
浦安市立浦安中学校  

 

１ 学校の紹介 

 (１)学校教育目標 

  「未来を切り開く、確かな学力・豊かな心・たくましさを身につけた生徒の育成」 

 

  目指す生徒像 

 ○心の豊かな思いやりのある生徒（公共心・思いやり） 

 ○きまりを守れる生徒（基本的生活習慣の確立） 

 ○意欲的に学習に取り組む生徒（自主的な学習への取組） 

 ○たくましい体力と意志の強い生徒（心身の健康） 

 

(２)学校の概要 

  ・学級数  ２３学級 （１年７学級、２年６学級、３年７学級、特別支援３学級） 

  ・生徒数  ７４０人 （１年２５３人、２年２３２人、３年２５５人） 

   

本校は、創立７１年の浦安市で一番古い中学校である。学級数・生徒数も市内で一番

多い。学区は浦安市の北側に位置している。昔ながらの漁師町の雰囲気の地区もあり、

親子三世代が浦安中学校出身という家庭も多い伝統校である。また都内まで一駅という

利便性から、新しい住民も多く、活気のある学校である。学区内には、市役所、文化会

館、図書館、公民館が２館、郷土博物館、青少年館など、社会教育施設が充実している。 

図書館・読書活動に注目すると、浦安市は特に図書館が充実していて、多くの市民が

公立図書館を活用している。出生届けの提出時に絵本がプレゼントされ、赤ちゃん向け

の読書イベントも企画されている。保育園や幼稚園、小学校への図書館司書の読み聞か

せや、保護者による朝の読み聞かせなど、幼いころから年代別の読書活動のプログラム

が準備されている。公共図書館は月曜日、祝日も開館し、夜は２０時まで利用でき、市

内の３駅の駅前行政センターでリクエスト本の貸出しや返却も行い、市民が利用しやす

い環境が整っている。浦安中学校区には３校の小学校があるが、小学校区ごとに、公共

図書館や公民館の中の図書室があり、市内でも特に充実した地区である。 

  

(３)特色ある教育活動 

中学校区にある３小学校と６園の認定子ども園・幼稚園・保育園と連携して研修を行

い、職員同士の交流を進めている。毎年８月には「幼保小中連携の日」を設定し、学習

活動や生徒指導、英語外国語活動、道徳など分野ごとに別れ、校区に共通した課題や今

後の取組を毎年話し合い、日頃の教育活動に生かしている。 

生徒・児童の交流も計画されていて、中学生の代表が出身小学校で朝のあいさつ運動

を行うことや、部活動での合同練習、演奏会の実施、来年度の新入生対象の中学校生徒

による説明会、幼稚園やこども園などに職場体験や家庭科の体験で受け入れてもらうこ



となど、中学校区での連携を意識した取組が行われている。これらの体験から、中学校

入学時の不安が少なくなり、期待をもって入学する生徒が増えている。 

また、本校と隣接する千葉県立浦安高等学校との交流もあり、職員相互の授業参観や、

防災面での連携が進んでいる。高等学校の施設を借りての部活動の実施や高等学校と合

同で検定試験を実施している。 

図書館教育の面では、本校も浦安高等学校もともに本事業の実践協力校に指定された

こともあり、相互に図書館を見学し、図書主任・司書が連絡を取りやすいようになった。

互いの図書館通信を交換したり、高等学校図書委員の読み聞かせイベントを見学したり

できた。国語科の授業でも共通の課題に取り組み、それぞれの資料を交換して研修をし

た。 

 

