
鋸南町立鋸南中学校

１ 学校紹介

（１）学校教育目標

「学ぶ意欲を持ち，主体的に生きる生徒」

目指す生徒像

・確かな学力を身につけた生徒

・思いやりの心を持つ生徒

・進んで身体を鍛える生徒

・正しい判断力と，責任感のある生徒

（２）学校の概要

・学級数 ７学級（１年１学級，２年２学級，３年２学級，特別支援２学級）

・生徒数 １２８名（１年３２名，２年５２名，３年４４名）

２ 自校の学校図書館の現状

本校の学校図書館は，１階昇降口近くに配置されている。冷暖房が完備され，比較的恵

まれた図書環境である。貸出し等は学習環境委員の図書担当が行い，火曜日から金曜日の

昼休みに週４日図書室を開放している。しかし，様々な理由から昼休みの時間帯に図書室

に足を運ぶことが困難な生徒が多く，図書室の本を借りに来るゆとりがない様子もうかが

える。

全校では，年間を通して朝読書を取り入れ，落ち着いた読書の時間を過ごしている。本

， 「 」 。は各自で用意しているが 学習環境委員の選書による 移動図書 を利用する生徒も多い

図書館司書は小学校，中学校，公民館三か所の兼務で，中学校には月２～３回程度来校

し，学校図書館の管理・運営の補助を行っている。そのため，必要に応じて小学校や，公

民館，県図書館からの本の貸出しを比較的円滑に行うことができる。

今後の課題としては，学校図書館の蔵書データベース化が挙げられている。蔵書の管理

が今以上に円滑にできるよう，また生徒の貸出し状況等を正確に把握するために環境を整

えられるよう，今後も各方面に働きかける必要がある （小学校・公民館は既にデータベ。

ース化が完了している ）。

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 研究推進委員会 読書・図書館教育推進委員会

企画委員会

図書館教育担当 学校司書

生徒会学習環境委員会



（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

・図書館利用のガイダンス

本校の生徒は，小学校で学校図書館の分類による配架等は学習済みである。中学

校入学後の学校図書館に関心が高いうちに，国語の授業の中で本の貸借の方法を伝

え，利用を促している。また 「移動図書」を利用することで図書室の本が借りら，

れることについても，学習環境委員や町から派遣されている学校司書が発行する図

書便りを通じて周知させるよう努めている。

・特設コーナーの設置 図書だより掲示物の作成

図書便りや，新着図書・話題の本の紹介などの掲示物を作成し，図書掲示板に掲

示している。図書館内には，新着図書コーナーや，話題の本のコーナーを設け，生

徒が本を手にしたくなるような工夫をしている。

②読書推進活動に関すること

・朝読書

８時５分から１５分までの１０分間，全校で朝読書に取り組んでいる。読書指導

担当から毎年提案され，ドリル学習等が行われるとき以外は，年間を通して行われ

ている。本は各自で用意し，雑誌，漫画，新聞，教科書以外のものとする。学習環

境委員会で選書した本を利用することもできる。担任が一緒に読書し，全校が落ち

着いた雰囲気で読書活動に取り組んでいる。

・学習環境委員会の「移動図書 「本の紹介帯作り」」

， ，先にも記述したが 本校では委員会ごとに委員の図書担当が１５冊程度を選書し

。 ，教室で学校図書館の本を借りられるようにしている 特に１年生は積極的に利用し

朝読書にも活用している。学年が上がると，本の志向が定まるのか，自分の本を用

意する生徒が増えてくる傾向がみられる。

・図書便りの発行

時節に応じた内容で，学校司書が定期的に図書便りを発行している。４月当初の

学校図書館利用ガイダンスから始まり，新着図書案内や，夏休み長期貸出しガイダ

ンス等その時々の内容で読書の奨励を促している。

・ 中学生に読んでほしい３０冊 「子どもが読書好きになるヒントＢＯＯＫ」活用「 」

新潮社から発行されている「中学生に読んでほしい３０冊」を全校生徒に配布

し，学校図書館にもこの本のコーナーを設置し，読書活動の奨励に利用している。

また，夏休みの長期貸出し前には，朝の読書推進協議会とベネッセの共同企画「子

どもが読書好きになるヒントＢＯＯＫ」を配付している。

（３）学習等に関する支援

①教科指導に関すること

教科単元に関連した図書資料の準備や提供は，図書司書が教科担任と確認し準備

している。小学校・公民館の図書室と連携したり，県立図書館のレファレンスサー

ビスを活用している。



４ 実践例

第２学年２組 国語科学習指導案
５校時 図書室

（ ）指導者 Ｔ１ 図書主任 国語科教諭

Ｔ２ 国語科教諭

Ｔ３ 学校司書

１ 単元名 私の枕草子本を作ろう

２ 授業の視点

・学校図書館の本を活用し，清少納言の歯切れの良い文体の魅力を発見し，枕草子を紹

。 （ ）介することができたか 関心・意欲・態度

・学校図書館にある枕草子を読み 気に入った章段を１つ探し，清少納言の人物の見方,
， 。 （ ）や好みや感じ方を読み取り紹介文を書き 交流することができたか 書くこと

