
千葉県立大多喜高等学校 

１ 学校の紹介 

（１）概要 

本校は，明治３３年（１９００年）４月，大多喜城二の丸跡に，県内３番目の県立中

学校として産声をあげた。以来，分校や定時制の課程を置くなど幾多の変遷を遂げなが

ら，平成１６年に県立大多喜女子高等学校と統合して現在に至っている。 

卒業生は２７,０００名を超え，地域社会はもとより，国内外で活躍している人材も多

数輩出している伝統校である。現在は普通科４クラスの小規模校であるが，進学率およ

び部活動加入率が共に９０％を超えているなど，生徒は学習と部活動の両面で生き生き

と学校生活を送っている。 

（２）教育目標 

「大中至正（不偏不党で極めて公正であること）」の校訓の下，「至誠純真」「進取向

上」「自主協同」を教育目標として掲げている。 

平成３０年度は，①主体的・対話的な学習を目指す授業改善 ②生徒の自主性を育てる

生徒指導 ③新しい大学入試制度への対応と進学の充実 ④学習と部活動の高度な両

立 ⑤地域・関係機関との連携推進 を年度目標として，自己肯定感の高い大多喜プラ

イドを持った生徒の育成に努めている。 

（３）地域の概要 

大多喜町は，房総半島の中心部に位置し，徳川四天王の一人である本多忠勝が治めた

由緒正しい城下町である。現在でも千葉県の出先機関が数多く設置されるなど，夷隅地

域にとって重要な位置を占めている。町内を走る「いすみ鉄道」は，本校生徒の通学の

足であるとともに観光列車としても全国的によく知られている。地域の方々は，大多喜

町唯一の高校として本校に大きな期待を寄せるとともに暖かく見守ってくださってい

る。 

２ 自校の図書館の現状 

本校の学校図書館は教室棟２階にあり，生徒の教室と近い距離に設置されている。緑

豊かな自然に囲まれた落ちついた環境の中で，学習や読書に図書館を利用している。終

日開館し，入りやすい環境作りを心がけ，本の好きな生徒，朝読書や学年主催のビブリ

オバトルの本を探しに来館する生徒が増えてきている。３年生になると，受験に対応し

た小論文や面接関連の本の貸出，小論文対策として，新聞を活用する生徒が多い。また，

昨年度より，図書館での授業利用が少しずつではあるが，増加している。 

３ 学校図書館活動の取組 

（１）校内組織と主な役割 

   本校では，総務部の中に図書係が位置づけられ，総務主任が図書主任を兼任している。

図書係は教諭１名，学校司書１名で構成されている。図書委員会と通常の学校図書館運

営は学校図書館に常駐している学校司書が行っている。司書教諭は他分掌に位置づけら

れている。 
（２）生徒や教員に対する支援 

  ①  学校図書館利用のガイダンス 
    毎年度４月に，１年生を対象に各クラス約２０分間，利用案内を実施している。入

学したばかりの生徒にはまず，教室棟の中に学校図書館があり，恵まれた環境である

ことを知らせ，学校図書館に足を運んでもらうことを第一に考え，実施している。 



②  教員への支援 
    授業担当者からの要望に応じた調べ学習に適した本の収集や，進路指導部や学年と

連携した生徒の進路実現に向けた書籍の選定を行っている。 
③  読書推進活動に関すること 

    ○ 絵本の読み聞かせ 
     本年度，本校における初の試みとして，公共図書館主催の町の読み聞かせボラン

ティア団体の方と連携をしながら，近隣の小学校を訪問し（９月・１１月），朝の

自習時間に，絵本の読み聞かせ体験を実施した。 
・第 1 回「読み聞かせ」体験（第２回目は同様に１１月実施） 
 7/18（水）小学校見学 

  8/23（木）合同打合せ （町のボランティア団体より指導） 
  9/11（火）個別に読み聞かせ練習 
  9/18（火）模擬練習会（希望生徒全員で読み聞かせ練習） 
  9/25（火）事前指導 
  9/26（水）体験実施（生徒 10 名参加 対象：小学生 1 年・2 年・3 年  

