
千葉県立磯辺高等学校 

 

１ 学校の紹介 

本校は全日制普通科２５クラスからなり，昭和５３年の開校から今年でちょうど４０

年目の節目を迎えた。学校の立地は，千葉市の稲毛海浜公園に近く，東京湾を見渡せる明

るく開けた環境にある。敷地内に北グラウンドと南グラウンドの２つのグラウンドを有

し，県立学校の中でも有数の広さを誇っている。 

校訓に「疾風怒涛（しっぷうどとう）」「朝考夕省（ちょうこうせきせい）」の二つを掲

げ，知・徳・体のバランスのとれた教育を目指している。 

生徒たちは，学業，部活動のほか，学校行事にも積極的に参加し，特に文化祭，体育祭

は大変な盛り上がりを見せている。明るく素直な生徒が多く，校風ものびのびとしている。

授業態度も落ち着いており，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

学先を決定し，進路実現を果たしている。（平成２８年度実績） 

 

２ 学校図書館の現状 

  学校図書館は管理棟の２階に位置し，地学室や生物室に近く，生徒たちの移動教室の動

線上にある。館内は広さ２１６㎡，座席は１０８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，生徒たちの自習場所のほか，調べ学習，総合学習

などの特別授業，進路ガイダンスの会場としても利用され，学習支援センターとしての機

能も発揮している。毎日，昼休み，放課後のほかにも，朝７時から８時３０分までの始業

前に開館し，生徒の自主的な学習を支援している。 

  開校から４０年が経過し，学校司書不在期間も長かったため，昨年度学校司書が配置さ

れるまで，学校図書館内は古い本が多く，高い書架の上にまで本があふれていた。昨年度

より壊れた棚の撤去，高い位置の本の移動，書架の間の通路幅の拡大などを図り，安全性

を確保した。加えて本の廃棄と，新しい本の買い替えを積極的に進め，適正な蔵書構成を

構築しつつある。見逃しがちな視点であるが，本は重く，適正に配置されないと生徒に危

険が及ぶこともある。常駐者がいるからこそ，館内の環境美化や装飾だけではなく，安全

性にも配慮できている。 

  その結果，現在の蔵書数は約２万６００冊。（平成３０年１月現在）本にはすべてバー

コードが貼られ，コンピューターでデータ管理をしているが，データに不備が多く，蔵書

点検を行えないのが現状である。環境を整えたことで１日の平均入館者数は４９人と，前

年度に比べて８人ほど増加しているものの，本の貸出に結びつかないことが課題である。 

 

３ 学校図書館運営と読書推進活動に関する取組 

（１）校内組織 

   校務分掌は図書部である。図書主任１名（司書教諭を兼ねる），教諭３名，学校司書

１名（教務部と兼任）の５名から構成されている。ただし放送，視聴覚に関する業務も

行っているため，教諭２名は放送を担当し，学校図書館運営には，主任，国語科教諭１

名，学校司書の３名が携わっている。 



   昨年度中より，図書担当職員で，新たな読書推進活動の企画を計画してきた。その背

景には，生徒たちの読解力，文章表現力の低下が，多くの教員によって指摘されていた

ことが挙げられる。 

  立案にあたっては，学校司書が，多くの教員に雑談という形で直接聞き取り調査を行

った。授業時間の制約を受けず，教科の壁を越えてフットワーク軽く動ける学校司書な

らではといえる。また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。それを元に図書担当職員で話し合い，読書を「趣味，娯楽とし

ての読書」と「手段としての読書」に分けて考え，文章を正確に読み取り，必要な情報

を得る力，会話や文章に表現する力を育む「手段としての読書」の推進を行うという指

針が決められた。 

準備として，翌年度入学する１年生の総合学習の時間を３時間確保しておいた。 

 

（２）生徒や教員に対する支援 

 ① 新刊ＰＲ 

   教室棟と管理棟を結ぶ渡り廊下の掲示板に，新刊本 

の表紙のカラーコピーを掲示している。この掲示板は， 

ちょうど教室棟から学校図書館へと繋がる場所にあり， 

加えて教室棟から適度に離れているという利点をもつ。 

特定の本に興味をもつという，プライベートな行動を， 

人に見られたくないと考える生徒は少なからずいるよ 

うで，始業前や放課後など，人の少ない時間帯に本の 

表紙をスマホで撮影している生徒をたびたび見かける。 

表紙のコピーはあえてカラーにして，厚みのある貼り 

パネルを用いて立体的にしている。本の帯や，図書委員が作成したＰＯＰを貼り，目

を引く工夫を凝らしている。また今年度より，図書委員が作成した図書だよりを，生

徒，教員ともに，ひとり一部配布して，新刊情報を広く周知している。 

   

