
千葉県立市原緑高等学校 
 

１ 学校紹介 

 昭和４９年に創立した市原緑高校は、東京湾に面する京葉工業地帯に隣接しながら、牧

歌的な環境が残る地域にある全日制普通科課程の高校である。現在、１年生３クラス、

２・３年生４クラスずつ、計１１クラスの小規模校で、４００余名が在籍している。 

朝の１０分間を用いた「ブラッシュアップ」を学校設定科目として全校生徒を対象に実

施し、この学び直しの機会を設けて、基礎学力の充実を図っている。また、２年次からは

専門科目としての「スポーツ I・II・V」や「レクリエーショナルスポーツ」を学ぶ「スポー

ツ健康コース」と「進学総合コース」に分かれている。卒業後の生徒の進路は、就職と大

学・短大・専門学校を含む進学が、ちょうど半分ずつである。 

 

２ 図書館の現状 

  図書館の運営は、教務部に図書室係があり、学校司書を含む３名が担当している。また、

生徒会の常設委員会のひとつに図書委員会があり、こちらも図書係が顧問として指導に

あたっている。 

図書館が抱えている最も大きな問題は、生徒の利用率低下である。「図書館だより」な

どで新着図書を含む広報活動をし、数年前から県立図書館との連携事業も始め、積極的に

調べ学習の工夫をお願いしている。年間を通した図書館業務としては、新入生オリエンテー

ション、読書新聞発行、修学旅行関係の書籍展示である。 

  平成２８年度は「確かな学びの早道『読書』事業」（以下、「本事業」とする）の指定を

受け、図書館活動を推進する取り組みとして以下のような内容を確認して進めることと

した。 

 （１）読書推進事業校内委員会発足 

 （２）授業での「調べ学習」による図書館活用 

（３）キャリア教育につながる図書館活動 

（４）図書館連携と図書館主催行事 

 

３ 司書教諭および図書主任等の教員の取り組み 

今年度、図書館活動の推進を図るため新たな校内組織を編成し、動き始めた。２－（１）

から（４）の活動についての詳細と具体的な取り組み状況である。 

 

（１）読書推進事業校内委員会発足～校内組織と主な役割 

「確かな学びの早道『読書』事業」について読書推進事業校内委員会を発足した。その   

メンバーと役割は、以下のとおりである。 

  ・管理職 －統括・渉外 

  ・教務主任 －渉外・図書館活動全般・ 

  ・進路キャリア教育担当 －キャリア教育・生涯学習の場としての図書館活用 

  ・生徒会担当 －生徒の活動・委員会活動 

  ・学校司書  －図書館連携活動・図書館主催事業 



（２）授業での「調べ学習」による図書館活用 ～ 生徒や教員に対する支援 

学習等に関する支援のひとつの例として、本校で行った図書館を利用した調べ学習の

例を紹介したい。ここで紹介するのは、理科を担当する武田教諭の授業実践例の報告であ

る。授業内容をあらかじめ学校司書に伝え、図書館連携事業を利用し、必要と思われる書

籍を県立中央図書館から借りた。以下は、授業実践者からの報告と指導案である。 

  

【授業実践報告】 

本授業は「遺伝子とその働き」の探究活動として行った。生徒は、ＤＮＡがいつ発

見され、どのような構造なのかを既習した状態であり、そのＤＮＡが最新の科学でど

のように活用されているのかを知るために図書を活用した。前時に調べるテーマとそ

の理由を考えさせ、本時は調べる時間を多く設けるようにした。授業の最初に、図書

館の利用方法、特に「禁書」の扱いについて、生徒へ注意を促してから、調べ学習へ

と進む展開である。 

生徒の感想からわかるように、図書活用の授業は生徒の興味関心を引くだけでな

く、授業の内容を一層深められたように感じられる。ただし、一部の生徒からは、

「時間が足りなかった」という意見があったので、授業の展開方法については課題が

ある。 

 

【日時学級：１１月８日（火） 第１学年 A 組 理科・生物基礎  場所：図書館】 

段 階 

(配当時間) 
学習内容と活動 

指導の留意点 

（留意点等） 

評価の観点 

評価規準及び方法 

導 入 

(5 分) 

