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1 は じめに

(かビブリオバ トル (知的暮押合載)

ビブリオ/tトルは､おすすめの本IfBを持

ち寄って.本の地力を紹介し合う匁I的3F評ゲー

ムである｡大乍の研究室での実践から偶然的

にEM発されたものだが.今では学校､Egl辞世,

地域の様々なgI所で多様なスタイルで実践 ･

帆催されている.発表者の谷口忠大は.ビブ

リオバ トルのキャッチコピーが r人を通して

本を知る､本を通して人を知る｣とあるよう

に､rr本を招介するJIという臼然な活動の

中で､発安LTの人となり､個性､知鞍,背景

などをコミュニティ内で共有していく機能が

ある｣という 日｡また､｢ビブリオバ トルが

作る船はちょっとした界凶先に包まれながら

I),お互いが臼分の内側をさらけ出すような､

独特の芽伽気を持つJ2Iと述べている｡辛者

ち.ビブリオバ トルの r他者との相互作用に

よって主体的に学問していく｣という考え方､

そしてフォーマ/I,なglをインフォーマルな雰

囲気に変えていく力は､援来者がアクティブ

ラーニングを&'鎖していく時に気を付けなけ

ればならない学習bQl々 -の内面的なもの-

のlE点という幽Jl性を乗り虐えられる要素を

持っているとキえている".

②ビブリオ′くトルの 並̀tr の婁兼とアクティ
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プラーニングの親和性

人前で自分の年えを発表することは､tFれ

ないうちは無頚するものであるが.ビブリオ

バ トルは本を招介することで人柄が自然とに

じみ出て.自分を無理のない形で表出できる

メリットがあると々えられる.また､5分間

のプレゼンテーシFンの後に.2-3分の竜

泉とのディスカッションタイムがあり.そし

て.その4.にいる事加着金Elがチャンプ本を

r投兼｣することで.その助への事加感が得

られる｡どのようIL立幼､僻性の学習者でも､

自分の意志を表明できるチャンスが自然に設

けられていることは.ビブリオバ トルの大き

な特徴であると考える｡

須礎は､r遊び｣について研兜したロンェ ･

カイヨワが示した遊びの解氷 (｢枕中Jr運J

r模擬｣rめまい｣)がビブリオバ トルに含ま

れていることを述べている4'.参加省全且の

投栗によってチャンプ本を決定することは

r鍵争J､どんなにAB力的な発兼をしたとして

も､そのP維 まった牧泉 (さ加背)の好みや

ライ/(ル同士の11子によって得禁教が左右さ

れる ｢運｣､発表時や科実牡を見守るときの

緊東感は TめまいJを涙出しているという.

また.ビブリオバ トルは､ジェイン マグ

ゴニガル着 r幸せな未来は rゲームJがklるJl

で述べられている rゲームの4要兼｣-



rlルール､2ゴール (日的)､3フィー ド

′くック.4 自発的なさ加Jを満たしている

とヰえられているIl.このように.ビブリオ

バ トルは地力的な "逝tr として成立する｡

③学校政書で美也する時の留意点

ただし､学校教書の挨秦としてビブリオバ

ト′レを行うgl合は留意しなければならない点

もある.それIL 学校の世業は教育目標 ･教

あるが､ビブリオバ トルのAt力的な要兼であ

る ■並tr は.その行為自体を楽しむ rEI己

充足的行為｣であるからである｡ビブリオバ

トルに放らず､アクティプラ-ニンタの様々

11教書方法は､並びやれ然性という要兼から

出発し用売されてきた手法が多い｡このよう

ILCt然仕から生まれた並びの安東を持つ活動

を乍竣教育の軟Jk方法として取り入れる韻一合､

本来の者昧合いとは逢った様tEIを持つ括軌 こ

なる可能性も否めない.rビブリオ/iトルハ

ン ドブックJでも､乍按で行 う手刷こ､大人

(先生)自身がビブリオ/(トルに事加 してお

もしろさを体感 し,r楽しいからやってみよ

う†｣と子どもたちと同じEl弟で始めること

が大切であると悦明されている'-｡また､

rチビもたちによる発表内容を教員の立場で

評価 したり､大人の視点で】Lf前に選ぶ本に制

限を放けたり､発袈内容について作文を脊か

せようとするケースも見受けられる｣として､

rこういった評価の仕組みを♯入すると､途

端にビブリオバ トルがつまらなくなる｣と述

べられている小.ビブリオバ トルのような遊

びの東栄を含む学びは､通辞な緊張感と柔軟

な思考力を発揮できる学習東城を保障するこ

とが大前振なのである.

