
千葉県立東総工業高等学校
ー工業高校こそ図書館教育をー

１ 学校紹介

本校は、高度経済成長のまっただ中であった東京オリンピック前年の昭和３８年、地域

の要望によって設立された東総地区唯一の工業高校である。所在地の旭市は県内一の農業

都市であり、江戸時代、鉄牛和尚によって干拓された干潟八万石といわれる大水田地帯が

あり、世界で最初の農業協同組合を組織したという大原幽学が活躍したところでもある。

周辺に目を移すと、北には板東太郎利根川があり、更に北に向かえば広大な鹿島港を持

つ茨城県鹿島臨海工業地帯が存在している。西北には香取神宮、西には成田山新勝寺、成

田空港が存在する。北東には漁港と醤油の街の銚子があり、南に九十九里浜がある。

昭和、平成になり工業化が進み、本校の所在地付近では鎌数工業団地が形成され、市内

では、業界トップ企業もある。その中で、わが東総工業高等学校は、今年度で創立５２年

目にあたり、地域から多くの期待と信頼を得ている。就職力は地域一番、多くの人材を産

業界に送っている。

本校の特色を端的にいうと、数多くの工業系の資格取得が可能であることと、部活動が

盛んで、機械情報部のロボット相撲全国制覇を筆頭に、バレーボール部、野球部などの活

躍が目立つことである。今後の更なる活躍が期待される。

農業都市ではあるが、四方には巨大工業港や国際空港、名所・旧跡、豊かな自然と特色

ある産業地に囲まれ充足しており、わざわざ東京などの大都市に進学や就職することもな

い、というのが本校生徒の信条ではあるが、それが弱点でもある。更に飛躍する上で、幅

広い視野を持つために読書活動が必要である。

本校の教育目標は、『東総工業ブランドを育む』～「ものづくりは、人づくり、国づく

り」～ を教育理念として

・工業界で活躍する人材を育成する学校

・全国一の工業技術育成校 を目標としている。

「ものづくり」を通して「人づくり」を行い、それが「国づくり」の礎となる。しかし、

社会が高度化している今日において、ただ単なる「ものづくり」は時代に流されてしまい

がちである。広く知識を習得し、幅広い視野を持って「ものづくり」に徹するには、読書

は強い武器となる。読書という習慣を身に付けた工業高校生は、鬼に金棒である。

東総工業高校は、読書を通して人格形成を目指している。

校長以下職員は、「東総生よ、ゲームを捨て読書をしよう！」と呼びかけ、「国づくり」

に寄与できる人材を輩出する全国一の工業高校を目指す。そのためには尽力を惜しまない。

今年度は「ビブリオバトル」の実施（１学年）と工業「社会基盤工学」の授業における

図書館利用（建設科・研究授業）の実施を行った。こういった実践を継続して行うことに

よって、本校生徒に読書が習慣化し、根付き、幅広い視野を持つ人材となることを期待し

ている。



２ 学校図書館の現状   
 
本校の図書館は普通教室棟とは別棟の２階にあり、同じ階に連絡通路がないため利用す

るのに不便である。図書館は今年度耐震補強工事を行ったが、内装等は変わることなく４

０年という歴史を感じる。蔵書については、工業高校なので、専門的な図書、特に NDC400、
500 が多く、普通高校とは蔵書構成の比率も変わる。図書館資料は蔵書数約 2 万冊、年間

購入冊数は約 500 冊、図書以外の資料として新聞一紙、雑誌が１１誌である。座席は７２

席と授業での利用は１クラスとなる。 
図書館の利用状況については、４月入学当初のオリエンテーションや、夏休みの読書感

想文などに利用が増える。工業高校の生徒は実習が多く、実習の後は必ずレポートの提出

があり、昼休み放課後もそれに追われている。長期休業中も、各資格試験の講習会や経済

的理由からアルバイトをしている生徒が多く多忙である。そのため利用者数は少ないが、

図書委員や一部の読書好きの生徒が来館する。 
 
3 司書教諭及び学校図書館担当教諭の取組 
(1) 校内組織と主な役割 

司書教諭 

 

