
千葉県立京葉高等学校
本校における読書活動支援の取組

１ 学校の概要

市原市の北西部に位置する本校は、昭和２７年千

葉県立市原高等学校の分校として始まり、昭和４０

年 4 月に現在の千葉県立京葉高等学校（全日制の課
程普通科）として設立された。

社会に貢献する精神を養い、個性に応じて将来の

進路を決定させ、勤労と責任を重んずる習慣を養う。

社会について、広く深い理解と健全な判断力を養う

ということを教育目標とし、学習活動全般において支援を行っている。

２ 読書活動に関する取組

（１）新入生オリエンテーション

京葉高校では、毎年４月の入学後に「国語総合」の時間を各クラス１時間ずつ活用し、

図書館のオリエンテーションを行っている。例年利用法から始まり、生徒それぞれが課題

にあった書籍を実際に棚から探し出すまでを行う。今年度はそれに加えて、生徒に身近な

著作権の問題を１０問、○×のクイズ形式にして考える時間を設けてみた。簡単に例をあ

げながらの答え合わせは、思っていたよりも生徒の反応が良く盛り上がり、生徒各自が採

点をし提出するようにした。この著作権の問題は、以前学校図書館部会の地区研修会で作

成したものを使用したのだが、解説も付いていてとても使いやすいと感じている。

１時間のオリエンテーションで、あれもこれもと盛りだくさんになり急ぎ足になる傾向

にあるので、もう少しポイントを絞り、図書館は楽しい場所であるということを 1番に伝
えられるように工夫していきたいと考えている。また、将来いろいろな場所で図書館を利

用するための基礎を高校時代に養えるようにと願っている。

＜本を探してみよう＞ ＜著作権クイズ＞

＜ワーク＞ 下記の問いに○・×で答えよう

問１ 私が書いた絵や作文にも著作権はある こたえ >

問２ 著作権は永遠に保護される こたえ

問３ 部活で使うために最新の楽譜のコピー こたえ
をしてもよい

問４ 他のＨＰの写真をコピーして、自分の こたえ
ＨＰに無断で載せてもよい

問５ 絵やビデオは著作権の対象となる こたえ

問６ 読書感想文に小説の一部分を「 」を こたえ
つけて書いてもよい

問７ 文化祭でアニメのキャラクターをポス
ターや、劇で使用するには許可が必要
である こたえ >

問８ 雑誌の最新号をコピーしてもよい こたえ

問９ 卒業アルバムを携帯などのカメラで撮影し こたえ
てもよい

問１０ 書店で本や雑誌を携帯などのカメラで撮 こたえ
影してもよい

本を探してみよう！ワーク

問題 図書館の本は、背にラベルを貼って、分類番号順に配架してあります。
下記の手がかりから本を探してみましょう。

１ 宿題の小論文ってどう書けばいいの？ ２ 図書館の本の分類ってどうなってるの？

３ あさのあつこさんの書いた本が読みたい ４ バスケットボールのルールを調べたい

５ おばあちゃんの介護について知りたい ６ この短歌の意味を知りたい

７ 夏休みに行く旅行の場所を決めたい ８ ニーチェって誰？（思想家）

９ エイズについて発表をするのだけど スポーツをするための食事って？10

友達と心理テストをして盛り上がりたい クラス新聞にイラストを入れたい11 12

有名な日本人の伝記を読んでみたい 昨日の月の名前を知りたい13 14

ゆうべの夢って何か意味があるのかな？ 保育実習の前に子供について調べたい15 16

風景の写真集で癒されよう！ お菓子を作りたいのだけれど17 18

最近よく聞くこの言葉の意味って？ 家の犬が最近元気がなくて・・・19 20

モーツアルトってどんな顔してた？ 就職試験の面接の答え方を知りたい21 22

ピカソの代表作って何？ イルカが載っている図鑑ってある？23 24

戦争について調べることになった この昆虫ってなんだろう25 26

家で野菜を作ってみたいのだけど 英検２級の問題集ってある？27 28

読み聞かせをする絵本を探してるんだけど このことわざの意味を知りたい29 30

さくらももこさんの書いたエッセイはどこ？ 将来○○になるにはどうすればいい？31 32
（自分がなりたいもの）

日本の人口が載っている本33
ドイツ人作家の小説を読んでみたい34

お金について書かれている本はある？35
これって方言なの？36

全国の鉄道について知りたい37
花粉症の人にいいアドバイスはある？38

ツルの折り方ってどうだっけ？39
福島の原発事故について調べたい40

このフランス語の意味を調べたい41

＊実際に書架に行ってみよう！
あてはまる本が見つかったら、分類番号・書名等を記入しましょう！
＜ヒント＞分類表や館内案内図を参考にして、どこの棚に行けばいいのか

考えましょう！文庫や新書・ブックレット棚・新着図書・特別配置
棚も探してみましょう！

１年 組 番 氏名

問 題 分類番号 書 名 著 者 名 出版社 出版年



（２）図書委員会活動

図書委員会には各クラス２名の生徒が参加し、図書館活動の大きな力となっている。毎

日のカウンター作業、月 1回の図書館だより、年１回の図書館報、館内の整備、公共図書
館や大学図書館訪問そして図書委員全員で参加する文化祭での発表が主な活動となってい