これら仇然性の並びから生まれた活動を､

どのような形でアクティブラーニングの捜兼

で恐れ入れていけば,本来のおもしろさを生

かしながら学習Rの7クティブラーニング

(主体的 .対な的で疎い学び)へとつなげて
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いくことができるのか､2Lt桟と検討が必要で

ある｡

2 研究 目的と方法

学校政利 こおけるビブリオバ トルの実践に

関する研究については､書f古力の向上､託昏

-の井蛙関心の負丘.コミュニケ-ションカ

の向上.弗文化交洗､プレゼンテーションカ

の向上といった祝点からの研究が多い. しか

し.前述したように報 救利 こおける炎銭は.

留意すべき点がある.その点を始まえ.本研

究は､ビブリオ/<トルを捷薬に中り入れなが

ら､*かな学習見境をfA成するためのせ栗実

技を検肘することを臼的とした｡そして､

r捜秦におけるビブリオバ トルJが r並びJ

の要*を仇ILわでに､r本を通して人を知る

人を適して本を知るJのエッセンスを生かし

ながら.かつ目的的な便乗として実践すると

きの留意点についてヰ輪する.

そのため.本援兵の日原を.ビブリオ/{ト

ルそのものから向上させることのできる能力

の育成に社くのではなく､rビブリオ/iトル

を十分に楽しむことJ.および rビブリオバ

トルを払敦することで､ビブリオ/iトル自体

が持つ可能性を､日分の生花や仕林といった

日常にひきつけて背えられるようにすること｣

とした｡rビブリオバ トルを､どんな場面で

楽しむことができるのか｣を二七見るためには､

その前鍵として.ビブリオバ トル自体の蒸し

さやおもしろさを十分に体感することが必要

である｡学生がビブリオバ トルを十分に楽し

み､そこからビブリオバ トルを客牧化して捉

えることを日用した｡

研究方法としては､ビブリオバ トルを便乗

に取り入れ､捜茶者が感じた留意点や故野点

について叫き出す.そして.授業炎践後に､

学生に ｢ビブリオバ トルのどこにおもしろさ

を感 じたかJを記述してもらうことで.ビプ

LIオバ トルのおもしろさや無しさを､どのよ

うに感 じたか挨肘する.さらに､r今後ビプ



リオ/iトルをやるとしたら､どのようなビブ

リオバ トルをしてみたいか｣を監述してもら

うことで､この授業を通して草生が生涯発達.

あるいはキャリ7形成に役立てる視点が持て

たかどうか換肘する.

3 控事実ミI

(1)捷十七事

(D来Ji按

保育士及び幼稚園軟論U種免軒状を放冷する

2年Zt戊､男女共乍の群書学校 (専門兼良).