校長  教頭  教務主任  図書係 ３名（教諭２名、実習助手１名）                                          
                  

生徒総会   生徒会本部   図書委員会 
 
(2) 生徒や職員に対する支援 
① 本校図書館は、教務部図書係として３名、図書委員会顧問３名（どちらも実習助手

（図書館担当）を含む）により構成され, 
② 「皆さんから必要とされる図書館、そして誰もが気持ちよく利用できる図書館であ

りたい」をモットーに活動している。 
  図書館整備は, 
図書館入口を入りやい雰囲気にするための装飾を行い、入ってすぐのところに新着図書コ

ーナー、そして高校生活に役立つテーマとして、学校行事・時事・学習活動などのコー

ナーを設けている。 
図書資料の管理は実習助手（図書館担当）が行い、利用者に資料を提供している。自

館にない資料についても公共図書館との連携により、週一回協力車が資料を届けてくれ

るサービスを利用して対応している。 
  図書館利用のガイダンスは、生徒については年間行事計画に組み込まれ、入学時オリ

エンテーションに 1 クラス一時間実施している。内容は、高校入学前の「図書館利用状

況と読書に関するアンケート」を行い、生徒の読書経験を把握する。そのあと図書館利

用案内として、本校図書館の利用の仕方を説明する。この時、利用者が必要な資料にた

どり着けるよう、図書館入口には図書館案内図、日本十進分類法、書架にはキーワード

となる見出し板があること、そしていつでも気軽に声をかけられる図書館担当者がいる

ことを強く言う。 



教職員については、年度当初、全員に「図書館利用案内」教職員版を配付する。内容

は図書館の資料を使った場合の授業や学校行事へのサポート、レファレンスサービスに

ついてなど。 
初任の教職員については、初任研の一時間を当てて実施。内容は本校の図書館利用案

内をして、今年度の図書館オリエンテーション時の生徒の様子や図書館を利用した授業

の実施予定教科など、図書館を利用した授業を実施する場合は、事前に実習助手（図書

館担当）と十分な打ち合わせを行い資料等サポートすることを説明する。 
 
②読書推進活動に関すること 
＜定期的に行われている取組の概要＞ 

・ 「らいぶらりーニュース」を隔月で発行している。 
・ 「らいぶらりーニュース」では今月のオススメ本、図書委員会の活動、「図書館の中

にこんな本があったよ」、などホットなニュースを紹介している。裏面では新着本や

学校行事関連本についてのリストを載せている。 
・ 図書館入口の掲示板には新着本や図書委員の「おすすめ本」を紹介している。 

（3）学習等に関する支援 
①教科指導に関すること 
＜三年生選択 国語表現＞ 
・ 「おすすめ本紹介文」5 分程度のものを作成、発表。チャンプ本を決める。 

生徒が本を選ぶとき実習助手（図書館担当）もアドバイザーとして授業に参加する。 
・ 「自分史」作成 自分の誕生日・入学式等記念日の調べ学習（家族からの聞き取り

や新聞縮刷版を資料として） 
新聞縮刷版の準備は実習助手（図書館担当）が行う。 

＜三年生選択 社会基盤工学＞ 
・ 社会基盤施設の建設に当たり発生する外部経済効果と不経済効果について図書館資

料から根拠となるものを参照して理論づける。 
授業の一段階での調べ作業になる。実習助手（図書館担当）は事前に授業者へのイ

ンタビューを行い単元学習の目的等に合わせた図書資料を取り寄せ提供する。実習

助手（図書館担当）は授業にも参加をして資料について説明をする。 
＜二年生保健＞ 
・ 「健康に関連する環境問題について」課題学習。３４の関連テーマから一つを選び

まとめる。 
実習助手（図書館担当）は関連テーマのブックリストを作成して４００冊余りの本

を書架から選び別置して提供する。 
＜一年生国語総合＞ 
・ 授業の始まり１０分間を自由読書の時間に当てている。 

本を用意できなかった生徒は図書館に借りに来る。 
 ・ 夏休みの課題として読書感想文。 
②特別活動に関すること 
＜図書委員会活動の指導＞ 
・委員長・その他役員は各会議では司会、書記、会計、作業では各委員に指示を出すな



