
いすみ市立国吉中学校 

 
１ 学校の紹介 

 （１）学校の概要 
周囲のほとんどが山に囲まれているが，中央は概ね平坦で肥沃な耕地が続いている。

人口は，近年の少子化や若年者の流失等により減少している。また，学区の家族構成は

三世帯家族が多い傾向が見られるが，最近は核家族化も進んでいる。 

 最寄駅は，いすみ鉄道「風そよぐ谷 国吉駅」である。地域住民は，温和な気質で温

かさを感じさせる。教育に対する関心は高く，学校行事等にも意欲的に参加し協力的で

ある。生徒は，礼儀正しく，明朗で素直な生徒が多い。全校で１１７人という小規模校

であるが，学習活動や部活動，学校行事に意欲的に取り組んでいる。 

 
（２）学校教育目標 

  「優しく 賢く 健やかな 生徒の育成」 
 
  【めざす学校の姿】 
   ・優しさのあふれる学校 
   ・生徒と教職員の関係が温かい学校 
   ・安全な環境の下で，安心して生活できる学校 
   ・地域と共に歩む学校 
 
  【めざす教師の姿】 
   ・生徒と共に学ぶ教師 
   ・一人一人の生徒を大切にする教師 
   ・自己の研鑽に努める教師 
   ・保護者，地域から信頼される教師 
 
  【めざす生徒の姿】 
   ・徳（優しく） 「他を思いやる優しさをもつ生徒」 
   ・知（賢く）  「深く考え，表現できる生徒」 
   ・体（健やか） 「心身ともに健康な生徒」 
 
 （３）読書活動に関する目標 
   ・継続して読書に取り組むことにより，語彙力や表現力を高めると共に，豊かな感

性や創造性を養う。 

・読書活動を通して生活を豊かにし，読書が好きな生徒を育てる。 

・図書資料を活用し，学習を深めたり生活の質を深めたりする。 

 
 



２ 自校の学校図書館の現状 

 （１）整備状況 
・蔵書数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４３１冊 
・学校図書館図書標準の定める冊数・・・・・・・・・・７９２０冊 
・達成率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９４％ 

情報が古く，劣化の激しい本が多かったため，このような古い本の廃棄を行った。生

徒が学校図書館を嫌厭する一つの理由にもなっていたので，古い本の廃棄，生徒や教員

の意見を反映させた新刊図書の購入を通して，より利用しやすい環境づくりを進めてい

る。そのため，学校図書館図書標準の定める冊数には到達していない。 
 

 （２）利用状況 
  本校は，全校で朝読書に取り組んでいる。その際の本は，学校図書館から借りても家

から持参してもよいということになっている。生徒の半分以上は，家から本を持参する

か，もしくは友人同士で本の貸し借りを行っている。そのため，学校の本よりも，持参

した本を読んでいる生徒の方が多い。学校図書館は随時解放されており，休み時間に自

由に出入りできるようになっている。学校図書館を憩いの場としている生徒が少なから

ずおり，休み時間に図書館内でゆったりと読書をして過ごす生徒もいる。図書の貸し出

しは学習図書委員が昼休みに行っているが，特定の生徒が本を借りているという偏りが

見られる。また，今年度は校舎の改修工事に伴い，学校図書館を利用できない時期がで

きてしまった。 
 
３ 司書教諭及び図書主任等の教員の取組 

 （１）校内組織と主な役割 
  校長―教頭―教科等―図書館教育 
        ・教務  ・図書館教育担当 
             特別活動―生徒会活動―学習図書委員会 
  図書館教育担当教諭が中心となり，学校図書館の整備等，図書館の仕事を統括する。 
 
 （２）生徒や教員に対する支援 
  ①学校図書館の運営に関すること 

・学校図書館の整理 
十進法の分類に基づき，本を整理整頓するところから始めた。また，古い本な

どの廃棄や補修も行い，生徒が活用しやすい環境になるように努めている。 
   ・新刊図書アンケートの実施 
     新刊図書の選書について生徒にアンケートを取り，生徒の意見を反映させた選

書を行っている。 
  ②読書推進活動に関すること 
   ・全校朝読書の実施 
     ８時から１５分間，全校で読書に取り組んでいる。担任も生徒と一緒に読書を

始め，全員が読書に集中して取り組めるようにしている。本は各自で用意し，漫



画や雑誌，参考書以外のものとしている。全校が非常に落ち着いた時間を過ごす

ことができている。出席確認が済んだら読書の時間ということが，身に付いてい

る生徒が多く，担任から言われなくても読書に取り組める生徒がほとんどである。 
   ・学級文庫の設置 
     学習図書委員が学校図書館から本を２０冊前後選書し，学級に設置している。

