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課題研究中間報告

探究的な学習における学校図書館の利活用

—学校司書と協働でつくる評論文の授業を通して―

上村千安

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・沖縄県立那覇西高等学校

1 . テーマ設定理由及び目的

グローバル化の進展や技術革新により，社会構造や雇用環境は大きく変化し， 予測が困難な時代を迎

えている。学校教育には，そのような時代に求められる資質 ・能力を一層確実に育成することが求めら

れており，探究的な学習活動の重要性が認識されている（文部科学省， 2019)。これに関連して，藤村ら

(2018) は， 日本の子どもが本質的な概念的理解，解法のパターンが定まっていない非定型的問題に対

する解決力に課題があることを指摘した上で，探究プロセスが有効であることに触れている。また，全

国学カ・学習状況調査においても，探究的な学習を行っている学校では平均正答率が高い傾向が見られ，

思考力の育成につながっていることも成果として挙げられている（中央教育審議会， 2018)。

箪者自身，教師による知識伝達型の授業では，生徒にとって目の前の学習が他人事になってしまうこ

と，教師への依存度を高めてしまうことなど，課題を感じていた。しかし，探究プロセスを取り入れた

授業では，生徒が能動的な読み手，書き手になる瞬間が幾度も見られた。「読みたいという意欲」を引き

出し，「書かなければならない必然性」をどうつくりだすか，という視点が有効だと経験的に感じていた。

「高等学校学習指導要領解説総合的な探究の時間編」（以下，「総探解説」と称する）では，学校図

書館を探究的な学習のために「情報を収集 し活用できる環境」を提供する「中核的な施設」と位置付け

ている（文部科学省， 2019)。しかし，全国的な教師質問紙調査によれば，「学校図書館を活用した（ど

ちらかというと）授業を行っている」と肯定的に回答した教師の割合は 15.7%に留まっており（国立教

育政策研究所， 2015), 学校図書館の設置目的である「学校の教育課程の展開に寄与（学校図書館法第 2

条）」の観点から，授業における学校図書館の利活用に課題があることが推察される。そのため，本稿で

は，こうした実態を考慮し，学校司書と協働でつくる探究を取り入れた授業実践を通して，その課題と

可能性について検証を行った。

2. 研究内容

「総探解説」では，探究的な学習を 「物事の本質を探って見極めようとする一連の知的営み」が，課

題の設定→情報の収集→整理 ・分析→まとめ ・表現と いうプロセスを通して，「有機的につながって発展

的に繰り返されていく」ことと位置付けている（文部科学省， 2019)。よって，ここでの「探究的な学習」

は間題解決学習やプロジェクト学習等を総括する言葉として捉える。探究の特質として，「高度化」と「自

律化」が挙げられていることにも言及しておく。

表 1 探究的な学習の特質

① 探究において目的と解決の方法に矛盾がない（整合性）

高度化
② 探究において適切に資質 ・能力を活用している（効果性）

自ら考えるカ
③ 焦点化し深く掘り下げて探究している（鋭角性）

④ 幅広い可能性を視野に入れながら探究している（広角性）

① 自分にとって関わりが深い課題になる（自已課題）

自律化 ② 探究の過程を見通しつつ，自分の力で進められる（運用） 自ら学ぶ力

③ 得られた知見を生かして社会に参画しようとする（社会参画）
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3. 研究の対象と方法