②世業科目

r促書者■J.本科 目の目的は.保育者

(幼稚同数k ･保育士)のJr粟について多様

IL現点から羊え.保育tの専門性について理

熊を疎めることである.そのため､捜英内容

のひとつとして､保育者の呼門+的成長のた

めの研dEのJ(要性や制辞を埋如し､生並発達

とキャリア形成について学ぶことが含まれて

いる｡この点に関逃させて.本授菓実践の目

的は､dr速のように.ビブリオ′くトルを十分

に楽しみ､捷救することにより､ビブリオバ

トルの持つ可能性を自分にひきつけて考えら

れるようにすることである｡ビブリオバ トル

を自己f戊良のための方法のひとつとして捉え

ることができるようになることを目指した｡

③世業■芦や .クラス

保rd科2年生の8クラス (在籍学生数 A組

31人､B組33人､C組36人.合計100人)で

爽礁した｡1勺三生から同じクラス福成のため､

クラスメー ト同士の人柄や中性は.ある程度

お互いに理解している状況である｡

伝)凍兼時期

2017年度後期 (10月中旬～2月上旬)の中

で.ビブリオバ トルを取り入れた援粟を計画

的に行った.学生は.居ずすべき幼稚園実習､

保帯召兼戒におけるビブリオバトルを取り入れた授業爽践

保育所炎習.尭牧実習がすべて終了している

段階であり､保育*へのiE:+に向けて自己株

櫛を明aにしていく時期である｡

(2)捜暮の流れ (ビブリオバ トルの実施に

隅する売れ)

(Dl回目の枝美 (10月中旬)

初回の捜策で.保書甘gの併任で行われる

いくつかの排dE方法についてZIペ､レポー ト

にまとめる諌題●〉をZtした.そのなかのひと

つとして rビブリオ/(トルJも含めている｡

学生は.この朋 を通して､ビブリオバ トル

の鼓更について棚 する.

②3回日の技藁 (11月初旬)

レポー トの挺出｡

@5回Elの仕業 (11月中旬)

レポー トを返h)し､ビブリ*バ トルの公式

ルールを6-捜した｡技兼の中でビブリオ/{ト

ルを行う計面を伝え､招介する本のジャンル

は何でも良いこと.5分rJJで紹介できるよう､

ある複度考えておくことを伝えた｡文教大学

の平正人先生のゼミの乍生さんが､繋際に小

学校にてビブリオバ トルの指叫を行っている

DⅥ)を規牡 し､理解を疎めた｡小学生が体

育館で堂々とプレゼンテーションしたり､秦

外難しい本を紹介したりしている場面を税放

して､学生たちからは rモチペ-ションが上

がった｣との声が洲かれた｡

④7回Elの授兼-グ/L,-プビブリオ′くト/I,の

爽践 (11月下旬)

各クラスで､ グループビブリオバ トルを実

施した｡出席学生軌 ま.AJ825人､8粗30人､

C範33人であった｡

捜集の最初にビブリオバ トルの公式ルール

を配布 してdLl払した.その後.各クラス5-

6人のグルーブをつくり.グルーブ内でビブ

リオバ トルを行った.グループ内で司会者を



ひとり決め.スマー トフォンのタイマーを活

用して斬れしながら.各グループで進めていっ

た.投射 士､ビブリオバ トル公式ウェブサイ

トで紹介されている投票用紙を活用した●l.
紹介された本は､鼓1に示した通りである｡

保育科の学生であることもあり,各クラスと

も位本が一番多かった.特に､B祖は30人中

25人が絵本を持ってきてお り､小牧やマン

ガを持ってきた草生の中には.やりづらさを

&じた学生もいたようである.各クラスとも､

軟玉内が多少fやかになったが､各プル-プ

が行っていく上で大きな支片はなかった｡

反省点としては.折一に､お互いによく知っ

ているクラスメー ト同士のためか､/(トラー

が紹介している榊に､事加者が色々と字間を

してしまう甘面があり､ディスカッションの

時間と区別がつかなくなってしまった点があ

げられる｡9(れ馴ま､ディスカッションの時間

で行うことを■放 した｡

茄二に､絵本の紹介のgl合､絵本の託みBH

かせになってしまうケースが見られた.絵本

の幼合は､耽みEMかせではなく､本との出会

いや思い出.実習での活用方法などの話をす

ると良いことを伝えた｡

荊三に.rネタパレはどこまで許容されるか｣

という貿rlHがあった｡相手が脱みたくなるよ

うな紹介をすることが1]的であるので､その

日的に合わせて自分で考えることを伝えた｡

表 1 グループビブリオバ トルで紹介された

本の種類

(冊数)

A B組 C穀l

絵.本.盈括 ll 25 16

小牧 8 1 7

マンガ 4 3 6

ティメント 2 1 3

(98回E]の授恭一クラスビブリオバ トルの実

践 (12月初旬)

前回のグルーブビブリオパ ト/レでチャンプ

本になったバ トラーが今回のバ トラーとなり､

クラス内でビブリオ/{トルを行った｡出柿学

生数は,Å粗26人.B粗30人.C鮎 1人であっ

た｡

各クラス5-6人のバ トラーで行われた.

