
千葉県立松戸高等学校 
 

１ 本校について 

千葉県立松戸高等学校は、今年で創立 100 年を迎える歴史ある学校である。全日制普

通科の他に、県内公立高等学校唯一の芸術科を設けており、美術･工芸分野の専門的な

教育を行っている。また、演劇の選択授業があることも特徴の一つで、これも県内でも

数校しかない。 

本年度は、3 年は 273 名、普通科 6 クラス、芸術科 1 クラス。2 年と 1 年は、それぞ

れ 234 名と 240 名で、両学年とも普通科 5クラスと芸術科 1クラスであり、落ち着いた

雰囲気の中で、勉強に部活動に励んでいる、 

教育目標は、１ 自主自律の精神を培う ２ 敬愛信和の理念を培う ３ 明朗健康な心

身を培う ４ 芸術文化の感性を培う であり、伝統の校風を維持・発展させながら、芸

術活動の更なる充実・発展を図り、「芸術の薫り高き進学校」を目指している。 

 

２ 本校の学校図書館について 

本校は、千葉県立西部図書館がある松戸市にある。県立図書館の学校連携巡回車が週

１回来ており、必要に応じて県立図書館の図書を借りている。また、学校司書有志で立

ち上げた相互協力ネットワーク「本貸してネット」に参加しており、これを通じて他校

の図書を借りることもある。 

学校図書館は、南側グラウンドに面した２棟３階の中程にあり、普通教室３教室分の

図書室兼閲覧室と 1教室分の司書室兼書庫で構成されている。 

閲覧室の一番奥に、４人掛けの机が 10 台あり、学校図書館での授業はここで行われ

る。41 人クラスには、１テーブルを５人掛けにすることで対応している。また、４人掛

けのテーブルを２台つけて６人で利用できるようにした閲覧机が他に２セットある。ま

た、雑誌・新聞・絵本を閲覧する場所には４人掛けの応接セットが１つある。 

蔵書数は９月末で 24541 冊。蔵書管理ソフトＣＡＳＡ＋（ＰＬＵＳ）を使用して管理

しており、毎年 500 冊～600 冊が新規受け入れ・廃棄の対象となっている。また、コン

ピューター登録されていない古い図書も書庫にはある。 

情報収集・図書検索用のコンピューターは、合計９台が利用できるが、通常は２台で

運用している。県の規定で有線ＬＡＮしか使えないので、利用するたびに配線を引っ張

る必要があり、今のところ効果的に使われていない。 

新聞は、朝日(朝刊)・読売(朝夕刊：朝刊は無償提供)・千葉日報(朝刊：校長室より

［１日遅れで配架］)の３紙。雑誌は１８タイトルを購入している。 

 

昨年度の開館日数、貸出し総数は、それぞれ約 200 日、約 3100 冊であった。 

今年度は、多くの教科での授業利用があったため、昨年の 1.3 倍くらいの利用数とな

っており、12 月末での貸出し総数は 3078 冊と昨年度の年間貸出し総数に迫る勢いであ

る。内訳は、生徒 2451 冊。教員 496 冊、他館 131 冊であった。 

 



NDC 分類別に見て、［9 文学］の貸出し冊数が多いのは、

どこの学校でもいえるのではないだろうか。本校の特徴は

やはり［7芸術］の貸出し数が突出していることだろう。芸

術科の生徒たちが、作品作りなどの資料として本校の図書

を利用していることがうかがえる。芸術科は、各学年１ク

ラスしかないのだが、どの学年でもクラス別貸出し数が１

位か２位になっている。 

今年度に限って言うと、［0 総記］や［4 自然科学］の貸

出し数が増えている。これは、確かな学びの早道「読書」事

業にともなって、授業で学校図書館と図書資料を活用した

影響である可能性が高いと考えられる。 

 

学校図書館の授業での利用時間数は、昨年度は、選択科

目の授業場所としての利用を含んで 113 時間であった。課

題学習等で使った教科は、国語、理科、芸術、家庭、情報な

どの特定の教科で、わずかな時間しか使用されていなかった。 

今年度も、選択科目の授業場所としての利用はあるが、確かな学びの早道「読書」事

業及び、「学校図書館ガイドラインを踏まえた学校図書館の利活用に関わる調査研究」

にともない、全教科で学校図書館や図書を活用した授業をお願いした結果、２学期末で

昨年の約 1.4 倍の 156 時間となっている。 

 

 

３ 司書教諭および学校司書の取組 

ア）校内組織 

校内分掌の中で「教務部の図書係」として位置づけられている。人員は３名。司書教

諭・学校司書・図書館係職員各１名である。 

学校司書を中心として学校図書館の運営、蔵書管理、図書委員会の指導、県立図書館

や他校図書館との連携、授業支援などを行っている。 

司書教諭は、学校司書と共同して学校図書館の運営に係わり、主に教員に対しての情

報提供や校外研修等での生徒引率、情報機器の管理・整備などを行っている。また、学

校図書館と図書資料を活用した授業を積極的に行っている。 

図書館係職員は、学校司書の業務を助け、図書館運営が円滑に進むようにサポートを

行っている。 

 

イ）生徒や教員に対する支援 

①学校図書館の運営 

学校図書館運営のほとんどは学校司書が担っている。学校司書は、司書室に常駐して

おり、学校図書館の整備と資料の管理・更新・廃棄を行っている。また、図書委員の年

間の活動の指導や、学校図書館からのお知らせ等の作成・配布も行っている。 

さらに、生徒や教員からの購入希望図書の取りまとめや、学校図書館を利用した授業

の時間調整、それぞれの授業に必要な資料の準備なども行っている。 

  冊数 ％ 

０総  記 64 2% 

１哲  学 106 3% 

２歴  史 128 4% 

３社会科学 214 7% 

４自然科学 223 7% 

５技  術 167 5% 

６産  業 46 1% 

７芸  術 441 14% 

８言  語 76 2% 

９文  学 1468 48% 

雑誌など 96 3% 

他館資料 49 2% 

合 計 3078  



生徒向けの学校図書館利用のガイダンスは、１年生の入学後すぐの国語総合の授業の

時間を使って行われる。このガイダンスでは、学校司書が学校図書館の概要の説明と図

書の借り方について説明を行う。 

本校では、国語総合の図書館ガイダンスが終わったクラスから、社会と情報の授業を

使って、学校司書がＮＤＣの説明や調べ学習を行う際の資料の探し方、レファレンスな

どについてのガイダンスと実習を行っている。これは、社会と情報の授業を担当してい

るのが司書教諭であり、「情報源はネットだけではないことを理解し、図書情報を効果

的に活用できること」を授業の目標のひとつと考えて行っているものである。 

 

②計画的読書推進活動について 

本校では、今年度まで読書推進活動の年間計画を作成していない。読書量調査も全校

対象かつ家庭読書まで含んだものは行われてこなかった。 

学校図書館資料の年間の貸出し数等の統計資料はあったが、今年度は確かな学びの早

道「読書」事業にかかわることとなったので、司書教諭が全校を対象として６月と１月

に調査をお願いした。 

読書量調査は、１年から３年までの全クラスを対象とし、期間は２週間。書名は求め

ないかわりに、小説・小説以外・漫画・雑誌・調べ学習資料の５項目について冊数のみ

をカウントすることとした。また、そのなかで本校図書館の資料がどれくらいあったか

もたずねた。期間中の読書量が０だった生徒には理由を書いてもらった。 

６月の調査では、１年が最も多く本を読んでいた。これは、国語総合や社会と情報の

授業で、学校図書館や図書を利用する機会が多いためと考えられる。一方で、書籍を全

く読まなかった生徒も、１年で１クラス分、２・３年生では２クラス分も居た。その主

な理由は、「時間が無かった」であるが、「本が好きではない」「読む習慣が無い」「興味

が無い」「面倒くさい」「時間の無駄」などのネガティブな理由もあった。 

１月の調査では、体調不良等での欠席も多く、回収率も 90％に届かなかったが、ほぼ

同様の結果となった。調査時期が悪かったのか、書籍を全く読まなかった生徒の数は増

えてしまった。 

教員は「AO入試や面接の対策に、進路に関係する分野の本を読みなさい」などど言っ

ているのだが、高校入学以前からの「不読」を打ち破るほど、本の楽しさや読み方など

の「本とのつきあい方」をうまく伝えられないでいるように思う。 

 

③生徒向け読書推進活動 

生徒向けの定期的読書推進活動としては、年に９回ほど発行される学校図書館だより

「森のお便り」発行がある。学校司書が図書委員を指導して発行しているものであり、

新規購入図書の案内も兼ねている。 

読書の推進は、「とにかく学校図書館に足を運んでもらうところから」と考え、生徒向

けイベントや各種コーナーの設置を行っている。また、同様の観点で、司書教諭が先生

方に「学校図書館で授業を」との呼びかけをし、自らも授業を学校図書館で行っている。

実際のところ、授業の帰りに「ついでに本を借りていく」生徒が増えている。 

生徒向けのイベントとしては、図書委員会主導で、各学期に１回、ビブリオバトルを

行っている。特に６月のビブリオバトルは、９月に行われる全国高校ビブリオバトル in



東京（活字文化推進会議主催、読売新聞社主管）への参加者を決める校内選考会になっ

ている。図書委員以外への呼びかけも積極的に行っているのだが、ここ何回かは、バト

ラーも観戦者も図書委員である場合が多い。今年度の３学期は初めての試みとして、そ

の時だけ学校図書館内の飲食を可とするビブリオカフェを開催する予定である。 

また、本校は９月に文化祭を行っているが、これにも毎年参加しており、今年は校内

クイズラリーと学校図書館公開を行った。校内クイズラリーは、数年前から行っており、

少しずつグレードアップして、図書や学校図書館に関心を持ってもらえるよう努力して

いる。 

 