どリーダーとしての役割を果たせるよう、そして委員相互の親睦が深まるよう指導す

る。 
・「図書館だより」を発行している。 
 広報誌による図書館アピールについて指導する。 
・「図書委員からおすすめ本」掲示。 
 図書館の中から本を一冊選びオススメコメントを書くよう指導する。 
・毎日のカウンター当番から学期ごとの図書館環境整備の指導。 
・東総地区高等学校図書委員連絡協議会での発表指導。  

 
4 成果と課題等 
 
 本年度の読書活動は、「確かな学びの早道「読書」実践協力校」の指定を受けて学校全体

での取組となった。まず実行委員会を立ち上げ、工業高校としてどのような取組ができる

か話し合い、授業計画の立案及び指導案を作成して授業を実施した。 
当初は実習が中心の工業高校では無理ではないかとの意見もあったが、単元学習の目標

によっては、図書資料を利用しての教科指導は将来技術者として専門書が必要となる生徒

にとって有効ではないかということになった。 
教科指導の支援には、授業者がその授業をどのようなものにしたいかを図書館担当者が

正確に把握することが大切になってくる。そのため、図書館担当者は授業者に授業につい

て、資料について、資料以外のサポートの有無、その他情報源のリスト、調べ方の提供を

希望するかなど細かくインタビューして授業に臨む。この時、インタビューの内容から授

業に役立つ図書資料を選定することが図書館担当者にとって一番難しいところである。専

門的な教科ほど利用できる図書も限られ、その中から生徒にあったものを選ぶと、資料の

数が少なく図書館を利用しての授業の意味がなくなってしまう。しかし、図書館担当者も

授業に参加をして生徒の話し合いなどを聴いていると、そこから広がる生徒の知りたい意

欲にヒントを得て、次回はこんな図書資料はどうだろうかと選定の幅が広がる。これを何

度も繰り返すことによって、図書館担当者と授業者、そして生徒との信頼関係が築かれる。 
図書館の利活用を考えるうえで、図書館を利用するための教科指導であってはならない。

