
流山市立東部中学校

１ 学校の紹介

（１）学校教育目標

『笑顔 熱中 思いやり そして命を大切に』

「笑顔」は知る喜びから得られ、

「熱中」は、「何事にも精一杯、本気で頑張れる」ことであり、

「思いやりは」、「相手の立場に立って、仲間の気持ちを思いやる」ことで生まれる。

「命を大切に」とは、「安全・安心、自分の命も他の命も大切に、地域の一員である

ことを自覚する」ことである。

来年度は、創立 50周年という記念すべき年を迎える。

（２）学級数

18学級（１学年６学級、２学年６学級、３学年５学級、特別支援１学級）
生徒数 573名

（３）地域の概要

本校は、千葉県北西部の東葛地域の流山市東部に位置する中学校である。流山市にあ

りながら、最寄り駅は北小金駅、南柏駅の二駅で松戸市、柏市に隣接している。駅前は

商業施設が整い利便性が高いが、マンションが立ち並ぶ駅前から少し歩を進めると豊か

な自然がそのまま残り環境の良い地域である。本校の敷地内も緑が多く、四季折々目を

楽しませてくれる樹木に囲まれている。そこに小動物や、野鳥が生息している。地域住

民は、マンションの建設などで他地域から越してきた新しい住民と昔からの住民で構成

される。地域住民の学校への関心と支援の力は大きい。本校に在籍していた我が子が巣

立っても、引き続き生徒たちのために惜しみなく力を貸してくれる方が多い。登下校の

安全も気にかけて見守っていてくれる。学校行事にも積極的に参加して、地域ぐるみで

生徒を育ててくれている。

（４）特色ある教育活動

防災学習を計画的に行い、年に一度地域の方々と合同防災訓練を行っている。平成 25
年に千葉県教育委員会から、モデル校として指定を受けて以来、学校主体、自治会主体

と隔年で運営の主体を変え、今年度で三年目の取り組みになった。地域と学校が合同で

防災訓練を行うことで得たものは大きく、12 を超える分野で、住民同士一緒にいくつ
もの体験を行うなど、有意義な時間を過ごしている。生徒たちには、実際に何かあった

ときには「自分たちがこの町を守るんだ」という地域との共助の精神が育まれている。



２ 自校の図書館の現状

本校の図書館は、３階建て校舎の２階、第３学年の教室の突き当たりに位置する。１，

２年生にとっては、「他学年の階にある」。また、どの学年にとっても「校舎の突き当

たりの奥にあり、毎日通る場所にないため存在感が薄い」と受け止められている。生徒

たちにとって図書館までの導線が非常に悪く、お世辞にも利用しやすい状況にあるとは

いえない。移動教室や休み時間などで始終通る場所にあれば、掲示物などで目に留まる

だろう図書情報も、この位置にあるとなかなか目に留めてもらえない。根っからの本好

きであれば、何の情報がなくとも「そこに本があれば」通ってくれる場所である。本が

好きでも嫌いでもない中間層を取り込むには、厳しい条件にあるといわざるをえない。

そのため、読みたい本がないことはないが、わざわざ図書館に行くのは面倒くさい、な

んだか敷居が高いととらえてしまう生徒に、どう図書館まで誘うかが最大の課題である。

（ 整備状況 ）

本校の図書館は、普通教室をそのまま使用している。閲覧用のテーブルを六つ入れて、

作りつけのぐるりの棚のほかに本棚を二セット置くことで精一杯の狭さである。毎年新

しい本を十分に入れているので、生徒たちに見やすく手に取りやすく展示したいが、そ

のスペース、余裕がない。本来は、第一図書館、第二図書館と分けてあるのだが、第二

図書館は、古い蔵書が置いてある状態で活用されず、開館するのは第一図書館のみであ

る。夏休みに、第一図書館の古い蔵書を第二図書館に移動させ、棚をすっきりさせるこ

とができた。第二図書館の蔵書を廃棄処分することができれば良いのだが、時間がとれ