④その他の学校図書館活用支援 

どこの学校図書館でもやっていることだろうとは思うが、学校図書館の入り口を入っ

てすぐ右に「新刊本コーナー」、すぐ左に「テーマ別コーナー」を設置している。テーマ

別コーナーでは、季節やイベントに関連した書籍を展示している。展示図書の案内とし

て、後述の POP を使用する場合もある。 

今年度は、３学期に校長先生の発案で、学校図書館内に「俳句コーナー」を設置した。

創作俳句を募集し、集まった句を校長先生が添削するという形で始めたところである。

今後、どのような展開を見せるか期待しているところである。 

昨年度から、社会と情報の授業で、「学校図書館の蔵書の POP を作成する」授業を行

っている。提出された POP は、授業での評価後、実際に学校図書館で使用している。展

示された POP を見に学校図書館に来て、他の生徒の POP を見て、本を借りていく生徒も

いる。 

また、前年度から要望があった「検定対策コーナー」を設置し、英語検定と漢字検定

の資料を置き、誰でも活用ができるようにした。 

教員に向けた情報発信は、内規の中の学校図書館運営方針の他、「森のお便り 職員

版」を年３回発行して、他校や県立図書館との連携を含めてアナウンスしている。 

 

ウ）学習に関する支援（今年度の授業実践研究について） 

昨年６月、第１回事業委員会の確かな学びの早道「読書」事業説明書で示された「学

校全体で取り組まれた実践」と学校図書館ガイドラインにある「各教科で計画的に利活

用する」との文言より、それを根拠として、全教科で学校図書館と図書を活用した授業

実践に取り組むこととし、司書教諭が全職員へ周知した。 

具体的なスケジュールとして、１学期中に各教科で学校図書館授業の実践をやってい

ただく先生を決めてもらい、夏休みおよび２学期前半で内容や必要図書等の打合せを行

って、２学期中に授業実践を行っていただくようお願いした。ただし、１学期中の実践

であっても、司書教諭や学校司書と打合せができていれば良いことにした。実際に、国

語総合・美術概論・社会と情報の３教科については、確かな学びの早道「読書」事業に

ついての説明以前に実施または計画されていた。 

９月、第２回事業委員会で示された、次期学習指導要領の総則の中の「読書活動の充

実と学校図書館の計画的利活用について」の記載について、司書教諭が先生方に説明し、

学校図書館活用と読書活動推進について、全職員に理解を求めた。授業実践については

指導案と実践記録を作成し、２学期中の提出を求めた。 



８月頃より、学校司書と各先生との間で実施時期や必要資料の打合せを行い、実践予

定が重ならないよう調整しながら２学期の間に実践を行った。 

２学期末には、各教科からの指導案と実践報告がほぼ提出された。その取りまとめは

司書教諭が行った。各教科の簡単な授業内容のリストは文末にある。なお、指導案と実

践報告、実施時の資料などは PDF 化して「千葉県教育委員会ホームページ」に掲載する。 

 

４ 成果と課題 

今年度の実践研究を始めるに当たって、前項「学習に関する支援」にあるように、学

校図書館ガイドラインおよび次期学習指導要領を根拠として、全教科での実践を目指し、

実際に全教科での実践を行うことができた。学校図書館を活用して、調べてまとめて発

表する、「自ら学ぶ」授業、「学んだことを活用する」授業がどの教科でも行えることを

先生方に経験していただくことができた。また、その過程で、授業担当者、学校司書・

司書教諭間の情報交換ができ、今後の展開を考えることができたことが成果と考えられ

る。学校図書館を活用した授業が多かったためか、図書の貸出し数が前年比約 1.2 倍に

なった。 

 

各教科の実践報告にもあるが、時間と手間の問題、評価に関する問題、インターネッ

トを使用した調べ学習との関連の問題など、いくつかの課題がわかってきた。今回協力

いただいた方以外からは、学校図書館活用授業への否定的な考えを示されたこともあ

る。 

生徒の「考える力」や「生きる力」を伸ばすために、本校では毎朝、時事問題の記事

を１つ読んで考える活動を行っているのだが、図書と学校図書館を活用した授業や、読

書の推進もその延長上にあって、学校をあげて取り組む価値があると考える。 

しかし、そのためには、全職員がそのことを理解し、時間と手間、学習効果の見積り、

評価の方法などの諸問題を考え、学校図書館の活用を自身の授業計画の中に取り入れ

なければならない。来年度はとりあえず、できることから始めたい。まずは「年間読書

推進計画」の作成だ。今年の実践を来年度も続けてもらえるよう努力したい。 

確かな学びの早道「読書」事業の実践研究をするにあたって、図書に関する専門家「学

校司書」が常駐していることは、大変に助かった。様々な教員や生徒の「こうやりたい」

を、相談できる人がいることは幸せであった。すべての「学校」に学校司書が常駐し、

教員や生徒へのレファレンスや資料の管理を助けてくれる日が来ることを願う。 

 

  科目 実施 内容 

1 国

語 

国語総合 

(１年) 

４クラス 

(160 人) 

二項対立の用法を用いて、テーマに沿って調べ学習を

行い、発表をする。 

「東西の比較によって、日本の魅力を発信する」 

2 地

歴

公

民 

世界史研究 

(３年選択) 

１クラス 

(40 人) 

植民地となった国や地域の歴史を、宗主国ではなく現

地の視点から調べ、まとめる。班員とコミュニケーシ

ョンをとって協力しながら、文献から調べた内容を的

確に表現し、発表する力を身につける。 



3 数

学 

数学Ⅰ 

(１年) 

１クラス 

(40 人) 

班ごとに数学に関する本を読んでレポートし、発表す

る。 

4 理

科 

地学 

(３年選択) 

１クラス 

(11 人) 

探究活動として、より深い理解をするため、グループ

毎 1つの要素を軸に調べ、まとめる。関連する実験や

結果から考察をし、授業のまとめとしてグループ毎発

表をする。 

5 保

健

体

育 

体育 

(１年) 

１クラス 

(30 人) 

夏季オリンピック・パラリンピック競技大会の歴史や

競技種目について学び、知識を深める。書籍やインタ

ーネットを使いわかりやすくまとめる。 

6 芸

術 

美術概論 

(３年) 

１クラス 

(38 人) 

現代美術の祖と言われるマルセル・デュシャンの調査

と発表を通して「デュシャンにとって ART とは何だっ

たのか」を考え、20 世紀の美術の流れと意味を理解す

る基礎となる知識を深める。 

7 外

国

語 

コミュニケ

ーション英

語Ⅰ(１年) 

３クラス 

(120 人) 

Lesson７ Eco-tour on Yakushima 

訪れてみたい世界遺産について書き発表する。 

４技能全てを授業に取り入れ、文の組立てを論理的に

押さえる。また発表の練習を行い、暗記ではなく、話

の流れを滑らかに読めるようにする。 

8 家

庭 

フードデザ

イン 

(３年選択) 

２クラス 

(46 人) 

テーマを決めてレポートを作成する。挿し絵や写真等

をうまく使ってわかりやすく表示する。 

テーマは下記より選択。 

①日本の郷土料理②日本の年中行事と行事食③日本

のお節料理④日本の二十四節気と通過儀礼について 

9 情

報 

社会と情報 

(１年) 

６クラス 

(240 人) 

○学校図書館に足を運び、基本的な利用方法を再確認

する。 

○調べ学習やレポート作成に使用する図書資料を探

す方法を学習する。 

○図書と図書館の案内役である学校司書との信頼関

係を作る。 

10 情

報 

社会と情報 

(１年) 

６クラス 

(240 人) 

○本の構造と作者・編集者のこだわりを理解する。 

○奥付、目次、参考文献の位置について理解する。 

○奥付の中から、特に「出版日」について理解する。 

11 情

報 

社会と情報 

(１年) 

６クラス 

(240 人) 

○情報社会の光と影について理解する。 

○情報化社会の中でトラブルなく生活するための基

礎知識を学ぶ。 

○友人と協力して調べ学習を行い、まとめて発表する

体験をする。 

12 情

報 

社会と情報 

(１年) 

６クラス 

(240 人) 

○引用の方法について理解する。 

○引用時に気をつけることについて理解する。 



13 情

報 

社会と情報 

(１年) 

６クラス 

(240 人) 

○学校図書館に足を運び、基本的な利用方法を再確認

する。 

○学校図書館内を歩き、いろいろな図書があることに

気づく。 

○図書館内の図書の POP を作成し、「情報発信の工夫」

をする。 
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国語総合 学習指導案 

 

千葉県立松戸高等学校 

教諭  星野  千尋 

 

１ 日時・場所 平成３０年５月８日（火） 第３限 図書室 

２ 学   級 １年２組（男子１０名、女子３０名、合計４０名） 

３ 生徒の状況 明るく元気があり、活発な生徒が目立つ。その一方で寡黙な生徒もいる。

しかし、課題に対して一生懸命に取り組み、課題を解決していこうという意思が見受け

られる。この学年から大学入試が変わることを強く認識しており、そのような中で、プ

レゼンテーションを初めとした、人前で発表すること力を養っていきたいという目的意

識を持って授業に臨んでいる。 

４ 単 元 名 評論一 「水の東西」山崎正和 

５ 単元の目標・二項対立による比較を的確に捉え、内容を的確に捉える。 

       ・二項対立の用法を用いて、テーマに沿って調べ学習を行い、発表をする。 

６ 指導計画 ガイダンス・グループ決め・テーマ決め・資料の収集（図書室）１時間 

       テーマに沿った資料収集（図書室）                        １時間 

       発表資料のまとめ（教室）                                １時間 

       発表                                                 １時間 本時 

       発表・まとめ                                            １時間 

       調べた内容をレポートにして提出（事後指導） 

７ 本時の学習目標（４／５時間目） 

        ・二項対立の表現を用いて、発表させる。 

        ・二項対立を用いることによって、説得力を持たせる。 

８ 本時の学習展開 「東西の比較によって、日本の魅力を発信する」 

 時間 学習内容と活動 指導上の留意点・評価 

導

入 

 

 

５分 

 

 

 

○出席確認 

○発表上の注意事項の確認 

 

 

○「早口にならないように」「聞き手の

目を見る」「えー、などと間をつなぐ言

葉を使わない」など、人前で話すときの

基本となることを注意させる。 

展

開 

 

 

 

40分 

 

 

 

 

○プレゼンテーションを行う。 

 １人３分ずつ。その後、質疑応答 

  ２班の発表終了後、席を移動する 

○第４回（８回分）まで行う。 

 １人１回ずつは発表する。 

○タイマーで時間を測り、可視化する。 

○質問したいことをメモさせる。 

○あらかじめ用意したルーブリック表に

基づいて評価をする。 

 