２ 自校の図書館の現状 

本校の学校図書館は、校舎２階の北側にあり、３年生の教室に一番近い特別教室にな

っている。校舎の２階に教室のある２、３年生はもちろん、教室が３階の１年生も、10

分の休み時間や、昼休み、放課後などに学校図書館を訪れる生徒も多く、生徒の日常生

活と近い距離に学校図書館が設置されている。 

全校では毎朝、朝の読書も取り入れ、落ち着いた読書時間を過ごしている。朝の読書

の本は、各自で気に入った本を購入する生徒が多い。小学校時代に充実した読書生活を

送ってきた生徒たちの中には、休み時間や給食の配膳中などの短時間でも読書をする生

徒が見られる。反面、部活動や塾などで公共図書館に通う時間がない生徒が多くなり、

読書から離れる生徒も多くなっている。忙しいからこそ、手軽に利用できる学校の図書

館を利用してほしいのだか、閲覧者の割には貸出しに結びつかない現状である。本校に

は図書委員会がないので、日頃の貸出し業務は学校司書(週５日、９時３０分から１６時

３０分の勤務)が一人で行っている。生徒による委員会がないことで、生徒同士の呼びか

けや図書紹介の機会が少ないことも貸出し数が伸び悩む原因のひとつだと思う。 

また生徒数に比べて図書館が狭く、図書館を利用した授業は展開しにくい面もある。

昨年までは、参考図書を教室に運んでの授業がほとんどであったが、今年度は、「学校

図書館で授業を展開してみよう」と呼びかけ、授業の場に学校司書がいることの利点を

職員に伝えるようにしたところ、国語科、理科を中心に各教科で授業での活用がみられ

た。 

一方、１学年を複数の教科担当者が分担して授業を行っているため、学校図書館で行

いたい授業の時間調整が必要な場合も出ている。 

特別支援学級の３学級は、国語の授業として週に１時間の「図書の時間」があり、学

校司書の読み聞かせや、自由読書、貸出し返却など、読書に親しむ時間となっていて、

楽しみにしている生徒が多い。 

 

３ 司書教諭およ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―職員会議―学習指導部―読書・図書館教育 

 



本校では、図書主任(司書教諭)を含む国語科教員５名が読書・図書館教育担当となっ

ている。図書主任は学校図書館年間計画の作成や、学校司書と他の職員の連携支援を行

っている。また、学校司書とともに購入図書の選書や、図書館利用に関する調整を行っ

ている。国語科全員が読書・図書館教育担当なので、教科部会の際に、図書館を活用し

た授業についての調整や、総合学習の調べ学習での活用について調整している。 

図書館の運営は図書委員会がないこともあり、学校司書が中心となって行っている。

図書館に学校司書が配置されていることで、授業中の急な資料図書の貸出しにも対応す

ることができている。 

 

(２)子どもや教員に対する支援 

① 図書館の運営に関すること 

   ・図書館利用ガイダンス (学校司書と１学年国語科教員) 

１年生を対象に、国語の授業の中で図書館の利用方法についてガイダンスを行

っている。公共図書館でも利用しやすいように十進分類表の説明も加えた。その

際に第１回目の貸出しを行うことで、返却の機会を意識的に作り、次の図書館量

につなげている。 

   ・特設コーナーの設置 掲示物作成 (学校司書)        

学校司書が、話題のニュースや季節・行事等に合わせ出入り口付近の目に付き

やすい場所に、特設コーナーを設けている。 

 

② 読書推進活動に関すること 

   ・朝の読書 

８時１５分から２５分までの１０分間、全校で読書に取り組んでいる。担任が  

８時１５分に目視で出席状況を確認し、生徒と一緒に読書を始める。本は各自で

用意し、雑誌、マンガ、新聞、教科書以外のものとする。 

現状として、朝の読書開始時間に、荷物整理をしていて読み始められない生徒や、

本を忘れる生徒もわずかではあるが見られるが、担任が学級文庫の本を手渡し、

読書を促すことで、全校が非常に落ち着いた時間を過ごしている。 

   ・ボランティアによる読み聞かせ(朝の読書の時間に１年生の学級で実施)  



１年生７学級を対象に、市内で活躍している読み聞かせボランティアの協力で

年間６回程度読み聞かせを実施している。絵本を提示しながらの読み聞かせで、

生徒も楽しみにしている。 

   ・『図書館通信』の発行 （学校司書） 

生徒向けのものと、教職員向けのものと二種類の図書館通信を発行している。 

生徒向けのものは新着図書の紹介、教職員向けのものは、参考図書の紹介や教

員向け研修会のお知らせ、美術館・博物館などのイベント情報などである。 

   ・学校図書館に来館してもらう工夫 （学校司書と授業担当者） 

購読している雑誌などの付録や、各出版社の目録などを希望者にプレゼントし

ている。また、入り口付近の目立つところに授業の生徒作品を展示し、生徒同士

の呼びかけや図書紹介の効果もねらっている。 

   