ないまま今に至っている。月に一度の委員会では、図書委員によって第一図書館の蔵書

の整理整頓をしているが、まだまだ十分に行えていない。何より担当である自分自身が

図書委員会のほかに委員会を担当しているため、図書委員会のみに専念できていないと

いうのが、苦しいところである。学年ごとの担当職員が、昼休みの貸出しを行ってくれ

ている。他校のように司書の方が配置されていたら、もっと本をわかりやすく展示した

り整理整頓を進めたりしたいと常に感じてはいるが、今は本校の今置かれた状況で行っ

ていくしかないと思っている。

３ 「図書館利用の活性化」への取り組み

（１）校内組織と主な役割

図書担当は、校務分掌上教務部に属し、担当職員は学年ごとに１人、計３人いる。

・学校図書館年間計画の作成 ・蔵書点検、管理

・新刊図書の選書 ・図書委員会の運営

・図書館開館時の支援

（２）生徒や職員に対する支援

① 図書館の運営に関すること

（ 図書館利用のガイダンス ）



新１年生を対象に、国語の授業の中で図書館の利用の仕方についてガイダンスを行

っている。その際、貸出しの流れを理解させるために一人一冊の本を貸し出している。

（ 整備と管理 ）

・蔵書はバーコードで管理されている。

・開館は昼休みのみ、各学年の図書委員、担当教諭で運営している。

・カウンター内に生徒全員のバーコードファイルが設置されている。図書委員の生徒

は本のバーコードと併せて貸し出し、返却の管理を行っている。

（ 選書 ）

年度当初に全職員に図書の購入希望のアンケートをとっている。生徒たちには、図

書委員を通してそれぞれの学級に図書館に入れてほしい図書の希望を聞いている。生

徒たちの生の声を反映させ、希望に沿って図書の購入をするように心がけている。ま

た出来るだけ新刊本を入れたいので、新聞、雑誌、ＴＶなどで紹介された話題の本の

情報を多く仕入れるよう努力している。その情報やカタログをもとに、年に数回に分

けて選書している。

② 読書推進活動に関すること

【 朝読書 】

生徒たちは、毎日始業の挨拶前に朝読書用の本を一冊用意して、挨拶が終わり次第

１０分間の読書を行っている。どの学年も静かに集中して本を読み、この時間は校内

が静寂に包まれている。

【 学級文庫の設置 】

昨年度から、朝読書や普段の読書のために全クラスに学級文庫４冊を置いた。本

の選書は国語科の意見を参考にした。

・博士の愛した数式（ 小川洋子 著 ） ・青い鳥（ 重松清 著 ）

・カラフル（ 森絵都 著 ） ・モモ（ミヒャエル・エンデ 著）

ほかに年間を通して希望のあったクラスに、学級文庫を貸し出した。学年後期には、

全クラスの図書委員がそれぞれ選書した６冊を学級文庫用として貸し出した。

【 課題図書の貸出し 】

毎年読書感想文用に課題図書を読む生徒が多いことから、本校では国語科担当教師

に課題図書を夏休み前に渡している。各国語科が授業内で読書感想文について説明を

した上で、課題図書を紹介し手に取らせ、希望者には貸出しを行っている。そのほか

図書館にも課題図書を１冊ずつ置いている。



【 「図書館だより」の発行 】

司書教諭が不定期に発行している。サブタイトルはその季節の草花から名づけ毎号

異なる。内容は、主に新着本の紹介、先生方のおすすめの本の紹介、図書委員のおす

すめの本の紹介である。新着本を載せると、それを読んで来館する生徒がおり反応の

速さに驚くと共に励みになっている。

【 図書館情報を校内に掲示 】

夏休み前には、戦争関係の読み物を 美しい本のカバーを利用してポス

置いた。 ターにして掲示した。

【 ビブリオバトル 】

１学年の国語の授業の取り組みとして２学期にビブリオバトルに挑戦した。生徒た

ちにとって初めての取り組みではあったが、それぞれ新鮮に受け止めてくれたようで