る。

＜ 図書館だより＞ ＜文化祭発表＞

文化祭には毎年朗読劇で参加をしている。今年度は中川李枝子さんの『ぐりとぐら』の

３回公演を行った。朗読劇を始めたのは、京葉高校に異動した年に図書委員会で文化祭の

発表内容を考えることがあり、前任校で行っていた絵本の読み聞かせなら出来るかもしれ

ないと思い生徒に提案したことがきっかけとなった。少し怖々の提案だったが生徒の反応

はよく興味を示したので、前任校でお世話になった読み聞かせボランティアの方に本校ま

で来ていただき、図書委員全員で実際の読み聞かせや準備の仕方等のお話を聞く機会を設

けることが出来た。ボランティアの方の指導を受けると、委員会の中心になっている生徒

たちがとてもやる気になってくれ、それが他の生徒にも伝わり文化祭準備がスタートした

のである。１年目は全員が初めての経験で大変ではあったが、２年目からは経験者が初め

ての生徒に指導する等して、学年を超えてのコミュニケーションが取れるようになってい

った。これからも全員参加を目標に文化祭での朗読劇を続けていければと思っている。

また今年度は、文化祭で発表したものを、近所の保育園の子どもたちに見てもらう機会

を得た。学校以外で行うのは初めてだったので、生徒たちはとても緊張したようだったが、

子どもたちに喜んでもらえてとても良い経験になったようだ。図書委員会活動を活発化さ

せることにより、図書委員の生徒が他の生徒と図書館のパイプ役になってくれることを願

っている。



（３）授業へのサポート

今年度は「食と調理」「家庭総合」「倫理」「生物」において、図書館での調べ学習を行

うことが出来た。

①＜食と調理＞

・学年：３年文系選択

・テーマ：世界の食事日本の食事 ・目標：世界各地のさまざまな食文化と日本の食

（１学期） 文化･食習慣･伝統を伝える大切さを知る。

・テーマ：食の安全安心に関すること・目標：食品を選ぶときどのような点に注意す

（２学期） べきか、食品を安全で安心して口にするに

はどうしたら良いかを学ぶ。

・準備した資料：本校・県立図書館合わせて各１５０冊程度

・授業担当者の感想：調べ学習が得意な

生徒とそうでない生徒がいるが、

ただ単に調べて終わりではなく、

調べた項目や関連事項まで深く考

えることができるよう指導してい

きたい。しかし限られた時間の中

でフィードバックする時間も取れ

ず、なかなか学習内容を広げられ

ていないのが残念である。

＜食の安全安心に関することレポート＞

②＜家庭総合＞

・学年：３年全クラス ・テーマ：絵本の読み聞かせ

・目標：絵本を通した子どもとの関わり方について学び、学びの意義や大切さにつ

いて考える。

・準備した資料：２～３歳児向けの絵本 本校・県立図書館合わせて７０冊程度

・授業担当者の感想：絵本を多く揃えていただき感謝している。幼少期に読んでも

らったことを思い出している生徒も多い。本を読まない生徒でも絵本は親

しみやすいようで、大きな声で楽しそうに読み聞かせに取り組んでいる。



③＜倫理＞

・学年：３年文系

・テーマ：思想家を 1人選びその人の考えたことなどを書きなさい。
・目標：生徒が主体的に資料を活用する技能を養い、それをまとめ表現する能力を培

うとともに図書館利用の機会を増やすこと。

・準備した資料：本校・県立図書館合わせて１５０冊程度。

・授業担当者の感想：多くの生徒が真面目に取り組んでいたと思われる。さらに放課

後課題作成のために図書館を利用した生徒が複数いたのは大変良かった。今

後これを機会に多くの生徒が図書館を利活用してもらいたい。

＜倫理のコーナー＞

④＜生物＞

・学年：３年理系選択 ＜思想家についてレポート＞

・テーマ：興味のある生物について調べポスターセッションをしてみよう。

・目標：さまざまな環境に適応した体を持ちそれぞれの生き方をしている生物につい

て知る機会とする。図書館を利用することで、多方面から調べ単に写すだけ

でなく自分でまとめることができるようにする。

・準備した資料：本校・県立図書館合わせて１６０冊程度。

・授業担当者の感想：本を多く揃えていただいたことにより、ひとりが数冊を利用出

来生徒の取り組みが良かった。発表は少人数であったので、「発表する」姿

勢だけでなく「聞く」姿勢も良く、班によっては質疑応答なども活発で理解

が深まったように思う。

＜生物ｺｳﾃｲﾍﾟﾝｷﾞﾝについてレポート＞ ＜班ごとのポスターセッション＞



・生徒の感想：・本で調べることがないのでいい機会だった。大変だった！

・調べることも大変だったけれど、発表するのも大変だった。

人が聞き取りやすくするもの大変だった。

・人の発表を聞いて自分の調べたもの以外にもすごく興味を持った。

これからも自分の気になったことは調べてしこうと思った。

・生物は協力していかないと生きていけないことがよくわかった。

他の生物も調べてみたい。

