
千葉県立東金高等学校
１ 学校の紹介

本校は明治41年に県立東金高等女学校（県下で二番目の高等女学校）として創設され，

創立110年の歴史を持つ高等学校である。昭和23年には学制改革により県立東金高等学校

と改称された。昭和24年から昭和36年までの13年間は共学校，昭和37年以降は女子校の時

代を経験し，昭和58年から男女共学校として再スタートした。その後幾多の拡充や変遷を

経て，現在は全日制の課程が普通科14学級・国際教養科３学級，定時制の課程が普通科４

学級からなっている。学校は，徳川家康が鷹狩りのために築造させた東金御殿の跡地に建

てられており，ＪＲ東金駅からも徒歩８分と至便で，八鶴湖畔が通学路となっている。校

訓を「誠実・創造・健康」とし，全日制の課程では，文武両道を目指して生徒は日々の授

業や部活動，生徒会活動，学校行事にも熱心に取り組んでいる。進路は９割以上の生徒が

進学を希望し，８割以上の生徒が現役で進学を決定している。また，外国語教育や国際交

流も盛んで，姉妹校であるオーストラリアのサザンクロスＫ－１２校との間では隔年毎に

生徒の派遣や受け入れを行い，異文化体験や語学力の向上及び国際感覚を養っている。国

際教養科はニュージーランドへの海外研修とブリティッシュヒルズ(福島県)での語学研修

を実施している。今年度はグローバル人材プロジェクトとして国際理解推進事業「特別講

座 「特別講演」と道徳教育推進校として公開授業を行うなど，特色ある教育活動を推進」

している。

２ 自校の学校図書館の現状

平成３年度から４年度の大規模改修工事により学校

図書館は移動式書架とエアコンが設置され，平成５年

「特色ある学校づくり」推進校により図書閲覧室・司

書室･書庫・図書委員会室と視聴覚室・放送室が整備さ

れた。学校図書館は普通教室棟の３階に位置し，木製

衝立付閲覧テーブルの座席が90席あり，ゆったりとし

た空間をもつ恵まれた環境である。その利点を生かし

， ，て 生徒たちの自主学習場所と心の居場所として毎日

。始業前・昼休み・放課後におよそ20～30人が利用する

授業では課題研究・美術・書道・家庭科・保健・ＬＨ

Ｒ等の利用があった。現在の蔵書数は約３万冊（Ｈ30

年12月現在）で，本に貼ったバーコードによってコン

ピュータでデータを管理し，年に１回蔵書点検を行い

ながら適正な蔵書構成を構築できるようにしている。

図書の選定は，年度初めに各教科及び職員への購入希

望図書調査を実施し，蔵書に偏りがないように学校図

書館担当職員で選書している。入館者数は増えている

が，昨年の本の貸出しは1,060冊に留まり，貸出し冊数

の増加がみられないことが現在の課題である。



３ 司書教諭および図書主任等の教員の取組

（１）校内組織と主な役割

校務分掌は図書視聴覚部として主任１名・司書教諭１名・教諭１名・学校司書１名

の４名で構成されている。学校図書館は司書室に常駐している司書教諭と学校司書及

び各クラスから選出された図書委員（会）が運営している。視聴覚・放送に関する業

務は教諭２名が担当しているが，視聴覚機器のプロジェクター・スクリーン・ビデオ

デッキ等を司書室に保管し，授業で利用する機器の貸出しを行っている。

司書教諭は人権同和教育推進委員として研修会に参加し,学校司書は司書の会の研

修会に参加することで，他校の実践例や情報を多く収集することができた。それを元

に図書館担当職員で話し合い，学校における読書活動の推進や学校図書館資料を活用

した授業の支援を行っている。

東金高校図書館としてそろえたい資料

①参考図書

＊事柄や言葉を調べるための本で、学校図書館としてなくてはならない基本図書

＊百科事典をはじめとする各種事典･辞書、図鑑、年鑑･統計書･白書などのデータブック

②参考図書以外の基本図書 ＊学校図書館としてぜひそろえておきたい図書

＊学校図書館だからこそ備えられる全集・選集

③自校の教育課程に必要な図書 ＊職業紹介を含む

④時事問題・社会問題に関する資料 ＊ブックレットなど、書籍以外の資料を含む

⑤教養を高めるための本 ＊話題の本等

⑥自校の発行物 ＊記念誌・卒業アルバム・生徒会誌等

⑦郷土資料 ＊千葉県、東金市、山武地域に関する資料

（２）生徒や教員に対する支援

ア 学校図書館の運営に関すること

開館時間は８時２０分から１６時４０分としているが，時間外利用の申し合わせ

を平成２９年度に提案し，始業前７時３０分から放課後１８時１５分まで利用でき

ることとしたので，学習場所としての利用が増加した。

学校図書館の時間外(８時２０分以前と１６時４０分以降)利用について申し合わせ

(Ｈ２９．４．５職員会議)図書視聴覚部

①時間外に学校図書館を利用する場合、その職員の責任で認める。

②放課後使用の担当職員は生徒の退出と戸締まり消灯を確認して施錠をすること。

③朝使用の担当職員は、図書視聴覚部に引き継ぐこと。

④担当職員は事前に図書視聴覚部に申し出て鍵を受け取る。(鍵は速やかに返却する)