・授業内容の確認 

 

・図書の扱い方を確認 

・時間は多くないため、早く図書を選ぶ

必要があることを伝える。 

・禁書等の説明を行い、乱暴な扱いをし

ないよう注意を促す。 

【関心・意欲・態度】 

必要な持ち物を持ってきている

か。 

展 開 

(30 分) 

・適切な図書を選び、自

らの課題解決に向けた

レポートを作成する。 

 

 

・結果については図や表、箇条書きでも

よいことを指示する。 

・まとめについては、自分の言葉で表現

することを指示する。 

・参考文献に本のタイトルと著者名を記

入することを指示する。 

・適切にまとめていけるよう、残り時間

を予告しながら机間巡視を行う。 

【関心・意欲・態度】 

適切な図書を選べているか。 

【思考・判断・表現】 

自らの課題解決について、適切

な表現で表わせているか。 

まとめ 

(15 分) 

・発表 

 

 

 

・感想記入 

・発表者が話しているときの聴き方、メ

モの取り方について確認する。 

 

 

 

【関心・意欲・態度】 

他人の意見をメモできている

か。 

【知 識・理 解】 

他人の発表を聞き、自分の知識

として表現ができているか。 

 

 



【授業後の生徒の感想】 

「実際に調べてみて、また疑問が出てきたのでさらに調べてみます。また、レポート

欄に書ききれませんでしたが、なるほど！と思うことがいくつかあったので面白かった

し、ためになりました。」 

「小さい細胞でも、再生したり、病気を予知したりしてすごいと思った。テーマに沿

ってちゃんとまとめを出せたことができて良かった。今後の遺伝子診断の発展に期待で

きそう。」 

「最近はインターネットが普及してきているので、たまには本で調べるのもいいなと

思いました。」 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(11/8 図書館での調べ学習) 

 

（３）キャリア教育につながる図書館活動 ～ 公共図書館や外部団体との連携 

キャリア教育との連携として位置付けて図書館活動を展開した。今年度の活動をまと

めてみると、次のようになる。 

  

本事業を進めるにあたって、生徒が図書館に足を運びたくなり、将来役に立つことが実    

感できるプログラムを行っていきたいという考えから、「絵本の読み聞かせ」活動を設定

した。この活動に参加している生徒たちは、将来保育士や幼稚園教諭を目指している。具

体的な「絵本の読み聞かせ」活動の実施の流れは、 

６月１５日 市原市立中央図書館インターンシップ ３名参加 

市原市立中央図書館は、市内の中学校および高等学校に在籍する生徒をインタ

ーンシップとして受け入れている。各校から毎年１～３名の生徒が参加し、図

書館業務に触れる機会となっている。積極的に図書館を利用し、近い将来の就

業のみならず、生涯にわたる学びに役立つ場としての図書館を理解するために、

このインターンシップ制度を継続していくことにした。 

７月２０日 市原市立中央図書館主催「おはなし会」及び「読み聞かせの指導会」 

６名参加 

１１月２９日 能満幼稚園訪問 絵本の読み聞かせ披露 ４名参加 

 



(a) 参加生徒の募集 

  ホームルーム担任をとおして、全校生徒に連絡し、「絵本の読み聞かせ」活動の参

加希望者を募った。対象者を明確にし、おおまかな活動予定も伝えた。 

 

絵本の読み聞かせ活動について （参考：教室掲示文書） 

 

 本に親しむことは、様々な効果へつながります。幼い子供への「読み聞かせ」には、言語

能力の習得、情操教育の育成、豊かな想像力とつながり、信頼関係を構築する望ましいコミ

ュニケーション活動へ導くという利点があると言われています。 

 図書館活動推進事業の試みとして、また進路希望実現に向けたキャリア教育の一環とし

て、絵本の読み聞かせ活動を計画しています。 

 