３ 本時の指導（６／１０）

（１)本時の目標

・学校図書館の本を活用し，清少納言の歯切れの良い文体や魅力を発見し，枕草子

。 （ ）を紹介することができる 関心・意欲・態度

・学校図書館にある枕草子を読み，気に入った章段を１つ探し，清少納言の人物の見

， ， 。（ ）方や好み 感じ方を読み取り紹介文を書き 交流することができる 書くこと

（２）本時の展開

過程目標 学習内容と活動 形態 ○支援 ◎評価・留意点 ◆研究

（時配） ・予想される生徒の反応

前時の確認 ○枕草子「春はあけぼの」暗唱を発 ・大きな声で，はっきりと発表するよ一斉

ができる。 表する。 うに指導する。

学校図書館にある枕草子を読み，気に入った章段を１（ ）5
つ探し，清少納言の人物の見方や好みや感じ方を読み

取り，紹介文を書こう。

学校図書館 ○学校図書館にある枕草子を読み， 個 ・題名一覧表を参考にして探すよう援

にある枕草 自分の気に入った章段を探す。 助する。

子から自分 ○探し方のわからない生徒は，わかり

の気に入っ やすい本を紹介しながら机間指導す

た章段を探 る （ ２ （ ３）。 ）T T
すことがで 〇口語訳を参考にするようアドバイス

きる。 個 する。

( ) ・ボールペンでワークシートに丁寧に15
書くように声かけを行う。

〇字の大きさやバランスを整えるよう

アドバイスする （ ２）。 T



， ，自分の気に ○自分の気に入った章段を，視写す ・紹介文は 自分の気に入った章段の

入った章段 る。 気に入った表現や感想を交えて書く

。（ ）（ ）についての 〇自分の気に入った章段についての ようアドバイスする ２ ３T T
紹介文を書 紹介文を書く。 ・紹介文は，表現の特徴，内容，文章

くことがで ・自分の気に入った章段についての を読んで思ったことなど自由に書か

きる。 紹介文を書くことができる。 せる。

・自分の気に入った章段の，気に入

った表現や感想を書くことができ ・自分の書いた紹介文を，交流の時に

ない。 わかりやすく発表できるようにさせ

る。

クラスでの交流の仕方を確認して，感想や意見を交流する。創作した紹

介文を読み 一斉 ○工夫した言葉，表現方法を発見させ

合い，感想 文体の特徴 和文 る。

や意見を交 短編が多い ◎創作した紹介文の特徴を書くことが

流させるこ センスある文章 できたか。 （観察・紹介文）

と が で き をかし 〇図書に付箋を貼らせる。

る。 類じょう的章段 ものづくし ◆発表者の紹介文の感想や意見を見つ（ ）

日記的章段 け，カードに書く。（ ）25
随想的章段 ◆発表の際，自分の考えや思いを説明

・ 体言止めの多用 させる。

・ ～するのがよい 」｢～と ・どんな思いで紹介文を創作したかを「 。

ころがいいものだ 」のよ 発表するよう指示する。。 一斉

うなさりげない表現 ◎自分の紹介文で一番伝えたいところ

・言い切りの形 にアンダーラインをひき，交流で自

・工夫した言葉 分の思いをわかりやすく発表するこ

・表現方法 とができたか。

（ ）○発表者は紹介文を読み，わかりや 観察・アンダーライン・カード

すく発表する。 ○内容と表現の二つの観点で読み合い

・発表者は紹介文を読み，わかりや 感想や意見を交流させる。

すく発表することができる。 ・発表は大きな声で行わせる。

・発表者は紹介文を読み，わかりや ○カードの記入がなかなかできない生

すく発表することができない。 徒へは机間指導しながら支援する。

◆共感できる良い点や表現を見つけ肯