ま

と

め 

５分 

 

 

○本時のまとめをする。 

 

○次回の予告をする。 

○本時の中で優れていた者を紹介し、次

回２回目の発表に活かすように指導する

。 
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実践報告 

 

千葉県立松戸高等学校 

教諭  星野  千尋 

 

①よかったこと 

 生徒の意識も高く、ほとんどの生徒が主体的に取り組むことができていた。 

 調べ学習としては、司書教諭の協力の下、活用しやすい書籍を準備することができ、生

徒は、今まで知らなかったことを知ることができたのではないだろうか。 

 調べ学習、発表をしたあとのレポート提出は、「書く」練習にもなり、効果的であった

と考える。 

 

②改善点 

 授業時数の関係もあり、プレゼンテーション自体の練習時間を取ることができなかった。 

 テーマが「日本の魅力を発信する」であったが、東西の比較をするだけで手一杯になっ

てしまい、「魅力の発信」にまでうまくたどり着くことが出来ない生徒が何人か見受けら

れた。 

 特に、企画・評価においてはかなりの時間を要し、教員の負担になりかねないと感じた。

ルーブリックによる評価も改善の余地が大いにあった。 



地理歴史科（世界史）学習指導案 
１ 日時 平成 30 年 9 月 4 日～10 月 19 日 
 
２ 学級 第 3 学年選択者 40 名（男子 20 名 女子 20 名） 
 
３ 単元名 世界分割と列強対立 
 
４ 目標 植民地となった国や地域の歴史を、宗主国ではなく現地の視点から調べ、まとめる。 
     班員とコミュニケーションをとって協力しながら、文献から調べた内容を的確に表現し、発

表する力を身につける。 
 
５ 授業計画 

日程 学習活動 用意するもの 

9/4 

①今回の取り組みの趣旨説明 
②10 の国や地域の概要を見る 
③調べたい国アンケート 

各国・地域の概要を載せたプリント（地域決めの参考） 
この学習活動の見通しを書いたプリント 
（プレゼンや評価のやり方を含む） 
プレゼンの見本を提示 

9/7 
①班メンバー顔合わせ 
②ワークシート 

・班を決めておく 
・ワークシート（年表をつくろう） 

9/11 
①ワークシートの完成 
②特に調べるテーマを 2 つ決める 

・テーマの例示 
（独立の英雄、植民地下の生活、独立後の状況、等） 

9/21 ① 調べ活動・プレゼン準備  
9/25 ①同上  
9/28 ①同上  
10/2 プレゼン（第 1 回） ・評価シート 
10/9 プレゼン（第 2 回） ・評価シート 

10/12 
まとめ（自己評価等） 
テスト問題を作ってみよう 

・自己評価、班員の評価プリント 
・次回の説明（テスト問題を作る） 

10/16 それぞれが作ったテスト問題を配付 ・テスト問題をまとめたもの 
10/19 予備日  

 
【プレゼン方法】 
①時間…その国の年表説明（1 分）、テーマ説明（１つにつき２分×２） ＝合計５分 
②資料…B４の白紙をパワーポイント風（紙芝居風）に 
    そのほか、人物の写真などの資料を使用してもよい 
③発表者…年表説明は、班員全員が順番に行う（全員できるように） 
     テーマ説明は、担当者が交互に行う 
 



【プレゼンの評価】 
①資料の見やすさ（字の大きさ、語句の選び方等） 
②説明の分かりやすさ（声の大きさ、話す速さ、抑揚等） 
③内容の充実（その国や地域についてよく調べてあり、説得力があるか、等） 
 
【自己評価・班員評価】 
①自分の役割をきちんと果たしたか 
②班で協力して進められたか 
③班員の合計が１００点になるように、班員４人（自分含む）に点数をつける 
 
【教科担当の評価基準】 
①プレゼンの評価 ５割（用意した資料＋プレゼン） 
②自己評価・班員評価 ３割 
③班員による点数 ２割 
 
【中間考査】 
①各班が作成した問題から出題 …４割 
②各地域の問題（１０問から５問選ぶ） …５割 
③自分が調べた地域についての考察 …１割 
 
 
【この学習で生徒に活用してほしい本】 
・それぞれの国や地域の通史が分かるもの（現代まで） 
・その国の歴史について、写真や図表が多く掲載されているもの 
・それぞれの国や地域の歴史的に有名な人物についての伝記 
・それぞれの国や地域の現在の様子が分かるもの 
など 
 



実践報告 
 
山口彩実 
 
１ よかったこと 
 教員が一方的に説明するよりは、資料や写真が豊富に掲載されている文献によって視覚
に訴えることはできたと考える。文献には多くの情報が載っており、そこから自分に必要な
情報を取捨選択するという作業が難しそうであったが、多くの生徒が一生懸命に取り組ん
でいた。資料は図書館司書の先生のご協力で十分に用意されており、生徒たちが調べ学習を
行うのに十分な量であった。生徒からも、自分で気になった国や地域を調べることができて
より興味を持てた、という感想が得られた。自分で調べたことなので、発表の際には力のこ
もった説明がされたり、考査問題を作る際も自分が特に気になったところを問題とするな
ど、主体的な学習ができたと考える。 
 なお、生徒作成の問題を使用して行った中間考査の平均点は 59.4 点であった。 
 
２ 改善点 
 インターネットの使用も許可したため、どうしても生徒はインターネットに頼ってしま
う傾向にあった。検索したほうが早いという理由があると思うが、情報の真偽を確かめるの
が難しい内容も多く、文献だけでじっくり調べ、まとめるだけの時間をとれるとより図書館
で実施した意義があったように感じる。また、グループ分けが希望通りにいかず協力体制が
班によってまちまちであった。 

テーマが大きかったので調べる内容が散漫になってしまった班が複数あり、調べる過程
で教員がもっと助言すべきであったとも思う。 
 
 



            １の６数学通信 2018/10/30 第１号 
 
2 学期図書館授業！班ごとに数学に関する

本を読んでレポートし、発表する！ 

○読書はパワーだ！by 図書室。 
本紹介 以下の中からあるいは外から選ぼう。本のタイトルと内容紹介、レベル。 

「世界は素数でできている」小島寛之著 ・「素数」のいろいろな話題。やや難しい。 

 

「茶の間の数学 下」笹部貞市郎著 ・「パズル・クイズ」がたくさん。古い、易しすぎる。 

 

「数理パズル」池野信一ほか著 ・「覆面算など」普通。 

 

「説得力を高める思考術」鷲田小彌太著 ・「論理学・哲学」数式がない。やや難 

 

「数学トリックだましのテクニック」仲田紀夫著・「数字を使ったトリックなど」いろいろな話題。

普通。 

以上加藤、数学研究室所蔵 

 

「数学がおもしろくなる１２話」片山孝次著 岩波ジュニア新書  

「数学トリックスポーツ編」仲田紀夫著 ブルーバックス  

「数学を築いた天才たち 上」スチュアート・ホリングデール著 ブルーバックス  

 

「世にも美しい数学入門」藤原正彦・小川洋子著  

「一冊で頭がよくなるインド式かんたん計算法」水野純著 易しい 

他多数あり 

 以上図書室所蔵 

【お知らせ】 １１月５日（月）の授業は図書室でおこないます。そこで班ごとに 

本を選んで借りて、係を決めてもらいます。 

係は班長、副班長、レポート係、発表係。読むのは全員で読みます。 

１１月下旬の授業で一回、レポートのまとめ、進行状況の発表をして 

期末テスト後、レポート提出してもらいます。発表は３学期の予定です。 

I am a Rock. 



理科（地学）学習指導案 
千 葉 県 立 松 戸 高 等 学 校 
教 諭  髙 橋  妙 子 

1 日時・場所 平成 30 年 10 月 30 日（火）第 5 限・本校図書室 
2 学級    普通科 3 年地学選択者 (男子 2 名，女子 9 名，計 11 名) 
3 指導目標 
   これまで小・中・高で、身の回りの自然現象について、実際の現象と原理を学んできた。 

探究活動として、より深い理解をするため、グループ毎 1 つの要素を軸に調べ、まとめる。 
関連する実験や結果から考察をし、授業のまとめとしてグループ毎発表をする。 

4 準備 
興味関心、疑問を持つ身の回りの現象から、1 つを選択する。次に、内容の全体構成を考え、 

必要な情報を教科書や資料集、図書室の書籍、インターネット等を用いて調べる。調べて分かったこと 
を、用紙にまとめ、授業内発表を行う。構成の基本構造は導入、展開、結末とする。また、掲示発表を 
行うため、枠に合わせた情報量、読みやすいレイアウト等適宜調節を行う。 

   書籍 キーワード：夜光雲 十種雲形 リップルマーク 河床 波 虹 光 液状化 地震 災害 
 地表の変化 流水による地形変化  

5 指導の計画(全 7 時間) 
・課題決定       …1 時間 
・発表資料作成 実験準備…5 時間（5 時間中 3 時間目 本時） 
・発表 まとめ     …1 時間 

6 本時の学習(本時は全 7 時間中の 4 時間目) 
 展開 
区分 教師の指導内容 生徒の学習活動 指導上の留意点 評価基準・評価方法 
導入 
(5 分) 

 
 

展開 
(40 分) 

 
 
 
 
 
 
 

復習／ 
予告 
(5 分) 

 
 
 

・出席確認 
・今回の達成目標の決

定・確認 
 
・グループを回り、構

成や内容の工夫を

問う。 
 
 
・完成できた部分まで

の原稿を考えるよ

うに伝える。 
 
・今回の内容の復習と

次回は発表資料完

成が目標であるこ

とを確認する。 
・発表資料の回収 

 
・前回までの内容を確認し、 
今回の目標を決定する。 

 
・今回の目標達成に向けて 
グループ毎に発表資料作成

を行う。 
・既習用語と関連させて、 
問われた内容に答える。 

・完成できた部分の発表原稿 
を考える。 

 
 