投票用板は､前回tI策と同tlにビブリオバ ト

ル公式ウェブサイ トで紹介されている投票用

親を活用した.紹介された本は､袈2に示し

た通りである.

チャンプ本にZhrfれたのは､A束が鹿本

rアルプスの少女-イジJで､自分が子ども

の頃の思い出の本であることが紹介された.

B組は.マンガ r進事の巨人 第1巻Jで.ス

トーリーのおもしろさが事加者の弗味を引き

立てた紹介だった.C組は,小牧 r僕の妻と

結婚してくださいJで､そのス ト-iI-がさ

加jGの升味を引いた紹介だった.ただし､バ

トラーは.同名の映画を祝fE.した後に本を購

入したため.まだ且初から瓜後まで改み通し

てはいないようであった｡そのため.さ加56-

の中には rきちんと本も桝み込んでから/iト

ルしてはしかったJとの意見もあったが､ポ

イントを押さえた招介であった｡各チャンプ

本とも､/(トラーの恥のこもった紹介が参加

者の艶味をうまく引き出した形となっていた｡

反省点としては､ディスカッ/ヨンの略rW

で質問等があまり出なかった泌Idもあったこ

とである｡その半合.司会をしていた援粟野

(箸甘)が質問をするなどして時間をつない

だが､ディスカッションタイムは/(トラーと

事加者の双方向性をつくり出す時間であるこ

とをdL認する必野があると感じた｡

チャンプ本が決定した後.授業のまとめと

して.r(Dビブリオバ トルのおもしろさはど
こにあるか9人 r②これからビブリオをする

としたら､どんなビブリオをやってみたいかり

(いつ､どこで.どんなテーマで?)｣を自由



妃速の形で乍生にgFいてもらい回収 した｡

表2 クラスビブリオバ トルで招介された本

のIt頬
(冊戟)

A粗 B組 C叔

絵ノ仁一産言古 2 4 0
′J､及 ウ 0 3

マンガ 0 1 9

ティ メント 1 0 0

3 自由屯速の分析

(1)｢ビブリオバ トルのおもしろさはどこ

にあるかウj

ます､ビブリオ/{トルのtt能dを事考にL

ILがら.以下の遡 り分類の項目を6項目作成

した｡表3は､各項Elについて､何人の学生

が自由妃速の中で書及 しているかをまとめた

ものである.

<分類の項uとその内容>

①本を知る

-笹滞伯や共有機能 ･良g!探索槻能

1色々なジャンルの本をたくさん詳 しく知る

ことができる｡

2自分が紹介する本-の理解が深まる｡

3他省の雅致によって､知っている本でもも

う一度眺みたくなる｡

②自己袈現

1日分が好きな本を知ってもらえることがう

れ しい｡

2自分が好きな本のおもしろさを皆と共感で

きる.

③他名理解 (=自己理解)

1発表者のjyんだ本や発表の仕方から､世性､

人柄が垣m見えるのがおもしろい｡

2発表者の並んだ本を知っていても､自分と

保廿召兼戒におけるビブリオバトルを取り入れた授業爽践

感 じ方や価甘牧が適 う琳分を発見 しておも

しろい｡

④コミュニケーション

1ビブリオバ トルの後に､邦府に招介された

本を排んでコミュニケーションでき､友達

との関係が良くなる.

2発表だけでなく､乍関してil倭的なやりと

りができる.

(9ゲーム性

1時間内で発表することが兼 しい.

2投票するときのわくわく感.

3年曲を問わず事加できる.