定的に感想や意見を述べ合わせる。

◎紹介文から枕草子の共感できる良い

点や表現を見つけ，カードに書くこ

。 （ ）とができたか カード

枕草子の紹 ○枕草子の紹介文の交流や図書から ◆ワークシートに枕草子の魅力を時間， 個

介文の交流 枕草子の魅力を書く。 を決めて書かせる。



や 図 書 か ・枕草子の紹介文の交流から，枕草 〇図書を活用し，自分でも興味をもっ

ら，枕草子 子の魅力を書くことができる。 た章段を読み，枕草子の魅力を発見

の魅力を書 ・枕草子の紹介文の交流から，枕草 する。

くことがで 子の魅力を書くことができない。 ◎仲間との意見交流で，枕草子の魅力

きる。 を発見し，文章に書くことができた

。 （ ）か 発表・ワークシート

５ 指導法の工夫と効果

枕草子本つくり

指導法の工夫

， 。学習活動として行うので 書き綴る事柄や書く内容については教師が見本を提示する

罫線の用紙を配布する。書写の学習も取り入れ，文章量に合わせ，鉛筆などで下書きを

せず，はじめからボールペンで書くことを奨励している。多様な力の集合体の枕草子本

つくりは，視点・自己決定・創作・要約・編集のすべてを網羅できる 「学校図書を活用。

して学力を向上させる授業」を丁寧に行ってから，発展学習を行った。図書司書が用意

した県の図書館３１冊＋学校図書１０冊超を活用し学校図書館を使用し授業を行う 「基。

本」➡「発展」➡「応用」の古典本つくりを心がけた 「枕草子」の基本事項の学習は今。

，「 」 「 」 。 ，回 教える から 調べる を活用している 古典を身近に感じていることができており

導入の良さが好影響を与えていた。書く力をつけるためには，周りからの評価が大事であ

り，楽しさ，喜びが力となる。与えられた時間の中で，図書を活用し，様々な力をつけ

る指導法を工夫した実践である。

学校図書館前の様子 古典本の作品 いつでも仲間の古典本を手に取って

見ることができる環境

古典本の基本形

表紙 図書を使って調べた枕草子 春はあけぼの 原文と口語訳



春はあけぼの 絵に表現 枕草子 文章の特徴 うつくしきもの 原文と口語訳

基本的な学習をした後、図書を使って調べたり、考えたりしたことをまとめていく。

枕草子や徒然草の紹介文を書こう。

指導法の工夫

自分の気に入った章段を視写し，紹介文を書く。図書司書が用意した県の図書館３１

冊＋学校図書１０冊を活用し学校図書館を使用し自分の気に入った章段を探す。付箋紙

を用意し，たくさんの本を読んでいく。題名を見て探す生徒，本を１ページ１ページめ

くりながらの丁寧に読んでいく生徒。原文の本と訳された本を比較して気に入った章段

を探していく生徒もいる。気に入った章段が見つかると，名前を書いた付箋を本に貼っ

ていく。早速，図書司書の先生に気に入った章段をコピーしていただき，文章を視写す

る。その後，紹介文づくりに挑戦させる。書き終えた生徒は，自分の書いた文章を丁寧

に推敲し，教師はよりよい文章が書けるようにさせる。また，本の形にするので，折り

紙などでデコレーションするなど読み手がいることを意識した本づくりをさせる。

授業で使用した資料

・ 日本古典のすすめ」岩波書店・ わかる，伝わる，古典のこころ 光村の国語１ 「はじめて出会う「 「 」

光村教育図書古典作品集 光村の国語１」

研究・ 昔のことば絵辞典 名作で楽しく学べる 「名作アルバム古典から現代まで の文学４」「 」 126 PHP

所