あった。本校第１学年の生徒は、本を読むのが嫌いだったり苦手だったりする生徒は

各クラスに２，３名はいる。さらに好きでも嫌いでもない生徒は１０名程度はおり、

クラスによっては半数近くいる。本を読むことが好きでたまらない生徒の方が少ない

というのが、ビブリオバトル実施前の実態であった、ただ、毎日朝読書を行っている

ためか、本を読むこと自体には大きな抵抗はない。また、読む本の量は多くはないが、

思い入れのある本を誰もが持っているということがわかった。初めに、自分が友達に

紹介したい本を原稿なしで話すというおおまかな説明をした。おおまかな原稿を作っ

てもよいが、ライブ感を出すために原稿を持ち込んだり読んだりしないことを伝える

と心配そうな声をあげる生徒がいた。実際は、４分でやってみることとした。当日ま

でに何度も何度も練習をして臨む生徒がほとんどで、紹介する本も様々なジャンルに

渡り、どの生徒も好きなものを友達によりよく紹介したいという前向きな気持ちにあ

ふれているのだとわかった。本授業に入る前に、「聞く・話す」の学習を兼ねて、朝

日新聞の「折々のことば」コンテストに出品した作品について話すことや、各班ごと

に共通テーマを設け１分間スピーチを行い、ビブリオバトルまでの助走とした。何回

も友達の前で話す経験を積んだからか、話すことも内容も質があがりどのクラスも第

１回ビブリオバトルを大成功で終えることができた。それに気を良くして、３学期に



第２回ビブリオバトルを実施した。これは班ごとに決めた内容だったり、種類だった

り共通の本を選んで読むという条件をつけた。

意外にも同じ内容が重なることがほぼなく、

意外な選択もあったりして面白かった。

全体でチャンプ本を決めるときに、幅広く

本の情報を知ることができたのが良かった。

さらに第３回を計画中であるが、これは９類

以外の本を紹介するという条件にした。

〈 １年４組 ビブリオバトルブックリスト 〉

１ モーツァルト

２ ディズニーの神様が教えてくれたこと

３ 代表監督は１１歳 ☆班代表

４ サマーウォーズ

５ 秒速５センチメートル ★チャンプ本

６ カラフル ☆班代表

７ サッカーボーイズ

８ 情熱を貫く

９ 自分らしくいられるための５０の小さな約束 ☆班代表

10 空の図鑑

11 ハードアート・オンライン

12 南総里見八犬伝（ 上 ）

13 ぼくらのマル秘学園祭

14 イチローインタビュー

15 迷わない力

16 おおかみこどもの雨と雪

17 君の名は

18 幸運の持ち主

19 電池が切れるまで

20 悪魔のいる天国 ☆班代表

21 妖怪ナビ・ルナ

22 青空エール

23 厨病激発ボーイ

24 ふたり

25 バッテリー ☆班代表

26 ももへの手紙

27 そしてだれもいなくなった

28 １１２日間のママ



29 異世界にカフェは必要ですか

30 ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと ☆班代表

31 ハンナのかばん アウシュビッツからのメッセージ

〈 ビブリオバトルに取り組んで・・ 生徒たちの感想 〉

・みんなの発表を聞いて、こんなに面白い本がたくさんあるんだなと気付けて良かった

なと思いました。これからたくさんいろんな本にめぐり会えたらいいなと思いました。

・班のみんなが、本のおかげでたくさんのことが学べたと言っていて、本当にそうなん

だと思いました。私も『ももへの手紙』で、あきらめない心や友達や家族の大切さを

知りました。本でこんなに色々な感情や風景を感じ取ることができるんだなと思いま

した。

・みんながあらすじを読みたくなるようなところで止めていて、上手だと思ったから真

似できるようにしたい。心に残った言葉の意味を、自分なりに考えて聞くと面白く感

