
 柏市立高柳中学校 
１ 学校の紹介 

(1) 概要  

本校は今年度で創立３４年目，創立以来の校訓である「自立」する人間の育成を目指し，地

域とともに歩んできた。さらに，創立以来の伝統として「挨拶」「歌声」「清掃」の３つを，学校

教育目標「自主・友愛・勤勉」を達成するための重点実践事項として，学校行事や生徒活動

の中に位置づけている。今年度は，学級数１８学級（特別支援学級２を含む），生徒総数５４

８名，教職員数３２名，市職員１２名（非常勤含む）で，駅前の宅地造成も進んでいることから

今後も生徒数は増加傾向が続く見込みである。 

(2) 教育目標  校訓  「 自 立 」 

       自主 「自ら学び、考え、行動する力＝確かな学力」                                                    

       友愛 「自他を認め、協調できる力＝豊かな人間性」                              

       勤勉 「課題を見つけ乗り越える力＝健康・体力・勤労意欲」 

(3) 読書活動に関する目標 

今年度の学校経営の重点の中に「読書活動・図書館活用の推進」を掲げ，「自主的・自発的

な学びの場を保証し，創造力や表現力が豊かな生徒を育てる。」を目標としている。そのた

めに，学校図書館を「メディアセンター」と位置づけ，読書センター・学習センター・情報セン

ターの３つの機能が果たせるように環境づくりを進めている。また，朝読書・昼読書の時間を

設定し，読書の日常化にも力を入れている。 

(4) 地域の概要 

本校の大きな特色として「地域に開かれた学校」がある。これは創立以来「学校は地域のも

のであり，地域と共に歩むもの。」という風土ができているということである。学区内には多く

のボランティア団体が存在し，平成１６年に学校支援を縦糸横糸に「高柳地域ネットワーク

隊（ＴＣＮ）」として大きな繋がりが出来上がった。さらには，平成２０年度から文部科学省が

推進する学校支援地域本部事業を展開し，学校支援コーディネーターとの連携により学社

融合を推進している。その取り組みが認められ，平成２０年１１月には千葉県教育功労者表

彰団体の部を受賞した。また，地域活動も活発であり，高柳近隣センターを中核として，ふ

るさと協議会・地区社協が連携して地域づくりを推進している。平成２３年度からは多世代交

流型コミュニティー実行委員会が設置され，「将来の地域を支える人材を地域で育ててい

く」という視点で取り組んでおり，本校区の小中学校も協力している。 
 
２ 自校の図書館の現状 
  ・蔵書率      ８１．１％（ 11,036冊  平成27年1月現在） 
  ・利用状況                                                    （冊） 

貸出冊数 1年生 2年生 3年生 合計 
平成25年度 1,636 758 415 2,809 

平成26年度（4月～27年1月） 1,978 1,166 742 3,886 
 
３ 司書教諭および学校図書館指導員の取組 

(1) 校内組織 
校長 － 教頭 － 教務主任 － 学校図書館担当      － 図書委員会 
                 ・司書教諭（担当リーダー） 
                 ・研究主任 
                 ・国語科主任 
                 ・学校図書館指導員（市職） 
   
図書館運営ボランティア（地域） 



（２）子どもや教員に対する支援 
 ①メディアセンター（学校図書館）の運営 
  ＜整備＞ 

・図書は図書館電算システム「情報 BOX」で管理，貸出・返却の処理を  
バーコードで行う。 
蔵書登録，管理，進級処理を学校図書館指導員がコンピュータで行う。 
・図書は十進分類法によって配架。 
・新刊図書コーナーやおすすめ本コーナー，進路コーナー，講演会や 
授業のコーナーなどがある。 
・調べ学習用のノートパソコン1台と E 黒板1台が設置されている。 

 ・室内は無線 LAN が引かれており，タブレット型端末機が使用可能。 
 ・パスファインダーがある。（柏市学校図書館指導員が作成。平成24年度版～）   

          
  ＜選書＞ 

・年2回に分けて購入。 
教職員と生徒にリクエストを募り，読み物だけでなく授業で使える本を揃えるようにしている。 

       [今年度の特色] 
・国語科・・・和歌の調べ学習用の本を購入 
・理科・・・「校庭の野鳥」，「校庭の昆虫」などフィールドワーク用の本を購入 
・読書会用に同じ本を40冊購入（「ぼくを探しに」，「あのころはフリードリヒがいた」） 
・生徒の希望により，学習参考書を多く購入した。 

   入試対策の問題集や漢検・英検などの問題集も配架し，学習センターとしての環境が整った。 
  
  ＜管理＞ 

・柏市学校図書館指導員が週4日（10:00～16:00）勤務している。 
 ・図書館運営ボランティア（24名）が当番制で，朝（7:10～8:00）と放課後（～下校時刻15分前ま

で）に開館してくれている。朝・夕の利用者は試験前になると増加する。本の貸出・返却だけで

なく，自主学習の場として定着しつつある。今年度の利用生徒数は，延べ人数で1,082名。（４/
１～12/5調べ） ※ボランティアによる開館は昨年度の夏休みから開始  

 
  ＜図書館利用のガイダンス＞ 
   生徒は一人2冊，2週間，職員は一人80冊，1か月間借りることができる。 

生徒向け・・・学校図書館指導員が年度初めにオリエンテーションを実施（毎年全学級対象） 
          1年生は国語科，3年生は学活の時間を使っておこなった。（今年度2年生未実施） 
        [１年生]「NDC で自己紹介」（自分を紹介するための本を探し，班内で発表する活動） 