・今回の復習と，次回の内容

を把握する。 
 
 
・発表資料の提出 

・発表資料の返却 
・残り時数を意識し、

計画的に進める目

標とする。 
・生徒の呟きを拾い

ながら進める。 
・現象や原理の正し

い理解ができてい

るか確認する。 
・生徒の様子を見なが

ら，適宜言葉をかけ

る。 
 
・次回は発表資料の 
完成まで進める。 

・授業への参加姿勢 
 や態度。 
・前回の内容の理解の

程度。 
・発表資料の工夫の程

度。 
・既習用語と関連付け

た説明か。 
・身の回りの現象と原

理の理解度。 
・聞く相手を意識した

発表原稿を作成で

きるか。 
 



理科地学(4 単位)学習実践報告 
報告者 担当者 髙橋 妙子 

 
授業の日時：2 学期中間考査後 
使用教室：図書室及び地学実験室 
対象クラス：普通科３学年地学選択者 
指導者・担当者：髙橋 妙子 
 

１．目標  
〇これまで小・中・高で、身の回りの自然現象について、学んできた実際の現象と原理を 

探究活動としてより深い理解をするため、グループ毎 1 つの要素を軸に調べ、まとめる。 
〇関連する実験や結果から考察をし、授業のまとめとしてグループ毎発表をする。 

 
２．実践報告 
 ①実践を行って良かった点 
   この授業は、3 学年の選択科目である地学の探究活動として計画している。図書館には、身の回

りの自然現象についてわかりやすく原理をまとめた本が多くある。本の内容を理解し、発表したい
内容が伝わりやすい情報の提示の仕方を考える機会を設けることができた。また、本校図書室の蔵
書だけでなく、近隣の図書室や県立図書館などから多くの書籍を取り寄せてもらったことで、新た
な本との出会いがあり、異なる視点から情報をまとめることで創意工夫を凝らした発表ができた。 

 ②生徒の反応 
   生徒は発表することに慣れていないためか、発表に必要な情報をまとめる作業に苦労していた。

発表時は書籍から得た情報を基に、ＩＣＴ機器の使用、クイズ形式での問い、演示実験やグループ
による実験などの工夫を加え、内容をわかりやすく伝えようと努力していた。発表後は、次回への
課題や改善策を考えるなど、意欲的な反応を示し、自分自身の興味関心と原理の理解を繋げようと
していた。 

 ③改良の必要な点、改良の余地のある点等 
   これまでの探究活動では、「地質に関する事柄」「地球史に関連する事柄」と、焦点を絞って課題

設定をしていたが、今回、「身の回りの自然現象」という幅広い選択肢を与えたところ、興味はある
が原理が理解できないグループ、発表したい内容は決まったが、原理をどう伝えてよいかわからな
いグループ、発表に必要な情報が適切に判断できないグループがあった。発表時、書籍に記載され
ている内容をそのまま読み上げる場面があり、内容の理解が深まらなかったグループもあった。内
容の理解を深めるために、発表の全体構成を考えさせてから、書籍の情報を提示するようにしたい。 

 
発表時の様子 



保健体育科（体育）学習指導案 
         

１ 日時    平成 30 年 11 月 9 日 (金) ６時限 （場所：図書室） 
 
２ 学級    ２年４組 女子 30 名 
 
３ 単元名   運動・スポーツの文化的特徴 オリンピックと国際理解 
 
４ 本時の目標  夏季オリンピック・パラリンピック競技大会の歴史や競技種目について学び、知識

を深める。 
         オリンピック・パラリンピックの歴史や競技種目について書籍やインターネットを

使いわかりやすくまとめる。 
   
５ 展開  

過程 学習内容と活動 指導・支援・評価 

は
じ
め 

5 分 ○図書室の使い方の確認 ・図書室をあまり利用したことのない生徒

もいるので、しっかりと確認する。司書の

先生にも助言をいただく。 

な
か 

40 分 ○オリンピッククイズ 
  
○本時の目標の確認 
 
○レポート（新聞形式）の書き方につ

いて 
 
○レポート作成 

・日本で盛んな競技などを紹介し、興味を

持たせる。 
・解答は自由に発言させ、ホワイトボード

に書き出す。 
・オリンピック・パラリンピックが日本に

やってくること、開催競技について、解説

する。東京オリンピックから新たに採用さ

れた種目についても触れる。 
・注意事項をプリントを使って説明しす

る。 
・情報カードの使い方も説明する。 
・図書資料の探し方など困ったことは司書

の先生に聞くように伝える。 
ま

と

め 
 

5 分 ○図書資料の返却 
○作業の状況確認 
○本時のまとめ、次回連絡 

・本の返却場所を確認する 
・参考資料を控えてあるか確認する 
 

 
 



 今回は２年生の体育授業で行った。学年全体を通して、スポーツについての知識はあまりないが、体育

の授業に対しては前向きな生徒が多い。調べ学習についてはグループで協力して役割を分担するなど、

主体的に取り組んでいた。スポーツにあまり興味が無い生徒も知らない競技を調べるきっかけになり、

また、パラリンピックなど普段関わりの無い競技について調べているグループもあり、オリンピック・パ

ラリンピックについて理解を深めるとてもいい機会になった。 
 図書室をほとんど利用したことがないという生徒も多く、読書活動の推進とまではいかなくとも図書

室ってこんな本もあるんだなと知ってもらうきっかけにはなったと思う。 
司書の先生に関連図書を一つのラックにまとめていただいたので、スムーズに調べる作業に入ること

ができた。また、情報カードを利用したことによってスムーズに情報をまとめられていた。 
 今回はグループごとに新聞形式でまとめたが、発表を行っても面白かったかもしれない。 
 体育は２クラス同時に行っているので、図書室に一度に入ることができないという点や、体育の授業

時間が限られている中で図書室の授業を実施するというのは非常に厳しかった。また、司書の先生に関

連する書籍をかなり前からいろんなところから借りてもらわなくてはいけないというのも大変だなと感

じた。 



保健体育科（体育）実践報告 
         

１ 日時    平成 30 年 11 月 9 日 (金) ６時限 （場所：図書室） 
 
２ 学級    ２年４組 女子 30 名 
 
３ 単元名   運動・スポーツの文化的特徴 オリンピックと国際理解 
 
 
 今回は２年生の体育授業で行った。学年全体を通して、スポーツについての知識はあまりないが、体育

の授業に対しては前向きな生徒が多い。調べ学習についてはグループで協力して役割を分担するなど、

主体的に取り組んでいた。スポーツにあまり興味が無い生徒も知らない競技を調べるきっかけになり、

また、パラリンピックなど普段関わりの無い競技について調べているグループもあり、オリンピック・パ

ラリンピックについて理解を深めるとてもいい機会になった。 
 図書室をほとんど利用したことがないという生徒も多く、読書活動の推進とまではいかなくとも図書

室ってこんな本もあるんだなと知ってもらうきっかけにはなったと思う。 
司書の先生に関連図書を一つのラックにまとめていただいたので、スムーズに調べる作業に入ること

ができた。また、情報カードを利用したことによってスムーズに情報をまとめられていた。 
 今回はグループごとに新聞形式でまとめたが、発表を行っても面白かったかもしれない。 
 体育は２クラス同時に行っているので、図書室に一度に入ることができないという点や、体育の授業

時間が限られている中で図書室の授業を実施するというのは非常に厳しかった。また、司書の先生に関

連する書籍をかなり前からいろんなところから借りてもらわなくてはいけないというのも大変だなと感

じた。 



美術概論 学習指導案 
 

千葉県立松戸高等学校 
教諭 橋 本  光  

 
１ 日時・場所 ２０１８年９月２０日（木） 第２限   視聴覚室・図書室 

２ 学   級 ３年７組（男子４名、女子３４名、合計３８名） 

３ 生徒の状況  芸術科の生徒であり、美術に対する学習意欲や関心が高い。グループ発表

に備えて授業を聞いてメモをしっかり取ろうとする態度が見られる。普段は

落ち着いて話を聞く一方、問いかけ等に対しては活発に反応することができ

る生徒が多い。 

４ 単 元 名 マルセル・デュシャン  
５ 単元の目標  現代美術の祖と言われるマルセル・デュシャンの調査と発表を通して「デ

ュシャンにとって ART とは何だったのか」を考え、20 世紀の美術の流れと意

味を理解する基礎となる知識を深める。 

６ 指 導 計 画 ガイダンス、発表班編制              １時間  
デュシャン資料収集、発表の構成検討       １時間（本時） 

デュシャン資料収集、発表シナリオ作成       １時間  
パワーポイントによるプレゼンテーション作成   １時間  
パワーポイントによるプレゼンテーション①      １時間  
パワーポイントによるプレゼンテーション②      １時間  
「デュシャンにとって ART とは何か」意見集約と講評 １時間  

８ 本時の学習目標（２／７時間目） 

・デュシャンの生涯及び作品の概要を理解させる。  
・デュシャンの作品制作のコンセプトを考えさせる。  
・デュシャンの作品がその後の美術に与えた影響を考えさせる。  
・プレゼンテーションの構成を考えさせる。 

９ 本時の学習展開 

 時

間 

学習内容と活動 指導上の留意点・評価 

導

入 

 

 

１

０  
分 

 

 

○出席確認 

○前回授業の確認 

○図書室利用に当たっての注意

事項 

○今回プレゼンテーションのテーマ「デュシ

ャンにとってARTとは何か」と、発表にあたっ

てその答えを明確にさせる事を確認させる。  
○デュシャンに限定せず、その影響も含めて発

表内容に組み込むよう指示する。  
○学外の図書館からの借り物があることも留意

させ、本の取り扱いに注意させる。 

展

開 

３

５  
分 

○デュシャンに関する資料探し 
○発表の構成に関する各班内で
の話し合い 
○班内での話し合いを基にして
再度資料探し 

○効率的な資料探しの方法を考えさせる。 
○班内での話し合いへのアドバイスを通して
「デュシャンにとってARTとは何か」を考える
ように意識付けをする。  
○デュシャンの考えがその後の美術にどのよ
うな影響を与えたかについても発想が及ぶよ
うアドバイスを与える。 

ま
と 
め 

５  
分 

○発表テーマの確認 
○次回授業の内容予告 

○授業外での資料収集や発表内容の検討にも
取り組むよう意欲を持たせる。 



美術概論(１単位)学習実践報告 
報告者  橋本 光 

 
授業の日時：２０１８年９月６日（木）～１１月１日（木） 各第２限 
授業の場所：視聴覚室・図書室 
対象クラス：３年６組（芸術科） 
指 導 者：橋本 光  
 
１．目  標 

現代美術の祖と言われるマルセル・デュシャンの調査と発表を通して「デュシャンにとって ART と
は何だったのか」を考え、20 世紀の美術の流れと意味を理解する基礎となる知識を深める。 

