
千葉県立君津青葉高等学校 
 

１ 学校紹介 

本校が、千葉県立君津農林高等学校から、千葉県立君津青葉高等学校と校名変更をし

たのは平成１１年である。同時に総合学科を新設し、「食品」「農業」「環境」「土木」

「商業」「家庭・福祉」「普通」の７つの系列で学ぶことができるようになった。 

       

             ７つの系列を表すロゴマーク 

  平成２８年に創立１００年を迎えた伝統ある高校で、メインの校舎棟があるキャンパ

ス以外に、農場や演習林や田もあり授業実習が行われている。２年次からの授業は、各

系列の専門的な授業を受ける教育課程となっていて、さまざまな資格取得を目標にして

いる。 

  また、久留里城の城下町であるこの地は名水に恵まれ、農業・林業という地域の産業

と関わってきた本校は、地域と密接に結びついている。 

 

２ 学校図書館の現状 

   

            学校図書館入り口のディスプレイ 

本校では、教務部の中に図書係が位置づけられ、教諭１名・学校図書館担当職員（実

習助手）１名で構成されている。 

学校図書館の場所は、管理棟２階であり、座席数 40 席、蔵書数は約 15,000 冊の小さ

な学校図書館である。 

創立 100年を迎え、古い蔵書も非常に多く、廃棄作業を行っているところである。 

窓からは、本校自慢の創立 60周年の際に作られた記念庭園「日新庭」を望むことができ、



春に桜、秋に紅葉、冬には雪景色、また池にはアオサギと四季折々の景色を楽しむこと

ができる絶景ポイントに位置している。 

そんな環境の中、読書好きな生徒や放課後に勉強をする生徒が利用している。しかし

ながら、利用数が決して多いとは言えない。 

本校では２年生から専門的な学習（7系列）が始まり、場所も各キャンパスに分かれて

の学習となることも、生徒の利用が今一つ伸びない理由ではないかと考えている。 

それでも、夏季休業中には 3年生や部活動帰りの生徒がよく利用している現状もある。 

また、一部の生徒にとっては、「心の居場所」にもなっていることもある。 

 

３ 教員の取組 

（１）校内組織と主な役割 

   教務部の中に図書担当部署があるが、日常の図書関係業務は学校図書館担当職員が

行っている。 

   構内組織では、教務部図書担当者と司書教諭、図書委員会担当者が異なるため、今

後は連携しやすい組織にしていくことが、大きな課題である。 

 

（２）生徒や教員に対する支援 

① 学校図書館の運営に関すること 

［学校図書館利用案内］ 

本校では、特に新入生オリエンテーションの時間を設けていない。そのため学校

図書館担当職員が授業を担当している「社会と情報」の最初の授業の 20分を利用し、

学校図書館にて下記資料を使い、利用指導を行っている。少ない時間の中で、どの

ように引き付け興味をもってもらえるか、また生徒の反応や状況をみながら、質問

を投げかけることもあり、毎年試行錯誤の連続である。しかし、この時間が今後の

学校図書館利用に繋がることを視野に入れ、努力している。 

 

  学校図書館利用案内 

 

 

 



② 読書推進活動に関すること 

［本の紹介］ 

○「図書室だより」を月 1 回発行。内容は新着本・図書委員会の活動・各行事の関

連本の紹介・学校図書館からのお知らせ等を掲載し、カラー版にてクラスと廊下

に掲示。 

○学校図書館入口の掲示板には、新着図書や各文学賞等、またその時期に合わせ色

々な本の紹介文を掲示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○話題の本､映画･ドラマの原作本や司書おすすめ本等、学校図書館前にブラックボ

ードを使用し紹介。これを見て借りに来る生徒もおり、一定の効果を感じている。 

○「1週間ニュース」を掲示。この 1週間にどんな出来事が世の中に起こっているの

か、特に就職試験前の 3年生が読んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○常設コーナーとして、「新着本」や「進路（小論文・面接・職業別）」なども設

けている。また行事(文化祭・修学旅行・校外学習)のコーナー作りも行っている。 

○「図書委員お薦めの一冊」として、ポスター作りに挑戦、この作品を見て興味を

もち、読書意欲をかきたてられる生徒がいることを願っている。 



［文化祭への参加］ 

図書委員会として、文化祭への参加も積極的に行っている。人前で話をしたり、積

極的に行動できたりする生徒達は数少ないが、社会に出る前にコミュニケーション能

力を培って欲しいという願いもあり、読み聞かせ・おすすめ本の紹介・オリジナルの

栞作りや和綴じのメモ帳作り等、毎年趣向を凝らし参加している。 

「緊張したけど楽しかった」等の感想もあり、何かをしたという達成感も少なから

ず感じているように思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

和綴じメモ帳 

 

 

（３）学習に関する支援 

① 教科指導に関すること 

    本校では、国語科や地歴公民科で学校図書館を活用する授業が行われている。そ

の際、授業によっては資料として県立図書館と連携し図書の貸出しを依頼し、支援

を受けている。 

    生徒は図書の活用に慣れていないため、どのような図書を依頼するかに配慮し、

生徒が興味をもつようなテーマを選ばなければならない。 

    今年度の取組の概要と指導案である。 

 