対 象：幼児への「絵本の読み聞かせ」活動に関心をもっている生徒 

    将来、幼稚園教諭または保育士を目指している生徒 

集 合：６月２２日(水) １３：１０    ２０２多目的教室 

今後の活動予定：私の好きな絵本紹介 

     絵本の読み聞かせ練習 

    市原中央図書館主催「絵本読み聞かせ会」の見学 

    保育所・幼稚園へ訪問 

 

(b) 活動内容 

  ア ７月～９月「私の好きな絵本」紹介プレゼンテーション 

参加者は読み聞かせをしたいと思う絵本を、互いに紹介し合った。ここに示す

書式を用いて事前準備をするのだが、プレゼンテーションを行う時には、メモを

持たずに実施した。手順良く、重要事項を落とさずに、聞き手に伝わる話し方が、

求められていることを指導した。絵本紹介プレゼンテーションは、短期間に多く

の絵本に触れ、その中から１冊を選び出し、繰り返して読み、絵本の内容と自ら

の伝えたい思いを考える機会となった。 

 

（参考：プレゼンテーション書式）         

組  番氏名            

好きな絵本：『書籍名』：○○○ 

著者： ○○             絵：○○ 

出版社：○○○ 

あらすじ： 

 

好きな理由：  

（紹介する理由） 

 

     

 



  イ 市原市立中央図書館主催「おはなし会」見学と「読み聞かせ講習」 

市原中央図書館主催事業では、学齢前の幼児とその保護者を対象に「おはなし

会」を毎週水曜日に実施している。おはなし会への参加・見学は、常にオープン

である。平日の午後開催であるため、第１学期の終業式７月２０日の午後に、生

徒達が参加する機会を設けた。通常のおはなし会見学だけでなく、当日は職員の

方が「おはなし会マニュアル」を作成し、本校生徒たちのために、読み聞かせの

ポイント指導を行ってくれた。下の資料は、配付された資料にある留意点の抜粋

である。  

 

ウ 校内読み聞かせ練習 

  ９月下旬から１１月上旬にかけて、５回にわたって読み聞かせの練習会を行っ

た。各自が選んだ１冊を持ち寄り、２名の生徒が絵本を読み、他の生徒たちが聞き

手となり、感想を述べ合った。図書館内で声を出す了解を得て、聞き手の反応を確

認しながら読む練習をした。声に出して読むことで、アクセントやイントネーショ

ンの間違いを訂正したり、間の取り方に緩急をつけたりすることが出来た。参加生

徒たちは、２回～４回の読み聞かせを行った。 

 

エ 幼稚園訪問 

  １１月２９日（火）に、絵本の読み聞かせに活動に参加している生徒のうち４名

が、幼稚園を訪問した。年長児（５歳児）の３クラスに分かれて入り、練習の成果

を披露した。幼稚園では、生徒達が活動しやすいように弾力的な日程を組んでくれ

ていた。すぐに読み聞かせが始まったクラスもあったし、お絵かきを終えてから絵

本に進んだクラスもあった。 

（参考：「おはなし会マニュアル」市原市立中央図書館 H28.7.20 市原緑高校向け） 

１ おはなし会とは  子どもと本を結びつけ、本の楽しさを伝えるサービスです。  

 （１）お話を語る（ストーリーテリング・素話） 

 （２）お話を読む（読み聞かせ） 

 （３）本の紹介（ブックトーク） 

 （４）その他（わらべうた・手遊び・紙芝居・パネルシアター・エプロンシアター等） 

２ 読み聞かせ 

 （１）読み聞かせに向く絵本の選び方 

  ア．ある程度の大きさがあり、遠目がきくこと。 

イ．絵と文の量がちょうど良い。 

ウ．おはなしの進み具合と絵の場面があっている。 

エ．見開きに一場面が良い。 

オ．お話に起承転結がある。 

カ．会話のみの文章は、耳で聞いたとき理解するとこが難しい。ト書きとなる全体を

表現した文章があるものを選ぶ。 

（２）読み聞かせの仕方 

 ア．絵本を読む前に、 

 イ．・・・・・・ 



 

 

 

 

 

 

 

 

         

                  (11/29 能満幼稚園にて絵本の読み聞かせ) 