 
２．実践報告 

①実施に当たって留意した点 
マルセル・デュシャンとそれに関連する情報はネット上にも散見されるが、限られたスペースで概

略を述べたものが多い。今回のテーマとなる「デュシャンにとって ART とは何だったのか」を考える
には不十分であり、書籍による調べ学習が不可欠であ
った。しかしマルセル・デュシャンとそれに関連する
書籍は専門書が多く、一般的に学校図書館には置いて
ないかあっても少ない場合が多い。 

この授業では昨年度より学校司書と念入りに打ち
合わせを行い、近隣図書館にあるデュシャン、現代美
術関連書籍を一定期間貸し出して頂くことで生徒の
資料選択の幅を増やすことができた。貸し出して頂い
た書籍は一カ所にまとめて展示することで、生徒が目
的の書籍を探しやすくかつ疑問が生じた場合関連す
る書籍にたどり着きやすくなるよう配慮した。 
 
②生徒の反応 

難解な書籍が多く、読解自体に不安を覚えつつ始めた取り組みであるが、発表をするためには自身
の理解が不可欠なこともあり、生徒なりにデュシャンの思考の過程を辿りながら意欲的に学習に取り
組む姿が見られた。学習の過程で生じた疑問について
は班内での意見交換で解釈を深めていた。 

固い内容であるが、発表時には興味を持って聞いて
貰えるようにとパワーポイントのスライドにイラス
トを多用するなど、楽しみながら活動が行えていた。 

 
③実践を行って良かった点 

デュシャンの思想は難解であり、デュシャン以降に



発展する現代美術を理解するには更に知識と思考力が必要である。本来高校生には荷が重い内容であ
り、実際、以前講義形式で知識伝達型の授業を行っていたときには生徒の理解が進んだとは言い難か
った。調べ学習による自主的な資料捜索と、グループ内での話し合い、発表による他の人への伝達と
いう組み合わせで授業を構成することによって知識の定着と理解を図ることができた。 

 
④改良の必要な点、改良の余地のある点等 
・近隣の図書館から集めても同じ本が複数揃うことは少なく、複数班で使用するには資料の絶対数が
足りない。 
・発表内容が似通う事が多く、後半の発表では聞く側に飽きが見られた。 
・グループ内での仕事量に差があり、グループ毎の評価では不公平感を感じる生徒がいた。 
等、今後改良すべき点があった。 

 



英語科（コミュニケーション英語Ⅰ）学習指導案 

千葉県立松戸高等学校 

教諭 日浦まゆみ 

１ 日時  

平成３０年１１月１２日（火）第２限 図書館 

２ 学級  

１年４組（男子１０名、女子３０名、合計４０名） 

３ 学級観  

普通科の文系クラスである。授業態度は真面目で落ち着いているが、やや消極的である。 

ほとんどの生徒が予習をしている。理解度においては、個人差が大きく配慮が必要である。 

４ 教材  

Landmark English CommunicationⅠ（啓林館） 

５ 単元名  

Lesson７ Eco-tour on Yakushima  

６ 単元目標  

・訪れてみたい世界遺産について書き発表する。 
・世界遺産屋久島とエコツアーについて理解する。 
・屋久島の地理と気候について理解する。 
・白谷雲水峡とウィルソン株について理解する。 
・縄文杉の特徴と現代まで残された経緯を理解する。  

・文法事項… 前置詞＋関係代名詞，関係副詞について理解する。 
７ 単元指導計画    

・訪れてみたい世界遺産について書き発表する １時間 （本時） 
・新出単語・熟語の応用 初見での内容理解 １時間 

・内容理解・文法理解 １時間  

・音読・教科書の内容理解確認問題 １時間   

８ 単元の評価計画 

意欲・関心・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

①積極的に活動に取

り組んでいるか。 

②グループで協力し

取り組んでいるか。 

①本文の内容を理解

しているか。 

②文中の熟語・文法事

項を理解しているか。 

①学習した文法・語彙

を使って、発信するこ

とができるか。 

①文法・語彙を正確に

理解しているか。 

 

 

９ 本時の目標  

・４技能全てを授業に取り入れ、文の組立てを論理的に押さえる。 

また発表の練習を行い、暗記ではなく、話の流れを滑らかに読めるようにする。 

    

 

 

 



１０ 本時の学習展開 

段階 

（配当時間） 

学習内容 

学習活動 

学習活動の支援 

指導上の留意点 

ウォーミングアップ ５分 

・挨拶 

・国別（地域）グループ分け 

 

 

英語での挨拶 

世界遺産の名前を挙げる 

 

 

 

学習環境の英語環境への転換 

自信のない生徒は隣と相談するよ

う促す 

 

導入  

・世界遺産の資料探し 

・発表用原稿作成（１５分） 

 

できるだけ多くの資料を閲覧 

その中から一つに絞り詳しく調

べる 

 

グループの協力体制を図らせる。・ 

展開 

・グループ発表練習（２０分） 

・各グループ発表 

 

 

役割を決めて発表する 

 

机間巡視で進み具合を確認 

まとめ 

生徒同士で評価  （５分） 

教員からの評価、アドバイス 

 

グループで意見を出し合う 

 

 

良いところを共有する 

改善点を伝える 

次回の予告 挨拶 （５分）   

 



フードデザイン 学習指導案 
 

千葉県立松戸高等学校 
教諭 稲村美佳子  

 
１ 日時・場所 ２０１８年９月６日・９月２０日（木）５６時限 家庭科講義室、図書室  
 

２ 学   級 ３年普通科 選択 B（フードデザイン）２３名  
 
３ 生徒の状況  3 年生の選択授業である。進路が「食」方面の生徒は一部であり、4 年大学

の一般受験から専門学校、就職と様々な進路希望の生徒が選択している。実

習は特に積極的に取り組む生徒が多い。  
４ 単 元 名  ５食文化を見つめる  
５ 単元の目標 食は生活と密着したものであり、地域やライフスタイルに合わせて多様な文

化を創り上げてきたことを理解する。自らが、代々受け継がれる食の文化を

守ってゆく必要性を認識する。 

６ 指 導 計 画 レポート作成についての説明    

        各自のテーマ設定         本時       

        レポート作成           計 2 時間×２  
 調理実習「お節料理」        2 時間  

８ 本時の学習目標 テーマを決めて調べ学習を行う（書籍・インターネット） 

９ 本時の学習展開 

 時

間 

学習内容と活動 指導上の留意点・評価 

導

入 

 

 

１

０  
分 

 

 

○出席確認 

○テーマの提示とレポート書き

 方注意 

○図書室利用に当たっての注意

事項 

○挿し絵や写真等をうまく使ってわかりやす

 く表示する。テーマは以下に表示  
 
○学校外の図書館からの借り物があることも留

意させ、本の取り扱いに注意させる。 

展

開 

６

０  
分 

○書籍やインターネットを参考
 に調べ学習を行う。 
 

○長い歴史を経て現在に至るため、それぞれ
のテーマの奥は深い。疑問点を放置せずに 
自ら新テーマを設定して調べるよう、アドバ
イスをする。 

ま
と 
め 

５  
分 

○書籍返還 
 

○次回の進度目標を立てる。 

 テーマ一覧 

①  日本の郷土料理 

   自分とゆかりのある地方を含め、5つの地域を設定し、それぞれの郷土料理  

   をあげて受け継がれてきた理由を含めまとめる 

②  日本の年中行事と行事食 

   一年間の年中行事をあげて、それぞれの行事食を調べる。お節料理以外の 

   行事食の材料と作りかたをまとめる 

③  日本のお節料理 

   起源、料理の種類、料理の意味、などをまとめる 

④  日本の二十四節気と通過儀礼について 

   その意味と時期、通過儀礼の意味と歴史、食 についてまとめる 



フードデザイン(２単位)学習実践報告 
報告者 稲村美佳子 

 
 
１．目  標 

食文化を見つめる 
 
２．実践報告 

①実施に当たって 
  近年特に感じるのは、生徒の家庭はほとんどが核家族であり、子どもが高校生にもなると自分の
生活パターンが確定してくるため、日本の年中行事は次第に少なくなり、正月にはお雑煮さえ食さな
い家庭が少なくない。一方で日本への旅行者は過去最高となり、海外からの観光客のほうが日本文化
を賞賛する。成人を間近に控えて、「日本」 について今一度振り返って見る事が狙い。 
②生徒の反応 

生徒には書籍よりもインターネットのほうが身近で手早いツールであるが、コンピューター室は
授業が詰まっており使用はできない。図書室にある 3 台ほどの PC をお借りした。関連書籍もそろえ
て頂いた。やはりほとんどが初めて知る事のようで深く掘り下げた内容は期待できなかった。 
③実践を行って良かった点 
  この後の授業で、お節料理の調理実習を行った。雑煮のだしをとること、かまぼこや伊達巻き、
田作りといった王道のお節料理に触れてみて、日本の料理の繊細さと四季を愛でる 1 年の暮らし、地
域のつながりを大切にする心、を感じとることができたようである。 
④改良の必要な点 
  レポートを仕上げるということが初めてに等しいため、今後はまず書き方から始めなければなら
ないと感じた。コンピュータ室でのレポート作成が可能であればまた違った展開ができそうだと思う 

 



社会と情報(2 単位)学習指導案 
指導者 学校司書 田實 智子 
指導者 担当者 佐々木 為治 

 
授業の日時：１学期授業計画中 3 時間目（国語総合の図書館利用案内の後、なるべく早く）：図書館 
対象クラス：１学年全クラス 
 
１．目標 ○学校図書館に足を運び、基本的な利用方法を再確認する 
  ○調べ学習やレポート作成に使用する図書資料を探す方法を学習する 
  ○図書と図書館の案内役である学校司書との信頼関係を作る 
 
２．準備 ○「？」を「！」に（松戸高校版図書館利用案内） 

※国語総合で行った「図書館利用案内の授業」時に配布済み 
  ○「NDC に基づいた図書探し」用のカード 
          ※NDC の０～９より１冊ずつ選び、請求記号カード、書名カード、著者カード、