読み聞かせ時間 8:05～8:20） 
    体験者の感想（抜粋） 
    ・何度も練習を重ね，キャラクターによって変える声のトーンや，読むスピードな 

ど色々な場面でのひと工夫が難しかったです。子供達の真剣なまなざしから，自 
分にとってやりがいのあることだと肌で感じました。夢への第一歩を踏み出す機 
会を与えて下さり，ありがとうございました。 

    ・初めての体験で心配でしたが，真剣に静かに聞いてくれました。改めて，子供は 
可愛いなあと思い，将来は子供と関わりのある仕事に就きたいと強く思いました。 

     
今回の読み聞かせ体験では，各自が反

省・感想をまとめ，振り返りを行い，課題

を見つけることにより，次の体験や学習に

つなげた。外部との様々な体験活動に主体

的に参加し，多様な人々と交流を深め，将

来の進路実現の一助となるよう，取り組ん

でいきたい。 
 

 
○ ビブリオバトル  

   「総合学習・LHR」の年間指導計画に盛り込んでおり，１月に１・２年生が実施してい

る。１年生は教員によるガイダンスの後，クラス代表決定選，学年代表決定選の順で

実施している。２年生はクラス代表決定選（２時間），学年代表決定選（２時間）の順

で実施している。今回，２年生は図書委員が学年代表決定選を運営する形にした。役

割分担に従い，司会・計時・投票の集計・表彰など図書委員が前面に立ち，学年代表

決定選を盛り立てた。朝読書の習慣等も手伝い，生徒はよく本を読んでいる。「人に薦

めたい本があるので代表に選ばれたい」と発表する生徒もおり，生徒達が楽しみにし

ている行事となっている。 

 

 〈参考資料〉        ビブリオバトルについて  ◆クラス内予選 
１ 日 時 平成３１年１月１０日（木）５限 総合的な学習の時間 ６限 ＬＨＲ 

２ 場 所 各教室     ★ 時間の計測は担任が行う。 



５限 班の代表者選出    

①５人の班に分かれる。（８班） 

②班内で，各自が自分の選んだ本を紹介する。(３分) 

③班の中で代表者１名を選ぶ。 

１３：１５～ 準備（班にする，メモ用紙配付など） 

１３：２５～１３：５５ 各班内で本紹介 

１３：５５～１４：０５ 班の代表者１名を選出 

 

 

６限 クラスの代表者選出          

①各班の代表者は，クラス全体にむけて各自が自分の選

んだ本を紹介する。(３分） 

②全員の投票により，クラスの代表者２名を決める。 

１４：１５～１４：５５ 各班代表者の発表，質疑応答 

１４：５５～１５：０５ クラス代表２名を選出     

  ※クラス代表者には，次週（１７日）の決勝にむけて 

５分間の発表を準備しておくよう伝える。 

 
 
 

第 2 学年 ビブリオバトル実施計画 
１ ねらい 主体的に読書をし，相手や目的を意識しながら 

工夫して本の魅力を発信しようとする生徒の育成 
２ 日 時  平成３１年１月１７日（木）  

５限 総合的な学習の時間  13:15 ～ 14:05 
６限 ＬＨＲ         14:15 ～ 15:05 

３ 場 所  第２体育館 
４ 流 れ   
（１）開式のことば      図書委員 
（２）学年主任あいさつ 
（３）各クラス代表紹介（A・B・C・D 組）図書委員 
（４）発表＆質問 クラス代表２名 

（発表５分・質問２分） 
（５）投票 
（６）講評          国語科職員 
（７）結果発表＆表彰     職員・図書委員 
（８）閉会のことば      図書委員 
※各クラス代表は２名とする。なお，当日の発表順は（３）の中で行う。 

