入門、文様デザイン、篆刻、ポスター

３年 墨絵

（校外学習や修学旅行に合わせて仏像の見方や墨絵の描き方などを紹介し、

作品づくりに生かす）

英語科 ３年「ジャッキーロビンソン」（黒人差別、公民権運動の本の提供）

１，２年 英和、和英辞典の貸し出し

国語科 １年

・「故事成語」（故事成語を調べ発表）

・「メディアリテラシー入門」（写真集のブックトークと写真を利用した表現

活動）

・「ベンチ」（ホロスコート関連のブックトーク）

・「夢を跳ぶ」（障害を乗り越えスポーツに挑む人の本のブックトークとレポ

ート作成）

２年

・「メディアリテラシー」（安房直子の童話で「タイトルシークエンス」制作）

・「平家物語」（博物館より甲冑を借りて装着体験と学芸員による出前授業）

・「伝統文化と言語 外郎売り」（本を活用しリーフレット制作）

３年

・「短歌」「俳句」（本を紹介し、作品の鑑賞や作成に生かす）

・「漢詩」（漢詩の紙芝居制作）

・ビブリオバトル

理科 ・宇宙、プランクトン、気象、観察、実験の本の活用

社会科 ・公民（新しい人権についてブックトークと調べ学習）

・地理（国勢図会の活用）

・歴史（孫子の本）

総合 １年：福祉体験学習。福祉に関わる図書の準備、レポート作成の支援。

２年：自然体験学習、職場体験学習。長野県、職業に関わる図書の準備。

３年：修学旅行事前学習。京都、奈良に関わる資料の準備。

道徳 戦争を知る（紙芝居、原爆パネル、ＤＶＤの利用）



２学年 国語科「平家物語」甲冑装着体験と出前授業

新入生対象の図書館オリエンテーション

部活動やスポーツをテーマにした ブッ

クトークをしながら、 図書館利用の仕

方や資料の検索の仕方のオリエンテー

ションを行った。

③特別活動に関すること

《図書委員会の指導》

生徒自身が主体的に関わることができる読書活動のひとつが図書委員会の活動であ

る。生徒から生徒へ本を手渡すことができるように、図書委員長を中心に生徒と活動

内容を企画し以下の実践した。

・毎月１回の定例委員会で、月ごとの反省や目標を話し合い、朝の読書活動や昼休み

の貸し出し活動が活発にできるようにした。

・学級文庫の設置。各クラス２０冊ずつ、図書委員がおすすめの本を選書し、学級に



設置した。毎月の委員会時に交換するが、図書委員が随時交換してよいことにして

いる。

・蔵中図書館マスコットキャラクターを図書委員が考案し、名前を全校生徒から募集

し決定した。

・１週間だった読書週間を読書月間とし、１ヶ月間にわたって読書を活発にするイベ

ント（以下①～⑥）を行い多くの生徒が図書館に足を運ぶ工夫をした。

①読書月間スローガンの募集と掲示。

②読書月間の貸し出し冊数の増冊 ２冊から５冊へ

③多読賞、多読学級の表彰

④ポップコン（ポップコンクール）の開催

＊お気に入りの本のポップを募集し、コンクールを行い表彰した

⑤「ブックンを探せ」

＊校内に貼ってあるマスコットキャラクターの掲示物の文字を組み合わせ、図書

館に持ってくるイベント。正解者に手作りしおりプレゼント。

⑥朝読書のおはなし会

＊ボランティアの方を招いて朝読書のお話会の運営を行った。

図書委員会 読書月間の準備

ポップコンクール開催のお知らせ

（生徒昇降口に設置）図書委員会が

自分の推薦本でポップを作成しポッ

プの募集を呼びかけた。



《部活動での利用》

・科学部（ロボコン、磁石、電子工作の本の利用）

・美術部（ポスター制作のための図書利用）

《夏休み解放》

・夏休み期間の５日間図書館を開放。学校司書が常駐し、調べ学習の相談等を行った。

４ 成果と課題

①成果

・図書館を使った調べ学習の取り組みが教育課程に組み込まれているので、職員が共通

理解をもって生徒に指導、支援することができた。総合的な学習の時間として、取り

組む時間が保証されているので、充実した内容の作品が多かった。また、「学び方ガ