⑤休日・休業期間の使用については図書視聴覚部との話し合いによる。

⑥施錠時刻・解錠時刻と担当者名を明示する。

この取扱いは平成２９年度試行実施とする （３０年度も継続中）。



始業前・昼休み・放課後は図書委員が自分たちでカウンター当番を割り振り，

貸出し返却業務を行っている。図書委員は全員で毎日学校図書館の清掃を行い，

館内の環境美化や装飾だけではなく，安全性にも配慮して本を配架し，利用者サ

ービスを行っている。蔵書点検後は古い本の廃棄と新しい本の入れ替えを積極的

に進め，生徒及び職員からの本のリクエストに応えている。

イ 読書推進活動に関すること

①新刊本・おすすめ本の展示

②広報活動 ・新１年生への学校図書館オリエンテ－ション（クラス毎）実施

・ 図書館ニュース」の発行（毎月全校生徒職員配付）「

・ 湖城」の発行（年１回夏季休業前）「

・放送委員会による昼の校内放送〈図書館タイム〉実施－図書委員が

おすすめ本を紹介し，ＴＨＢ(番組制作同好会)の生徒が朗読する

③学校図書館学習の奨励（教科指導，ＬＨＲ等での活用）

④県立図書館との連携により学校支援サービスを利用

⑤文化祭への図書委員会・放送委員会の参加

⑥夏季休業中の開館・貸出業務（夏季休業中開館日２７日間）

⑦読書感想文・読書感想画の募集・応募

ウ 学習等に関する支援

(ア)教科指導に関すること

①実践報告Ⅰ 国際教養科３年次 課題研究 の授業において 城西国際大学(Ｊ「 」 ，

ＩＵ)と連携した高大連携授業が実施されている中で，大学図書館や学校図書

館を有効に活用し，テーマに沿った課題を複眼的視野に立って多面的・多角的

に考察するという問題解決型学習が展開されており，その支援を行った。授業

の最初に担当者から以下の説明があった。

①課題研究は資料を読んで書いて読んで書いての連続です。読解力とともに，鉛筆でま

とめ上げたり整理する能力は必須ですので，面倒くさがらずに継続的に努力しなけれ

ばならないことを肝に銘じてください。

報告書を作成することは決して容易なことではありません。ましてや，授業時間内だ②

けで完成させることは不可能です。放課後や家庭学習の時間を使わなければいけない

ということをまずは肝に銘じてください。

③テーマの決定が、そのレポートの善し悪しを５０％以上決めるといっても過言ではあ

りません。自分のテーマが，１年間研究し，報告書に記す価値のあるものかどうか，

またはそのための文献が豊富にあるのかどうかをしっかりと見極めた上で、テーマ決

定をしてください。

④積極的に，ＪＩＵの先生方に接して施設を利用してください。

⑤常に時間を意識しながら探求心を持って取り組んでください。

⑥この授業は，日本の中でも，とても新しい発想に基づいたひとつのプロジェクトで，

高等学校と大学が連携してなされるものです（高大連携 。十分な成果を上げるには，）

様々な面で皆さんの協力と積極的な参加が必要です。是非とも，気概を持って，意欲

的に参加してください。



学校司書は授業担当教諭と共に大学図書

館へ引率し，資料の検索や収集に関わり，

必要な資料を借りる手続きを支援した。

生徒は大学図書館を利用することで図書･

雑誌･学術論文の探し方，電子ジャーナルや

電子ブック等の利用方法を体験することが

できた。調べ学習の授業を実践するには,情

報を得るための多様な手段が整っている図

書館が最適である。一人一台の検索用コン

ピュータによりインターネットから必要最

低限の情報をすぐに得ることができ,そこか

ら図書館の資料に辿り着き,興

味や関心を拡げていく生徒の姿

が見られた。プレゼンテーショ

ンはどれも工夫されたレイアウ

トで，生徒一人一人が自ら学ん

だことを自分の言葉で伝え，表