                       

                       

 

 

 

 

 

 

(３)学習等に関する支援 

 ① 教科指導に関すること 

  国語科 ○『故事成語』を４コママンガで表現する 

        『故事成語辞典』や資料集を活用し、選んだ語の解説を分かりやすく４

コママンガにまとめた。学級ごとにファイリングし、学校図書館の特設

コーナーに設置したところ、多くの生徒が閲覧していた。 

       ○読書指導『あのころはフリードリヒがいた』関連図書の紹介 

       ○『オツベルと象』宮沢賢治の絵本や物語を集め平行読書に活用した。感

想をまとめ、特設コーナーで紹介した。 

       ○『夏の葬列』戦争についての調べ学習 

       ○『随筆の味わい 枕草子・徒然草』 



        教科部会に学校司書にも参加してもらい、どの段を活用すると理解が深

まるか相談をし、選書した。 

       ○読書指導 特設単元『浦中生のための「わたしの一行」』 

        読書感想文の指導について学校司書と相談する中で設定した特設単元。 

        ある出版社が募集している「中高生のワタシの一行大賞」に応募する、

という目的意識をもたせ、読者を意識した文章を書き上げ、生徒同士の

図書紹介にも活用した。作品を学級ごとにファイリングし、学校図書館

の特設コーナーに設置した。一部作品は色紙にコピーし紹介ポップのよ

うに活用した。本校の中学３年生と浦安高校１年生共通で「ワタシの一

行大賞」に応募した。当初は作品の交流も計画していたが授業時期の都

合でできなかった。 

社会科 ○『第二次世界大戦』「ホロコースト」についての各連資料を提示した。 

       ○『アフリカ』奴隷について チョコレートについて資料を提示した。 

理科  ○『地球の明るい未来のために ～持続可能な社会にする方法を考えよう

～』 

        学校図書館内に関連資料を集めたコーナーを作成し、レポートを作成し

た。教科担当と学校司書で、レポートの進め方や調べ方、環境白書など

の読み取り方を指導した。情報カードの活用など資料を読み取る力、ま

とめる力など思考力を深めることができた。 

英語科 ○『尊敬する人のエッセイを書く』 

        尊敬する人を探す手がかりになる図書を学校司書に紹介してもらい、特

設コーナーに集めた。また各国の伝統様式の図鑑を活用するなど幅の広

い情報が得られた。 

美術科 ○詩からうけるイメージを生かした版画の作成 多くの詩集を美術室に移

動して活用した。 

家庭科 ○『環境に配慮した消費生活』 

        絵本『もったいないばあさん』の読み聞かせを導入で行った。 

       ○『スウェーデン刺繍』の本や図案集を活用し、デザインの参考にした。 

       ○『オレンジページ』食生活や献立作成の資料にした。 

特別支援○週１回の図書の時間の支援､季節やテーマに沿った読み聞かせ､貸出し 

 ② 特別活動に関すること 

   朝の読書を通じて、読書習慣を確立する 

３年生 高校入試前の『合格特訓講座』作文コースへの資料提供と支援 

   部活動 関連雑誌の購入と、付録の提供 

 ③ 総合的な学習の時間に関すること 

   １年生 職業調べ、職場体験学習関連の資料収集と貸出し 

   ２年生 林間学校の事前学習 地域や産業について関連図書コーナーの設置 

   ３年生 修学旅行の事前学習 寺院仏閣や産業、食文化について関連図書コーナー

の設置 

 