じた。

・そんなに本を読んでいない自分でも、いろんな人の工夫された本の紹介で、この本も

あの本も読んでみたいなと思えた。そして、自分の発表とチャンプになった人の発表

内容の差がよくわかった。工夫点はまだまだいろいろあると思うので、その差を縮め

たいと思う。

・友達に本を紹介することがなかったけど、今日の授業でみんなが興味をもってくれる

とうれしくて、自分のおすすめした本についてたくさん話したくなった。そして友達

が紹介してくれた本も読んでみたいと思った。

（３） 学習活動に関する支援

ア 教科指導に関すること

１学期末に、第３学年が社会科において平和学習を行ったが、そのころ図書館に寄

贈された本をきっかけにして「戦争体験を聞く」という発展学習を行うことができた。

寄贈されたのは、『戦争７０年 ～流山からのメッセージ あの時子どもだったわた

したちは』という本で、「明日も平和であるためにを推進する会」の方々が、流山在

住の市民の方の戦時中、子どもだった時代に過ごした土地での戦争体験を寄稿しても

らいまとめたものである。そこには「戦争の恐ろしさを忘れずに、平和な時代が子や

孫の世代、さらに先の未来まで引き継がれていってほしい」という願いがこめられて

いる。本校に寄贈された本が９冊であったので、近隣図書館に１５冊の貸出しをお願

いして、計２４冊を社会科の授業内で、生徒に閲覧させた。戦争を知らない生徒たち

であるので、どの体験談も驚く事実ばかりであり、皆引き込まれるように読んでいた。

その上で感じたこと考えたことをレポートにまとめさせた。「戦争の体験談を聞く会」

は７月、蒸し暑い日であったが、生徒たちは熱心に当時のお話を伺うことができた。

一冊の本から、生の貴重な声を聞かせていただくという思わぬ展開になり、教科書で

は学べないことを学ぶことができた。



社会の授業の中で本を紹介した。生徒は集中して読んでいた。

流山市在住の戦争体験者の方の生の声を聞かせていただく集会で。

イ 特別活動に関すること

【 図書委員の活動 】

本校は専門委員会として、図書委員会が設置されており各学級１名の生徒が、委員

として活動している。昼休みの開館時には学年ごとに１名が当番として、貸出し返却

のカウンター業務、蔵書の整備、返却本の棚への戻し作業などを行っている。

委員会自体は、月に１回である。が、「図書館の状況」でも述べたが、本校の図書

館が生徒たちにとって利用しにくいことを少しでも解消すべく、図書委員の活動に委

ねるものは大きい。「図書館に来てください」のポスターの製作、毎月のテーマごと

に図書委員がおすすめ本を紹介している。それを「図書委員のおすすめ本コーナー」

として、学年の廊下の一隅を借りて本と紹介文を置いている。生徒たちに実際に本を

手にとってもらうためである。こういうことができるのは、校内に本を置いてもいた

ずらされることがないという本校の落ち着いた環境が本校の強みがあるからである。

毎月のテーマに従って、おすすめの本を紹介していくという作業は、一見大変なよう

であるが読書好きの図書委員の集まりゆえ、困難なくこなしている。



図書委員のおすすめ本コーナーを各学年のフロアに設置した。

〈 〉

夏休み前に掲示した図書委員＆学級有志のおすすめの本の紹介。学年ごとに工夫した

ものになった。本の紹介には、それぞれの本への思いがつまっている。



夏休み後には、各クラスごと全員が読書想文として読んだ本を紹介する掲示物を作

成した。本の内容を色で分類し、丸く切り取った折り紙に書名を書いたのであるが、

丸く切り取った折り紙が色とりどりで可愛らしく目を引いたようであった。昇降口に

貼ったので、登下校時、体育館への移動の際に、足を止めてじっ眺めている姿があっ

た。

♪ 図書館内では