ポプラ社・ 絵で読む日本の古典３ 「２１世紀によむ日本の古典５ 「２１世紀によむ日本の古典９」「 」 」

さ・え・ら書房・ 日本の古典文学ものがたり 「私たちの古典文学６ 「日本の古典文学７」「 」 」

新風舎・ 清少納言枕草子物語 母と子のために」「

・ 齋藤 隆のイッキによめる！名作選 小学４年生 「齋藤隆のイッキによめる！名作選小学５年生」「 」

「枕草子 清少納言のかがやいた日々 「少年少女日本古典物語全集７ 「清少納言 春はあけぼの」」 」

講談社「少年少女古典文学館 」10

パイインターナショナル・ ピカピカ名文 こころをピカピカにする親子で読む本」「

ミルヴァ書房・ 清少納言『枕草子』をか いた女性随筆家」「

学研ネクスト・ ベスト教科事典 国語４」「

・ 枕草子千年むかしのきらきら宮中ライフ 「少年少女日本古典物語全集７ 「少年少女日本 古典物「 」 」

語全集 「徒然草 教えて兼好法師さま，生き方に迷ったときに読むお薬！ ・ 少年少女世界の名13」 」「



小学館作文学 」47

福村出版・ 徒然草」「

汐文社・ 徒然草」「

（ ）資料提供 千葉県立中央図書館 図書館連携課

小学館・ 日本古典文学全集 枕草子 「日本古典文学全集 方丈記・徒然草・正法眼蔵随聞記・歎異抄」「 」

学研・ 絵で見るたのしい古典４ 「現代語訳日本の古典 徒然草・方丈記」「 」

金の星社・ まんがで読む古典 枕草子上下」「NHK

（ ）（ ）鋸南中図書室蔵書 千葉県中央図書館の資料と重複していないもののみ記載

たくさんの本のに触れ、意欲的に本を読む様子 自分の気に入った章段を探し紹介文を書いている様子

グループで交流し、互いにコメントしあう活動の様子 クラスで紹介文を交流する活動の様子

作品の交流

指導法の工夫

クラスで交流をし，互いにコメントしあう活動は，自分の思いや考えが読み手に伝わ

り，書くことが好きになる。すべての章段から，好きな章段を見つけ，紹介文を書き，

グループやクラスの仲間と交流する活動である。図書館司書や校内の国語科の先生にも

入っていただき，図書室を上手に活用し，たくさんの本を手に取って調べたり読んだり

しながら，学習を進めた。書く力をつけるには教科書の内容を丁寧に学習し，基礎力を

つけてから，発展的な学習に進むことが大切である。

， 。古典本を作るということは 古典学習の積み上げを丁寧にしていかなければならない

枕草子本をつくることは，楽しみながら学習をできるということでもある。また，級友



の学習の様子を見ることができ，交流をしながら，話す力，聞く力，読む力，書く力を

つけることができる良さがある。交流の場面では，自分の表現をよりよいものに高めた

り，自分の見方や考え方を深めたりするために，生徒４人ずつの班でお互いの作品を読

み合い，意見や感想を伝え合わせるように声かけを行った。

自分の気に入った章段を視写し，紹介文を書いた２人の生徒の文章。

同じ章段であったが書きぶりは違う。それぞれの個性が表れた作品になった。

このような学習を積み上げていくと書く力が養われる。

６ 成果と課題 ～実践を終えて～

（１）研究の成果

クラスで交流をし，互いに意見や感想を伝え合う活動は，自分の思いや考えを読み手に

伝えることができるため，書くことが好きになる生徒が多い。司書や校内の国語科の教員

にも入ってもらい，図書室を活用し，たくさんの本を手に取って調べたり読んだりしなが

ら，学習を進めることができた。

書く力をつけるには教科書の内容を丁寧に学習し，基礎力をつけてから，発展的な学習