「本との出会いカード」（指定された分類番号の本を探す活動） 
[３年生]ミニビブリオバトル（班ごとに） 

   教員向け・・・年度当初に先生方への図書館だよりを作成し，図書館を活用した授業の実践例 
やﾚﾌｧﾚﾝｽの例をお知らせした。 

 
②読書推進活動 
 ＜定期的な活動＞ 
 ・朝読書…8:05～8：20（１５分間）毎日実施。読む本は自由。学校図書館で借りた本や学級文庫 

の本を読む生徒もいるが，自宅から持参する生徒が多い。 
 ・昼読書…給食の配膳時間に実施 
 ・図書館運営ボランティアによる朝夕の開館 
 ・メディアセンター（学校図書館）だよりの発行（月1回 学校図書館指導員が作成） 
    

＜図書委員会の取組＞ 図書委員はクラスから1名選出。（今年度は16名） 

学習・閲覧スペース 

書架スペース 



  [通常の活動] ・昼休みのメディアセンター開館（カウンターでの貸出・返却作業，館内の巡回） 
・学級文庫の管理（貸出は一度に10冊まで。月に1回入れ替える） 
・クラスで図書の利用を呼びかける（貸出促進，延滞者への声かけ） 

       ・「図書委員のおすすめコーナー」・・・一定の期間で展示を入れ替える 
○前期図書委員 ・7月の新刊展示会の準備。一人1枚 POP を作成。 

・一人1冊，本の紹介文を書き「前期図書委員のおすすめ」として配布 
○後期図書委員  ・12月の新刊展示会の準備。 

・秋のブックフェア「読書でビンゴ」を実施(３冊で手作りしおり，９冊でブックカ

バー進呈) 
  ・「新春福袋」(各種テーマに沿った本を2冊，「福袋」として貸出（30袋限定） 

 
 
[イベント的な活動] 
○ビブリオバトル 
 １学期に１回実施。図書委員と子ども司書から１２名出場。 

   一人3分以内でおすすめの本を紹介し，質疑応答の後，どの本が 
読みたくなったか投票で「チャンプ本」を決定。投票者は３４名。 

 
                                                    
  ○高翔祭（文化祭）ビブリオバトル ２学期に実施。５名出場 

司会進行は図書委員がおこない，発表者は2分半以内でおすす

め本を紹介，質疑応答はなし。（発表時間は全体で15分） 
          生徒は教室で投票，保護者など一般の聴衆にも投票してもらい

「チャンプ本」を決定した。有効票数は，生徒４７５名，職員２８名，

一般８３名，計５８６名。 
   
  
 
 
 

 
 
 
<中学校区３校合同職員研修＞ 

・高柳小学校，高柳西小学校，高柳中学校の3校で夏に合同研修を行い，その中で「読書

会」を実施した。柏市教育委員会指導主事を講師に招き，各校の職員が３つのグループに分

かれて絵本を読み，感想を話し合うことで交流を深めた。 
     職員が読書会を経験することで，児童・生徒が行う読書会に興味を持ち，授業実践につな

げることを目的として行った。 
     

○使用した絵本    
小学校低学年向け「おこだでませんように」 
高学年向け「ともだちのしるしだよ」 
中学生向け「マージナルマン」 

ビブリオバトルでの質疑応答 

全校生徒の前での発表 

聴き入る保護者や地域の方々 おすすめ部分を朗読 本に合わせた衣装で 
投票用紙 

新刊展示会 
POP は展示後， 

廊下に掲示 福袋 さまざまなテーマの福袋 

読書会のよさとは… グループで意見交流 



（３）学習等に関する支援  
＜メディアセンター，図書を活用した授業例＞ 

教科 学年 単元 ○授業内容 ●図書館指導員の支援内容 

 
 
 
 
 
 
 
 

国語 
 
 

1年 ビブリオバトル ○各自のおすすめ本を紹介し，一番読みたくなった本（チャ

ンプ本）を選ぶ。 
●おすすめ本の選書を支援した。 

2年 「夢を跳ぶ」 
※指導案あり 

○困難を乗り越えた人の本を読み，1年生に向けてブックトー

クをする。 
●困難を乗り越えた人の本，伝記など約200冊集めて，各クラ

スに分配。ブックトークの実演と原稿作成の補助を行った。 

2年 ブックトーク ○各自のおすすめ本を3分以内で紹介する。 
●おすすめ本の選書を支援した。 

2年 「走れメロス」 ○文庫本の裏表紙のように「走れメロス」の紹介文を書く。 
●裏表紙に紹介文の載っている文庫本を，見本として準備。 

3年 「和歌の調べ」 ○万葉集，古今集，新古今和歌集の和歌について調べる。 
●それぞれの関連図書，古語辞典，鑑賞事典をブックトラック

に準備。 

 
社会 

2年 「日本の産業」調

べ 
○図書とインターネットを使って漁業や農業について調べてま

とめる。 
●データブックなどの関連図書をブックトラックに準備。 

 
 

理科 

1年 夏休みの自由研

究 
○自由研究のテーマを決める。 
●自由研究に関する本をブックトラックに準備。 

3年 「惑星・天体」調べ ○惑星について調べたいテーマを決め，図書を使ってレポー

トにまとめる。 
●関連する本を約60冊ブックトラックに準備。 

 
英語 

1年 「本を紹介しよう」 ○英語と日本語両方でかかれた易しい絵本を読み、気に入っ

た場面を英語で紹介する。 
●流通システムを使って英語の絵本を40冊集めた。 

 
道徳 

1年 読書会 
「ぼくを探しに」 
  ｼﾙｳﾞｧｽﾀｲﾝ作 

○クラス全員で同じ本を読み，感想を伝え合う。 
●読書会用に「ぼくを探しに」を40冊購入。読書会には図書

館指導員が T2として参加し，読み聞かせを行った。 

 
総合 

1年 職業調べ ○班ごとに調べる職業を決め，インターネットと図書を使って

調べ，新聞形式にまとめる。 
●流通システムを使って，３６種の職業について約200冊の本

を集め各クラスに配置した。（市内小中学校からも借り受け） 
また，職業調べに適したサイトを事前にお知らせ。 

特別

支援 
 栽培実習 ○畑での栽培実習 

●トウモロコシ，サツマイモなどの栽培の本，絵本を貸出。 
 
○2年国語「夢を跳ぶ」ブックトーク     

 
 