手書きの本の紹介やポップを置いた。閲覧テーブルの真ん中に仕切りとして本を置き、

表紙の絵を見てもらう工夫をした。また関連する本でまとめて展示した。

廊下には、先生方のおすすめの本や

本選びのヒントを書いた掲示物を貼っ

た。



こうしてあちこちに本を置いたり、図書情報を掲示したりすることで、校内を小さ

な図書館にしたいというのが自分の夢であった。図書館に行く時間や気持ちがなくと

も、ちょっとした本に関する情報を学校中に散りばめて、それが生徒の心のどこかに

残っていて、ふとしたときに「図書館行ってみようかな」「あの紹介された本が気に

なる」と思わせることができるようにしたいと思っている。図書館までの導線が悪い

分、そんないくつもの小さな仕掛けをすることで、生徒の足を図書館に向けたいと思

う。そういった自分の願いを図書委員がよく理解してくれ、積極的に活動している。

４ 課題と成果

・１学年で図書館使用のガイダンスを行うか行わないかによって、生徒の利用率が大き

く異なることがわかった。そのガイダンスで一冊借りることから、次の利用につなが

ると強く感じた。まずは一冊である。

・先生方に、授業での図書館利用を何度も提案させていただいたが、実際に足を運んで

もらったり授業で利用してもらったりすることは難しかった。これにはやはり図書館

までの導線の悪さが起因していると考えられる。図書館を通じて生徒たちに確かな学

びの場を提供したいと思うが、先生方を十分に変えることができなかったことが悔や

まれる。ただ、来年度に向けて、明確な課題だと捉えることができたので、他校の実

践例をまた新たに提示するなどして、具体的に図書館の利用を提案していこうと思う。

生徒の利用は確実に増えたと感じている。

・成果と感じることができたのは、導線の悪さを逆手にして校内に図書館情報を掲示し

たり、本を各所に展示したりすることで、徐々にではあるが、興味をもってもらえる

ようになってきたことである。図書館へ誘う様々な作戦を図書委員と練ったことはや

りがいがあった。

・１学年の国語の授業で、ビブリオバトルを行ってから図書館利用者が格段に増えたこ

とは成果といえると思う。また、図書館でビブリオバトルの研究授業を行った際、参

観に来られた先生方が、図書館の魅力を再発見してくれたことが何より収穫だと感じ

た。展示してある蔵書に目を留めて、「この本面白そう」「これ読んでみたい」「授業

で使えそう」などと興味をもってもらえた。図書館の利用価値を見出してもらうきっ

かけができたと思う。図書館には面白い本がいっぱいあると認識してもらえることが

できた。是非今後も先生方に図書情報を提供して、授業で活用してもらえるようにし

たいと思っている。また、ビブリオバトルに興味をもって参観された英語科の先生方

からは、「ビブリオバトルの英語バージョン」をやってみたいと言ってもらえた。こ

うして、いろんな形でビブリオバトルが広がっていき、本の世界も広がっていけたら

良いと思う。



１学年４組 国語科学習指導案

平成２８年１１月１７日６校時

指導者 教諭 河崎扶砂子

１ 教材名 ビブリオバトル「お気に入りの本を紹介しよう」

２ つけたい力

・文章の構成や展開、表現の特徴について、自分の考えをもつこと

〔 Ｃ 読むこと（１) エ 〕

・文章に表れているものの見方や考え方をとらえ、自分のものの見方や考え方を広くす
ること

〔 Ｃ 読むこと（１）オ 〕

３ 単元を貫く言語活動とその特徴

①単元を貫く言語活動として、学習指導要領「Ｃ 読むこと」の言語活動例にある「ウ
課題に沿って本を読み、必要に応じて引用して紹介すること」を設定する。生徒たち
にとってビブリオバトルは初めての取り組みである。肩の力を抜いて自由に取り組ま
せたい。が、生徒の表現力には開きがあり、どうやったらいいのかうまく紹介できな