どの調べ学習においても自校図書館の所蔵資料だけでは足りないので、県立図書館の協

力を得て資料の準備を行っている。授業の目標やどのように調べさせどのようにまとめさ

せたいか等を授業担当者と確認し、それに沿った適切な資料集めを行うように気をつけて

いる。集めた資料はコーナーを作り、本校ではそのコーナーの資料については原則貸し出

しを行わず、館内での利用をしている。初めは授業担当者も「県立図書館から借りた資料

を傷つけたりしないか」「紛失するのでは」と不安を口にしていたが、そんな心配はいら

なかったようだ。資料の使い方等をきちんと指導し、授業終了後にその資料が戻ってない

かすぐにわかるような工夫をしながら進めている。また、授業以外の時間にも調べに来た

生徒にまめに声をかけ、わからないことはいつでも聞けるような環境づくりを心がけてい

る。

図書館での調べ学習を成功させるためには、図書館側と授業担当者との事前打ち合わせ

がとても大切だと考えている。初めて図書館において調べ学習を試みる授業担当者は、こ

ちらが思っている以上に不安を感じていることがわかった。以前、打ち合わせが十分でな

いまま調べ学習に突入してしまったことがあり、授業担当者との意思確認がきちんとされ

ていなく適切なサポートが出来ずに終わってしまった経験があった。こちらは慣れている

ことでも丁寧に説明し、どう進めていくか確認し、それについて図書館がどのようにサポ

ート出来るかを授業担当者にわかってもらうことで少しでも不安を取り除いて、授業でど

んどん図書館を利用してもらえるようになればと思っている。

３ 成果と今後の課題

（１）成果

ア 新入生オリエンテーションについて

本探しや著作権クイズなど生徒の反応は良く、1 時間楽しく図書館散策が出来て
いると思われる。図書館利用のまず一歩になっている。

イ 図書委員会活動について

月１回発行の図書館だより作成は、生徒はとても大変と感じるようだが、自分た

ちが苦労して作った図書館だよりを手に訪れた生徒を目にすると、とてもうれしく

感じるようで、図書委員としての自覚が出てくるようだ。年に１回発行の図書館報

は、感想文やクイズ・文化祭発表記事のほか、外部に取材に出向き記事にするので

相当な時間がかかる。しかし、最初は面倒がっていた生徒も完成する頃には達成感

を持つことが出来、その他の活動にも自ら積極的に参加するようになった。文化祭

参加については、学年を超えての関わりを持てるようになり、今年度は保育園での



発表もありとてもよい経験となったようだ。

ウ 授業へのサポートについて

図書館での調べ学習が少しずつだが増え、授業で利用した生徒のリピート率は高

くなってきている。

（２）課題

ア 新入生オリエンテーションについて

１時間のなかであれもこれもと盛りだくさんになり急ぎ足になる傾向にある。も

う少しポイントを絞り、図書館は楽しい場所であることをいちばんに伝えられるよ

う工夫したい。

イ 図書委員会活動について

図書館だより・図書館報については内容がパターン化しているので、生徒がいろ

いろなアイディアを出せるような環境を作り、よりよいものを発行していければと

思う。文化祭発表は全員参加となると、どうしても上手に輪に入れない生徒も出て

くる。そのような生徒も他の生徒と一緒に達成感も味わうことが出来るように、生

徒にあった役割をうまく与えることができるよう工夫して委員会活動を盛り上げて

いきたい。

ウ 授業へのサポートについて

少しずつ増えてきた授業での図書館利用だが、まだまだ教職員への認知は低いと

思う。図書館が授業に対してどのようなサポートが出来るのかをまず教職員に知っ

てもらうことが大きな課題と言える。そのためにはまず、今まで行った調べ学習や

県立図書館との連携などを今まで以上に伝える機会を設け全体に周知していきた

い。

４ 活動を終えて

日頃から他の教職員とのコミュニケーションも不可欠であると感じている。よく「その

本のことは図書館に行って相談してごらん」と生徒に言ってくれる教職員がいてくれ、そ

の言葉で訪ねてくれる生徒が何人か続いたことがあった。その生徒の要望にどれだけ応え

られるかがその後の図書館利用にも影響するので、ついついレファレンスにも力が入って

しまったことを覚えている。図書館担当者がただ孤軍奮闘するだけでは駄目で、まわりの

教職員のそのような理解がとても大きな力になるんだと強く感じている。

授業サポートも同じことで、授業で図書館を使ってもらうことで図書館に来ることが生

徒の中で容易なこととなり、そしてリピーターになり、図書館で楽しい時間を過ごしてく

れることになるのではないだろうか。４月のオリエンテーション後のなるべく早い時期に

そのような機会を増やしていければと考える。

来館してくれる生徒や図書館を勧めてくれたり授業で利用してくれる教職員の信頼を裏

切らないように、『手ぶらでは帰さないように！』をモットーにこれからも対応していき

たいと思っている。