⑥プレゼンテーション

1プレゼンの仕方によって.相手を引き込む

ことができるので,工夫するのがおもしろ

い｡

2プレゼンテー/ヨンの鎌軌 こもなる.

表3 ビブリオ/くトルのおもしろさl=朋する

記述 (人数)

項目/粗 ^軌 B射1 C射1 合 計

伽 を知る 24 18 24 66

②n己加斗 5 2 4 ll

Q)他#耕 9 12 16 37

(カフ ミユ=ケ-シEIン 4 3 3 10

◎ゲーム性 0 5 1 6

各クラスとも､① r本を知る｣(沓拝怖報

共布機能)をあげている■芦生が瓜も多かった｡

次いで､③r他称理解人 ⑥ rプレゼンテ-

ション)､② rn己未収｣と綻く｡ただし.

各クラスによって菱が見られる.

(2)rこれからビブリオをするとしたら､

どんなビブリオをやってみたいかつJ



学生の妃述内容について､以下の通り分類

して､妃述の多い岬にまとめた｡【 】内は､

学生のrl由だ述から抜粋したものである｡

(Dテーマを決めて仲ruと.卒秦までに再度.

あるいは卒業してから集まってやってみた

い｡

･思い出の冶本

;轄腎で使った絵本

･保育でおすすめの絵本

･ホラー

･失える本

･親世代のマンガ本

･自分が書頓する人の本

･マンガ

･推理小丘

･扶育もの

･tこ*

･ r秋｣r丈｣r冬Jなど革帯

康行もの

(旅行に行く帆に友達と廉行先を決めるため

にビブリオしたい l康行がさらに粂しみに

なりそうだから日

②耽伸したら稚狙 (保育tilや幼稚園)でやっ

てみたい｡新中度にやると､早くみんなと

恥l係がつくれそう｡

同期の仲rUlと､rm僚たちと

･保穣石会で

･子どもとHrh遊びの中で

(保育36-E糊の交流の 1つとして､決められた

年fBの子どもにおすすめする絵本について

のビブリオバ トルをしたら蕪しいのかなと

思いました.保育都 こよって絵本もきっと

ぜんぜん連うと思うし､きっとおもしろい

発表が見られるのではないかと思う｡】

(これをt8に.その人の趣味､好きなこと､

世界呪､人間牧がわかるかもしれないので､

新しい+gIの人や初対面の人や新学期のク

ラスなど.Jfしく人と出会うg,でやっても

おもしろいと感 じました｡これをきっかけ

に仲良くなれたり､｢それ私も好き l｣と

新たな一面が見えたりするのではと思いま

した.I

【保育士になったら保穎着金でやってみた

いです.理由は､紫蘇感がとけると思 う

ことと､コミ1ニ ケー シ牙ンがとりやす

くなると思 うからです.テーマは.子ど

もと一緒に兼しめる点本にして,母溌同

士で共有しあえば.母親ri子どもとコミュ

ニケーションをとる時間を作ろうと患っ

てもらえると思 うし､母親同士.母親と

保育者で付J相g保をつくることにもつな

がると思います.】

【5才児のクラスで自分の好きな本というの

もJtLいけど､子どもならではの紹介があ

るかもしれない｡I

③自分が作った絵本でやってみたい｡

【学校で自分が作った絵本をテーマにビブリ

オバ トルをやってみたい.完全にオリジナ

ルなので.その人の性格や書架づかい､絵

のタッチが出ると僧うので.やったらおも

しろいのではないかと感じました.】

伝)家族内でやってみたい｡

【家族でやってみたらおもしろいかもしれま

せん｡ジャンルを問わず家族制での粋が深

まると恕いました｡I

【家でマンガをテーマにやってみたい｡家族

ともっとコミュニケーションをとるのに良

いなと思いました｡】

⑤知らない人､初対面の人とやってみたい｡

【見ず知らずの人とビブリオ/くトルをしたい.

そういう人が典まるにはどうしたら良いか

知らないけど.】

@本以外の好きな映青や曲などでも､やって

みたい.