い生徒もいる。そこで、話の糸口が見つかるように条件を設けることにした。

②それは、「一番心に残った言葉とその言葉に対する思い」を入れるということ。本を
構成する膨大な言葉の中から、どんな言葉が印象に残ったのかを必ず含めて本を紹介

する。

③本の紹介の中で、一つの言葉，文に触れることで、紹介者自身が改めて言葉の意味を
考え直したり筆者の思いに近づいたりすることができると考える。また、聞いている

者には、紹介者がなぜその言葉が良いと思ったのか言葉のもつ重みを感じさせ、ひい
ては紹介者自身の人柄まで思いめぐらす活動になっていくと考える。

４ 単元について

（１）生徒の実態（男子１６名 女子１８名 合計３４名）

１学年も半ばを過ぎ、いくつかの行事を終え、大きな問題もなく落ち着いた生活を

送ってきた。まずは授業ありきで、授業を大切に積極的に取り組む姿勢はほぼ身につ
いてきた。どの授業でも挙手が多く、進んで発表しようという態度が見られる。
国語科の授業では、問いかけに声をそろえて反応したり大きな声で音読したり、４

人グループでの活動も和やかに意見が交わせ、良好な取り組みである。



以下はアンケートの結果である。

①読書が好きですか。

はい・・・８名 いいえ・・・２名 どちらともいえない・・・２４名

②月に何冊本を読みますか。

１，２冊・・・１８人 ３冊以上・・・４人 一冊も読まない・・・１２名

③本を読みたいと思う決め手になるのはどんなことですか。（複数回答可）

時間ができたら・・・２名 人から勧められること・・・３０名

興味、趣味が合う・・２５名

④読む本のジャンルやよく読む作家は決まっていますか。

決まっている・・・８名 決まっていない・・・２６名

⑤決めている理由は、

・好きなジャンルを読むことが面白いから
・好きな作家の書くものはどれも面白いから。

⑥決めていない理由は、

・いろいろな人の本を読みたいから。
・紹介文などにひかれて読むから。
・面白いと思うものは誰が書いていても読むことにしているから。

・たくさんのジャンルの本を読みたいから。
・何も決めないで自由に読みたいから。

⑦あなたにとって本はどんな存在ですか。

・たくさんの考え方、ものの見方などを育ててくれるもの。
・感性や想像力を豊かにしてくれるもの。
・たくさんの感情を教えてくれる。

・物語の主人公になったり、自分の世界に入ったり違う世界に誘ってくれる。
・面白く楽しいもの。
・心を落ち着かせてくれたり、気持ちをリセットしてくれたりするもの。
・時間を忘れさせてくれるもの。

・優れた知識、考え方を得ることができる。
・言葉の数を増やすことができるもの。
・勇気づけてくれたり、言葉に共感させてもらえたりするもの。
・身近にあっていろんなことを教えてくれる存在。



アンケートの結果から、本学級の生徒の多くが、これまでに自分が心底心を揺さぶ
られるような決定的な読書体験をしていないことがわかった。これは逆にチャンスだ
と捉えることが出来るだろう。これからの生活の中で、きっかけさえあれば本好きに
変身していく可能性があるからである。今回の授業で、自分が読んだことのない本、

知らなければ足を踏み入れることのなかった本に出会わせることで、生徒たちは興味
をもつことができ、また、各々の本の世界を広げていってくれるに違いないと考える。

（２）単元観

ビブリオバトルとは、別名「知的書評合戦」と呼ばれる本の書評会である。最近で
は小中高校の国語科や総合学習で扱われるだけでなく、会社や町ぐるみでこの催しを
楽しんでいるところもあるほどである。

自分自身、今まで音読、朗読、群読、ブックトークなど、読書を通して様々な活動
を行ってきたが、ビブリオバトルを授業で扱うのは初めてである。面白そうだと思い
ながらも生徒が５分間も何も見ないで話せるのか（原則のルールは何も準備せず、原
稿も見ず、ライブ感を楽しむという）好きな一冊を紹介できない生徒がいるのではな

いかと疑問ばかりが残った。だが、考えを転換することにしてみた。５分間という持
ち時間を夢中になって楽しんで話せる生徒を育てたい。それができたらこんなに素晴
らしいことはないと思った。夢や希望が私の疑問を上回り、とにかくやってみようと。
国語科の「話す・聞く・読む」力を育てるための究極の取り組みになるのではないか

と。やること自体はシンプルである。好きな本を持った者がそれぞれ５分間、原稿な
しで好きな本について語る。そのあとに質疑応答を行う。全員の発表が終わったら、
「この本が読みたい」と思った本に投票してチャンプ本を決める。ルールは易しいが、
ここまでに仕上げていく過程は簡単ではないだろう。だが、気負うことなく、いくつ