現する素晴らしい発表だった。

借りた本は期日までに学校でま

とめ，紛失等のトラブルはなく

大学図書館へ返却した。

②実践報告Ⅱ 普通科３年次「倫理」の「ディベートを通して現代社会の問題点

と解決方法を考える」授業において，県立図書館と連携し論題に関連する本を

収集し,提供した。借り入れた参考資料は期間限定で学校図書館に展示し，館

内で自由に閲覧できるようにした。論題

についての資料を自校の蔵書だけでは準

備できないので，公共図書館との相互協

力は必要不可欠なシステムである。

東金高等学校・城西国際大学連携プログラム

平成３０年 ６月２０日

氏名

電話番号

☆書名 資料ID

☆書名 資料ID

東金高等学校教員名 ○○ ○○

城西国際大学教員名 ○○ ○○

返却日



， 。下記のレファレンスの結果 ５２冊の資料を借りることができ,リストとして配付した

授業中だけでは時間が足りず，昼休みや放課後に学校図書館へ来て利用する生徒がみら

れた。

(イ)特別活動に関すること

図書委員会は例年11月中旬に「読書会」として絵本の読み聞かせを実演し，感

想などを話し合うという行事を続けてきたが，地区図書委員研修会でビブリオバ

トルに参加した生徒から校内で実施したいと提案があった。初めての試みであっ

＊太枠内をご記入ください千葉県立図書館協力レファレンス申込書
学校名 館コード ４２６１０ 電 話 ０４７５－５４－１５８１（ ）
千葉県立東金高等学校 ＦＡＸ ０４７５－５５－４０４５
申込日 平成３０ 年１０月４日 木 担当者 滝口 洋美( )

事項調査（質問への調査依頼 ）□レ 資 料 の 貸 出 申 込 み □
①回答期限①利用期間

（ １０ 月 ５ 日）から４週間 （ １０ 月 ９ 日）まで□
□延長の可能性あり 延長する予定なし 特に急がないレ □ □

②調査・質問②テーマ
（１～８の論題）に関する資料 各班ごとに「基本主張」をそれぞれわかり
※その他通信欄に一覧で記載します やすく箇条書きで明記する。資料を添付す
③希望資料のリスト＊「有」の場合は添付し る場合は必ず出典（資料の出所）を明記す
てください ること。

有 □無 書籍は本の題名と著者・出版社。 新聞は新□ レ

④利用者 聞名と発行年月日・署名記事の場合その記
教員 □生徒（３）学年 者名。インターネット引用はホームページ□ レ

⑤教科等 のアドレス、その運営者・ホームページ自
□教科（ 倫理 ） 行事（ ） 身が他を引用しているはその出典。レ □

③希望資料のリスト＊「有」の場合は添付してく□ □LHR・総合学習 その他（ ）
ださい⑥必要冊数・利用人数＊一度に展開する授業

の人数 有 □無□ レ

④自館所蔵の資料があればお知らせください。（５～１０）冊・ ）クラス（ ）人（
⑦雑誌・新聞・参考資料の利用 岩波新書・岩波ジュニア新書・岩波ブック
＊貸出期間 週間・延長。個人貸出不可 レット・ブルーバックス・ちくま新書・日2
希望する □希望しない 本がわかる論点・現代用語の基礎知識・朝□ レ

⑧希望資料の難易度等 日キーワード・讀賣年鑑・六法全書・民法
児童書など □入門的なもの □一般向け の全条文□ レ レ

⑤調査済みの資料・照合済みの図書館などがあれ□ □専門的なもの その他（ ）
ばお知らせください。□中央図書館に学校セットを申込み済み

［以下の項目は、わかる範囲でご記入くだ
さい ］ その他通信欄。
⑨使用教科書（出版社 ・単元 ディベート論題一覧）
（ 改訂版 倫理（数研出版）現代に生きる １．死刑制度は是か非か
人間の倫理） ２．尊厳死は是か非か
⑩利用目的 ３．日本のプルトニウム保有は是か非か
授業の導入として（下調べ） ４．消費税10％よりも引き上げは是か非か□