あくまでも教科指導として図書館を利用することにより、効果的に単元学習の目標（ねら

い）を身につけ、理解を深めることに役立つものでなくてならない。 
今回は、公開授業としたこともあって、図書館を利用した教科指導に興味・関心のある

先生方に多数参観していただいた。「教科指導ではすぐには無理でもLHRに利用したい。」

小・中学校で調べ学習を体験してきた先生は、「調べ学習って楽しかったな」など図書資料

を利用してのグル―プ学習を思い出されているようだった。図書館担当者としては、次の

利用につながるようアプローチしていきたい。 
今後は、教科指導の支援とともに、年間を通しての図書館利用率を上げることを目指し

たい。学校全体として年間計画の LHR 時に各クラスが図書館を利用する。生徒は図書館

から一冊本を選んで「おすすめ本」として紹介する。長期的な課題（ものづくり）を生徒

自身に考えさせ、年間を通して取り組ませるなど、暇を見つけては図書館を利用するよう

な手立てを考えたい。また、生徒・職員にスペースとして図書館を貸し出すなど入館者数

が増える取組をしていきたい。 



５ 「文化サロン」創設

平成２６年４月から、言語活動の充実を通して、生徒のものづくりの「感性」を

磨くという目標を立てて、学校経営をしてきたが、生徒を取り巻く周辺からも環境

づくりをしたいと考え、保護者対象の「文化サロン」を創設した。

これは月１回夕方に希望保護者を学校に招き、校長が講師となり小説を楽しんだ

り、文学関係の新聞記事を読んだり、短歌や俳句を創作したりするものである。今

年度は短編小説に絞り、その魅力を味わってきた。以下、今年度の活動計画である。

回 月 日 作品及び活動内容

１ ７月 ７日（月） 「とんかつ」（三浦哲郎）「夕焼け」（吉野弘）「I was
born 」（吉野弘）

２ ８月 １日（金） 「バッタと鈴虫」（川端康成），文学関係新聞記事

解説、短歌・俳句創作

３ ９月１２日（金） 「賢者の贈り物」（Ｏ・ヘンリー），文学関係新聞

記事解説、短歌・俳句創作

４ １０月 ８日（水） 「最後の一葉」（Ｏ・ヘンリー）、文学関係新聞記

事解、短歌・俳句創作

５ １１月１０日（月） 「蘭」（竹西寛子）「東藤倉商店街」（あさのあつこ）

文学関係新聞記事解説、短歌・俳句創作

６ １２月１２日（金） 「夏の葬列」（山川方夫）、文学関係新聞記事解説、

短歌・俳句創作

７ １月１４日（水） 「文士の料理店」（嵐山光三郎）「かわうそ」（向田

邦子）、文学関係新聞記事解説、短歌・俳句創作

８ ２月 ２日（月） 「Ｋｉｓｓ」（小池真理子）、文学関係新聞記事解

説、短歌・俳句創作

９ ３月１１日（水） 「幸福な生活」（百田尚樹）、文学関係新聞記事解

説、短歌・俳句創作



6 「ビブリオバトル」を実施して

第一学年主任 植田昌志

本校では以前から、国語の授業開始時に１０分間読書を実施している。活字離れ、読書

量の低下が騒がれる中、本を読まない生徒に、どうにかして本を読む習慣を身につけさせ

たいとの思いから始められたのだと聞いている。興味がある本をそれぞれ用意させ、短い

時間ではあるが集中して読み、１冊読み終わったら読書記録をつけさせるようにしてい

る。個々の読書量には結構な差があり、１年間で１～２冊しか読まない者もいれば、２０

～３０冊を読破する者もいる。このような状況下で、生徒たちが「おもしろい本があるん

だな、自分も読んでみよう。」と思えるような働きかけができればと思っていた。

国語表現では、朗読やスピーチの学習の一環として「私のおススメ BOOK」と題して
友人たちを前にお気に入りの本を紹介し、聞き手はその発表を聞いて感想をまとめるとい

う授業行ったことが何度かあった。これと似たものでゲーム感覚を取り入れた「ビブリオ

バトル」について以前新聞で読んだことがあり、一度実施してみたいと思っていた。

今回の実施に当たっては、「生徒の部」と「職員の部」の二本立てで計画した。生徒た

ちは、１年生の各クラスから１名ずつ計５名を募り、職員は担任を中心に５名を募って発

表してもらうことにした。準備段階では、発表者に何度か集まってもらい、ビブリオバト

ルの趣旨、ルールの説明をし、発表の仕方等について質疑応答を行い、発表者の不安解消

に努めた。

平成２６年１２月１８日（木）、本校小体育館において「第一学年ビブリオバトル」が

開催された。当日は気温も低く、生徒たちは大変だったと思うが、友人たちや先生方の発

表をよく聞いていた。発表者には事前にスピーチ原稿は作らず、その場の雰囲気で話して

欲しい旨を伝えておいた。生徒の部からスタートし、所々詰まってしまう部分もあった

が、持ち時間の５分間を守るように心がけ、お気に入りの本のよさをどうにか伝えようと

している姿が好もしく思えた。聞き手の生徒たちもそれぞれの発表が終わるたびに、大き

な拍手が送っていた。後半は職員の部を実施した。こちらはエキジビション形式で行い、

投票は行わなかった。

今回紹介された本については、発表者の「お勧めの言葉」とともに学年通信に掲載し、

早速生徒に配布した。計１０名の発表者による、１０冊の本の紹介を聞き、一人でも多く

の生徒がその本を読んでみたいと思ってくれれば幸いである。



「国語表現」学習指導案
千葉県立東総工業高等学校

１ 日 時 平成２６年１１月２７日（木）
２ 実施クラス ３学年選択クラス ８名
３ 学級所見 真面目で落ち着きがあり、意欲的に授業に取り組む生徒である。
４ 指導教科 国語表現 （２単位）
５ 使用教科書 「国語表現Ⅰ」（教育出版）
６ 単元名 自己との対話（12時間扱い）

１ 自伝を書く意義を知り、材料集めをする。
２ 身近な人物について書く。

◎ ３ 生まれた日、小中高校入学時の出来事を調べる。
４ 「１５歳の私への手紙」を書く。
５ 「私について」を書く。
６ 「幼少期の思い出」を作文する。
７ 「小学校の思い出」を作文する。
８ 「中学校の思い出」を作文する。
９ 「高校の思い出」を作文する。
10 「どんな親になりたいか」の作文を書く。
11 「２０歳の私への手紙」を書く。
12 表紙、裏表紙の作成。