 (４) 学校司書や公共図書館との連携 

  ① 学校司書との連携 

    ・図書の購入に関する選書   ・図書の廃棄に関わる活動   ・掲示物 

    ・学校図書館を利用した授業でのＴ１、Ｔ２としての相談と支援 

    ・学校図書館を利用した授業の作品の展示コーナー 閲覧について   

    本校では学校司書が学校図書館に常駐しているので、図書主任よりも各教科担当

者と学校司書の連携が多くなっている。図書主任もこまめに学校図書館に足を運び

情報交換を心がけているが、学校図書館の運営の大半をお願いしている現状である。

また、読書・図書館教育担当者が、校内の全国語科教員のため、教科部会の中で話

合いをもつこともある。国語の教科部会や、研究授業の指導案検討、授業後の事後

研修にも参加してもらい、専門的な助言をいただくことが多く、非常に助かってい

る。 

 ② 公共図書館との連携 

    ・「中学生のおすすめの本」リーフレットの作成と配付。 

    ・授業で必要な資料を、学校司書を通して〈団体貸出し〉することができる。 

    授業内では、公共図書館が充実した市に住んでいるので、リクエストや購入希望

制度について話題にし、個人で有効に活用できる生徒を育成したいと思っている。

小学校時にはよく利用したが、中学入学後公共図書館から遠ざかる生徒が多いので、

意識的に公共図書館の利用について話題にしている。 

 

４ 成果と課題 

（１）成果 

   本校の学校図書館は、学級数・生徒数に比べて狭く、昨年までは授業での活用がほ

とんどなかった。授業支援は、ブックトラックにまとめて教室への貸出しで対応して

いたことが多かった。今年度は、図書主任(司書教諭)から「できれば学校図書館で授

業展開を」と呼びかけ、実施授業を増やすことができた。実際に学校図書館で授業を

展開すると、教科担任のほかに学校司書が生徒支援に回ってくれ、スムーズに展開で

きることが多い。また、生徒の調べ学習の相談に乗り、関連図書から思いがけない事

柄を調べたい場合にも、本に囲まれた学校図書館ならば、そのような急な対応にも応

じることができる。実際に授業を展開した教員からの口コミで学校図書館を活用した

授業が増えていったことが、一番の成果である。 

選書してもらったものを教室に運ぶだけでは気がつかない資料はたくさんある。学

校図書館に足を運び、自分の教科に関連する図書にはどのようなものがあるのか、現

在の教育課程にあった資料はそろっているのかを、ひとりひとりの教員が把握するこ

とで、学校図書館の「学習・情報センター」としての機能が成り立っている。生徒に

とっても、教科書や資料集以外の関連図書を気軽に手に取り、読んだり眺めたりする

ことで、「勉強」という意識ではなく、楽な気持ちで学習内容に触れることができ、

興味関心をもたせる意味でも、学校図書館の活用は効果が大きい。 



多くの職員が学校図書館を活用し、学校司書との雑談の中から、参考資料を活用し

ている。多くの職員や生徒が立ち寄りたくなる学校図書館であることがこれらの成果

を生み出している。 

  なお、学校図書館の狭さについては、今年度から来年度にかけて行われている大規

模改修工事で学校図書館が移動し、解消される見込みである。 

 

（２）課題 

   調べ学習を実施したいが、授業時数を計算すると時間的にゆとりがなく実践しにく

いという声が多い。また、学級全員の資料はなかなか用意できず、５０分間の授業す

べてを調べ学習では使いにくい。学校図書館は壁面がすべて書架のため、移動式のホ

ワイトボートでの一斉授業はやりにくい面もある。年間計画作成段階で、調べ学習を

実施する単元と、ほかの単元のバランスを考え、効果的な学習のための教材研究が欠

かせない。 

   学校図書館とパソコン室が離れているので、双方を利用した調べ学習が計画しにく

く、両方用意するとほとんどの生徒はパソコンに集中してしまう。どちらの長所もあ

るので、目的に応じて、使い分けられる力を身につけさせたい。 

   図書の貸出しについては、閲覧者に比べて貸出し冊数が伸び悩んでいる。生徒の図

書委員会がなく、生徒同士の呼びかけや、図書紹介の機会が少ないからかもしれない

と考え、図書主任(司書教諭)と学校司書が相談して、授業で書き上げた作品を特設コ

ーナーに展示し自由に閲覧できるようにした。今の時点で、学校図書館の来館者が増

えたことと、作品コーナー目当ての閲覧者が増えた実感はあるが、貸出しには結びつ

いていない。これらの学校図書館来館者が、貸出しにつながるように魅力的な学校図

書館を目指して整備していきたい。 

  来年度は大規模化改修工事で、学校図書館が２階から１階に移動する。広くはなる

が、普通教室から離れるため、生徒の来館は減少が予想される。移動に伴う学校図書

館の閉館や、図書の廃棄や書架の配置換えもあるので、来年度、新しい学校図書館に

移動したら、全校生徒対象のガイダンスが必要であると考えている。 

 