出版社カードを作成する 
 
３．展開 
 生徒の活動 指導上の注意点 評価 
導
入   
5 

座席指示（佐々木） 
出席確認（佐々木） 
本時の目標の確認（佐々木） 

１テーブル４人 
１テーブルごとに班編成 

授業への参加
の姿勢・態度 

 
展 
 
開 
 
40 

前回(図書館の利用方法)の確認 
「利用案内」持参の確認 
 
日本十進分類法について学習 
 実習：NDC に基づいた図書探し 

各班に請求記号カードを配布。該当する
本を探し、書名カード、著者カード、出
版社カードの正しいセットを作る 

興味ある本を探す方法の学習 
 実習：興味ある本を探す 
  NDC マップを使い、自分の興味ある単語

から、様々な分野に矢印を引き、それぞ
れの書架から本を探す 

 
忘れた者には「NDC マップ」
を印刷したものを配布する 
 
複数の書籍に同じ請求記号が
ついていることを話す 
その他のカードも事前に見せ
て、その情報も参考にさせる 
 
分野の広がりを意識し、書籍の
絞り込みを体験させる 
思いつかない生徒に対しては、
「犬」などの単語を提示する 

前時の確認を
しているか 
持参の確認 
 
班内で協力し
て活動ができ
ているか 
 
 
複数の本が探
せたか 
目的の本を選
べたか 

ま
と
め 
5 

学校司書の役割の確認（佐々木） 
公共図書館での分類の理解（佐々木） 
次の時間の学習内容の提示（佐々木） 
貸出し希望者への手続き 

レファレンスについて話す 
国内の多くの図書館で共通し
て使われていることを話す 

NDC への理
解が深まった
かどうか 

 



○１学期の図書館関連授業は、情報の検索・活用・発信の授業の一環として行う 
1 オリエンテーション（情報とは何か）[P] 2 コンピューター室の使い方[P] 
3 図書の利用と NDC[図] 4 奥付と文献[図] 
5 情報通信の発達[P] 6 情報関連視聴覚教材または図書館授業 
7 情報の増大と技術[P] 8 調べ学習「情報社会の問題点」1[図] 
9 著作権[P] 8 調べ学習「情報社会の問題点」2 お題決定[図] 
10 著作物の正しい利用[P] 11 引用を探そう[図] 
12 「自宅への道」インターネット情報の利用[P] 13 「自宅への道」ワープロとペイントの活用[P] 
14 発表 1[P] 15 発表 2[P] 
16 発表３[P] 17 情報社会が心身に与える影響[P] 
[P]は、コンピュータ室での授業・作業・発表  [図]は、図書館での授業・作業 



社会と情報(2 単位)学習実践報告 
報告者 担当者 佐々木 為治 

 
授業の日時：１学期授業計画中 3 時間目（国語総合の図書館利用案内の後、なるべく早く）：図書館 
対象クラス：１学年全クラス 
指導者：学校司書 田實 智子／担当者 佐々木 為治 
 
１．目標 ○学校図書館に足を運び、基本的な利用方法を再確認する 
  ○調べ学習やレポート作成に使用する図書資料を探す方法を学習する 
  ○図書と図書館の案内役である学校司書との信頼関係を作る 
 
２．実践報告 
 ①実践を行って良かった点 
   この授業は、図書館オリエンテーションの一部として毎年計画しているものであり、図書館を自

由研究などで利用する場合を想定している。また、図書館には、「小説」以外の本もたくさんあって、
自分の興味があることをより深く知るための窓口になることを知ってもらうことを目的としている。 

   この点において、目的はある程度達せられたと考える。生徒は、まごつきながらも「NDC に基
づいた図書探し」を行い、さらに、自分の興味ある事柄に関係する図書を書架から探し出すことが
できた。この活動で、NDC についてある程度の理解は得られたと思う。 

 ②生徒の反応 
   生徒の活動を見ている限りではあるが、反応は良い。「わからないことがあったら、司書に聞け」

というキャッチフレーズも素直に覚えようとしている。 
 ③改良の必要な点、改良の余地のある点等 
   NDC は普段の生活でほとんど意識することが無いため、忘却も早いと考えられる。定着をはか

るためには、同じような活動を何度か経験する必要があると考える。「NDC に基づいた図書探し」
でも、複数回の作業ができると良いかもしれない。また、興味ある事柄から関係する図書を探す活
動では、その図書に関する小レポートを作成させるのも良いかもしれない。 

 



社会と情報(2 単位)学習指導案 
指導者 担当者 佐々木 為治 

 
授業の日時：１学期授業計画中 4 時間目：図書館 
対象クラス：１学年全クラス 
 
１．目標 ○本の構造と作者・編集者のこだわりを理解する 

○奥付、目次、参考文献の位置について理解する 
  ○奥付の中から、特に「出版日」について理解する 
 
２．準備 ○プリント 04「奥付と文献の書き写し」 
  ○参考プリント「本の構造」 
        ○関連図書（提示用：リスト後述） 
 
３．展開 
 生徒の活動 指導上の注意点 評価 
導
入   
5 

座席指示・出席確認 
前回(図書の分類 NDC と図書館)の確認 
本時の目標の確認 

１テーブル４人 
１テーブルごとに班編成 

前時の確認を
しているか 
 

 
展 
 
開 
 
40 

プリント「本の構造」配付 
ハードカバーの本を 1 人 1 冊持ってくる 
本の構造の確認 
 指導者が本をめくりながら、各部の名称を

提示する。これに合わせ、プリントを参考
にしながら、本の構造を確認する 

本の構造と作者のこだわる部分を理解する 
目次、参考文献、奥付の位置を確認する 
 目次から全体の内容が読み取れる事を理解 
 参考文献が無い本が多いことを理解 
 奥付に「本の基本情報」があることを理解 
プリント 04「奥付と文献の書き写し」配付 
奥付にある情報を確認し、書き写す 
 書名、著者名、出版社名、出版日を記録 
参考文献のある本を見つけ、書き方を理解す

るために書き写し、奥付情報と比較する。 

 
時間をかけないよう指示 
プリントにあるすべての要素
があるわけでは無いことを示
しながら、基本を提示する 
関連書籍を示し理解しやすく
する 
目次の有用性と点検読書につ
いて話す。奥付の書名、著者名、
出版社名、出版日が重要な情報
であることを理解させる 
特に出版日を読み取る時の注
意点を理解させる 
実際に奥付情報を書き写す 
参考文献の書き方を理解させ、
奥付情報と比較させる 

 
持参の確認 
 
プリントと実
際の本の比較
をしているか 
 
目次を見てい
るか 
 
奥付を見てい
るか 
 
作業に取り組
んでいるか 

ま
と
め 
5 

本が作者のこだわりの塊であることを理解 
目次の有用性と点検読書について確認する 
奥付情報が参考文献に必要なことを確認する 
次の時間の学習内容の提示（佐々木） 

本日理解すべきことをまとめ
て提示する 
プリント 04 を提出させる 

プ リ ン ト 04
の完成度 

 



関連する書籍 
 
○紙へのこだわり 
  広辞苑 第 5 版（普通版：菊判） 岩波書店 1998 年 11 月 11 日 

広辞苑 第 6 版（卓上版：B5 判） 岩波書店 2008 年 1 月 1 日 
 
○装丁と手作り本 
  趣味の本作り 倉田文夫 主婦と生活社 昭和 57 年 4 月(1982 年) 
  美篤堂とつくる美しい手製本 
   美篤堂編 河出書房新社 2016 年 1 月 20 日 
  手作り製本の本 島崎千秋 誠文堂新光社 2012 年 1 月 30 日 
  Petit Book Recipe yojohan  毎日コミュニケーションズ 2007 年 7 月 7 日 
 
○海外出版物の書誌情報（奥付）：作品の前にあることが多い 
  チョーク文字レッスン ヴァレリー・マッキーハン 
     グラフィック社 2016 年 9 月 25 日 
  ※この本は、英文の書誌情報が前に、日本語の奥付が後ろにあります 
 
○版数の多い本：通常は内容の変更があると「版数」が増える 
  小泉今日子書評集 小泉今日子 中央公論新社 2016 年 3 月 25 日 11 版 
  ※初版発行 2015/10/25 なので、実質は「11 刷」かもしれない 
 
 



社会と情報(2 単位)学習実践報告 
報告者 担当者 佐々木 為治 

 
授業の日時：１学期授業計画中 4 時間目：図書館 
対象クラス：１学年全クラス 
指導者／担当者 佐々木 為治 
 
１．目標 ○本の構造と作者・編集者のこだわりを理解する 

○奥付、目次、参考文献の位置について理解する 
  ○奥付の中から、特に「出版日」について理解する 
 
２．実践報告 
 ①実践を行って良かった点 
   この授業は、本は人が作り、関係するさまざまな人の「こだわり」でできていることを理解する

こと一つの目標としている。本のサイズや紙質から余白までこだわって作られていることに気づけ
た生徒は多かったように思う。 

 ②生徒の反応 
授業後半の「書き写し」になると、「やらされ感」を持つ生徒が多くみられた。結果、書き写し

がいい加減で、出版日などを勝手に省略するなどの生徒が見られた。 
 ③改良の必要な点、改良の余地のある点等 

この授業では、奥付・目次・参考文献などの本の構造について学び、調べ学習などで使えるよう
になることをもうひとつの目的としているのだが、プリントに書き込む際に、書名等を表紙から書
き写している生徒が多く、奥付を見る必要性についての理解が不十分だった。このことについては
ちょっと工夫が必要かもしれない。 

 