７ 本時の目標 図書館で新聞の縮刷版の調べ方を学び、自分の誕生日、小学校、中
学校、高校入学時の出来事を調べてまとめる。

８ 展開・内容
学 習 内 容 学 習 活 動 指導上の留意点 観 点

挨拶 出欠確認 各自の生まれた日、小、 インターネットでは (関心
導 前時の復習 中、高校入学時の出来事 なく、図書館資料で 意欲
入 本時の目的を確認。 を調べることを知る。 調べることを指示す 態度)

る。
プリントを配布す
る。

どのような資料を使用す どのような資料があ
るかを学び、その資料を るか、またその資料
活用して調べる。 の場所を指示する。 （関心

展 (『朝日新聞縮刷版』・ 意欲、
『20世紀全記録』等) 態度）

各自の生まれた日の 調べる項目に対応した新 同じ資料に集中しな
出来事を調べる。 聞の縮刷版等を探す。 いよう、分散し効率

よく調べるよう指示
開 小、中、高校入学時 する。

の出来事を調べる。 調べたことをプリントに 机間指導をし、調べ （知識
書き込む。 方のアドバイスをす 理解、

る。 書く）
図書館の利用法につ 県立図書館による学校支 図書館には新聞の縮
いて確認する。 援システムがあることを 刷版や調べることの (関心

ま 知る。 出来る資料があるこ 意欲、
とを伝える。また、 態度)
学校でも県立図書館

と より本が借りられる
ことや本の複写が出
来ることを伝える。

め 次時の予告 「１５歳の私への手紙」 次回書くことを考え
を書くことを知る。 ておくように伝え

る。
それぞれのプリント
を各自の封筒に入れ
回収する。

※図書館にない縮刷版は、司書教諭を通じて県立図書館より借用し、準備しておく。



工業「社会基盤工学」学習指導案 
 千葉県立東総工業高等学校 

 授業実施者 教諭 田村信義 
 
 １．趣 旨   本県では，「みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」が進行している中で，読書活動の 
        推進事業を展開している。このことは，『学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り， 
        生徒の主体的・意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。』と，高等学校学習指導要領に 
        も明記されている。以上のことから，学校図書館を活用した教育活動の更なる活性化を図る方 
        策として今年度，実践協力校の指定を受けて実施するものである。 
 
 ２．日 時  平成２６年１２月４日（木曜日） 第５限目【13:20～14:10】 
 
 ３．学 級  建設科３年 １８名（当該科目選択者，男子：１８名） ※展開場所：図書館 
 
 ４．学級観   生徒は明るく元気で，授業に対して興味を持ち前向きに参加しようとする姿勢が見られる。 
         積極的に発言や質問をする生徒が多く，良い雰囲気の中で授業が展開できている。また， 
        積極的に職員から発問をしたり視聴覚教材を用いる等，生徒の興味・関心を引くような内容を 
        取り上げると同時に，普段から身近な建設業に目が向くように工夫している。 
 
 ５．経 過  平成２６年 ４月 『確かな早読』の実践協力校として県より指定を受ける 
              ９月 校内委員会立ち上げ，第１回打合せ 
             １０月 第２回打合せ（授業者決定） 
                 実習助手（図書館担当）との打ち合わせ（授業内容について概案） 
             １１月 実習助手（図書館担当）から生徒へ図書館利用について説明 
                 授業内容決定（図書館担当者へ必要書籍についての要望，打ち合わせ） 
                 指導案作成（図書館担当者と授業の流れについて確認） 
             １２月 研究授業実施 
 