《授業実践報告》 

実践例その１ 第２学年現代文（『ざしきわらし』よしもとばなな） 

  少人数のクラスで把握しやすく個々の指導もできるので、図書を利用して、調べレポ

ートを作成し発表する授業に取り組んだ。 

６月には、遠藤周作著「その夜のコニャック」という作品で、フランスの宮殿文化と



日本の第二次世界大戦の頃の生活を対比させ、興味をもったことを調べ、レポート作成

と発表を行った。 

すでに６月で１回実施した経験があるため、１０月は手際よくレポートに取り掛かる

ことができた。 

できるだけ興味をもつようなテーマを選び、教材は、よしもとばなな著の「ざしきわ

らし」とした。興味はあっても、生徒の妖怪や霊に関する知識は少ないため、妖怪文化

が生まれた歴史的背景の説明にも時間を取り、日本人の生活と関わってきたことを事前

の知識として学んだ。 

教材に登場する「ざしきわらし」を代表とする妖怪は、日本の文化や生活から生まれ

たものであり、誕生した理由が存在し、当時の生活にも密着していた。日本人の歴史を

知るためにも、これを発表に盛り込むという課題があったが、単なる妖怪の紹介で終わ

ってしまう発表も多かった。 

  文字ばかりの図書は手にとってもらえないので、できるだけ妖怪の図が多く掲載され

ている本を県立図書館に依頼し、具体的なイメージをもち、興味をもつことができるよ

うに準備した。 

  学校図書館担当職員と授業担当者が連携し、授業のイメージを共有し、生徒が使いや

すい図書を依頼したため、希望に合ったものを多数借りることができた。 

  レポート・発表については、必須項目としていた「文化や生活とのかかわり」「自分

の見解や分かったこと」がなかなか書き込めず、また、よりよいレポートにしようと追

求する積極的な姿勢が作り出せなかった。３年間を通して体験を重ねれば、内容が充実

したものになると考える。 

    

    学校図書館での光景          発表レポート（テーマ「龍」） 

 



参考資料① 

国語科（実用国語） 学習指導略案 

千葉県立君津青葉高等学校 

教 諭  平 野 恵 子 

１ 日  時 平成２９年１０月３日（火）第４限 

 

２ 学  級 ２年１組・２年２組の選択者（１３名） 

 

３ クラス観 授業に熱心に取り組む生徒が多く、レベルの高い内容で展開できる。図書 

室でもスムーズに書籍選びに取り組み、レポートを作成することができる。 

 

４ 教  材 大修館書店 現代文Ａ 

 

５ 単 元 名 小説を楽しむ 『ざしきわらし』 よしもと ばなな 

 

６ 単元目標 ざしきわらしや占いなどが、登場人物の心情にどのように影響しているか

を読み取る。さらに、主人公の心情の変化や、思い至った心情を読み取る。

書かれている内容に興味をもち、そこから「調べる」「発表する」学習に

つなげる。 

 

７ 単元指導計画 （学校図書館学習の時間のみ） 

第１時（９月１９日） テーマを決定し、図書を選定する。 

       第２時（９月２５日） レポートの下書きを作成する。 

第３時（９月２６日） 提出用のレポートを作成する。 

第４時（１０月２日） 発表する。（発表を聞き、評価する。） 

       第５時（１０月３日） 発表する。（発表を聞き、評価する。） 

 

８ 単元の評価基準 

関心・意欲・態度 話す・聞く能力 書く能力 読む能力 知識・理解 

完成度の高い発

表を目指してい

る。 

わかりやすく発

表できる。 

見やすいレポ

ートを作成で

きる。 

適切な参考図書

を選び、まとめる

ことができる。 

民間信仰の背景

を理解すること

ができる。 

 