社会と情報 ０４ Chiharu Sasaki

【紙の本の情報量】

１冊の本を作るためには、さまざまなことを決めなければならない。これこそ

が、電子出版（電子書籍）やｗｅｂ小説などとは異なるところであり、良くも悪

くも紙媒体の「本」の特徴と言える。この決めごとは、作者の意思の表れであり、

紙媒体の本が持つ情報は、電子出版物にくらべて非常に多い。

図書室内の本を２冊持ってきて、「奥付」を探し、情報を書き写して見よう。

書名

著者名

ＮＤＣ・請求記号
発行日 第 版 年 月 日

出版社

書名

著者名

ＮＤＣ・請求記号
発行日 第 版 年 月 日

出版社

図書室内の本を１冊持ってきて、「参考・引用図書（文献・ＵＲＬ）」等を横

書きで、５件、書いてある通りに書き写してください。
５件に足りないときは、別の本を持ってきて、５件にしてください。この場合、

新しく持ってきた本の名前を、最初の欄に必ず書き写してください。

書名：

１

２

３

４

５

「参考・引用図書（文献）」として使われているのは、左ページで「奥付」か

ら抜き書きした情報のうちどれか。下記の情報に「○」をつけなさい。

書名 著者名 発行日(年) 出版社

※抜き書きしていない情報がある場合は、何の情報なのか下に書いてください

年 組 番 氏名



社会と情報 ０４参考プリント Chiharu Sasaki

本の各部の名称

（共同精版印刷株式会社ホームページより）



本の構成

（共同精版印刷株式会社

ホームページより）

【本の大きさを選ぶ】 これは基本の大きさ。変形版や日本独自の判型もあります。

判型 寸法（mm） 主な用途

Ａ６判 148×105 mm 文庫 ※横にして使う場合もある！！

新書判 173×105 mm 新書 182×103の大きさも新書版(旧版)

Ｂ６判 182×128 mm 単行本 Comicは「小Ｂ６判」

四六判 188×128 mm 単行本 174×112 mm

Ａ５判 210×148 mm ビジネス書、専門書、文芸雑誌、教科書 絵本では「重箱判」

Ｂ５判 257×182 mm 写真集、辞典、マニュアル集、週刊誌 206×182 mmも使われる

Ａ４判 297×210 mm 画集、絵本、雑誌、電話帳、報告書

【紙を選ぶ】

紙の種類は膨大……………厚さ・手触り・色合い・テクスチャー など

有名どころ：「株式会社 竹尾 見本帖本店」東京都千代田区神田錦町3-18-3 土日祝休み

「竹尾見本帖 at Itoya」東京都中央区銀座2-7-15 銀座伊東屋7F 10:00～20:00(日祝19:00)

ホームページ： http://www.takeo.co.jp/

【印刷を選ぶ】 【閉じ方を選ぶ】

凸版・活版・平板・凹版・孔版 など 中とじ・平とじ・無線とじ・アジロとじ・糸とじ など

【文字のサイズ・フォントを選ぶ】



社会と情報(2 単位)学習指導案 
指導者 担当者 佐々木 為治 

 
授業の日時：１学期授業計画中 8 時間目：図書館（前時「情報の増大と技術」の続きの時間で実施） 
対象クラス：１学年全クラス 
 
１．目標 ○情報社会の光と影について理解する 
  ○情報化社会の中でトラブルなく生活するための基礎知識を学ぶ 
        ○友人と協力して調べ学習を行い、まとめて発表する体験をする 
 
２．準備 ○県立図書館より「情報セット A」「情報セット B」を借りる 

○プリント 08「調べ学習 情報社会の問題点」 
        ○補助プリント「標準的なレポートの書き方」 
 
３．展開 
 生徒の活動 指導上の注意点 評価 
導
入   
5 

座席指示・出席確認 
前回「情報の増大と技術」の確認 
本時の目標の確認 

１テーブル４人 
１テーブルごとに班編成 
調べ学習の目的を理解させる 

前時の確認を
しているか 
 

 
展 
 
開 
 
40 

プリント「調べ学習 情報社会の問題点」配付 
グループ学習で「やること」の理解 

1. 発表テーマについて予備調査をして、発表
の「お題」を決める。 

2. 誰がどう調べ、それをどうまとめるのか計
画し、発表までの進行予定表を作成する 

3. 「お題」についてのレポート A4 作成 
進行予定表を添付 

4. 発表用資料 B4 の作成 
3 と 4 は、指定の期日までに提出 
提出時に発表順をくじ引き 

5. 発表原稿作成と発表準備 → 発表 
プリント「標準的なレポートの書き方」配布 
 レポートの書き方を理解する 
 引用と参考文献が大事であることを理解する 
予備調査の実施 

 
やることは、大きく 5 つ 
プリントとは別にホワイトボ
ードに書いて理解に努める 
 
特定の人に作業が偏らないよ
うに指示する 
 
おおまかな日程確認と、提出日
の確認 → プリントに記入
させる 
 
調べたことを丸写しするのが
レポートではないことを理解
させる 

 
プリントにメ
モしたりライ
ンを引いたり
して理解しよ
うとしている
か 
 
 
 
 
 
 
予備調査に全
員が協力して
いるか 

ま
と
め 
5 

やること 5 つの再確認 
提出日の再確認 
引用と参考文献を記録することの指示 
次の時間の学習内容の提示（佐々木） 

本日理解すべきことをまとめ
て提示する 
 

 

 



社会と情報(2 単位)実践報告 
指導者 担当者 佐々木 為治 

 
授業の日時：１学期授業計画中 8 時間目：図書館（前時「情報の増大と技術」の続きの時間で実施） 
対象クラス：１学年全クラス 
 
１．目標 ○情報社会の光と影について理解する 
  ○情報化社会の中でトラブルなく生活するための基礎知識を学ぶ 
        ○友人と協力して調べ学習を行い、まとめて発表する体験をする 
 
２．実践報告 
 ①実践を行って良かった点 
   この授業は、調べ・まとめ・発表をグループで行うために、友人とコミュニケーションを取り、

共同作業をすることをひとつの目標とした。この点については多くの班で実現できたように思う。
本校に来る生徒は、中学時代にグループのリーダーとして調整を行った経験はあまり多くないと考
えられるので、いい経験になったのではないかと考える。 

 ②生徒の反応 
放課後や休み時間を使って調べたり、レポートを作成したりするので、部活動などとの両立に苦

慮した生徒が多かった。「このことについて調べて発表したい」と班員を説得して、テーマを設定し
た班もあり、積極的な取り組みも見られた。 

 ③改良の必要な点、改良の余地のある点等 
全体として、調べ不足が多かった。上っ面だけ調べ、わかった気になっており、発表時に突っ込

まれると「調べてません」とか「わかりません」で済ませてしまう。中間チェックをすれば、調べ
不足の指摘ができたとは思うが、その時間は取れなかった。 

調べたいことがそのまま載っている書籍はほとんど無いので、本来は複数の書籍を参考にしなけ
ればならないのだが、結局はインターネットの中途半端な情報を元にした発表が多かった。 

レポートの書き方のプリントを配布し、「この本にはこう書いてあった」「こっちの本にはこう書
いてあった」「だから私たちはこう考える」というレポートを作ることを目指したのだが、調べた
ことを丸写ししたレポートが多く、指導の改良が必要である。 

本来は、小学校時代の調べ学習から、こういうレポートを作成する習慣が必要なのではないかと
考える。「調べたこと丸写し」レポートがほとんどな理由は、これまでの学校教育において、「それ
で良し」とされてきたからではないだろうか。 

 