イド」を活用したことで、レポートのまとめ方や調べ方の基礎を身につけるのに役立

った。

・授業で図書館を利用することは、図書館になかなか足を運ぶことができない生徒にと

って、本を手にする機会となり、借りる生徒が増えた。週ごとの図書館利用表を職員

室に掲示しておくと、教科担任への意識喚起にもなると思う。

・図書委員会が積極的に学級に働きかけることで貸し出し冊数が増加し、昼休みに来館

する生徒が増えた。生徒が自主的に活動を進めていけるように支援していくことが必

要であると感じた。

・教科でテーマ学習をすることで、普段手に取ることのない分野や作家の本を読み、読

書の幅を広げることができた。

②課題

・家庭に向けた図書館だよりを発行し、地域と連携した活動ができるようにしたい。

・朝読書が定着しているので、読書の質を高め、幅の広い読書を促すような意図的な読

書を計画していきたい。

・学年が上がるにつれて、貸し出し冊数が減少傾向にあるので、３年間を通して図書館

を利用したり読書に親しんだりする意識をもてるような工夫をしたい。

・新聞資料を活用した読書活動等、まざまな切り口で読書の充実をはかっていきたい。

・ソニー科学教育プログラムの優秀賞を受賞し、次年度は、科学系の本や雑誌を活用し

た取り組みをしたいという提案が教科担当者からあった。連携して資料の充実を図り

支援したい。

・次年度初めの教科部会で図書館活用事例を提示し、活用時期と必要な図書を検討し、

実践を積みたい。



第２学年２組 国語科学習指導案
指導者 菊地 かさね

１ 単元名 読み解いた物語の世界をタイトルシークエンスで表現しよう
「物語を読み解く」―メディアと表現－

２ 単元について
（１）単元観
本単元は、豊かな生涯読書人の育みに関わって、学習指導要領の第二学年の「読むこと」の指導事項「多

様な方法で選んだ本や文章などから適切な情報を得て、自分の考えをまとめること」を目指している。多く
の学校で朝の読書活動が行われ、子どもたちが本に触れる機会は多くなり、本校でも朝の読書だけでなく、
休み時間などのちょっとした時間にも読書をする姿を見かけるようになった。子どもたちが読んでいる本の
内容は様々だが、最近多いと感じるのは、映画やドラマ、アニメーションなどの原作本や、映像を文章化し
た本である。日常生活の中で映像という表現メディアが及ぼす影響というのは大きく、それは、子どもたち
の読書の実態にも表れていると感じる。
本単元では、映像という表現メディアの効果を学ぶためにタイトルシークエンス(映像作品のタイトルカ

ットまでの映像）という手法を取り上げている。小学校で既習の「ごんぎつね」の再読により、絵コンテ（タ
イトルシークエンス）が物語の内容やテーマとどのように関わり、視聴者を引きつけるためにどのような工
夫がされているのか学習する。この学習をふまえ、映像表現の手法を物語を読み解くことに生かす表現活動
を設定した。安房直子の短編を題材にし、物語を読み解き、タイトルシークエンスを制作する学習である。
学んだ効果を生かして文字情報を映像化する過程には、物語を読み、そのおもしろやテーマについて考えた
り、物語の中心となる場面を考えたりする「読む」学習活動が必要になる。また、まだその物語を読んだこ
とのない相手に、物語について想像させ、読みたい気持ちにさせる映像を制作することは、自らが物語の良
さや楽しさを味わうことにもつながっていく。このように、本単元は、映像という表現メディアの効果への
理解を深めながら、物語を読むことへの関心も高めることができる単元であると考える。

（２）生徒の実態
本学級の生徒は、男子２１人、女子１３人、計３４人で構成され明るく親和的な雰囲気がある。国語科の

授業では、思ったことを素直に表現する生徒が多いが、詳しく考えを述べたり、根拠をもって考えを述べた
りすることが苦手な生徒が多い。朝の読書活動の時間では、本を読む習慣が身についており、休み時間等に
も、本を手に取り読書する姿が見られる。本単元の学習に関わるアンケートは以下の通りである。