もの国語の力を高めること、読書の楽しさを味わわせることと少し欲張りながら挑戦
してみることとした。
ビブリオバトル創始者の谷口忠大氏は、ルールを変えるのは御法度だと言っている。

だが、今回は入門編として多少のアレンジを加えさせてもらおうと思う。それは、「本

の中で一番心に残った言葉を必ず紹介する」ということである。そもそもビブリオバ
トルを行う上で、５分間の中に好きな箇所、登場人物の台詞を紹介することは、珍し
いことでもないことであるが、それを必ず入れることで、改めて言葉の力を感じてほ
しいと思う。本は言葉から出来ている。本の中に散りばめられた言葉という宝を読み

手が自分にとっての宝だと、拾い上げることができたら素晴らしい。読み手によって
言葉の受け止め方は様々であり、それで良い。その言葉が心の襞にひっかかり、この
本を読んでみたいと思わせるきっかけにつながっていくかもしれない。店頭に飾られ
ている本の帯にも、紹介者が感動したという一節、描写、台詞などの言葉が推薦文と

共に書かれている。読者は、その言葉に出会いたくて本の世界に誘われ、ページをめ
くるのだ。
「チカラウタ」というテレビのバラエティ番組がある。タレントやスポーツ選手が、
今までの人生の転機のその時脳裏に流れた歌、一番苦しい時に支えになった歌を紹介

するというものである。出演者は、過去を振り返り思い出を語ったあと流れるその曲
に耳を傾けながら、こう語る。「この曲のこの歌詞に勇気をもらいました。」「この歌
詞を励みに、もう一度あきらめずに頑張ろうと思いました。」歌の良さは、メロディ
の美しさや心弾むような曲調もさることながら、そこに命を吹き込むのは歌詞にある



のだと番組を見る度に感じさせられるのだ。やはり言葉は人の心を動かす力がある。

普段何気なく使っている言葉にも一つ一つ表情があり、重みがある。生徒たちにそ
れを実感させたいと考え、日頃から言葉を味わわせるような取り組みを心がけている。
２学期当初には、朝日新聞主催の「私の折々のことば」への投稿を目標に授業の導入
部分での取り組みを行ってきた。「私の折々のことば」とは、身近な誰かのひと言、

メールや LINE、手紙、マンガ、テレビ、本などいくつもの出会いの中から、自分に
とって心に響いた「ことば」を探し、そのエピソードについて書き自分にとって大切
なものに気づかせたいという願いのコンクールである。自分にとって大切なものにつ
いて、「ことば」を通して、言葉の重みを考えさせる絶好の機会になった。生徒たち

の書いたものを読んだとき、生徒たちは言葉と良い出会いをしているんだな、素敵な
言葉に囲まれているんだなと実感した。また、東洋大学主催の「現代学生百人一首」
にも投稿した。こちらも１学期から通して取り組んできた活動である。生徒たちは、
歌を詠んだり創作したりすることで三十一文字を構成する言葉にこめられた深さや思

いを味わうことができた。これらの取り組みを生かして、自分の感性のままに本の中
の言葉を選んで紹介できたらと思う。
今回生徒たちにとって初めて行うビブリオバトルである。ここまでの取り組みを経

て、ルール通りの「５分間」という壁は厚かった。そこで、こちらも「４分間」とい

う形にアレンジすることとした。しかし、人前で話すという機会をここまでに何度か
作ってきたことで、生徒たちの話す力は格段に上がってきた。ビブリオバトルとなる
とどうだろう。本が好きで好きでたまらないという生徒が多いというわけではない。
どれほど熱く本を語れるのかはわからない。それでも、互いに「どんな本を」「どん

な語り口で」話すのか、未知の本との出会いを楽しませ、次の読書活動につなげてい
けたら何よりである。
生徒たちのアンケートからわかったように、本を普段それほど読まない生徒でも本