 
 

困難を乗り越えた人の本を読み，1年生に向けて一人1冊3分

間のブックトークをおこなった。朝自習の時間を使って，班ご

とに1年生のクラスを訪問。緊張しながらも，ほとんどの生徒が

原稿を見ずに発表し,その姿に1年生も引き込まれていた。 

ブックトーク当日 



       
 
 
 
 
 

  
 
○1年道徳 読書会 （校長先生による授業） 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
＜特別活動＞ 

① 図書委員会 ※（２）②＜図書委員会の取組＞参照 
   ② 学活 
   ・３年ミニビブリオバトル（１学期の図書館オリエンテーションにて。班内でおすすめ本を紹介し

あい，チャンプ本を決める。班のチャンプ本はクラス全体に向けて再度発表。） 
③ 校外学習 

   ・３年修学旅行の事前学習で参考資料（京都・奈良に関する本）を集めて各クラスに配置   
 ④ 子ども司書 

   ・今年度は３名が応募し，校内で5回の講座を受講（昨年度までに６名認定） 
   ・１学期のビブリオバトル，柏市中高生ビブリオバトルに出場 
   ・新刊展示会（2回実施）にて POP 作成  
   
（４）成果と課題 

 ＜成果＞ 
  ・今年度初めて，高翔祭（文化祭）でのビブリオバトルを実施したが，当日は，発表者の立派な

態度と，司会・進行・集計を担った図書委員の働きのおかげで無事成功を収めることができた。 
  ・1年道徳で行った読書会では，「思っていることを言えた」，「人それぞれ感じ方が違っておもし

ろかった」など，「やってよかった」という感想が多く見られた。自分の考えを発信すること，人の

意見を受け止めることを意識づけるよい機会になった。 
・図書ボランティアの方々のご協力で，今年度も朝夕の開館が実現できた（夏休みや冬休みの

長期休業中も数日間開館）。利用者も増え，学習センターとして定着しつつある。 
  ・図書館指導員が週4日配置された（昨年度は週2日）ことで，来館する生徒数，貸出冊数が増

えた。また，図書委員会の活動にも参加し補助することができたので，充実した活動となった。 
   
  ＜課題＞ 

・高翔祭（文化祭）でのビブリオバトルは，本校の新たな伝統として来年度以降も続けていき

たい。そのためには，定期的にビブリオバトルを開くなどの取組みが必要である。 
   ・メディアセンターを活用した授業は国語科に偏りがちだが，他教科でも活用できるように計

画的に図書を購入したい。また，職員が教材研究を深め，メディアセンターを活用した授業

づくりを推進していく必要がある。 
   ・生徒の読書傾向は自分の好みに偏りがちである。幅広い読書に移行するためにも，メディア

センターの本を利用するよう呼びかけていきたい。 

全員で同じ本を読んだ後，感想を伝え

合い，分かち合った。 
「どんな意見・感想も正解」というルール

の下でおこなう読書会。 
生徒一人一人が自信を持って発言し，

自分では発見できなかった友人の考え

に触れるよい機会となった。 

こんなに集まりました 各校から届いた本 
クラスに配置 生徒のワークシート 

（山崎直子さんの本） 

「印象に残った場面は…」 「この時間は一度きりです」 



第 2 学年 D 組 国語科学習指導案 
～学校図書館および図書館司書を活用した学習指導～ 

（生徒数 男 18 名 女 17 名 計 35 名） 
指導者  遠藤 桂 

１．提案テーマ 
『教科の特質を生かした言語活動の充実』を目指した実践 

 
２．授業実践 
(a) 単元名 「感動を言葉で伝える ～本の魅力が伝わるブックトークをしよう～」 
  教材：佐藤真海 「夢を跳ぶ」（教育出版『伝え合う言葉 中学国語２』） 
(b) 付けたい力 
・文章全体の中で，登場人物の言動の意味を考えながら読む力。      （Ｃ（１）－イ） 
・テーマに沿う本を自ら選び，読んだ本から適切な情報を得て，自らの考えをまとめる力。 

   （Ｃ（１）－オ） 
(c) 単元を貫く言語活動とその特徴 
〈当該単元を貫いて位置付ける言語活動〉 

・単元を貫く言語活動として，ブックトークを通して本の紹介をすることを位置づける。 
〈言語活動がもつ特徴〉 
・ブックトークは，対象を１年生として行う。「困難を乗り越えた人が書いた本」の中から，お