学級ごとに，自分たちの学級の読書の傾向を踏まえたうえで選書を行うように努

めた。皆が読みそうな本や，あまり読んだことのなさそうなジャンルの本を選書

し，様々な本に幅広く触れられるようにした。手軽に，本に触れる機会を意図的

に用意することで，本が身近にある環境づくりの一助となっている。 
   ・ＰＯＰの作成 
     全校生徒が一人一冊，図書室からおすすめの本を選び，ＰＯＰを作成した。「三

省堂書店 内田剛さんのＰＯＰづくりの極意！」をもとに作り方を学習図書委員

が説明し，作成に至った。できあがったＰＯＰは，「全国学校図書館ＰＯＰコンテ

スト」に出品した。審査終了後，返却されたＰＯＰは図書室の掲示物として活用

することになっている。 
 
 （３）学習等に関する支援 
  ①教科指導に関すること 
   【国語科】 
    ア 「扇の的」から源氏と平家の気持ちを知ろう（２年） 
    朗読を通して，作品の世界観に親しむという授業を行った。授業を行うにあた

って，当時を生きる平家と源氏がどんな生き様をもっているかを知ることが重要

であると考えた。そこで，学校図書館にある資料を使い，平家と源氏について調

べ学習を行った。生徒は，「平家物語」についての図書や，平安時代・鎌倉時代の

歴史にかかわる図書など複数の図書から，平家と源氏の生活や考え方の違い・扇

の的についてなどを調べ，ノートに得た情報をまとめていた。調べ学習を通して，

平家側は「いつでも優雅さを忘れない」，源氏側は「主君の命は絶対である」「自

分の命よりも源氏としての名誉が大事」ということに気付くことができた。その

後は，調べたことを活かして平家，源氏，那須与一の様子を朗読で表現しようと

取り組んでいた。 
 
    イ 「おすすめの本のよさを魅力的に伝えよう －ビブリオバトル－」（２年） 
     学校図書館の本からおすすめの本を一冊選び，ビブリオバトルに取り組んだ。

「自分が面白いと思う本の魅力を生き生きと聞き手に伝えよう」を目標に，実施

に向けて次のような計画で行った。 
    《事前》  ビブリオバトル実施の予告 

（約１か月前）学校図書館から好きな本を一冊選び，よく読んでおく。 
    《授業》 ⅰビブリオバトルのルール説明 
          公式ルールに沿って，本の紹介５分，ディスカッション２分とした。 

 



全国大会の様子を視聴 
ビブリオバトルのイメージをつかむ。 

         ⅱ５分間の本の紹介パートの練習 
          生き生きと伝えるということを重視するため，原稿を作るのではな

く，構成メモを作るまでにとどめた。 
         ⅲビブリオバトル開催 
          ４～５人のグループで予選を行い，その後代表者で決勝戦を行った。 
         ⅳ振り返り 
          目標に対して自分の発表はどうであったか，他の生徒の発表と比較

しながら振り返らせる。 
     ビブリオバトルの振り返りから，友だちの紹介する本に興味を持ったという生

徒が多数みられた。また，紹介された本を後日借りたという生徒も見られ，学校

図書館の図書に触れる良い機会となった。 
 
    ウ 「選んだ和歌の鑑賞文を書こう －君待つと 万葉・古今・新古今－」（３年） 
     教科書に載っている和歌から一首選び，鑑賞文を書く授業を行った。鑑賞文を

書くにあたり，学校図書館の本やインターネットを用いて調べ学習を行った。生

徒は，和歌の意味や使われている表現技法，作者について，和歌に詠まれた心情

や情景について調べ，鑑賞文を書くための材料を集めた。和歌に関する学校図書

館の蔵書が少なかったために，図書とインターネットの両方の情報を比較するこ

とが難しい生徒も出てしまった。インターネットを用いて調べる際は，事前に教

師の方で，活用できるサイトを調べておき，指定されたサイトから情報を得るよ

うにした。生徒は，複数の資料から得られる情報を比較，検討し，どの情報が鑑

賞文を書くために必要かを取捨選択しながら鑑賞文を書くことができた。 
 
   【技術・家庭科】※指導案掲載 
    「和食の良さについて知ろう」（２年） 
     国語科以外の教科でも学校図書館を活用してもらおうということで，今年度は

技術・家庭科の分野で授業の実践を行った。和食についての調べ学習を行い，調

べたことをＡ３サイズの用紙にまとめ，発表を行った。調べ学習にあたり，必要

な図書が不足していたので，担当教諭に必要な本を調べてもらい，県立図書館へ

団体貸出しを依頼し，授業に至った。 
    和食について，日本型食生活・和菓子・お茶・だし・行事食・郷土料理の６つ

のカテゴリーから興味があるものについて調べ学習を行った。生徒一人一人，調

べ学習のテーマを決め，テーマに合う図書を用いて学習に臨んでいた。必要なペ

ージはコピーを取り，必要な情報に線を引くなどしながら，発表に向けて学習を

進めることができた。 

 
 