  ※４人目の発表が終わった時点で休憩を入れる。 
  ※投票用紙には，チャンプ本と選んだ理由（発表の中で良かった点等）を書いて， 
   投票する。 
［図書委員の役割分担］ 

  １．司会進行  ２．号令   ３．開式・閉式のことば  ４．各クラス代表紹介   
５．計時  ６．マイク係  ７．投票用紙作成係  ８． 集計  ９．表彰介添 

 
 

発表 ３分×６人＝１８分 質疑応答 １分×６人＝６分 

発表 ３分×９人＝２７分 質疑応答 １分×９人＝９分 



（３）学習等に関する支援  

①  教科指導に関すること 
【授業実践報告Ⅰ】 
教科科目：現代文Ｂ（３学年） 
実施時期：６月 
テーマ：「調べ学習でまとめた事柄を学習新聞にしよう」 
実践の目的： 
本校では読書習慣のある生徒が多くみられ，始業前に「朝読書」の時間を設けている学年

もある。読書や自習にかかわらず，学校図書館には親しみがある生徒が多い様子である。そ

こで，あえて授業時間には組み込まず，生徒各自が主体的に学校図書館を利用して課題作成

に取り組むことを課した課題を設定した。調べたいことはスマートフォンを利用するという

現状があるが，学校図書館の参考図書と併せて情報を収集し，多くの情報を複数の情報源か

ら集めてまとめる学習を経験させたいと考えた。 
授業概要： 
・１学期後半（６月）は，夏目漱石『こころ』を学習した。 
・テーマの範囲は夏目漱石に関する事柄とし，指導者が設定した。 
・学習新聞の作成については説明等の授業を１時間設定した。 
・課題作成については授業外の時間に取り組むこととした。 
・課題提出までの期間は１ヶ月とした。（この間，文化祭，期末考査があった。） 
・提出後は，授業を受講している全生徒の新聞を校内に掲示した。（５６名） 
学校図書館との連携：学校司書に課題の概要を伝え，参考資料の収集に協力していただいた。

明治時代に関するもの，夏目漱石自身に関するもの，漱石の作品，作品の批評に関するもの

等，本校の学校図書館にないものは近隣の公共図書館から借り受けていただき，学校図書館

内に夏目漱石コーナーを設けていただいた。 
成 果：多くの生徒は，調べ学習について時期的に負担が大きいと，受け止めていた様子で

あった。取り組んでみると大作家の人間的な一面を知って親しみや共感を覚え，漱石の苦悩

や友情を知るなどして，授業で学習した『こころ』の鑑賞も深まった様子であった。また，

他の生徒の新聞を読むことで，重層的に漱石を学習することとなった。 
２学期後半には漱石の『私の個人主義』（漱石の思想形成の過程が講演という形で表現され

た作品）を学習することになっており，今回の調べ学習が漱石に関する知識の基礎として事

前に準備させることにもつながっており，その目的を達成することができた。 
課 題：調べ学習の成果としてレポートを作成する際の情報の信頼性等についての発展的な

ガイダンスをしっかり行うべきであった。今回の学習新聞の情報源として，ブログなど文責

や出典が不明な情報しか参考にしていない例がみられた。 
本時の学習計画 
流れ・時間 学習内容・学習活動 指導上の留意点 ◆評価 
導入 
（５分） 

・学習新聞作成について確認する。 
 

・プリントを確認。 
・授業時間内の作成は行わない。

課題として実施する。 
◆学習態度 
【関心・意欲・態度】 

展開 
（３５分） 

・参考資料の利用の仕方を確認する。 
 
・記事の内容について構想を練る。 
・学習新聞の記事のレイアウトを決める。 

・使用した資料を必ず明記するこ

とを確認。 
◆記述の分析 
下書きの内容【思考・判断・表現】 



まとめ 
（１０分） 

（学校図書館に移動） 
・参考資料コーナーの利用の仕方を確認

する。 

・資料の活用について司書の先生

に相談するよう指示。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【授業実践報告Ⅱ】 
教科科目：世界史（１学年）  
実施時期：９月３週～１０月２週 ５時間 
テーマ：近代における世界の国々  
本校では，１年生の必修科目として世界史Ａがある。近代という時代を学んでいくための