□授業の中で（調べ学習） ５．参議院選挙区選挙の６増は是か非かレ

授業の発展学習として（平行読書も含む） ６．住宅隣接地の保育所設置は是か非か□
課題として授業外で ７．７月開催のオリンピックは是か非か□
その他（ ） ８．男性配偶者の産後休暇(出産２ヶ月後以□

⑪授業スタイル 内)は是か非か
生徒個々で学習□

回 答□ ×グルーブで学習（ ）人 （ ）班
レポートや感想文作成 発表やプレゼン 別紙 貸出リスト有 貸出リスト無□ □ □ □ □

□その他（ ディベート ） 回答日 年 月 日レ

⑫インターネット情報を提供した場合の生徒 回答者 図書館 課氏名
の利用
□可能 不可能レ □

FAX：0479-62-7466 TEL：0479-62-7110送信先 県立東部図書館



たが，企画から実施まで図書委員長を中心に計画するように指導した。

司書教諭は朝会で全職員へ「ビブリオバトルご案内」を配付し，全校生徒へ呼

びかけた。当日の参加者は生徒１６名と教員５名であった。発表者４名が好きな

本を紹介し，ディスカッションを行った。大学入試にビブリオバトル方式が取り

入れられてきたことなどから，今後も形式を検討しながら継続していく予定であ

る。

(ウ)総合的な学習の時間に関すること

学校図書館にできる進路支援として，小論文を書くために読んでおきたい本の

紹介と職業紹介本のコーナーを設置している。また，道徳教育と人権教育に関連

する本はコーナーを設置し，道徳読み物教材集「明日への扉」に掲載の本を展示

した。人権に関する絵本はよく利用されている。

エ 学校司書や公共図書館との連携

学校司書は授業時間の制約を受けず，教科の壁を越えて動くことができるので，

公開授業や研究授業等を参観し,自校の生徒にあった資料を検討し，司書教諭と共

に選書することができる。自校の蔵書を把握した上で，県立図書館との連絡窓口と

なって授業に必要な資料支援の依頼を行っている。限られた予算では十分な蔵書を

整えられないことと，学校司書一人では気づくことができない資料の収集が可能に

， ， 。なるので 図書館資料を使った授業展開には 公共図書館との連携は不可欠である

４ 成果と課題

今年度は学校教育目標の学習指導に「図書館の有効活用を図るとともに，活発な言語

学習が行えるようにする 」と設定し，具体的な方策として「読書を奨励する 」と掲。 。

げた。職員の意識調査アンケートは「学校図書館を計画的に活用している」との回答数

は半数だったが，学校図書館の存在や取組を生徒に伝え，折に触れて本を紹介したり，

話題として取り上げると回答した教職員は増えている。探究型学習はＴＴで実施するこ

とが多く，経験のない授業に取り組むには準備に時間を費やすことになる。実際に授業

で利用するには，学校図書館活用の必然性や有用性を理解するための研修を重ねること

も必要だが，まずは学校図書館に足を運んでもらい，教員が学校図書館を利用する機会

を増やすことが大切だと考える。今までの学校図書館は本を読む・勉強する場所として

の利用が多かったが，今後は学校図書館が情報を得て思考し，表現・発信する場へと転

換し，生徒が主体となって授業を展開できる場所となるように準備していきたい。学習

形態の見直しや多様な評価方法への対応など工夫すべき点は多々あるが，司書教諭と学

校司書が連携し，様々な要望に対応できる窓口となり、学校図書館を活用した授業での

本の紹介やビブリオバトルを開催して，本との出会いが豊かなものになるように取り組

んでいきたいと思う。司書教諭が司書室に常駐し，学校図書館利用の推進と学校全体へ

の働きかけ及び学校司書への助言をすることで学校図書館は機能的に運営できる。今後

もこの体制を継続し，司書教諭を中心に，生徒たちを支援することを第一に考えた蔵書

の構成と学校図書館利用促進を目指していきたい。