 
 



  ②総合的な学習の時間に関すること 
    職場体験学習に向けた職業調べや，校外学習に関して調べ学習に使えるように資

料の購入や整理をしている。 
 
４ 成果と課題等 

（成果） 
例年よりも，学校図書館を活用した授業ができたのは成果である。また，国語科以外の

教科で，学校図書館を活用した授業実践が行えたことは大きな成果である。今後，他の教

科での学校図書館を活用した授業の実施が増えていくようにしたい。図書館教育担当教諭

を中心に，各教科でどのような授業が展開できるか検討し，授業に活用できる図書案内な

どを発信していくことが必要になっていくと思われる。 
学級文庫の設置，全校生徒でのＰＯＰ作り，ビブリオバトルなどを通して，様々な本に

触れる生徒が増えてきた。友だちの本の紹介を通して興味が広がってきたように感じる。

友人間で貸し借りしている姿も見られ，以前より本についての話題が会話の中に出てくる

ようになってきていると思われる。これを機に，学校図書館の活用を活性化していきたい。 
 
（課題） 
本校は学校司書の配置がなく，国語の教員が図書館担当を受け持っている。今後，生徒

の減少に伴い，職員の人数も減ることで，様々な校務分掌の中での図書館経営となること

が予測される。時間的な余裕がないことが大きな課題である。 
読書の充実を図るには全校体制の取組が不可欠である。各教科での学校図書館の活用に

向けて，年間を通しての計画を早急に練り直すことが必要と感じた。 
設備が充実していない学校でも，読書機能，学習機能，情報機能という学校図書館がも

つそれぞれの機能を生かした運営の工夫を，学校が組織的に考えていくことが望ましいと

感じた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    第２学年 B組 技術・家庭科 学習指導案 

 

１ 題材名 「地域の食材と食文化」 

 

２ 題材設定の理由 

(1) 題材について 

本題材は，学習指導要領の家庭科分野の内容Ｂ「衣食住の生活」の(３)を受けて

構成されている。ここでは，「地域の食文化について理解し，地域の食材を用いた和

食の調理が適切にできること。」を主なねらいとしている。 

和食は世界文化遺産にも認定され，世界中から注目されている。しかし，実際の各家

庭の食卓を見ると，和食離れが進んでいるという現実がある。また，能率の良さを求

めて加工食品の利用や，弁当や惣菜で済ませるいわゆる「中食」が多い家庭も増えて

いる。これらは，食習慣を起因とする生活習慣病の増加など，健康面での問題も引き

起こしている。こうしたの現状からも，健康的な「和食」の良さを知り，生活に取り

入れる必要性に気づかせる必要がある。また，グローバル化が一層進む社会だからこ

そ，家庭における食文化の伝承の大切さに気付かせ，和食を積極的に実生活で取り入

れていく姿勢を持たせることも大切である。また，地域の気候・風土に合う，先人達

の知恵から生まれた地域の食文化を身近に感じることで，地域を愛する心情，郷土愛

にもつなげたいと考える。 

千葉県は食材の宝庫と言える。成長が著しく，健康維持や増進について自ら考える

べき中学生の時期に，家庭科の授業で地域の食材の良さを伝え，その食材を使った調

理を通して，地域の食材や季節の食材が身近なものであると再認識させたい。本題材

を通し，食生活への理解を深めさせ，実践につなげていきたい。また，日本の誇りと

も思える「和食」の魅力について，一層身近に感じ，自分の生活の仕方に合わせて，

食生活を工夫する力を育んでいきたい。 

本校では，朝に読書活動をしており，生徒は読書の習慣が身についている。しかし，

生徒がよく読む内容は小説が多い。また，調べものはインターネットを利用すること

が多い。インターネットは，生徒にとって身近なものになっており，手軽に調べるこ

とができるため便利である。しかし，誰もが自由に書き込むことができるため，書き

手が分からなかったり，間違った情報であったりする場合も多い。また，調べた情報

のみの結果しか分からない。本を用いて調べる学習を通して，個々の言葉の意味だけ

でなく，全体的な結びつきを理解し，和食の良さをより深く理解してもらいたい。イ

ンターネットには，知識の責任や体系性という面で，簡単には図書館に取って代わる

ことのできない限界があるように思えてくる。そこで，本題材では図書室の本を用い

て，班ごとにテーマに沿った「和食」の魅力を調べる学習を位置づけた。 



実態調査 

① 日本の伝統文化という言葉からイメージするものは何ですか（複数回答可） 

② 日本茶を飲んでいますか 

③ 日本茶を飲むとき急須を使って淹れていますか 

④ 「和食」について何か知っていることがありますか（複数回答可） 

⑤ いすみ市の特産物を挙げてください（複数回答可） 

 