気に入りの本を自ら選ぶ。心にグッときた主人公の言葉や行動などを１年生に伝え，「読んで

みたい」と思わせるための効果を考えながらブックトークを行う。 
〈特徴は，単元の目標の実現にどのように結びつくのか〉 

・対象と目的をはっきりさせて，ブックトークを練り上げていくというゴールを示すことで，

本単元のねらいである，自ら本を選んで登場人物の言動の意味を考えながら読み，そこから

得た感動を他者に伝えるために自らの考えをまとめることができるようにしている。 
 
(d) 単元について  
Ⅰ技能の系統 
第一学年 【読書】 

ベンチ 
【メディアと表現】 
写真と言葉が生み出す世界 

【読書】 
蜘蛛の糸 

第二学年 【読書】 
夢を跳ぶ 

【メディアと表現】 
物語を読み解く 

【読書】 
坊っちゃん 

第三学年 【読書】 
不思議の国のアリス 

【メディアと表現】 
情報を編集するしかけ 

【読書】 
最後の一句 

 
Ⅱ単元観 

人が困難や苦難に立ち向かう時に必要なのは，目標あるいは希望と自分を支える言葉だ。たっ

た一言の言葉に支えられて，人生における大きな壁にも立ち向かっていくことができる。 



『夢を跳ぶ』の作者である佐藤真海さんは１９歳の時に骨肉腫となり，膝から下を切断するこ

とになった。運動することが大好きだった作者にとっては生きる意欲を失わせるほどのものだっ

た。手術が成功しても，治療を終えて戻った生活で未来が見えずに苦しみ続けた。しかし，そん

な作者を救ったのが，母親の「神様はその人に乗り越えられない試練は与えない」という言葉だ

った。病気の告知を受けてから「どうして私が…」とずっと悩んでいた作者にとって，生きる希

望や勇気を呼び起こされるものとなった。 
生徒たちも，作者のような生き方に触れることで，自分の生き方について振り返ろうとするだ

ろう。さらに周囲の人の生き方にも関心を高め，さまざまな試練を乗り越えて生きている人々に

ついて調べ，理解しようという意欲を喚起したい。本校の生徒の現状を見ると，朝読書等で読ん

でいる本はほとんどが自分好みの小説である。このような現状では，出会える言葉も限られてき

てしまうのではないかとの懸念がある。生徒は１年次に学校図書館のオリエンテーションで全て

の分類の本を手にしているが，自由な時間に読むのは文学に固定されている。 
本単元では，ブックトークを通して，これまでに自分では選ばないような本に興味を持たせる

ことで読書の幅を広げ，さらに深まった読書活動を促していきたい。 
他の分類の本にも興味を持ってもらうための手立てとして、本単元の具体的な学習活動は「ブ

ックトーク」という方法をとった。単元の流れは①「夢を跳ぶ」を読み，困難に直面して辛い状

況に陥ったとしても，言葉の力によって乗り越えることができたという実際の話を紹介する。さ

らに，佐藤さん以外にも多くの人が「言葉」によって支えられ困難を乗り越えたという例がある

ことを紹介し，困難を乗り越えた人たちが書いた本を紹介する。②ブックトークをする本を選び，

内容を読み込んでいく。教室にも本を配置し，持ち帰って読むことができるようにしておく。③

④グループ内でブックトークの練習を行う。⑤１年生のクラスへ行き，一人３分程度でブックト

ークを行う。 
この単元を通して，いつもとは違うジャンルの本を読み，心に響く言葉との出会いを通して，

心の成長を促していきたい。これから，生徒たちはたくさんの困難や苦難に立ち向かうことにな

るだろう。もしかしたら，自分の運命を変えるような言葉に出会うかもしれない。そのような言

葉に出会った時に，その言葉に反応して感動できる心を養いたいと考える。 
また，相手が読みたいと思うようなブックトークを目指し，自分の感動を言葉にして相手に伝

えることで，より深まった読書活動ができると考える。 
 
Ⅲ 学級の実態（男子１８人 女子１７人 計３５人） 
 単元に入る前に読書に関するアンケートを行ったところ，以下のような結果になった。 
（次頁の表参照） 
 
 
 
 
 
 
 



２年国語「夢を跳ぶ」事前アンケート　（２０１４．６．１２実施　２－D）
設問 男子（１７） 女子（１７）

①普段どのよう
な本を読んでい
ますか。理由も
書いてくださ
い。

・マンガや小説など（３　好きだから　おもしろいか
ら）　・冒険系の小説やマンガ（２　楽しいから）
・ミステリー（２　頭を使って読みたいから），サスペ
ンス系　・小説（絵がないから想像しながら読める）
・野球関係の小説（野球が好きでおもしろいから）
・プロ野球選手が書いている本（プロ野球のことが
わかっておもしろいから）
・サッカー選手の本　　　・スポーツ選手などの本
・山田悠介などのホラー系とサッカーボーイズシ
リーズ
・ライトノベル　・マンガのノベライズ（おもしろいか
ら）　・ドラマ化された小説（深くわかるから）　・映画
の本（あきにくいから）　・SF（おもしろいから）
・スティーブジョブズ

・ケータイ小説（９　おもしろいから好きだから横書き
で読みやすい　周りが読んでいるから　アマチュア
が書いている）
・映画化された小説（２　面白いし人気だから）
・小説（２）　・動物系（動物が好きだから）
・殺人事件（グロテスク）系（おもしろいから）
・哲学的な本や友情物語系（読み終わったときに深
く考えさせられるから）
・スポーツ選手が書いた本（何か勉強できることがあ
るから）
・ノンフィクション　・ディズニーの本
・山田悠介など（現実とは違っておもしろい）
・マンガ・ホラー小説・恋愛系（感動するから）

②読書は何の
ためにしていま
すか。

・暇つぶし（５）
・楽しむため（４）　・おもしろいから（４）
・読む力をつけるため（３）
・読んで考える力や集中力をつけるため（２）
・気持ちを落ち着かせたりするため
・いろんな情報を得たり，いろんなことを知ることが
できる
・勉強のため　・想像力を広げるため

・楽しむため（４）　　・暇つぶし（３）
・国語力を高める（２）読解力をつける（２）理解力を
つける（２）　　・集中力を高める（２）自分のため（２）
・時間や悩みを忘れて物語に入れるから
・何か自分の中に残すため
・いろいろな思いを考えるため　・頭を良くするため
・コミュニケーション力をつけるため
・読むのが速くなる　　　・楽しめて学ぶ

③障がいを持っ
た人にはどのよ
うなイメージがあ
りますか。

・かわいそう（４）　　　・少し怖い（２）
・不自由やできないことが多くてかわいそう（２）
・自分たちとは普段の生活が違いかわいそう
・さびしくてつらい　　・不自由なくらしをしている人
・あまりかかわりたくない　　・目が見えないなど
・ゾッとする　・気になっちゃうけど見たくない
・何ごともうまくいっていないようなイメージ
・大変そう
・周りの人が助け合ってがんばって生きている
・嫌ではないが見ると一瞬びっくりしてしまう

・かわいそう（６）　・大変そう（４）
・生まれ持っていてかわいそう，事故にあってかわ
いそう
・普段とても苦労しそう（２）　　・体が不自由（２）
・不便　　　・生き方が制限されてとても不便
・少し怖い　・生きるのをがんばっている
・障害のせいで悔しい思いをしている感じ
・障害を持たない人たちのようにすごしたり動いたり
できるようにがんばっているイメージ