足がかりとして，１８世紀～１９世紀の国々というテーマで学校図書館を活用しての世界史

の調べ学習を行った。 
 調べ学習にあたり，生徒の十分な資料および調べ学習時間の確保のため，学校司書と授業

担当者が連携し，実施テーマと学習の進め方を決定した。学校司書からは生徒に対して分野

ごとの本棚の位置や学校図書館内パソコンの利用方法や実施クラスの図書委員とも連携して

の資料貸出しなどの支援，さらに参考文献の記載方法の説明などを行い，授業担当者からは

資料選定での助言や，各班を巡回してのレポート作成の支援を行った。 
 今回の学習目標は班ごとに，近代における世界各国の動きを資料から探ることにあり，あ

らかじめ自分たちの班が調べる国を決定したうえで，全５回の図書館での授業を次のように

計画した。 
第１回 図書館の利用方法および図書資料の選定，読み込み 
第２回～第３回 図書資料の読み込み，内容のまとめ，レポート作成 
第４回 レポート作成，完成 
第５回 発表 

調べ学習を進めていくと，まず本棚の位置で迷い，

どの本を選んで持って行けばいいのか迷う様子がみら

れた。内容のまとめ方にも苦戦し，イラストを交えて

きれいにまとめていく班もあれば本に記載されていた

年表を丸写しにする班もあり，こうした状況に対する

サポートのあり方については今後の課題として残った。

しかし，印象的であったのは本を手に取って調べる，

ということに対して生徒達が大変前向きであったこと

である。活字離れ，紙の本離れということが叫ばれる

近年であるが，まとまった時間と資料を用意すれば，生徒は取り組むということが感じられ

た。今回は基本のテーマはこちらで決めてしまい，生徒は国を選ぶというものであったが，

今回の経験を糧にして，次回はもっと幅広い視野で生徒自身がテーマを選定し，歴史の世界

にアプローチをする，という展開を考えてみたい。 
 
【授業実践報告Ⅲ】 
教科科目：英語表現Ⅰ（１学年） 
実施時期：１０月上旬～中旬 ５時間 
テーマ：日本の童話を英訳したらどうなる？？  
１年生の必修科目である英語表現にて，童話「スイミー」の英訳活動を行った。その際に

学校図書館を活用しながらこの活動を行った。 
 
実践の目的： 
ア 現代の英語教育を行っていく上での４技能の向上にあわせ，ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ能力を育成する 
イ 日本語と英語とでの表現のちがいを体感させる 
授業概要： 
 ア ４～５人のグループを作る 
 イ 日本語版のスイミーを読ませる 



 ウ 分からない単語はあらかじめ調べさせておく 
 エ 実際に英訳させる(グループ活動) 
 オ 完成したものをグループごとで発表させる(身体の動きや絵を用いさせても良い) 
 カ 振り返りシートに，各グループの良かった表現を抜き出して記入させる 
 キ 事後指導にて実際の訳され方を見せて，復習・解説を行う 
生徒たちからの感想（抜粋） 
・実際のものには，意外な表現が用いられていて驚いた。 
・文章を作り上げる難しさを感じた。 
・身体を実際に動かしてグループごとの発表を行うことが出来て良かった。 
・みんなに発表するのは緊張したが，良い経験となった。 
考 察： 
今回この活動を行ってみて，私自身が，まだ分かってないこ