 ６．教 材  ①文科省検定済教科書 工業０９１ 『社会基盤工学』 
        ②学校図書館貯蔵の本 
 
 ７．単元名と配当時間（◎印は本時該当時間を指す） 
    第４章 『暮らしとまちづくり』 ・・・・・全１２時間【教科書 P.197～】 
     第１節 「都市と都市計画」 ・・・・・・・・６時間 
       第１項 都市の開発と保全 ・・・・・・・・（１時間） 
       第２項 都市の整備 ・・・・・・・・・・・（１時間） 
       第３項 都市計画の実施 ・・・・・・・・・（２時間） 
       第４項 都市計画と環境影響評価 ・・・・・（２時間）← ◎本時１時間目【教科書 P.212～】 
     第２節 「都市の再生」 ・・・・・・・・・・１時間 
     第３節 「エネルギーの整備」 ・・・・・・・１時間 
     第４節 「災害と防災」 ・・・・・・・・・・２時間 
     第５節 「循環型社会の形成」 ・・・・・・・２時間 
 
 ８．単元目標 
 （１）大単元の目標［ 暮らしとまちづくり ］ 
    “住みやすいまち”を計画・立案し，都市施設を整備するうえで，それぞれの実施段階における具体的 
   な対処の概要を学び，都市防災（ハザードマップ含む）とまちの再生について理解する。 
 （２）中単元の目標［ 都市と都市計画 ］ 
    都市では多くの人が色々な活動を営んでおり，互いに安全を保ち，快適で効率のよい生活ができるよう， 
   都市計画の必要性と役割，作成手順や都市災害，国土強靭化計画等について理解する。 
 （３）小単元の目標［ 都市計画と環境影響評価 ］ 
    現在全ての土木開発事業を実施する場合，“環境影響評価”が必要となる。社会基盤施設が建設される 
   とき、その地域に発生するメリットとデメリットについて専門書を参考にまとめ，理解する。 



 ９．評価の観点および基準 
●関心・意欲・態度 ◆思考・判断 ■技能・表現 ★知識・理解 

 わが国の都市計画の歴史

を学び，現在の都市計画の

実態を把握させるととも

に，“住みやすいまちづく

り”について学ぼうとする

態度を見につけている。 

 環境影響評価を考えた都

市計画をどうするかといっ

た判断ができ，グループ学

習を通して得た成果を，他

の班に分かりやすく伝える

方法が考えられる。 

 学校図書館にある本を参

考に，国土計画および地域

計画を考え，自分の住んで

いるまちづくりをどのよう

にするかといった方策を考

えることができる。 

 外部経済効果と不経済効

果について理解すると同時

に，都市計画法をはじめと

する関係法令や都市整備の

重要性とその役割について

理解することができる。 
 
 10．本時の目標  ①外部経済効果・外部不経済効果について理解する。 
          ②社会基盤施設が建設される場合の周辺地域における影響が考えられる。 
          ③学校図書館にある本を参考にまとめることができる。 
 
 11．本時の授業展開（下表参照） 

段階 
時間 学習内容 生徒の学習活動 指導上の留意点・観点別評価 

導入 
 

５分 

  
・挨拶をする 
 
・教科書 P.212～を開く 
 

 
・出欠確認をする 
●学習道具が揃っているか確認する 
 
・本時の学習内容を簡潔に説明する 

展開 
 

４０分 

・本時の確認 
・成果発表法の確認 
 
・注意事項の連絡 
 
 
 
 
 
・調べ学習 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・発表準備 
（同時進行で行う） 
 
 
 
 
・本時で終了できな 
 い場合の配慮 
 
 
 

 
・グループに分かれる 
・発表方法を決める 
・注意事項を聞く 
 
・学校図書館にある専門 
 書を見ながら，各グル 
 ープ毎のテーマに沿っ 
 た参考書を見つけ出す 
 
・重要用語の意味調べ 
・関係法規を調べる 
 
・自分の住んでいる地域 
 に，テーマとして取り 
 上げた社会基盤施設が 
 建設される場合，どの 
 ようなメリット，デメ 
 リットがあるのかを考 
 える 
 （外部経済効果） 
 （外部不経済効果） 
 （費用対効果） 
 
・必要である場合，参考文 
 献をコピーする 
・班員の仲間たちと協議し 
 ながら円滑に作業を進 
 める 
 
・グループとして，その 
 計画自体が良いかどう 
 かを判定する 
 
・注意事項を聞く 
 

●◆各グループの成果発表方法を班員 
 で相談し決める 
・調べ学習，まとめ作業をする上での 
 注意事項を伝達する 
 
■◆テーマに沿った参考文献を見つけ 
 ることができる 
  （実習助手からのアドバイス含む） 
 
■★重要用語について専門書から意味 
 を調べ理解する 
●■社会基盤施設の建設に際し，関係 
 する法律にはどんなものがあるかを 
 考え，その法律について調べる 
 