３ 題材の目標 

(1)和食や地域の食文化について各班の課題に沿って意欲的に調べ，発表の準備ができる。 

【生活や技術への関心・意欲・態度】 

(2)和食や地域の食文化について各班の課題を調べ，和食の良さを理解することができる。 

 【家庭生活についての知識・理解】 

(3)地域の食材や郷土料理の特徴を知り，自分の食生活に取り入れる方法を考えることが

できる。                      【生活を工夫し創造する力】 

(4)地域の食材を用いた和食の調理が適切にできる。          【生活の技能】 

 

４ 指導計画（４時間扱い） 

時

配 

学習内容 学習目標 評価の観点と評価規準 

関心・意欲・態度 創意工夫 生活の技能 知識・理解 

２ 

(本

時) 

２/

２ 

・和食や地

域の食文化

について知

る。 

・和食の魅

力や地域の

食材につい

て調べるこ

と が で き

る。 

・和食や地域の食

文化について各

班の課題に沿っ

て意欲的に調べ，

発表の準備がで

きる。 

  ・和食や地

域の食文化

について各

班の課題を

調べ，和食

の良さを理

解すること

ができる。 

１ 

・調べた内

容を発表す

る。 

・各班で調

べた内容を

発表し，和

食の魅力に

ついて知る

ことができ

る。 

 ・地域の食

材や郷土料

理の特徴を

知り，自分

の食生活に

取り入れる

方法を考え

ることがで

きる。 

 ・各班の発

表を聞き，

和食や地域

の食文化を

理 解 で き

る。 

１ 

・地域の食

材を用いて

和食をつく

る。 

・地域の食

材を用いた

和食の調理

が適切にで

きる。 

  ・地域の食材

を用いた和

食の調理が

適切にでき

る。 

 

 

 

 



５ 本時の指導 

(1) 目標 

・日本の食文化に関する各班の課題について，意欲的に調べることができる。 

【生活や技術への関心・意欲・態度】 

・各班の課題について調べることにより，和食の良さを理解できる。 

【家庭生活についての知識・理解】 

 

(2) 展開 

学習活動と内容 時配 

形態 

〇指導上の留意点 及び 

◎評価【観点】 

資料 

１ 前時の学習内容と学

習課題を把握する。 

 

 

 

 

２ 資料（本）を使い，テ

ーマに沿った「和食」

の魅力を調べ，本の内

容をまとめる。 

 

・日本型食生活 

・和菓子 

・お茶 

・だし 

・行事食 

・郷土料理 

 

 

 

 

３ 発表原稿を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本時の学習を振り返

る。 

5 分 

一斉 

 

 

 

 

30 分 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 分 

個別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 分 

一斉 

〇前時に各班で決めたテーマと個人の

課題を確認する。 

〇学習課題を確認する。 

 

 

 

〇授業の流れを確認する。 

〇グループごとに，本を活用して各自の

課題について調べる。 

〇机間指導し，進まない生徒には具体的

に調べるポイントをアドバイスする。 

〇本をよく読み，内容を理解してから，

分かりやすく，簡潔にまとめるように

伝える。 

〇イラストや図を用いて分かりやすく

まとめさせる。 

◎日本の食文化について各班の課題に

ついて意欲的に調べているか，机間指

導で評価する。 

【生活や技術への関心・意欲・態度】 

 

〇資料（本）を用いて発表原稿を作成さ

せる。 

〇１人１分程度の発表になるようにま

とめさせる。 

〇誰が聞いても分かるような発表にな

るように，難しい言葉や専門用語は，

事前に調べさせ，説明できるようにし

ておく。 

〇各自の課題から，自分なりの「和食」

の良さを見つけさせる。 

◎和食の良さを自分なりに理解できた

か，プリントによって評価する。【家

庭生活についての知識・理解】 

〇各班の進捗状況を発表させる。 

 

 

 

 

 

 

 

本 

A3 の紙 

フ ェ ル

トペン 

プ リ ン

ト 

 

 

「和食」の良さについて知ろう！ 