 

 

《参考資料  授業実践報告》 中学３年生の国語の授業実践  

                授業者は Ｔ１ 図書主任（司書教諭） 

Ｔ２ 学校司書      の実践 

 １ 研究経過  

教科書の「読書への招待」の授業展開を学校司書と相談している中で、ある出版社の

「一行大賞」を司書から薦められた。 

気に入った本の、特に気に入った一行を選び、その一行についての「想い」や「エピ

ソード」を 100～400文字で記述するという条件は、生徒にとって取り組みやすい内容

であり、読書も『朝の読書』で読み進めている本を活用できることから、授業に取り入

れることにした。 



国語科の視点からも、本の内容や気に入った文章を書き抜き、読書記録に蓄積するこ

とは、学習効果が高い方法である。また、継続して取り組むことで、語彙力や個人の思

考力も深まり、更に読書の魅力や価値について意識することもできると考えている。 

特に本校の生徒は、『朝の読書』の本を学校図書館の貸出しではなく各自で購入する

場合が多く、自分で本を選んで読む生徒が多数である。また、書いた作品の交流も、誰

とでもできるので、自分のお薦めの１冊について『浦中生のための「わたしの一行」』

に取り組むことにした。  

読書を個々に進め気に入った一行を選ぶことに時間がかかるので、６月から７月上旬

までの長い期間で、『一行から広がる世界・つながる世界 ～浦中生のための「わたし

の一行」～』という単元を構成し、他の題材と平行して授業を行った。 

 