（Ｎ＝３２）
１ 映像作品を見ることと本を読むのとどちらが好きですか。

Ａ 映像作品・・・２４人 Ｂ 本・・・６人 Ｃ どちらでもない・・・２人
理由（映像）楽しい、時間がかからない、わかりやすい、映像を見てからだと本が読みや

すくなる、絵がありわかりやすい、想像しやすい、映像と音声がある、動き
方が楽しい、本を読んでいる時イメージしやすい、わかりやすく物語に入っ
ていきやすい

理由（本）読みたいときに読める、引き込まれる、情景を楽しめる、
途中で止まって考えたり想像したりできる時間がある

理由（どちらでもない） 本は想像力が広がり楽しいけど、映像は音や色が入っていてわ
かりやすい

２ 本を読むことは好きですか
Ａ 好き・・・１３人 Ｂ どちらでもない・・・１７人 Ｃ 嫌い・・・２人
理由（好き）色々なことを知れる、登場人物の心情が想像できる、活字に出会える

何回も読み返せる、落ち着ける、一人になれる、現実の世界から離れられる
理由（どちらでもない） 読む本によって好き嫌いがある、気分で変わる、

漫画は好きだが小説は嫌い、漫画と恋愛小説しか読まないから
理由（嫌い）飽きてしまう、文章が苦手

３ あなたが読みたい本を選ぶ時、どんなことがきっかけになりますか。多いもの２つに○を
つけてください

・友だちの薦め：７人 ・親や先生の薦め：１人 ・映画を見て：６人
・ドラマを見て：８人 ・アニメを見て：１０人 ・漫画を読んで：４人
・書店や図書館で自分で探す：１８人
・その他：４人 （おもしろかった作者の本を読む）



質問１の結果から、ほとんどの生徒が本を読むことよりも映像を見ることが好きと答えている。その理由
として、「楽しく、わかりやすい。物語をイメージしやすい」等があげられている。また、「映像を見てから
だと本が読みやすくなる」という理由からは、子どもたちの読書生活に映像が影響していることが伺われる。
逆に、「本を読むことのほうが好き」と答えた生徒は、文章から情景や人物像を想像したり、読み進めなが
ら考えたりする楽しさを感じている。これは、質問２で「本を読むことが好き」と答えた生徒の理由にもあ
てはまる。質問３からは、ドラマやアニメ、映画などの映像作品が本を選ぶ際のきっかけにもなっているこ
とがわかる。本を選ぶきっかけとして、質問２で「本を読むことが嫌い、どちらでもない」と答えた生徒の
約６割が「アニメやドラマを見て」と回答している。逆に、「本を読むことが好き」と答えた生徒の約半数
が書店や図書館で探したり、おもしろかった作者の本を読むと答えている。

（３）指導観
映像を見ることに関心が高く、読書生活が映像と関わっている生徒の実態をふまえ、本単元では、タイト

ルシークエンスを作ることを通して、物語を読み文章メディアと映像メディアの効果について考えさせてい
きたい。また、映像で表現することで、物語を読み想像することの楽しさを味わわせ読書への興味関心を高
めたい。
本単元の前半では、小学校で既習の「ごんぎつね」のタイトルシークエンスから、絵コンテの効果につい