④障がいにつ
いての本を読ん
だことがあります
か。ある人はど
のような本か書
いてください。

・ない（１１）　　・五体不満足（５）
・オトちゃんルール（２）　　・ダウン症の人の本

・ない（７）　　・ヘレンケラー（２）　　・五体不満足（２）
・オトちゃんルール（小学校の道徳教科書）
・オトちゃん先生（映画）　・白血病の子の話
・盲導犬の話
・目が見えない人の話

⑤「夢を跳ぶ」と
いう言葉から，
どのようなイメー
ジを受けます
か。

・夢にむかって跳ぶ（２）
・夢をあきらめずにがんばる
・夢に向かっていろいろなことに挑戦している
・夢を追いかけている　　・夢を追いかけていく
・夢を叶える　　・夢に向かって努力してる
・障害をもってるけど一生懸命夢へとぶんだ
・夢に向かって進んでいる
・夢に向かって一生懸命がんばる
・目標が達成できた感じ　　・夢の中から跳ぶ
・高跳びや走り幅跳び　　・かっこいい
・なんかいいイメージ　　　　・そのまんまの意味

・夢に向かってがんばる（３）・夢に向かっていく（２）
・高い目標に向かってひたむきに努力する的な
・自分のかなえたい夢にむかって跳びこむ
・自分の夢を追いかけてる感じ，何かに挑戦してい
る感じ，へこたれない
・ずっと前からの夢が苦労してかなった感じ
・夢を叶える　　・明るい　・夢をこえるくらいの夢
・ずっと夢だった跳ぶことに向けて努力する感じ
・夢に向かってあきらめないで跳びつづける
・障がいのある人がスポーツとかオリンピックに出る
・夢に向かって真っ直ぐな感じ　・わからない

⑥大勢の人の
前で話をするこ
とについて，ど
のように思いま
すか。

・はずかしい（４）　　・緊張する（３）
・緊張してうまく言えない，声が出にくくなる（２）
・人前で話すのが苦手でも，それをしてどんどん慣
れていって話せるようになれればいいと思う
・とても良い，いい（２）
・いいことだが勇気が必要
・すごい
・自分の意見を相手がわかってくれるかどうか不安
・大きな声を出さないといけないから大変
・あんまりしたくない
・特に感じない（２）

・緊張する（４）　　・恥ずかしい（５）
・緊張するけど自分のためになる（２）
・緊張するけど誇らしいことだとも思う
・緊張することだと思うけどこれから役立つと思うし自
信がつくと思う
・緊張するけど自分の考えを知ってほしい
・少し緊張するけど苦手ではない
・苦手意識はなく好き　　　　・終わったら楽になる
・小さい声しか出なそう，かみそう　　・少し怖い
・大きな声で堂々とできる人がすごい
・かなり勇気がいることなのですごいと思う

⑦大変なことを
乗り越える本を
読んだことがあ
りますか。

・ない（１０）　・野口英世（２）　・植村直己　・プロ野
球選手の本　　　　・スティーブジョブズ 　・清原和
博「男道」「野球人生」　・五体不満足

・ない（１１）　・ヘレンケラー（３）
・盲導犬とともに生きる話　・ベートーベン
・マザーテレサ　・点子ちゃん

※複数回答あり



 
設問１，２の結果から，気分転換のために本を読んでいるものと予想していたが，本から何か

を学ぼうという思いがあり，自分の成長のためにという思いで読書をしている等の生徒も多数い

ることがわかった。ただし，そのような生徒も読んでいるのはまた，ライトノベルのような本ば

かりであることもわかった。 
設問３の障がいに関しては，テレビで前向きな作者を見てはいるもの，「かわいそう」「あまり

かかわりたくない」という意見もあり，障がいに関しての知識や理解がまだないことも読み取る

ことができた。 
本単元を通して，福祉に関連した本に多く触れることで，福祉にも目を向け，障がいを持った

人がどのような気持ちで生活しているのかも考えさせたい。 
 学級の傾向としては，班内の話し合いになら参加できる生徒は多いが，全体の前での発言とな

ると間違いを指摘されるのを恐れてなかなか発言できない生徒も多い。しかし，全体の前での発

言が苦手な生徒も，文章にして書かせてみるとしっかりと自分の意見を持っていることが多い。

同級生ではなく下級生にブックトークをすることで，「自分の思いを伝えること」の素晴らしさを

感じ，少しでも自信を付け克服してもらえたらと思う。課題に一生懸命に取り組む生徒が多いた

め，本の魅力が伝わるように相手を意識したブックトークができるように支援し，達成感を味わ

わせたい。 
Ⅳ 指導観 
・ブックトークを通してたくさんの本を読むきっかけを与えたい。 
 普段自分の好みの本を読むことの多い生徒たちが，本単元を通していつもとは違うジャンルの