に進むことが大切である。枕草子本を作るということは，古典学習の積み上げを丁寧にし

ているからこそ枕草子本づくりを，楽しみながら学習をできる。また，友達の学習の様子

を見ることができ，交流をしながら，話す力，聞く力，読む力，書く力をつけることがで

きるという魅力がある。

学校図書館で学習をしたクラスの生徒は， 教室とは違う図書室を使って学習して，「

環境で集中してできた 「楽しかった 「本をたくさん使うことができてよかった 」。」 。」 。

など，本が手に届きやすい学校図書館の空間が好きであると実感していた。

「なじみのない時代と今との共通たくさんの図書を活用した調べ学習で学んだことは，

いろいろな物語を知ることができた 「昔の人も今と変わ点を本を読んで知った 「。」 。」



らないと，本を読んでわかった 「昔の日本の文化を学べた 「枕草子と徒然草のた。」 。」

くさんの内容を知った 「本によって現代語訳が違っていた 「古典のおもしろさが。」 。」

わかった 」という感想を持つことができた。。

表現をできるだけわかりやすいように書く力 「読み手を意識した文章書く力では，「 」

」「 」「 」「 」、を書く力 早く書く力 きれいに丁寧に書く力 自分の思いを書くことができる力

目次を活用して素早く調べる力 たくさんの本を使って調べる力 自調べる力では，「 」「 」「

分の思っていることやを自分の目的に沿って調べる力 「いろいろな書籍を読み比べる」

力 ， 「昔と今とは違う言葉を読む力 「古文を読む力 「筆者の気持ちを」 」 」読む力では，

読む力 「早く読む力 「情景を思い浮かべて読む力」がついたと，生徒たちはアンケ」 」

ートで回答していた。

それぞれが調べて作った古典本という生徒達に関心のある本づくりを行うことで，

， ， 。枕草子本に興味を持たせ 交流が行え 生徒達は充実感・達成感を味わうことができた

魅力ある紹介文を書き，交流活動を重ねていったところ，表現技法を取り入れた創作が

できるようになり，表記された言葉から想像されるものにまで，思いを馳せることがで

きるようになった。互いに表現の仕方などについて評価し合う交流を行い，自分の表現

想に役立てるとともに ものの見方や考え方を深めることができ， ，目的に応じて書く力（

「人それぞれの個性が出ていて，それを味わったり逆に自分の作像する力）がついた。

品に興味を持ってくれる人がいる 「同じ作品を選んだのに感じ方が違う 「共感で。」 。」

生徒同士の評価が意欲につながっていた。きて楽しかった 」など，。

集めた多様な資料から一人で必要な情報を選び出すことがこれからの時代に求められる学

力であると考える。生徒の作品がたくさんの図書を活用し，自分なりの作品になっていた点

は評価できる。できあがり見本作品を提示し，生徒にゴールが見える授業は生徒の学習意欲

を高めるため，書くことに抵抗がない生徒が増えていくと確信できた。普段活躍できない生

徒も「報いられる評価」がたくさんあり，学校図書館を活用し，たくさんの本を活用し調べ

る学習活動の効果は高い。学校図書館を活用することは、生徒指導としての機能と国語科と

しての可能性がある。

（２）今後の課題

本校は学校図書館の隣にパソコン室があるので，図書にインターネットも付け加えてよ

り正しい情報獲得につながげていく発展学習の授業づくりを行いたい。

，「 」 ， 。 ，小学校では 併行読書 の取組が始まっているので 中学校でも導入していきたい また

他教科でも学校図書館の利用を通して，学力向上につなげていきたい。