て考えさせる。作り手と視聴者の立場から絵コンテを分析することでその効果を学び、自分たちがタイトル
シークエンスを作る際に生かせるようにする。この学習をふまえて、読んだことのない物語を題材にし、実
際にタイトルシークエンスを作ってみる。今回取り上げる物語は安房直子の４つの短編（「鶴の家」・「海の
館のひらめ」・「空色のゆりいす」・「北風のわすれたハンカチ」）である。生徒は、安房直子の物語に小学校
の国語科の学習で出会っているので、未読のものでも比較的抵抗なく読めると思われる。彼女の物語は色彩
感が豊かでイメージを広げやすい。擬人化された動物が登場したり、現実にはあり得ない不思議な出来事が
起こったりする内容は絵コンテに表現しやすく、様々な描き方ができるのではないかと考える。また、読む
ことが苦手な生徒も、そのストーリーに引き込まれ興味をもって取り組めるのではないかと考え安房直子の
物語を選んだ。タイトルシークセンスを作るにあたっては、４つの物語について２つずつのグループを構成
する。グループの構成にあたっては、アンケートで「本をむことがが好き」と答えた生徒や、前半の「ごん
ぎつね」の学習において、絵コンテをよく分析していた生徒を中心に考えた。物語を読んで感じ取ったこと
や物語のおもしろさ等をグループ話し合うことで、自分の読みと比べながらイメージをふくらませられるよ
うにしたい。読むことが苦手な生徒も、仲間の意見を参考にしなが物語の世界に入っていけると考える。ま
た、絵だけでなく言葉や音声も組み合わせ、色々な表現メディアの効果を考えて楽しみながら制作できるよ
うにしたい。
本時では、２つの物語のタイトルシークエンスを２グループずつ発表する。発表後、視聴者には、「どん

な物語を想像したか」発言させることで、作り手は、自分たちの伝えようとしたことが表現できたか検討で
きるようにする。また、作り手の立場から「作品の意図や工夫点、伝えたかったこと」を発言させることで、
その表現の仕方が効果的であったかどうかを検討できるようにしたい。また、同じ物語に対するグループの
作品を発表させ、比べることで、伝わり方の違いや効果について考えさせたい。
この単元の学習では、作り手と視聴者、双方の立場から意見を交流することを通して、表現することそれ

自体が、自分と相手との思いのやりとりであること、文章や映像といった表現メディアも作り手と視聴者の
やりとりがあることに気づかせたい。また、映像に表現するために物語を読むことで、想像する楽しさを味
い多くの本に触れるきかっけになればと考える。

３ 研究主題との関わり
本校の研究主題は「自ら学び、思考し、表現する力の育成」である。この研究主題を受け、国語科では、

「読む」学習においても、表現活動を多く作りたいと考えている。伝えることで、また、伝えようと試行錯
誤する中で、自分の考えが深まると考えるからである。本単元においては、タイトルシークエンスを作るた
めに、自ら物語を読み、感想をもったり、物語の価値を考えたりする学習が必要になる、また、映像や音声、
言葉など多様な表現メディアを効果的に使うことで、表現する楽しさを味わうことができると考える。この
ようなことから、本単元の学習が、研究主題「自ら学び、思考し、表現する力」の育成に迫ることができる
と考える。



４ 指導目標

国語への関心・意欲・態度 話す・聞く能力 読む能力

・タイトルシークエンスの制作を通 ・目的や状況に応じて、資料や機 ・多様な方法で選んだ本や文章
して、映像表現や文字表現の効果 器を効果的に活用して話すこと などから適切な情報を得て、
を考えようとしている。 ができる。（ウ） 自分の考えをまとめることが

できる。Ｃ（１）オ

５ 指導計画と評価方法（８時間扱い）

時 配 学習内容と活動 評価規準

１ ○「ごんぎつね」の物語を思い出し、 ・小学校で学習した「ごんぎつね」を思いだし、あ
再読することで作品の内容や構成に らすじや印象をメモしようとしている。
関心をもつ。 （国語への関心・意欲・態度）

・記憶の中の「ごんぎつね」と再読した感想と比べ
ている。 （読む能力）

２ ○４つの絵コンテを作り手と視聴者の ・４つの絵コンテを比べ印象や効果について考えよ
立場に立って比べ、それぞれの効果 うとしている。 （国語への関心・意欲・態度）
について考える。 ・作りと手視聴者の立場に立って絵コンテの印象や

効果をノートにまとめている。
（読む能力）

３ ○自分の立場を明確にし、最も気に入 ・作り手と視聴者のどちらかの立場を選び、自分の
った絵コンテについて、自分の考え 考えを書き、発言しようとしている。
をまとめる、話し合う。 （国語への関心・意欲・態度）