オ 礼状の発送 

  活動の振り返りとして、感想文を書いた。お世話になった幼稚園の職員の方と園

児たちに礼状を作成し、発送した。 

 

(c) 絵本の読み聞かせ活動参加生徒の感想 

 本校で取り組んだ読み聞かせ活動は、６月下旬の参加者募集に始まり、１１月２９

日（火）に能満幼稚園訪問へと約半年間の活動となった。幼稚園訪問は、将来保育士

や幼稚園教諭を目指す生徒にとっては、貴重な体験の場となった。単調な校内の「読

み聞かせ」練習会も、園児の前で発表するという具体的な目標があったので、意欲的

に取り組むことが出来た。訪問を終えた生徒達はメモを参考に、礼状を作成し発送し

た。近い将来、社会人として求められるスキルの指導にも役立った。以下、生徒たち

の感想の一部である。 

 

・たくさんの子供たちの前で絵本の読み聞かせをするのは初めてで、とても

緊張しました。読み間違いをしたり、つっかえたりしてしまいました。次

にこのような機会があれば練習をし、うまく読み聞かせをできるようにし

たいです。また、お絵かきをしているときに、気軽に話したり、手遊びで

遊んだりすることができたことも、とてもたのしかったです。 

・絵本を読む直前、とても緊張していました。しかし、子供たちの前に立つ

とリラックスすることが出来ました。読んでいる最中、子供たちに「早

い」と言われ動揺しましたが、私は子供たちが先生のように指摘してくれ

たと思いました。 

 

（４）図書館連携と図書館主催行事～学校司書や公共図書館との連携 

３－（２）で紹介した調べ学習の際には、図書館連携事業を活用した。今年度の行った 

連携事業による県立図書館の利用状況である。学校司書は、どのような書籍が必要なの

か授業担当者と連絡を取り、関連書をまとめて借りる。4 週間の貸出期間であるが、延長

することもできる。 

 

 



図書館連携事業活用 

１ 土壌生物関連書籍    利用期間 9/29～４週間  

千葉県立中央図書館   １１冊   千葉県立西武図書館   １６冊 

千葉県立東部図書館   １０冊 

２ 絵本 児童図書    利用期間 10/27～4週間 

 千葉県立中央図書館   ３０冊    

３ 自然科学 生物 遺伝子 ＤＮＡ  利用期間 10/6～４週間（延長利用） 

千葉県立中央図書館   ３１冊   千葉県立西武図書館   １０冊 

千葉県立東部図書館   ２０冊 

  

 

 

 

 

 

 

（図書館連携事業による書籍）               （図書館主催「お飾り」作り会） 

 

また、学校司書の発案で、図書館では「お飾り作り」の講習も開いている。クリスマス 

リースとお正月のお飾り作成の機会を設け、図書館に親しむ仕掛けを行っている。 

今年度は、国語・理科・地歴・体育・家庭科・英語で図書館を利用した授業実践があっ 

た。図書館の活用状況を把握し、今後の参考とするために、図書館活用記録カードを作成  

した。授業で図書館利用の際には、記入をお願いしている。 

 

４ まとめ 

本事業の指定を受け、図書館に足を運ぶ教職員・生徒を増やすためには、何をしたらよ

いのか検討した結果、図書館利用授業実践の紹介と声掛け、幼児教育に関心をもつ生徒を

対象とした絵本読み聞かせ活動に照準を合わせた活動を行った。以前からお世話になっ

ていた市原市立中央図書館のインターンシップをとおして、「おはなし会」を知り、あい

まいさを抱えたままスタートした本事業の活動が具体的に動き出した。最寄りの能満幼

稚園からの御協力も得て、園児の前で実際に読み聞かせを披露することになり、実りある

活動となっていった。 

授業での図書館活用においては、県立中央図書館・県立東部図書館・県立西武図書館と

の連携事業を活用した。本校の図書館に備えてない書籍であっても、利用できることを教

職員に伝えることが出来た。 

今後の課題としては、生徒の図書館利用を促すために、図書館の利用方法や書籍の活用

方法、検索方法などを図書委員会等の活動をとおして生徒が主体的に動くように指導し

ていくことである。小・中学生と異なり、高校生は社会に巣立つ日が目前に迫り、人生の

大きな岐路に直面している。学びの重要性を認識し、その学びによって豊かな人生が広が



っていくことを伝えるのが、読書活動の意義ではないだろうか。本校に在籍する生徒は、

書籍に親しむ機会が少なかったものが大半を占めるが、図書館を訪れるチャンスを仕掛

け、学びをとおして自分自身が「進化」し、伸びゆく存在であることを伝えたい。 

 