社会と情報 ０８ Chiharu Sasaki

【「情報社会の問題点」についてのグループ学習】

「グループで発表テーマを決め、調べ、まとめ、発表する」授業を行います。

１グループは、番号順に４人ずつで１班です。発表順は、抽選で決定します。

【全体の流れ】

１．発表テーマと「お題（発表の具体的な内容）」を決める。

情報社会の問題点としてのキーワードはたくさんありますが、代表的なテーマを１２個あげて

おきます。発表するテーマはこの中から取らなくてもかまいませんが、同じテーマの「お題」

は、先着２班までとします。

架空請求 不正アクセス スパムメール パスワード なりすまし ランサムウエア

個人情報 誹謗・中傷 プライバシー ネットいじめ ＯＳアップデート ＷｉＦｉ

上記のテーマについて、定義を調べてメモする。関連事項を調べ、どんな問題

があるのかを考る。その中から各班の発表テーマを決定する。

選んだテーマについて、何について発表するのか検討し、「お題」を決める。

「お題」は必ず「疑問形」にする。発表までの進行予定スケジュールを立て、

進行予定表１【別紙】を作成する。

第２回の授業の日までに、佐々木に報告すること。

２．何がどのように問題なのか、どんな対応が考えられるのか調べ、ワープロで

レポートを作成する。レポートには、その問題について「自分たちはどう考

えるのか・どう行動するのか」を必ず書く。レポートは、題名・班番号・全

員の氏名を書いた表紙＋Ａ４用紙５枚とし、進行予定表２【別紙】をつける。

３．発表用の資料を指定の日時までにＢ４用紙１枚にまとめ、レポートの原本と

ともに提出する。

レポート原本と

提出日→ ６ 月 日（ ） 発表用資料の原稿

※発表用資料は、佐々木がクラス人数分印刷しますが、提出が遅れると、

印刷ができません。その場合はプリント無しで発表してもらいます。

４．レポートのコピーと発表用資料を元に全員で７分間の発表を行う。

※７分の時間を有効に使うよう、リハーサルが必要です。

導 入：２分：問題について説明する。

展 開：３分：「私たちはこう考える－」とか。

まとめ：１分：特に重要な点について再度強調する。

質 疑：１分：質問が無いかみんなに聞く。質問されたことについて答える。

※時間は大まかな目安です。６分３０秒以上、７分以内を目指してください。

早く終わった場合でも、開始から７分間は発表場所に居てもらいます。

【発表用資料について】→手書きでもワープロでもＯＫ！

Ｂ４用紙を横向きに置いて、横書きで作成してください。

印刷のために、上下・左右に２ｃｍの余白をとってください。

左右のどちらかは、ベタ（黒く塗ったところ）を配置しないでください。

何段に分割してもかまいません。字は見やすい大きさで。大きすぎるのもダメ。

最低３冊の参考図書を書き、最低１件の「引用」をしてください。

インターネットの情報を参考にした場合は、URLを忘れずに書いてください。

（URLは、アドレスバーに表示されている通りに書く。記号の羅列は不可。）

リソグラフで印刷して、一人１枚配ります。当然、モノクロです。

【相互評価・自己評価】※評価シートは、同じ物を使用します。

発表者以外の人は、それぞれの発表を聞いて、下記のように相互評価します

採点Ａ．どんな問題なのか・どう対応すれば良いのかが理解できたか

採点Ｂ．発表用資料は読みやすかったか（わかりやすかったか）

採点Ｃ．発表は、声の大きさや服装・態度などの点でよかったか

記入Ｄ．疑問に思ったこと、発表を聞いての感想

発表者は、発表後に自分たちの発表について、下記のように自己評価します

採点ａ．どんな問題なのか・どう対応すれば良いのかがうまく説明できたか

採点ｂ．発表用資料は客観的に見てわかりやすいと思うか

採点ｃ．発表の声の大きさや服装・態度など、班全員が意識できたか

記入ｄ．工夫したことと課題をやってみての感想

日程 実施する内容（予定）

第１回（本日） グループ分け 課題の提示 予備調査 図書

第２回 / テーマ決定 調査開始・参考文献探し→テーマ報告 ＰＣ
調査（ネット）調査（図書室） 図書

［必要な図書があるかは司書の先生に相談］

調査（ネット）調査（図書室） 話し合い まとめ

授業・作業 ２日（４時間） ＰＣ

/ 発表用資料・レポート提出（佐々木まで直接提出）

第３回 / 資料配付 発表１～３ 内容について教員の補足 ＰＣ

第４回 / 資料配付 発表４～７ 内容について教員の補足 ＰＣ

第５回 / 資料配付 発表８～１０ 内容について教員の補足 ＰＣ

授業 / 授業（情報社会が心身に与える影響）１学期まとめ ＰＣ



社会と情報(2 単位)学習指導案 
指導者 担当者 佐々木 為治 

 
授業の日時：１学期授業計画中 11 時間目：図書館 
対象クラス：１学年全クラス 
 
１．目標 ○引用の方法について理解する 
  ○引用時に気をつけることについて理解する 
 
２．準備 ○プリント 11「引用を探そう」 
        ○例示資料（引用のパターンを示したもの） 
 
３．展開 
 生徒の活動 指導上の注意点 評価 
導
入   
5 

座席指示・出席確認 
前回(著作物の正しい利用)の確認 
本時の目標の確認 

１テーブル４人 
１テーブルごとに班編成 

前時の確認を
しているか 
 

 
展 
 
開 
 
40 

プリント 11「引用を探そう」配布 
引用の 4 つのパターンを理解する 
班全員で手分けして、4 つのパターンをすべて
見つけ、情報の共有を行い、プリントを完成
させる。 
見つけた引用が、どのパターンなのか判別し
にくいときには教員に聞く 

 
「引用の 4 パターン」は、佐々
木が便宜上分けたものである
ことを告げる 
（公式な見解は無く、慣例とし
て、この 4 つのパターンとその
複合型が見られる） 

 
班で協力し、
情報の共有を
行っているか 

ま
と
め 
5 

レポートや発表資料の作成には、引用が必要
なことを理解する 
どのパターンで引用するかの検討を促す 
次の時間の学習内容の提示（佐々木） 

本日理解すべきことをまとめ
て提示する 
プリント 11 は、後日回収 

プ リ ン ト 11
の完成度 

 



社会と情報(2 単位)実践報告 
指導者 担当者 佐々木 為治 

 
授業の日時：１学期授業計画中 11 時間目：図書館 
対象クラス：１学年全クラス 
 
１．目標 ○引用の方法について理解する 
  ○引用時に気をつけることについて理解する 
 
２． 実践報告 
 ①実践を行って良かった点 
   さまざまな図書を開き、「引用」を探す作業自体、多くの本をながめることになるので意味はあっ

たと考える。 
 ②生徒の反応 

引用の重要性に気づいた生徒は少ない。4 つのパターンを探すゲームになってしまい、自分で引
用を活用するという意識にはならなかった。「やらされ感」を強く持った生徒もおり、「探す」行為
そのものをやめてしまった者もいる。 

 ③改良の必要な点、改良の余地のある点等 
調べ学習の提示からレポート作成までの間に行い、著作権と著作物の利用についての学習をし

た上で、レポート作成に引用を使えるようになることを目標としたが果たせなかった。 
持論と引用で構成された書籍やレポートを意識したことが無い生徒が多く、「この本にはこう書

いてあった」「私たちはこう考える」というレポートを実際に見ないと、「模倣」すらできない状態
にある。調べ学習の提示の際に「模範レポート」も提示する必要があるかもしれない。 

 
 



社会と情報 １１ Chiharu Sasaki

【引用を探そう】

自分の文章の中で、自分の意見を補強したり、他の人の考えについての意見を

展開したりするために、他人の文章や図表を掲載することを引用と言います。

今日は、図書館の本を使って、いろいろなパターンの「引用」を探しましょう。

１．直接引用１：「・・そのまま引用・・」(佐々木,2014,p48)だという。・・・

○元の文を「 」でくくって、そのまま引用（英文は" "でくくる）

○直前・直後のどちらかに引用元情報（その一部）がある。

※引用元は、巻末や章末のの「引用文献」にまとめることが多い。

書籍名

著者 引用があるページ

引用の 実際の引用を「先頭１０字程度・・・末尾１０字程度」（引用元情報）の形で書く

タイプ

１

２．直接引用２：「・・そのまま引用・・」2)だという。・・・

○元の文を「 」でくくって、そのまま引用（英文は" "でくくる）

○直後に引用情報への案内数字［（2）や2)、②など]がある。

※引用元は、巻末や章末のの「引用文献」にまとめることが多い。

注2) 「〇〇という情報」，佐々木為治,松高出版,2014,p48

書名 著者名 出版者 発行年 引用ページ

書籍名

著者 引用があるページ

引用の 実際の引用を「先頭１０字程度・・・末尾１０字程度」2)

タイプ
2)引用元情報（書かれている情報すべて） の形で書く

２

３．直接引用３： 佐々木は2014年の「〇〇という情報」の中で次のように言う。

〇〇は××であり、△△は必ず□□になる。

（中略）

だから、〇〇は□□と同等である。

このことは、現在の本校にもあてはまる。

○元の文を字下げして、そのまま引用

○直前・直後のどちらかに引用元情報（その一部）がある。

書籍名

著者 引用があるページ

引用の 実際の引用を

タイプ 先頭１５字程度

（中略）

３ 末尾１５字程度

引用元情報
の形で書く

４．間接引用： 佐々木(2014)によれば、〇〇には××があるという。

○元の文を要約して引用してある（引用に「 」が無いことが多い）

※引用元は、巻末や章末のの「引用文献」にまとめることが多い。

書籍名

著者 引用があるページ

引用の 実際の引用：引用の先頭１５字・・・末尾１５字

タイプ
引用元情報 の形で書く

４

年 組 番 氏名



社会と情報(2 単位)学習指導案 
指導者 担当者 佐々木 為治 
指導者 学校司書 田實 智子 

 
授業の日時：２学期授業計画中 12 時間目：図書館 
対象クラス：１学年全クラス 
 
１．目標 ○学校図書館に足を運び、基本的な利用方法を再確認する 
  ○学校図書館内を歩き、いろいろな図書があることに気づく 
  ○図書館内の図書の POP を作成し、「情報発信の工夫」をする 
 
２．準備 ○水性カラーペン、色鉛筆等 
  ○POP 用 A6 紙（A4 コピー用紙を 4 分の１に切ったもの） 
 
３．展開 
 生徒の活動 指導上の注意点 評価 
導
入   
5 

座席指示（佐々木） 
出席確認（佐々木） 
本時の目標の確認（佐々木） 

１テーブル４人 
１テーブルごとに班編成 

授業への参加
の姿勢・態度 

 
展 
 
開 
 
40 

「情報発信の注意点」の確認 
（今回の演習の条件を確認する） 

 ・相手：本校生徒 
 ・内容：図書の紹介(表面に組番氏名) 
 ・著作権等：制限は設けない 
 ・方法：POP 作成 
 ・その他：作成した POP は、実際に図書館 
     で使用する。一部は、学びの早道 
     事業の報告書に使用する。 
 
POP 作成の POINT を理解する 
 興味を持たせ、本を手に取るように 
 
POP を作成する図書を探す 
POP を作成する。完成したら提出する。 

プリント１７「情報発信とプレ
ゼンテーション」を確認させる 
 
今回は校内での公開なので、著
作権処理は行わない 
 
作成した POP を実際に図書館
で使うことを伝える 
その他、聞きたいことがあれば
質問を受ける 
 
シーン引用、シーン図化、表紙
の図化、呼びかけ型などいくつ
かのパターンを示す 
 

プ リ ン ト 17
の確認をして
いるか 
持参の確認 
 
 
今回の演習の
条件を理解し
たか 
 
POP 作 り の
POINT を 理
解したか 
実習を行って
いるか 

ま
と
め 
5 

この時間内で終わらなかった場合はどうする
かを理解する。 
図書館の利用方法の確認 
次の時間の予告 
貸出し希望者への手続き 

この時間内で終わらなかった
場合、11/7 までに POP を提出 
終わらなかった場合、図書を借
りて家で作成する 

提出期限等が
理解できてい
るか 

 



社会と情報(2 単位)実践報告 
指導者 担当者 佐々木 為治 
指導者 学校司書 田實 智子 

 
授業の日時：２学期授業計画中 12 時間目：図書館 
対象クラス：１学年全クラス 
 
１．目標 ○学校図書館に足を運び、基本的な利用方法を再確認する 
  ○学校図書館内を歩き、いろいろな図書があることに気づく 
  ○図書館内の図書の POP を作成し、「情報発信の工夫」をする 
 
２．実践報告 
 ①実践を行って良かった点 
   情報発信の方法の一つとして、特定の本を選び、それを他者に勧める POP は、表現上も絵や文

字を組み合わせたりと工夫の余地が大きい。工夫を凝らしたものからシンプルなものまで様々な
POP が集まったので、やって良かったと考える。2 学期末まで提出を待ち、集まった POP は 3 学
期より実際に図書館で使用する予定である。 

また、久しぶりでの図書館授業であり、普段、図書館をあまり利用しない生徒も連れてきて本に
触れる機会を作れたのが良かったと考える。 

 ②生徒の反応 
この課題を楽しんだ生徒は、凝った POP を作成して来る。または複数の POP を作成してくる。

中には、どうせ作るならと「凝った」生徒も居たようであるが、普通科・芸術科にかかわらず、良い
作品が多数集まっている。 

 ③改良の必要な点、改良の余地のある点等 
POP 作成についてのプリントを作成していないので、作成する必要がある。 

  