・選んだ写真とその理由を発表している。
（話す能力）

４ ○安房直子の物語を読み、印象や感想 ・物語に関心をもって読み、もうとしている。
をワークシートにまとめる。 （国語への関心・意欲・態度）

・物語の印象や感想を文章にまとめている。
（読む能力）

５ ○グループで物語の感想を交流し合 ・グループで物語の感想を交流し合い、自分の感想
・ い、タイトルシークエンスを作成す と比べようとしている。
６ る。 （国語への関心・意欲・態度）

・作品のテーマや視聴者に伝えたいことをふまえて
タイトルシークエンスを作成している。

（読む能力）

７ ○「タイトルシークエンス上映会」 ・興味をもって発表を聞き、視聴者の立場に立って
（本時） 自分たちが制作したタイトルシーク 想像したことや印象を発表しようとしている。
・ エンスについて作り手と視聴者の立 （国語への関心・意欲・態度）
８ 場に立って、その効果を考える。 ・作り手と視聴者の立場に立ってタイトルシークエ

ンスの効果を考えている。 （読む能力）



６ 本時の指導（７／８）
（１）目標

・興味をもって発表を聞き、視聴者の立場に立って自分が想像したことをや感想を発表すること
ができる。 （国語への関心・意欲・態度）

・作り手と視聴者の立場に立って、タイトルシークエンスの効果を考えることができる。
（読む能力）

（２）展開

過 時 学習活動と内容 ○指導と支援 ◎評価項目【】評価方法 資料
程 配

見 １ １ 本時の学習内容を確認する。 模造紙
出
す 「タイトルシークエンス上映会」

自分たちが制作したタイトルシークエンスはどんな効果があるだろう。

調 20 ２ タイトルシークセンスを発表する。 ○視聴者は、映像に注目し、どんな物語 ＰＣ
べ ＊以下の物語から２作品 なのか想像しながら発表を聞くように ＣＤデッキ
る 「北風の忘れたハンカチ」 促す。 スクーン

「海の館のヒラメ」 ○発表後、感じたことを短い言葉でワー ワークシート

「空色のゆりいす」 クシートにメモする時間をとる。
「鶴の家」

３ 視聴者より、タイトルシークエンス ○作り手は、視聴者の発表を聞き、自分
を見て感じたことを発表する。 たちが作品に意図したことと比べるよ
・どんな印象を受けたのか うに助言する。
・どんな物語を想像するか

深 25 ４ 作り手より制作した作品について説 ○作り手は、視聴者の発表をふまえて自 絵コンテ
め 明する。 分たちの考えを述べられるとよりよい ワークシート

る ・どんな物語だと考えたか。 ことを助言する。うまく関連をもたせ
・視聴者に感じてほしかった点 られない場合は教師が助言し、考えを
・そのために工夫した点など 導く。

○視聴者はメモをもとに、自分がイメー
ジしたことと作り手の意図と比べなが
ら聞くように助言する。

５ 各グループの作品の効果について話 ○作り手と視聴者の考えを比べながら絵
し合う。 や言葉、ＢＧＭなどの組み合わせによ
・作り手の意図が伝わったのはど ってどんな効果があったか、また、作
の作品か。またどんな工夫か。 り手の意図がどんなふうに表現されて
・視聴者を引き込む工夫があった いたかをとらえさせる。
のはどの作品か。また、どんな ○同じ物語の絵コンテ等の違いも比べな
工夫か。 がら考えるように助言する。

◎作り手と視聴者の考えを比べながら、
絵や言葉、BGM などの関わりとその
効果を発言している。 【観察】

ま ４ ６ １つのグループの作品を選び、自分 ○発表したグループは自分たちの作品に ワークシート

と が受けた印象とその効果についてま ついて、視聴者の意見をふまえ、その
め とめる。 効果はどうであったかまとめるよう助
あ 言する。
げ ◎視聴者の立場にたって自分の考えをま
る とめているか。【ワークシート 観察】