県立A高等学校普通科 2年生の 2クラス (40名， 39名）を対象に，国語科の単元「食べ物を『はか

る』（全6時間）」 (2019年 9月実施）の中で探究的な学習を実施した。ワークシー ト・ ポスターなど生

徒が記述したもの，生徒との直接のやりとりや授業後の感想などを分析した。

4. 結果と考察

(1) 単元デザイン（単元名・単元計画）

時

1 

2 

3 

4 

5 

6 

単元名：評論「食べ物を『はかる』」（出典『科学の落し穴』池内了）

表2 単元計画

単元の目標 単元計画

筆者の主張を支える根拠を把握 匝亘且 筆者の主張は何か。主張に賛成か反対か，理由も含めて述べよ。

し，多角的な視点から解釈する。

比較読みを通して，筆者の価値観 匝亘団 比較読み（※ 1)を通して，直接には文章に表れない筆者の隠れた価値観，思想（思

に触れ，教材の解釈を深める。 考）を掴め。 ※1 「技術教育の大事さ」「『発明は必要の母』としてのケータイ」

関連する様々な資料を調べるこ 匝配団 フンボルト入試（※ 2) で，大学入試問題にグループで挑戦せよ。

とを通して，多角的な視点から自 「科学技術の著しい発展は，人類にとって大きな利益をもたらすが，同時に，これまでにな

分の考えを見直し，根拠の吟味を い様々な問題を生み出すごともある。科学技術の進歩について例を一つ挙げ，それにより得

重ねながら自分の主張を形成し， られる利益と生じる問題点についてそれぞれ述べよ。」

自分の考えを表現することを学 ※2 図書館で文献や資料を自由に調べながら， 自分の論を練り上げ，グループ討論や面接

ぶ。 によって論理力や課題探求力，独創性などを評価する入試方法

山本義隆著「科学技術ジャーナリズムの役割」の紹介

調べ学習（現代科学に関する著書 51冊及びタブレットの使用）ポスター作成

ポスターセッション（自己評価 • 他己評価）

(2) 授業の実際

①探究的な学習の特質（広角性）

探究の特質（表 1) として挙げられる「高度化」の「④幅広い可能性を視野に入れながら探究してい

る（広角性）」を念頭に罹き， 1時の授業を展開した。

表3 筆者の主張に対する生徒の意見の変容

賛成 反対

【機械化への不信】味は個人差があるはずだから統一するの 【興味 • 関心】 おもしろそう，機械でおいしいと判断されたも

は難しい。／機械には頼りたくない。 のを食べてみたい。
1 【人間の能力低下への懸念】感覚がさびつく 。／人が無力に ① 「はかる 1 行為は食においてもつきもの，味だけ自然のまま

時 なる。／味覚まで低下していったら，人間味が無くなるから。 である必要性を感じない。

【嗜好 ・自由への懸念】好みが偏り，究極は食糧難に陥る。

／嫌いなものをたべないといけなくなる。

②ここで問われているのは人間の「感覚」に関わる是非Q 科 ④今でもおいしいと有名なところには人がたくさんいて，すで

2 学技術は人間生活の便利性を高めるには必要だが「感覚 1 と に自分の味覚に頼らずに食を楽しんでいる人は大勢いる。

時
なると別の話。 ⑤すでにメイジ theチョコレートのミルク感 ・ビター感の記載

③食は人間の三大欲求の一つ，そこは科学技術に頼らず．人 のように商品購入の目安にしている。

間固有の能力を残しておきたい。

今回授業で扱ったのは評論文である。人間の「はかる」行為がエスカレートし，味覚センサーが誕生

したが，「食に関しては自然のままでありたい」というのが筆者の主張である。筆者の主張に対し，賛成

か反対か，理由を含めて自分の意見を述べるのが 1時の学習内容であるが，想定通り，筆者の意見に贄

成する生徒が圧倒的に多かった（表 3)。少数派の反対意見は，「味覚センサーを見てみたい」「試してみ

たい」という興味を示した理由がほとんどだったが，その中で反対を表明した一人の生徒が，「『はかる』

行為は食においてつきもの，味だけ自然のままである必要性を感じない。」という意見をオーブンなど，

食に関わる身近な科学技術を例に挙げ，説明した（反対—①)。その時，多くの生徒が驚いた反応を見せ，

次時での多様な意見， 自身の経験につなげた具体的な意見へと変容が見られた（賛成―②，反対—④⑤)。
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また，賛成側の「食は人間の三大欲求の一つ。そこは科学技術に頼らず，人間固有の能力を残してお