 

 （参考：図書館活用記録カード H28 年度市原緑高校作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館活用記録カード 

日  時： 平成    年 月   日 （   ） 第   時間目 

教科・科目：                           担当者（             ） 

総合学習・LHR･進路学習･修学旅行･部活動･委員会活動･その他 （           ）  

目的（本時のねらい）関連する単元等： 

 

 

 

授業の流れまたは図書館活用方法な等：  

 

 

 

  

参考図書等： 書名              著者             出版社 

 

 

   

その他 メモ：  

 

 



「生物基礎」学習指導案 

千葉県立市原緑高等学校 

教諭   武田  昌之  

 

１ 日時：１１月８日（火）第３限 

 

２ 場所：図書館 

 

３ 学級： 第１学年A組   ４１名（男２０名 女２１名） 

 

４ 学級観：明るく活発な生徒が多く、メリハリのついたクラスである。授業に対し意

欲的な生徒が多い。 

 

５ 教材：生物基礎 （第一学習社） 

 

６ 単元名：第２章 遺伝子とその働き 第２節 遺伝子の働き 

 

７ 単元の目標：生物の形質を決める遺伝子の本体はＤＮAであることを理解させる。 

 

８ 単元指導計画：（１）遺伝子の発現               １時間 

     （２）生体内のタンパク質          １時間 

      （３）細胞と遺伝子の働き         ２時間 

     （４）ＤＮAの活用方法（探究活動） １時間（本時） 

 

９ 単元の評価基準  

関心･意欲･態度 思考･判断･表現 観察･実験の技能 知識･理解 

 宿題の提出や発

言など、意欲的に

授業に参加してい

るか。 

 ＤＮＡの活用方

法について自ら課

題を設定できてい

るか。また、課題

解決の結果を表現

できているか。 

 実験器具や試薬

の取扱が適切に行

われているか。 

 遺伝子のはたら

きについて理解で

きているか。 

 

１０ 本時の目標：自ら設定した課題について解決し、表現することができる。また、

様々なＤＮＡの活用方法があることを知る。 

 

 

 



１１ 本時の展開： 

段 階 

(配当時間) 
学習内容と活動 

指導の留意点 

（留意点等） 

評価の観点 

評価規準及び方法 

導 入 

(5分) 

・授業内容の確認 

 

 

・図書の扱い方を確認 

（学校司書の指導） 

・時間は多くないため、 

早く図書を選ぶ必要があ

ることを伝える。 

・禁書等の説明を行い、乱

暴な扱いをしないよう注

意を促す。 

 

【関心・意欲・態度】 

必要な持ち物を持ってきて

いるか。 

展 開 

(30分) 

・適切な図書を選び、自

らの課題解決に向けた

レポートを作成する。 

 

 

・結果については図や表、

箇条書きでもよいことを

指示する。 

・まとめについては、自分

の言葉で表現することを

指示する。 

・参考文献に本のタイトル

と著者名を記入すること

を指示する。 

・適切にまとめていけるよ

う、残り時間を予告しな

がら机間巡視を行う。 

 

【関心・意欲・態度】 

適切な図書を選べている

か。 

【思考・判断・表現】 

自らの課題解決について、

適切な表現で表わせている

か。 

まとめ 

(15分) 

・発表 

 

 

 

 

 

・感想記入 

・発表者が話しているとき

の聴き方、メモの取り方

について確認する。 

 

 

 

 

【関心・意欲・態度】 

他人の意見をメモできてい

るか。 

【知 識・理 解】 

他人の発表を聞き、自分の

知識として表現ができてい

るか。 

 

 