 ２ 実践事例 

（１）単元名 一行から広がる世界･つながる世界～浦中生のための「わたしの一行」～ 

（２）単元について   

本単元について、学習指導要領には「文章を読んで人間、社会、自然などについて

考え、自分の意見をもつこと。〔Ｃ読むこと（１）エ〕」と設定されている。 

義務教育最終学年の今年、今までの読書生活を振り返り、自分の読書の傾向につい

て考え、読書が自分の生き方や考え方の判断材料のひとつになることを感じとり、友

達同士で本の内容について語る体験をして欲しいと願い、本単元を構成した。朝の読

書や読書感想文等の課題のために、読まされている読書から、日常生活の一部になる

読書、今後の読書生活を豊かにするような読書の体験をして欲しいと思っている。３

年生の夏休みは、生徒それぞれが、自分の希望する進路に向けて努力を始める時期で、

この時期をきっかけに読書から遠ざかる生徒は多い。しかし、読書量が減ることはあ

っても朝の読書などの学校の日課内の時間や、給食の配膳中などに、読書を楽しむ生

徒は、進路決定後に豊かな読書習慣のある生活に戻っていく。この時期に完全に読書

と縁が切れてしまわないことが、将来の読書習慣のためにも大切なことだと考えてい

る。 

教科書では、毎年２つの題材で『読書への招待』として読書指導が計画されている。

自分の考えの形成や情報を活用するものと、近代の名作が取り上げられている。 

３年生の教科書作品『無言館の青春』は、戦没画学生の慰霊美術館『無言館』に収

蔵された作品を中心に、解説文や手書きの大学ノート、手帳、筆者の詩などから構成

された、教科書への書き下ろしの作品である。中学生たちも、「平和記念」「戦争反

対」の思いを強くし、戦没画学生たちの無念さを感じることのできる作品で、絵画、

彫刻、愛用の遺品の写真など、文章だけではない表現から、戦没画学生たちの追い詰

められた精神状態や、どのような思いで書き残したのかについて感じ、今で学習した

戦争関連の物語とは違った、真実が訴えかける力についても考えを深めることができ

る作品である。 

まずは全員が同じ作品『無言館の青春』を通して、考える体験をして、その後にそ

れぞれの生徒が「わたしの一冊の本」を探しながら読書を進め、本の中から、どのよ

うなところに心を動かされたのか、読み終えたときに心に残る一行はどこなのか、特



に印象的な一行、一文を抜き出し、どうして選んだかの理由を短い感想にまとめる活

動に発展させたいと考えている。またそれぞれの感想は『浦中生のための「わたしの

一行」』としてまとめ、いつでも自由に閲覧できるように学校図書館に展示し、図書

の紹介に利用したいと考えている。 

身近な学校図書館を中心に、友達が心動かされた本を読んでみること、内容につい

て語ること、また、関連する図書を薦められ自分では手に取らなかった本へ関心が向

かうことなどのきっかけになるような単元にしていきたい。読書の優先順位が下がる

この時期に充実した体験、印象的な学習をさせたいと思い、「一行から広がる世界･

つながる世界」の単元を構成した。 

（３）指導計画 

第１次 今までの読書生活と学校図書館、公共図書館の利用について振り返る。 

（１時間）『浦中生のための「わたしの一行」』学習に向け、読みたい本をさがす。 

    朝の読書の時間などをつかい、読書を進める。 

第２次 『無言館の青春』を使い、全員でわたしの一行に取り組む。 

（２時間）できた作品は４人で交流し、今後の表現の参考にする。 

第３次 各自、自分で選んだ本を読み終えて、『浦中生のための「わたしの一行に

（２時間） 取り組む。 

       書きあがった作品を、学級の中で交流し、相互評価をする。 

  事後学習 他クラスの『浦中生のための「わたしの一行」』を読んで今後の読書に 

       つなげる。 

（４）目標 

   ・自分の読書生活に関心をもち、今後の読書生活について考えようとしている。 

                             （関心・意欲・態度） 

   ・本から受けた影響や感動について、自分の考えをまとめ深めることができる。 

                             （Ｃ読むこと（１）エ） 

（５）展開 

   第１次 １時間 （学校図書館で授業展開） 

学校司書が、お薦め図書を選書し、本を選びやすく並べた展示コーナーを学校図

書館入り口付近に作る。また、外国文学について翻訳者による内容や文章量の違い

と、中学生が読むのなら完訳本を読むように説明する。 

教科書の「３年生のための読書案内」、各出版社の出版目録などを参考に読みた

い本を探し、読書を始める。 

 

   第２次 ２時間 （教室で授業展開） 

『無言館の青春』の朗読を聞きながら、心に残る一文を探す。 

  ワークシート完成後は、４人で交流し、同じ作品でも様々な感想があり、感じか

たはそれぞれであることを確認する。 

 

同じ題材で取り組んでも、それぞれの一行があり、それぞれの体験、感想があるこ

とが分かった。また、『浦中生のための「わたしの一行」』と同じワークシートにし



たので、自分で選んだ本の読書をすすめながら作品の完成形のイメージがつかめたと

思う。この時点で読書が進んでいない生徒には、選書を含めたアドバイスをし、読み

終えた生徒には、更に読み込み、なぜその一行に惹かれたのか、自分の体験と照らし

合わせて考えるように指導するきっかけになった。 

第３次 １時間目／２時間 書く 学校図書館で授業展開 

読み終えた本を持って学校図書館で『浦中生のための「わたしの一行」』を書く

授業。はじめに学年の国語科教員の作成した二種類のモデル文を参考に、完成後の

イメージや、紹介文を添付した図書をみて、今日の活動について知る。モデル文は

２００字未満の短いものと、約４００字の長いものを用意した。 

本を忘れた生徒や、すでに返却した生徒は、学校司書の助言をもとに選書する。

また、気に入った一行が探せない生徒には、「登場人物のセリフに注目したら」な

どとアドバイスしてくれていた。生徒はそれぞれの本を読み返しながら、気に入っ

た一文、一節を探し、ワークシートにまとめた。最後に、３人組で交流し、分かり

にくいところを確認したり、友達の文章からアイデアに気づいたりする。必要に応

じて、書きなおして完成させた。 

 

第３次 ２時間目／２時間 友達と交流 教室で授業展開 

学級全体で交流するため、教室で授業をした。はじめは隣の人と交換で作品の裏

にコメントを書いていく。次は、作品は机に置いたまま、他の人の机に移動して友

達の作品を読み、裏に感想を書くことを繰り返す。最後に友達の書いたコメントを

読んで、授業の感想を書いた。また今後読んでみたい本があれば記録する。 

   