きたい。（賛成―③)」という記述から，反対意見を受けて，さらに自説を補強するために言葉を紡いでい

る様子が見られた。今回は生徒が自ら意見を出せるよう ，授業者の見解は最後に伝えている。

②探究的な学習の特質（鋭角性）

3時では，「携帯電話は学力低下を招く」というあるグループの見解をベースに，「携帯電話の何が学

力低下を招くのか」という問いを持つことで，電磁波や睡眠不足による影響なのか， SNSやゲームなど

の娯楽が学習への関心を奪っているのか，情報をさらに深掘りできることを全体で確認している。この

ような問いへの姿勢は，探究の特質（表 1) の「③焦点化し深く掘り下げて探究している（鋭角性）」こ

とにつなげるための手立てとして意識的に取り入れた。

実際，調べたことに対して疑問をもったり，別の角度から見直したり，思考している様子があった。

しかし，そこに課題を抱える生徒は少なくなかった。ポスターセッションのテーマを「自動車」として

いるグループが 2つあり，どちらも「電気自動車の方が，ガソリン車より CO2を排出している」という

情報にたどり着いた。「電気自動車はクリーンなイメージだけど，その根拠は？」と疑間を投げかけると，

あるグループは走行距離やエネルギー源によって，結果が変わることをまとめ， 一部の情報の切り取り

からは見えなかった事実にたどり着くことができた。しかし，別のグループは質間に対する根拠にたど‘

り着けず，「（電気自動車は）充電するための電気を作るのに CO2が排出される」という観点を狭めた記

述にとどまった。このような実態から，「課題の設定→情報の収集→整理 ・分析→まとめ ・表現」という

プロセスの中でも，「情報収集」の段階において蹟きや困り感が生じることが分かる。また，どちらのグ

ループも「疑う」という最初の一歩に息い至っていない。正しく読むことに忠実だった学習経験の中で，

探究に欠かせない「問いJの獲得にもある程度の学習や経験が必要だということが確認できた。

③探究的な学習の特質 （運用）

学習後のアンケートでは，「一斉指導する従来の学習法が良い」と答えた生徒が 5人，「ツールと支援

があれば自分たちでできる」と回答した生徒は 72人で，概ね学習に対して自己効力感を持って臨めたこ

とが分かった。生徒の実態に合った学習であれば，探究の特質（表 1) として挙げられる「自律化」の

「②探究の過程を見通しつつ，自分の力で進められる（運用）」は到達できると思われる。

(3) 学校司書による授業支援

今回の授業で学校司書に依頼したのは，①教材に関連する文献の収集，②情報収集法のレクチャー，

③質間の投げかけを通した生徒との関わりの 3点である。結果，「発表する力がつく」「書く力がついた」

という授業後の感想の中でも，特に目立ったのが思考力に関する回答であった（表 4)。質間の投げかけ

による関わりが生徒の思考を促していることが分かる。

表4 自由記述による学習後の感想

ポスタープレゼンテーションにより，調べたごとを批判的に見るごとができるようになったと思う／ごの授業を通して，科学技術とき

ちんと向き合い，疑問や課題をみつけることができたので，とても良い機会になった／今まであまり疑問をもっということがなかった

が，今回の授業を通して色々なことに疑問をもつようになった／国語で調べ学習は初めてだったが，疑問を追究するのがたのしい／教

材から，新たな問題を出せたのが楽しかった／普段，あまり考えたことがないことを，深く考えることができて，面白かったです／発

表したあと，聞き手と会話するごとでもっと理解が深められた／質問をされると，さらに課題などがくわしく分かった

最後に，学校司書との協働の授業づくりの中で，授業者の視点に変化があったことは特筆しておきた

い。「味覚センサー」が中心話題となる本教材において，興味本位に留まりがちだった「科学技術」が，

一気に切実さを増したのは，学校司書に紹介された『図書』の山本義隆著「科学技術ジャーナリズムの

役割」がきっかけとなっている。戦後の日本の復興と原子力発電への期待が重ねて語られ，一面的な批

判に疑間を呈すると同時に，一面的なものの見方に陥りやすい人間の本質に触れている内容が，「科学技

術」を切実な問題へと変えた。このことは，授業者自身にとっても学校図書館担当者と協働でつくつて

いく授業の可能性の再確認へとつながった。
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5 成果と今後の課題

(1) 探究的な学習について

本稿では，多様な意見やものの見方を共有することによって，具体例を用いた説得力ある説明に自然

と変化した生徒の記述から，「書かなければならない必然性」によって，生徒自ら根拠や論拠の吟味を重

ねることが分かり，探究の特質が教科指導においても有効であることを示すことができた。同時に，高

校生という発達段階において，思考を広げたり，深めたりすること自体を学びの楽しみとして味わえる

ことに触れることができた。この点は，「学ぶことはおもしろいのだと体験的に理解する」という梶木

(2018) の言及に重なる部分でもあり，探究の本質でもあると捉えている。

しかし，広角性がそのまま鋭角性の獲得につながるとは限らないことも明らかである。今後どのよう

な探究的な学習に取り組んでいくかに関しては，学校の教育目標，めざす生徒像や実態をベースに考え

ていくほかないが，探究の特質を軸に置きつつも，より具体的にどのような手克てが有効か実践してい

く必要性を感じている。その手立ての一つとして，ポートフォリオの活用が挙げられる。授業者が作成

したルーブリックを基準に，生徒のポスターセッションを比較し，評価を出すことは容易いが， 「パフォ

ーマンスを測定するために，全ての行動，コミュニケーション，成果物，解答時間は，問題解決プロセ

スを通して記録される（国立教育政策研究所， 2017)」という意見もあり，評価基準をどのように設定す

るかについては，十分な検討が必要である。

また，国語科で育成すべき資質・能力は，学習者自身の言語運用に関するメタ認知の育成でもある。

よって，学習者が自らの学びを俯轍的に見ることのできる，授業者が学習者の学びを総括的に捉えるこ

とのできる，ポートフォリオの活用及びそのエ夫の必要性を感じている。

(2) 学校図書館について

実習後，A高等学校で学習内容の多様性・多面性を追究した授業が別の授業者によって実践された。

授業における学校図書館活用の周知を図ることが，実際の活用に至ったことは喜ばしいことだが，大事

なのは今後の継続的な活用が何によって支えられ，あるいは何によって妨げられているのかを明らかに

することである。これに関しては，学校司書へのインタビューをもって今後検証していきたいと考える。

また，学校司書の授業支援によって，専門的になりがちな高校の教科指導に，汎用的な資質・能力の育

成という視点の獲得にもつながる可能性があると考える。この点に関しては，別の授業者に協力を求め，

検証を進めていきたいと考えている。
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