９ 本時の目標 

 ・見やすいレポートにまとめることができたか。 

 ・聞きやすく、内容を伝えることができたか。 

 ・他の発表を聞き、評価し、内容を理解することができたか。 

 ・発表を聞き、妖怪が考え出された日本の文化と生活を知ることができたか。 



10 指導計画（学校図書館学習の部分のみ 全５時間） 

 学習活動 指導上の留意点 観点別評価 

第１時 導入 

興味をもった、キーワ

ードを選ぶ。 

生活や民間信仰などの

背景をもった言葉を選

ぶよう指示する。 

【読む能力】 

占いや妖怪が生まれた背景

に気付くことができたか。 

展開 

テーマを選び、図書を

探す。 

準備した本の中から、参

考となる箇所を示し、ア

ドバイスする。 

【読む能力】 

より適切な図書を選んでい

るか。 

まとめ 

使用する資料の図書を

決定する。 

選んだ内容が適切か、巡

回し、確認する。 

【読む能力】 

適切な資料を見つけること

ができたか。 

第２時 

第３時 

導入 

レポートの形式の説明

を聞く。 

レポートの様式を説明

する。（紙は縦に使い、

１枚にまとめさせる。） 

【書く能力】 

読みやすさ、まとまりを考え

ているか。 

展開 

参考文献の必要な個所

を参考に、テーマにつ

いて説明できるように

まとめる。 

最初にテーマを書き、レ

ポート中に必ず、写真、

イラスト、図等の資料を

１～２つ配置するよう

指示する。 

【読む能力】 

資料を正しく選んだか。 

【書く能力】 

レポートとして見やすくま

とまっているか。 

まとめ 

レポートを完成させ

る。 

適切な内容で、わかりや

すくまとめられている

か確認する。 

【書く能力】 

テーマに応じて必要なこと

がまとめられているか。 

第４時 

第５時 

(本時） 

導入（5 分） 

発表するときの心構え

を知る。 

聞く立場になって、聞き

やすい発表となるよう

指示する。 

【話す・聞く能力】 

発表する際の注意点を理解

しているか。 

展開（40 分） 

聞きやすい発表を心掛

ける。他の発表を、評

価する。 

聞き方の注意点を伝え

る。 

評価するときの注意点

を伝える。 

【関心・意欲・態度】 

【話す・聞く能力】 

聞きやすく、理解しやすい発

表となっているか。 

まとめ（5 分） 

 

日本の妖怪文化と人々

の暮らしとのかかわり

を理解する。 

他の発表を参考にして、

よい発表とはどのよう

なものか理解させる。 

【話す・聞く能力】 

評価しながら聞くことがで

きたか。 

【知識・理解】 

日本の妖怪文化を知ること

ができたか。 

 

 

 



参考資料②（授業最初に生徒に配布したもの） 

 

２年実用国語「ざしきわらし」発表授業について 

 

◎この小説に登場する「ざしきわらし」の他にどのような妖怪伝承があるのか調べ、興味

をもったものについてレポートを作成する。 

 

◎レポートに書く内容（①～④は必須） 

 ①選んだ妖怪はどんな妖怪か。 

 ②なぜ考え出されたのか。 

 ③生活の中にどのように関わっているか。 

 ④妖怪の「図」を１つ描く。（必ず） 

 ⑤その他（調べて分かったこと、思ったことなど） 

◎発表する内容 

・なぜその妖怪を選んだのか。（必ず） 

・レポートにまとめたこと。 

◎授業予定 

  教材を読む      ９月１２日 

テーマ決定・図書選定 ９月１９日 

レポート作成     ９月２５日・９月２６日 

発表         １０月２日・１０月３日 

 

 

（４）公共図書館との連携 

 図書を活用した授業実施のために、県立図書館の図書を活用した。テーマに合わせ

た図書が数十冊まとめて学校に届くということは、非常にありがたく活用しやすい。

ほとんどの県立高校にとって、図書活用授業の際の県立図書館との連携は、不可欠な

ものだ。学校図書館の蔵書は、やや古いものであることが多いため、新しい写真や図

などの資料を活用することができる。 

   また、事前に授業者と学校図書館担当職員が授業の展開を理解し合うことで、県立

図書館への図書の依頼がより的確なものになる。 

   今年度の『学びの早道「読書」』の研究のために、司書教諭と学校図書館担当職員、

授業実施者が連携し、生徒に適した図書を活用し、授業を展開することができた。学

校図書館での授業や、生徒の発表を授業に取り入れることに目を向けるきっかけとな

ったのではないかと考える。 

 

 



４ 成果と課題 

  今回、図書を活用した授業を複数回実施した。回数を重ねると、発表のテクニックも

身につけ、充実した内容の発表をすることができる生徒もいる。 

  このような授業を、一部の科目や選択クラスでしか実施されない現状が残念だが、時

間をかけ適したテーマを選ぶことができれば、広い範囲での実施もできるだろうと感じ

させられた。 

  しかし、課題はある。図書を利用するための基本的な事項や知識の説明が必要となり、

まず目次をみてどんな本か知ること、いくつかの図書を比較してみること、わかったこ

とから自分の考えを引き出すことなど、当たり前のことを全員に理解させなければなら

ない。 

  今後、広く学校図書館の活用を進めるためには、様々な方法の実践を行い、学校図書

館でできることの枠を広げていき、「どんなことができるのか。」「こんなこともでき

る。」というように積極的に広め、働きかけることが必要である。今回、司書教諭も職

員への呼びかけを行うなど、積極的な協力をお願いした。 

さらに、本校にはもう一つの大きな課題がある。専門科目が多く、実習授業の割合が

大きいため、学校図書館活用が浸透しないということだ。しかしこのような学校だから

こそ、司書教諭としての役割を組織に位置づけ、専門学科と普通学科が連携して活用で

きるように教職員全体へ働きかける体制が必要である。 

また、教職員への呼びかけとともに、図書委員会の活動の活性化を考える必要がある。

生徒が学校図書館に多く来るようになるためには、図書委員など、生徒の側からのアイ

ディアによる工夫や呼びかけが最も効果的だ。今後の図書委員会の課題としていきたい。 