(おすすめのお店や食べ物でもおもしろそう

だと思います.クリスマスに行きたいお店

ビブリオなど､個人の様々な背景や意見が

ありそうでおもしろそうです.】

(皆の一番お勧めしたい糞塊しいものをテ-

マにグルーブで/1ト/レをし､最後に自分が

投兼したものが1位になったら､それに投

票したものがitペられたら楽しそうだと思

いました.フT･/シヨンのコ-ディネ- ト

のビブリオ/くトルもおもしろそうだと思い

ました.】

r(Dテ-マを決めてやってみたいJという

意見が多かった.本按秦では､たとえば r保

諌者に紹介したい本Jなどのテーマを設定す

る方法もあることを悦明したが.rテーマは

決めない方が良い｣という学生の意見が多かっ

たため､テーマを決めずに実践をした｡様々

なジャンルの本が紹介されたことは楽しかっ

たが.紹介されたジャンルの割合として絵本

が多いなど43っていたため､爽践後はテ-マ

を決めてやってみたいという意見も多くあっ

たと考えられる｡

r②就席したら横坊でやってみたいJとい

う意見も多く､またbr学期に仲間づくりをす

るために.との意見も多く見られた｡その他､

r⑥'#族巾で｣､r⑤知らない人と｣も含めて､

ビブリオバ トルのコミュニティ形成機能にお

I)しろさを感 じた結果の意見であると考えら

れる.

｢⑥本以外でもJという意見もあった｡本

以外ではビブリオバ トルにならなくなってし

まうものの､rl分の好きなことを自然な形で

盤出できるゲーム性を持つ遊びとして捉えら

れているとキえられる,

4 まとめと今後の様な

学生たちにとっては.グループとクラスの

2回ほどの姓kであったが､自由記述からは

ビブリオバ トルのtk能やおもしろさを鯨感し

保帯召兼戒におけるビブリオバトルを取り入れた授業爽践

たことがわかる.なかには､高校時代に経験

をしたことのある学生い ､たが､また違った

軽教ができたようである.おもしろさについ

て､割合としては乎持仲熊井右横能をあげた

学生が多かった.ただし.クラスによってそ

の書l合に違いがあり､また､本当に r/{ト′り

としで並んだ盛土の強いクラスと.そうでな

いクラスがあった.クラスの持つ募同気に左

右されると斗えられるが.搬 的に実践した

甘合は変化するともJfえら九.丈に検討が必

要である.

また.ビブリオ/(トルの兼しさを体感し､

さらに r今後はどんなビブリオをやってみた

いかウJを問うことによって､姓*を客牧化

し､ビブリオ/くトルを自己成長のための方法

のひとつとして捉えることができたと考えら

れる｡

保育者は､子どもたちと共に全力で並ぶこ

とを通して.一方で r並び｣の持つ可能性や

子どもの状況に応じた並びの展PfIを促してい

く力 (専門性)が必要である.r遊びJを本

気で楽しむことができることは.保育者にとっ

て盃要な妻兼であり.それを客観化する力は

保PR肴の申門性とつながる.そのため.便乗

者としては.r遊び｣を本気で兆しむことの

できる力を発榔できる井田気づくり.かつ自

分の体敦を客観化していく問いが大切である｡

ビブリオバ トルが､保rq省として自己成長す

るために布川な視点を持つことが明らかになっ

た.

今後の炎践M としては､荊一に.ルール

を守ることを徹底し､漉しさが半減しないよ

うにすることがあげられる｡

弟二に.空にコミュニティ形成機能にも若

月することである.今回､自由妃述で年いて

もらったことを､学生同士で共有するなどし

て､学生自らがビブリオバ トルのおもしろさ

を文に深く追求したり.新たなコミュニティ

形成まで具体的に発展できるようなtt会をbJ

出したりできるとよいと書えられる.



今後は､並びや仇然性という要兼から出発

しrNI発されてきた他の教育手牡とも比較しな

がら.学習Gの深い学びにつながるアクティ

ブラーニングの学習府城を柵成する要素を事

き出していきたい.
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