を「特別なもの」ととらえている生徒が多いのは確かである。また、本から素敵な言

葉をもらっている答えた生徒もいた。今回のビブリオバトルで、仲間がその本のどん
な言葉と出会ったのかを楽しみにして、生徒たちがまた新しい言葉との出会いができ
るようにと願っている。また、まだ十分に面白いと思える本に出会っていないと感じ
ている生徒たちのために、今回を入門編として、次は違うジャンルから本を選ばせた

り、一冊の本について語り合ったり、やがてはブックトークとしてシナリオ仕立てで
いくつもの本について語れるようにするなど、少しずつ段階を踏んで本について語る
場を設けていきたい。そうして少しでも本好きが増えることを願っている。

５. 単元の目標

・ビブリオバトルを通して、本に関心をもち読書を楽しもうというとすることができ
る。

（国語への関心・意欲・態度）

・文章の構成や展開、表現の特徴について、自分の考えをもつ。
〔 Ｃ 読むこと（１）エ 〕

・文章に表れているものの見方や考え方をとらえ、自分のものの見方や考え方を広く
する。

〔 Ｃ 読むこと（１）オ 〕



６. 指導計画（５時間扱い）

１時間目・・「私の折々の言葉」の原稿を元にしたスピーチを行う。

２時間目・・５つのテーマから一つを選び「１分間スピーチ」を行う。

３時間目・・班ごとに決めたテーマ（人物・趣味・食べ物・ＴＶ番組のどれか一つを班
の共通テーマにする）に従って、４分間のスピーチバトルを行う。

４時間目・・ビブリオバトルを行い、チャンプ本を決める。（本時）

５時間目・・各班で選ばれたチャンプ本６冊の代表者によるビブリオバトルを行い、ク
ラスのチャンプ本を決定する。

７ 本時の指導（５/５）

（１）本時の目標

・ビブリオバトルを通して、本に関心をもち読書を楽しもうというとすることができ
る。

（国語への関心・意欲・態度）

・文章の構成や展開、表現の特徴について、自分の考えをもつ。
〔 Ｃ 読むこと（１）エ 〕

・文章に表れているものの見方や考え方をとらえ、自分のものの見方や考え方を広くす
る。

〔 Ｃ 読むこと（１）オ 〕

（２）展開例

指導 時 学習内容と学習活動 ○指導・支援 ◇評価
過程 配

導 3 １ 前時の学習を振り返る。
入 分

学習課題の提示

(

見
出 ビブリオバトル 「 お気に入りの本を紹介しよう 」
す

・本時の学習課題を明らかにするとともに、

)

ビブリオバトルのルールを確認する。
（関心・意欲・態度）<観察>

展 40 ２ 各班ごとにビブリオバトル 〇一斉にタイマーで時間を計ること、発表の



開 分 を行う。 合間の質疑応答も充実させることを伝える。

発表（４分）→ ◇好きな本について話すことができる。
質疑応答（２分）を繰り返す (話す・聞く）

<観察>

◇友達の発表を真剣に聞くことができる。
（話す・聞く）

〈観察〉

○各班をまわりながら進行具合を確認する。
発表原稿を見ている生徒にはなるべく、見

ないで話すように助言する。

◇ビブリオバトルを楽しみ、友達の発表から
本に興味をもつことができる。

（国語への関心・意欲・態度）
<観察>

◇仲間の発表を聞き、質疑応答をして積極的

に交流することができる。
(国語への関心・意欲・態度)
（話す・聞く）

<観察>

ま 3 ３ チャンプ本を決める。 ◇班員の発表を聞いて、一番心に残った本を
と 分 決めることができる。

め （国語への関心・意欲・態度）
あ <観察>
げ
る ○チャンプ本の良さだけでなく、班員それぞ

れの良さを認め合えるように感想を交流す
る。

4 ４ 授業の感想を聞く。 ◇授業を通して学んだことを発表できる。

分 （国語への関心・意欲・態度）
〈発表〉

〈ワークシート〉
５ 本時のまとめをする。