３ 成果と課題 

（１）成果 

今回の実践では、自分のお薦めの１冊、心の残る一行、一節について取り上げたの

で、日ごろの作文題材に取り組めない生徒も、書いてみようという気持ちで取り組む

ことができた。授業中の共通課題では、「書かれた内容に興味がない、語句が難しい」

などと言って、多くの課題が白紙状態の生徒も、授業時間内に書き上げることができ

た。 

今回は、学習指導要領 第３学年「Ｃ読むこと」②言語活動例ウ「自分の読書生活

を振り返り、本の選び方や読み方について考えること。」を受けて、生徒の実態に合

わせた単元を構成することができた。 

この活動は、学校司書の協力が大きい。ある出版社の「一行大賞」の紹介があった

からこそ、この単元を構成することができた。第一次の、自分の読書生活の振り返り

や公立図書館・学校図書館の利用、本の選び方では、私が気づいていなかった「外国

文学では完訳本を読ませたい。簡単な訳を読んで、すべて読んだつもりなるのはもっ

たいない。完訳本が読めるようになるまで読まないほうがいい。」という内容を、直

接生徒に話してもらった。いつもの教員が話すのとは違い、本のプロからの説明だと

いう意識から、生徒の心にも響いたようだ。選書でもなかなか本を探せない生徒に話



しかけ、実際の本を手にとって薦めてもらい、この時間に生徒が読んでみたい本を借

りることができたので、各自の読書へスムーズに進めることができた。 

読書後に、『読み終えた。面白かった。続きが気になる。』だけではない方法とし

て、気に入った一行を書き抜く、簡単な感想を書いておく、方法を体験したことは、

今後の読書生活の広がりや、豊かな読書習慣につながることだと思う。これからも、

気に入った本の一節を書き抜いて記録することを薦め、生徒が毎日の記録を書きとめ

ている手帳に書くように話をした。 

今回の単元は、生徒たちは、はじめは「読まされた上に感想を書かされる」と受身

的であったが、自分のお薦めの好きな本で、感想も１００字から４００字なので、取

り組みやすいと感じる生徒が多かったようだ。朝の読書の時間も活用して、本を楽し

む体験ができた。 

（２）課題 

① 選書について 

第一次の学校図書館の授業で、中学生向きの本の紹介をしたが、新たに本を用意

し読み始める生徒と、朝の読書で読みかけの本を選んだ生徒がいて、指導者が考え

る「中学生に読んで欲しい本」との差があった。生徒の発達段階もそれぞれなので、

今回はお薦めの本、他の人に紹介したい本、と説明したが、せめて「文庫を読んで

みよう」程度の指定が必要だったのかも知れない。 

② 読書が進まない生徒 

今回の単元は、他の授業と平行して扱ったので、選んだ本を読み終わらない生徒

もいた。第二次の『無言館の青春』で一行を抜き出し感想を書いたときに、焦り始

めた生徒が多く、何とか一冊を読み終えた生徒がほとんどであったが、授業の前提

として個人で進める学習は、把握が難しい。今年度は担任ではないため、朝の読書

の時間に教室に入って読書の様子を観察したり助言したりできた。 

③ 「気に入った一行がない」という生徒 

通常の感想なら、理解できない箇所やつまらない理由を書くが、今回の書き方で

は、まず一行、一文を抜き出す必要がある。学校司書と相談して、登場人物のセリ

フを中心に読み返すことで探させた。 

④ 作成した作品の交流 

作成した作品は、生徒同士が交流し、たくさんの表現に触れることで、今後の読

書生活に生かすことができる。また、教師の評価よりも生徒同士のコメントを喜ぶ

ので時間をかけて交流させたい。本校の生徒は、作品の交流に抵抗が低いので、学

級全体で交流したが、誰とでも交流することは難しい場合が多い。 

⑤ 今後の読書生活につなげるために 

今回の方法は、ひとつのやり方に過ぎないが、気に入った一行を書き抜く、簡単

な感想を書いておくことは、それほど手間のかかることではないので、しばらく続

けて欲しいと思う。手帳に蓄積することで、言語理解力、言語表現力は定着してい

く。また、自分なりの方法を見つけることができれば、読書習慣のある生活につな

がっていくだろう。授業を離れ、個人での取組になるので、継続的な支援の方法が

難しい。 