本を読むことで，本を通して自分の知らない世界を知り，実生活では体験できないような苦難や

困難に乗り越えた人の人生を疑似体験することで，心の成長を促したい。また本単元においては，

『夢を跳ぶ』という教材を導入に，困難や苦難に立ち向かう時に必要なのは，目標や希望，そし

てそれを支える「言葉」であるということを強く訴え，その言葉は，本の中にもたくさん散りば

められているのだということを伝え，たくさんの本を読みたいと思わせるきっかけを与えられた

らと思う。 
 
・ブックトークを通して，仲間とともに協力することや，伝え合うことの喜びや大切さを感じて

もらいたい。 
 ブックトークの原稿を作り上げる時にも，下級生の前で発表する前に班内で行うブックトーク

の練習の時にも，仲間と協力しながら進めていくことになるだろう。一つの目標のためにお互い

に助言をし合いながら進めていくことで，一人ではできないと思うようなことも，仲間と一緒だ

ったから乗り越えることができたという気持ちを味わわせたい。また，同級生ではなく下級生に

対してブックトークを行うことで，いつもとは違った緊張感の中，立派にやり遂げなければいけ

ないという思いが強くなるのではないかと思われる。１年生に自分の思いを伝えられたという実

感を持てた時，生徒たちにはこれまでにない自信と達成感を味わわせることができるのではない

かと考える。 
 
・障がいについて，生徒にとっては他人事であり，「かわいそう」「あまりみたくない」という認



識であるため，本を通して少しでも理解をし，心の距離を縮めてほしい。 
 事前調査の結果から，障がいを持った人についてのイメージを聞いたところ，（自分とは違って）

「かわいそう」「辛そう」「怖い」さらには，「あまりかかわりたくない」というイメージを持って

いることがわかった。本単元を通して，このような感想を持った生徒たちが，障がい者の人たち

も，障がいがあるというだけで自分たちと何も変わらないのだということ，怖がる必要などない

のだということをわかってくれたら嬉しい。障がいを持っている人も，同じ社会に生きる一人の

人間だということをわかってもらいたい。 
さらに，ブックトークという言語活動を取り入れる際の効果的な方法の例が以下の参考資料とな

る。ただ読むのではなく，「心にぐっときた」箇所を探し，なぜぐっときたのかを考えさせるとい

うものだ。この方法を用いることで，生徒自ら選んだ本を主体的に読むようになり，ブックトー

クでぶれることなく自分の伝えたいことを伝えられるのではないかと考えた。 
 
(e) 単元の目標 

項目 内容 
〈関心・意欲・態度〉 
 

・読んでみたい本を進んで選び，本の魅力を相手に伝えようとしなが

ら読もうとする。 
〈読むこと〉 
 

・自分の選んだ本から心にぐっとくる登場人物の言動を選び，それに

対する自分の考えをまとめることができる。 
（読む能力 Ｃ（１）－オ） 

〈話す・聞く〉 ・原稿を覚えて，聞き手の方を見て話すことができる。 
・自分の考えを伝えるための工夫をすることができる。 
・友達の発表を真剣に聞けている。 
（話すＡ（１）－ウ） 

〈伝統的な言語文化と国

語の特質に関する事項〉 
 

・相手や目的に応じて自分の感動を相手に伝えるには，どのような言

葉を用いればいいのか適切な選択ができる。 
（伝イ－（オ）） 

(f) 単元の観点別評価基準 
項目 内容 

〈関心・意欲・態度〉 
 

・本の魅力を相手に伝えようとしながら本を読もうとしている。 
 

〈読むこと〉 
 

・自分の選んだ本から心にぐっとくる登場人物の言動を選んで読み，

それに対する自分の考えをまとめている。 
〈話す・聞く〉 ・原稿を覚えて，聞き手の方を見て話そうとしている。 

・自分の考えを伝えるための工夫をしている。 
・友達の発表を真剣に聞こうとしている。 

〈伝統的な言語文化と国

語の特質に関する事項〉 
 

・自分の感動を相手に伝えるには，出だしの効果，効果的な引用，明

確な自分の考えに着目してブックトークしている。 
 



(g) 単元の指導と評価計画 
時配 学習内容と活動 支援 評価 設定 
事 前

指導 
単元に入る前にアンケートに

答える。 
 アンケートに真剣に

答えている。 
〈観察〉 

帰りの会 

１ 『夢を跳ぶ』の範読を聞き，内

容を理解する。「ぐっと」きた

所に線を引く。 
単元の流れを理解する。 
図書館指導員のブックトーク

を見る。 
自分がブックトークをする本

を選ぶ。 
６つの班に分かれる。 
（できる限りカテゴリごとに

固める） 
内容を読み込んでいく。 
☆著者，またはその人物がぐっ

ときた言葉→青の付箋 
☆自分の心にぐっときた行動

→赤の付箋 
を付けながら読んでいく。 

作者が「言葉」に

よって困難を乗り

越えたこと，どの

ような気持ちで

日々を生きている

かの確認をする。 
 
「ぐっと」きたと

いうのは心動かさ

れたところで，驚

きや感動があった

ところだという説

明を入れる。 

単元の流れを理解し

ている。 
（関心・意欲・態度） 
〈観察〉 
『夢を跳ぶ』の内容

を理解している。 
（読むこと） 
〈観察・発言〉 
 
 

国語 

２ ブックトークができるように

原稿（ワークシート）を完成さ

せる。 
 

作業が進んでいる

かワークシートを

見て確認し，遅れ

ている生徒の支援

を行う。 

本番を想定して作業

を進めている。 
（関心・意欲・態度） 
〈ワークシート〉 
自分が感動したこと

を自分の言葉でまと

めている。 
（読むこと） 
〈ワークシート〉 
自分の思いを伝える

にはどのような言葉

を使えばよいかを考

え適切に選べてい

る。 
(伝統的な言語事項) 
〈ワークシート〉 

国語 



３ 
 

班内で実際に行い，練習をす

る。 
堂々とした態度で

発表ができるよう

に，立ち方や話し

方などの細かいと

ころまで指導をし

ていく。 

互いに助言し合いな

がら練習している。 
（関心・意欲・態度） 
〈観察・発言〉 

総合 

４ 
 
 
 
 
 
５ 
 
 

学級内で発表を行う。 
 
 
 
 
 
１年生にブックトークをする。 
紹介された本を読みたくなっ

たかどうかの感想を書いても

らう。 

良い所や改善点を

伝える。 
 
 
 
 
 

自分の思いを伝えよ

うという努力や工夫

があるか。 
〈関心・意欲・態度〉 
〈話す・聞く〉〈読む〉 
 
１年生に伝わるよう

に工夫してブックト

ークをしている。 
〈関心・意欲・態度〉 
〈話す・聞く〉〈読む〉 

国語 
 
 
 
 
 