とも多くある中でこのような授業を持たせていただいたのはと

ても貴重な経験となったと感じている。 
授業内容としては，もっと精選して童話をいくつかの中から

選ばせても良かったかもしれないと感じた。そう思った理由と

しては，「今まで翻訳式のものを取り扱ったことがなかったこと」                      

と「１年生でも，意外とスムーズに取り組めてい

たのでもう少しレベルを上げても良かったので

はないか」と考えたことからである。 
 図書館を使ったメリットとしては，「様々な種

類の本が図書館には置かれていて，それらは学習

の手助けになるということの実感を持たせられ

ること」「そして実際にいろいろな本を探して英

訳をする際の手助けとなるものを探す習慣を持

たせられること」「今まで日本語では見たことが

ある本の英訳版が学校図書館にあった時に，それ

を日常生活の中でも手に取って欲しいという思

いを伝えることで，生徒たちの足を図書館へ運ばせる機会を増やせること」である。 
 また生徒たち同士が連携をすることで，一つのことを成し遂げることの大切さも伝えるこ

とが出来たのではないかと考えている。ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ活動も普段の授業において，長い時間は確保

できていないのが現状であるので，このような活動を今後とも行いたい。 
今回の活動の中で私自身が考えた反省点をしっかりと振り返り，改めて授業改善にも努め

ていきたい。 
 
② 特別活動に関すること 

  テーマ：これから修学旅行に行く後輩のために修学旅行ガイドブックを作ろう！！ 
今年度新たな試みとして，来年度

修学旅行へ行く後輩達のために，修

学旅行に参加した生徒達がガイドブ

ックの作成を行った。総合的な学習

の時間等において，学校図書館に設

置された修学旅行コーナーの本を参

考に作成をした。次年度はこの成果

物を学校図書館に掲示することにより，更なる学校図書館の利用を促していきたい。 
 

      Swimmy                Name         

班 良い！と思った表現 発表への感想 

   
   
   
   
 今回の活動を行ってみての、自分への総評価 

 



（４）公共図書館との連携 

本年度，公共図書館と連携をしながら，町のボランティア団体の方と，小学校へ読み

聞かせ体験活動を実施した。公共図書館は，絵本が年齢別・学年別に配架されているた

め，生徒たちの貸出利用が多かった。また，小学校へ読み聞かせ体験をした生徒が，毎

月１回のおはなし会（公共図書館主催：就学前の子ども対象）に参加し，読み聞かせ実

演を行った。この活動に参加している生徒たちは，将来保育士や小学校教諭等を目指し

ている。今後，進路実現の一助となるよう，おはなし会や朗読会など，生徒が自主的に

参加できる多様な活動の場をさらに広げていけるよう，公共図書館との連携をしていき

たい。  
 
４ 成果と課題等 

  本校では，一部の教員が学校図書館を活用しているが，全体的に見ると，教員が学校図

書館をあまり活用していないという実態が上げられる。また，司書教諭が他の分掌である

ため，組織として学校図書館との連携がとれていない現状があった。本年度，読書活動の

推進事業「確かな学びの早道『読書』」に指定されたことを受け，全職員の学校図書館に対

する意識を高める必要性を感じた。まずは，司書教諭に学校図書館を活用した授業を展開

してもらえるよう依頼をし，実践していただいた。また，先生方に職員会議など機会ある

ごとに学校図書館を活用した授業実践を依頼した。５月と１２月の教職員の意識調査アン

ケートの結果では，１年を通して，各教科における授業の中での本の紹介や，学校図書館

の本を授業に利用するなど，学校図書館利用への意識が少しずつ高まり，学校図書館で授

業を実施する機会が少しずつ増えてきている。そのため，調べ学習で必要な書籍等の貸出

増加にも繋がっていると考えられる。 
次年度に向けての大きな課題として，司書教諭と連携を取り合う校内体制を作ること，

組織全体として機能していくことが必要である。さらに学校図書館で授業を実践してもら

うためには，学校図書館で何ができるのかを教職員へ積極的に働きかけていくことが大切

である。今年度，様々な取り組みにより，多くの課題も把握できたが，改めて図書館活動

について考えるよい機会となり，手応えや成果を感じることができた１年でもあった。 
今年度の反省を踏まえ，次年度に繋げていきたい。 