・分からない箇所があれば助言する 
・行き詰まった状態であれば，自ら考 
 えられるようなヒントを出す 
   （実習助手からの支援等も入る） 
 
◆今回のようなケースで，一人の人間 
 として賛成 or 反対かをまとめる 
◆またシビルエンジニアとして，この 
 計画に賛成 or 反対かをまとめる 
●◆周辺住民の意見はどうか考える 
 
■★色んな情報を精査して，グループ 
 としての結論を出す 
 
■他のグループに分かりやすいような 
 資料を作成する 
 
・本時に終了できない場合は，締切日 
 までに放課後等を利用して仕上げる 
 ことを連絡する 
 

まとめ 
５分 

 
・後片付け 
 
・次回の予告 

 
・使用した書籍等を元の 
 場所へ戻す 
 

★本時の学習内容が理解できているか 
 
●次回の学習に興味・関心があるか 
・発表の役割分担を班内で決めておく 

 



 ＜授業者の感想＞ 

 今年度本校は，学校図書館を活用した教育活動の更なる活性化を図る実践協力校の指定を受けて研究授

業を実施した。教科「工業」と学校図書館との関連性に戸惑いを感じながらも，実習助手（図書館担当）

の支援・協力をいただいて授業を行った。現在では何か調べものを行う際，ほとんどの場合インターネッ

ト等を利用し，辞書や参考書籍を使って調べものをすること自体，数少なくなってきている。また授業の

一環で学校図書館を活用する機会もほとんどなく，本に親しむ環境が創り出せていない状態でもあった。 
 今回学校図書館を活用した授業を行って，実習助手（図書館担当）の支援・協力がなければ恐らく授業

を上手く展開することは出来なかったと思います。また生徒たちも興味を持ちながら取り組んでいる姿が

印象的で，グループ内で議論し合うところも見ることができたので，概ね良かったのではないかと考えて

います。ただ，各グループの発表及び質疑応答等の時間を設けることができず残念だった。 
 本授業を行うにあたり，実習助手（図書館担当）の高木先生には多大なるご支援・ご協力をいただきま

した。この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。 
 
 
 ＜生徒たちの反応・感想＞ 

①普段の授業ではできないことを体験することができた。自分の意見とみんなの意見が食い違い，話し合 
 いによって深く考えることができた。 
②メリット・デメリットを考える上で，分らない用語を調べることはもちろん，“話し合い”の場で自分の 
 意見を伝えることの難しさやみんなの意見に耳を傾けること等，すごく難しかったけど楽しかった。 
③メリットやデメリットは考えれば考えるほど，新しい問題が出てきて大変だった。みんなで意見を出し 
 合える良い機会だった。またやりたい。 
④いつもの授業にないことで新鮮さがあり，今までは分らないことを誰かに聞いていたけど，今回は自分 
 で調べてみる大切さを改めて感じた。 

 
 

 



終わりに

本校は工業高校である。工業高校の基礎学力とは何かと言えば、数学であり、理科であ

る、と答えが多く寄せられる。しかし、どうであろうか、数学や理科の知識が工業に結び

つくのは当然だが、それを理解する力はやはり国語力であり、本を読む力ではないだろう

か。インターネットが進んでおり、コンピュータによって、表面的なそれなりのことは調

べられることができる。しかし、より深く、探求するには、本を読む力が必要となる。

探求する心がないところには発展はない。図書館を利用し、膨大な本の中から自分の必

要とする知識を得ていく訓練が、工業高校生にとって、とても大切なことなのである。

工業高校こそ国語力を、国語力増進のための「確かな学びの早道」すなわち「読書」や

図書館を利用した教育が必要である。

今回はその「入口」であったが、少しでも多くの先生方の理解を得ることと、今回の試

みを継続していかねばならないことを強く感じた。関係の先生方の御協力に感謝する。