朝読書～

朝の会 
 

 
(h) 成果と課題 

 単元前と後では以下のような変容が見られた。（アンケートから一部抜粋） 
・障がいを持った人にはどのようなイメージがありますか。 

・大勢の人の前で自分の考えや思いを相手に伝えることについてどう思いますか。 

かわいそう。 少し怖い。  
あまり関わりたくない。 
何事も上手くいっていないイメージ。 
生き方が制限されてとても不便。 
障がいのせいで悔しい思いをしている感

じ。 

少し戸惑う気持ちがあるが、自分たちよりもすごく頑

張っている。 
障がいがないような明るい感じ。 
不自由な体でも一生懸命生きている。 
自分の障がいを全然気にしないで普通の人と同じよ

うな生活をしているから、普通の人と同じ。 
それぞれ夢を持ち、普通の人の何倍も努力して頑張っ

ている。 

恥ずかしい。 緊張する。  
いいことだけど勇気が必要。 
自分の意見を相手がわかってくれるかど

うか。 
あんまりしたくない。 少し怖い。 

自分の思っていることを伝えることが大切だと思っ

た。 
自分の考えを伝えることは難しかったけど達成感が

あった。 
最初は恥ずかしかったけど楽しみになっていった。 
言いたいことが相手に伝わるのはいいなと思った。 
自分の気に入った本を他の人に伝えることはとても

楽しかった。 



他にも「いつもとは違うジャンルの本を読みたくなったか」という設問に対して，「はい」と回

答した生徒に以下のような回答があった。 
・いろいろなことが学べそうな気がする。 
・いつも同じ本を読んでいたけど，この本を読んで違う本も読んでみようと思った。 
・新しい発見ができそう。 ・みんなが紹介している本を読んでみたいと思った。 
・この授業を通して本がおもしろいことがわかった。 
・とてもいい言葉やステキな物語がたくさんある。 

また、「いいえ」と回答した生徒の理由としては， 
 ・読み飽きてしまった。 ・自分の好きな本のほうが読んでいて楽しい。 
という回答があった。 
 
・単元の工夫について              ・１年生へのブックトークについて 
～ブックトークをする～ 

 
 
 
 
 
 
 
 

共感してもらえたらと思った。 
※相手がどういう風に聞いたら話している人がどん

な気持ちになるのかわかった。 

・単元のゴールを「後輩にブックトークをす

る」にしたことで，単元を通して自主的な学

習活動ができた。 
・教科の中で学年を越えた横の繋がりをつく

ることで，身に着けさせたい力を改めて共通

理解できた。学年が上がるまでに身に着けさ

せたい力の見通しを持つことができた。 
 

・読むことで終わらせずにブックトークをす

るという表現活動をしたこと。 
・ブックトークを通して幅広い分野の本を読

みたいという生徒が増えた。 
・他者に思いを伝える喜びを味わわせること

ができた。 
・障がいに対してのイメージが変わった。 
・図書館指導員と協力して単元を構成するこ

とで厚みのある単元にできた。 



・全体を通して（成果○ 課題●） 

 
【今後に向けて】 
 １年生へのブックトークを終えて教室に戻ってきた子どもたちの表情は，安堵と，達成感で満

ちていた。感想をすぐに書いてもらったため，自分の本が選ばれているか，どのような評価を受

けたのかを互いに確認しあっていた。原稿すら書くのもままならなかった学力の低い子どもも，

自分の本が選ばれているのを知ると，飛び跳ねながら喜んでいた。 
初めての試みで不安も多かったため，他学年との交流を１クラスしか実施しなかったが，子ど

もたちへの教育効果を考えると，今後は今回の経験を生かして全クラスで実施していきたい。ま

た，こちらが丁寧に準備をしてやれば，子どもたちは大抵のことができるということを改めて感

じた。これからも新しいことに挑戦して，子どもたちの可能性を広げていきたい。 

○それぞれの立場で職員が関わることで，様々な角度から生徒の支援ができ，多くの生徒に達

成感を味わわせることができた。 
○図書館指導員が行ったブックトークの原稿を全員に持たせることで，学習のゴールを理解さ

せることができた。 
○言葉には力があるということを多くの生徒が実感できた。 
○大変なことも共に頑張る仲間がいるからこそ，やり遂げられることを経験できた。 
●本を選ぶところまでは容易だったが，本を読み込むのに時間がかかってしまったため，事前

に読ませておくべきだった。 
●原稿を聞き手に，よりアピールできるブックトークに取り組めたが，抑揚や間，身振りなど

の指導まで行えなかった。 
●比較的読みやすい本のリクエストが多かったため，今後の参考にしたい。 
●ブックトークで使用する写真などをプリントアウトさせたが，小さくて見えづらかったた

め，ＩＣＴを積極的に活用するべきだった。 
●本の魅力を伝えるための単元構成の工夫はできたが，初めての取り組みで仕上げるまでに時

間がかかってしまった。このような価値ある活動を積み重ねていくことで，楽しく力の付く

国語の授業改善に取り組んでいきたい。 



２年国語「夢を跳ぶ」関連図書リスト　（高柳中＋他校借受）　Ｄ組

番号 書名　巻次 人物・内容 請求記号 出版社・発行年・著者 他校より借受

１ 少年少女伝記文学館　１８　ライト兄弟 289 / 
講談社・1988
富塚清

２ 少年少女伝記文学館　２０　野口英世 289 / 
講談社・1987
神戸涼吉

３ 看護婦宮崎和加子 289 / カ
理論社・1998
加藤千代

４ 野口英世
おもしろくてやくに
たつこどもの伝記１

289/ハ
ポプラ社・1998
浜野卓也

西原小

５ ブライユ 点字 289 / バ
偕成社・1992・
ﾋﾞﾊﾞﾘｰ･ﾊﾞｰﾁ

６ 保育士小松ゆり 289 / フ
理論社・2004
普光院亜紀

７ さわってごらん、ぼくの顔
藤井輝明
医師・教授

289 / フ
汐文社・2004
藤井輝明

８ オンリーワン 野口聡 538/ノク
新潮社・2006
野口聡一

９ 何とかなるさ！ 山崎直子 538.9/ヤマ
サンマーク出版・2010
山崎直子

１０ ピアノはともだち 辻井伸行 763/コ
講談社・2011
こうやまのりお

酒井根東小

１１ スポーツ感動物語　３
記録への挑戦　自
分との戦い

780/す　３ 学習研究社・2007 大津一小

１２ スポーツ感動物語　８
スポーツを支える
名脇役

780/す　８ 学習研究社・2008 大津一小

１３ 今を受け入れ、今を越える。 土田和歌子 782.3/ツチ
徳間書店・2012
土田和歌子

１４ 荻原健司 スキー 783/い
旺文社・2000
岩瀬孝文

高柳西小

１５ 松井秀喜 783/シ
旺文社・2004
四竈衛・飯島智則

豊四季中

１６ 松井秀喜メジャー物語 783/ヒロ
学習研究社・2005
広岡勲

１７ 男道 清原和博 783.7/キヨ
幻冬舎・2009
清原和博

１８ 前略、がんばっているみんなへ 北島康介 785/キタ
ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ･ﾏｶﾞｼﾞﾝ社・
2008・北島康介

１９ あきらめないこと、それが冒険だ 野口健 786/ノク
学習研究社・2006
野口健

２０ 植村直己・地球冒険６２万キロ 913/ｵｶ
金の星社/フォア文庫
の会・1996・岡本文良

２１ 五体不満足 乙武洋匡 913/オ
講談社・2000
乙武洋匡

旭小

２２ 高橋尚子 913 / ハ
旺文社・2002
早野美智代

２３ 窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子 914/ク/
講談社・1996
黒柳徹子

２４ 生きてます、１５歳 井上美由紀　全盲 916 / イ
ポプラ社・2000
井上美由紀

２５ １５歳拓の旅立ち　改訂版 こども輝けいのち 1 916/エヌ/１
汐文社・2004・ＮＨＫ「こ
ども」プロジェクト編



番号書名　巻次 人物・内容 請求記号 出版社・発行年・著者 他校より借受

２６ 涙と笑いのハッピークラス
こども輝けいのち
2

916/エ　2
汐文社・2004・ＮＨＫ「こ
ども」プロジェクト編

柏二小

２７ 小さな勇士たち こども輝けいのち 3 916/エヌ/３
汐文社・2004・ＮＨＫ「こ
ども」プロジェクト編

２８ ＮＨＫﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄX　１　ジュニア版
命を救え！愛と友
情のドラマ

916/シ　1
汐文社・200１・ＮＨＫプ
ロジェクトＸ制作班編

酒井根中

２９ ＮＨＫﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄX　１　ジュニア版
命を救え！愛と友
情のドラマ

916/エ　1
汐文社・2001・ＮＨＫプ
ロジェクトＸ制作班編

酒井根東小

３０ ＮＨＫﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄX　３　ジュニア版
未知の世界に立ち
むかった人たち

918/エ　３
汐文社・200１・ＮＨＫプ
ロジェクトＸ制作班編

高柳西小

３１ ＮＨＫﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄX　６　ジュニア版
愛と勇気　逆境と
たたかった人たち

916/シ　6
汐文社・2002・ＮＨＫプ
ロジェクトＸ制作班編

酒井根中

３２ ＮＨＫﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＸ　８　ジュニア版
はじめてへのチャ
レンジ

916 / エ
汐文社・2003・ＮＨＫプ
ロジェクトＸ制作班編

３３ ＮＨＫﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＸ　１０　ジュニア版 ゼロからの挑戦 916 / エ
汐文社・2003・ＮＨＫプ
ロジェクトＸ制作班編

３４ 生きてるってシアワセ
大谷貴子
骨髄バンク

916/オオ
スターツ出版・1998
大谷貴子

３５ 手足のないチアリーダー 佐野有美 916/サノ
主婦と生活社・2009
佐野有美

３６
ベトナムの「子どもの家」ストリートチル
ドレンと生きる日本人

小山道夫 916/オ
金の星社・1999
岡本文良

３７
夢の地下鉄冒険列車　地下鉄の父・早
川徳次と昭和をはしった地下鉄

916/サ
くもん出版・1990
佐藤一美

３８ 夢をつなぐ 河合純一 916/サ
ひくまの出版・1997
澤井希代治

高田小

３９ 夢をつなぐ 河合純一 916/サ
ひくまの出版・1997
澤井希代治

風早中

４０ 車椅子のJリーガー 京谷和幸 916/キ
主婦の友社・2000
京谷和幸・京谷陽子

豊四季中

４１ だから、あなたも生きぬいて 大平光代 916/オ
講談社・2000
大平光代

豊四季中

４２
ぼく、とうふやの営業部長です
かっちゃんは障害をこえて

知的障害 91/オ
ポプラ社・1998
小川陽子

大津二小

４３
夢追いかけて　全盲の普通中学教師
河合純一の教壇日記

916/カ
ひくまの出版・2000
河合純一

柏二中

４４
知らなかったあなたへ　ハンセン病訴
訟までの長い旅

谺雄二 916/コ
ポプラ社・2001
谺雄二

旭小

４５ あきらめないことそれが冒険だ　 野口健 916/ノ
学習研究社・2006
野口健

酒井根東小

４６ オバマ 930/エ
岩崎書店・2009
ﾛﾊﾞｰﾀ･ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ

藤心小

※番号の網掛けは，生徒が使用しなかった図書を表す

※　図書流通システムを利用し，柏市内の小中学校１３校より，計１２２冊を借り受けた。

　　自校の図書１２７冊と合わせて総計２４９冊となり，各クラスに人数分以上の冊数を配置する

　　ことができた。

※番号は請求記号順