 ② 新聞記事の掲示 

    毎朝，朝日新聞と読売新聞の一面のコピーを，新刊 

の掲示板の近くに掲示している。二紙を並べて見比べ 

ることで，一面に取り上げられる記事の違いや，同じ 

記事でも見出しや解説の切り口が異なることに気づか 

せることを目的としている。 

    また「朝日中高生新聞」の一週間分のニュースをま 

とめたもののコピーを，各クラスに配布して掲示して 

いる。３年生の担任からは，推薦入試が始まる頃から 

生徒たちがよく見るようになったとの報告を受けた。 

 このふたつの取組は，新聞を購入していない家庭も 

増えている中，受験対策として急に新聞を読む必要が出た際，戸惑うことがないよう，

日頃から新聞に触れる機会を増やす目的で今年度から始めた。 



（３）学習等に関する支援 

 ① 進路コーナーの設置 

   学校図書館にできる進路支援として，昨年度，館内に散らばっていた進路関連本を

一カ所にまとめて進路コーナーを設置した。進路室の資料と重複しないよう選書し

ながら，職業関連本でもガイドからエッセイまで幅広く収集できる学校図書館の強

みを生かして資料提供をしている。また２年生には２学期に「進路応援号」と題した

図書だよりを，ひとり一部配布し，コーナーの周知に努めている。 

 

  ② 新聞記事の切り抜きの提供 

    小論文や面接で取り上げられそうな時事の記事を，朝日新聞，読売新聞の二紙から

切り抜き，設定したテーマごとに分類して学校図書館内にファイルしている。設定し

たテーマは１３種類あり，一例としては「子ども・高齢者」「ジェンダー・障害者」

「労働」などがある。また記事の見出しを最大４つまでエクセルの表に入力し，簡単

なデータベースとしている。この表は校内パソコンの共通フォルダに保存してある

ため，どのパソコンからも記事を検索できるようにしてある。この見出しの入力は，

図書委員の生徒がカウンター当番をやりつつ担当し，図書委員にとっても新聞記事

の面白さと出会える良い機会となっている。 

 毎年，小論文や面接指導が本格化する時期になると，担当教諭から新聞を読むよう

に指導された生徒が学校図書館に駆け込んできていた。しかし学校図書館で保存し

てある大量の新聞の中からひとつのテーマの記事を探し出すことは難しく，また新

聞記事の検索データベースやＣＤ－ＲＯＭもないために，必要な記事を見つけ出せ

ない生徒が多かった。そのような状況から生徒，指導教員の一助になればと，今年度，

学校司書が試験的に始めた。６月の記事から始めたために，記事のストック量は十分

ではないが，推薦入試が始まる頃には，１か月間毎日訪れて記事を読む生徒も現れる

など，３年生を中心に浸透しつつある。また国

語科の教員からは，今まで業者の小論文テキス

トを用いて指導していたが，内容が古く，実際

の試験では生徒たちはニュースを知らないと

書けないので，テキストを補完するものとして

有効であったとの声を寄せられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

新刊本の掲示の隣に切り抜きの記事の一覧表を貼り

出している。 

掲示物の一部を拡大したもの：テーマごとに記事の見出し，新聞名，掲載日を表示 



③ 図書委員会活動 

    学校司書が配置されたことで，最も活性化したのは，図書委員会活動である。継続 

的にひとりの人間が関わることで，図書委員会は部活動のような様相を呈し，図書だ 

よりも役員の生徒が自発的に作成し，今年度は現在まで３回発行することができた。 

 文化祭では，委員会の中で唯一の参加団体となっている。昨年度から，それまで行っ 

ていた古本市を取りやめ，図書委員が，おすすめする本のＰＯＰやキャッチコピー 

を作成し展示するという企画に切り替えた。来場者にシールを渡し，気に入った作品 

に投票してもらうコンクール形式をとったことで，図書委員のモチベーションもあ 

がり，見応えのある展示となった。この時のＰＯＰとキャッチコピーを取りまとめて， 

「小・中・高校生による角川文庫ＰＯＰコンクール２０１６」に応募したところ，２ 

年生男子の作成したキャッチコピーが，最優秀賞３点のうちの１点に選ばれるとい 

う大変喜ばしい成果をあげることができた。今年度も継続しておこなったところ，昨 

年度より８０名も多い来場者を迎えることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）総合的な学習の時間に関すること 

   新聞を使った読解力の育成プログラムを，１学年３２０名を対象に，総合学習の時間 

を使って連続３回行った。１回目，２回目とも資料，指導案を図書部が作成し，実際の 

授業は各クラスの担任が行った。以下はその実践報告である。 

 

① 第１回目：２０１７年９月２５日（月）７限 

 用いた資料は，朝日新聞に連載された「ジェンダーとメディア」の投書記事から抜粋

したものをまとめたＡ３用紙１枚（＊）と，ワークシートＡ４用紙１枚（資料①）であ

る。ひとりでじっくり投書を読み，その後ワークシートを記入することで，投書から多

様な意見を読み取り，自分の考えを見つめなおすきっかけとなることをねらいとした。 

 

＊授業での使用は可能だが、使用した記事が複数の著作権者の権利にまたがるなどの 

理由から、冊子やホームページへの掲載は許諾を得られず未掲載とした。 

出典：朝日新聞 フォーラム「ジェンダーとメディア」 

・2017年 7月 17日（月）朝刊 9面  ・2017年 8月 06日（日）朝刊 9面 

  ・2017年 8月 20日（日）朝刊 9面  ・2017年 8月 27日（日）朝刊 9面 

  ・2017年 8月 28日（月）朝刊 11面 



ワークシートの集計結果からは，ジェンダーというデリケートな問題ながら，等身大 

にテーマと向き合い，自分なりの言葉で素直に感想を寄せたものが多く，いわゆる道徳 

的正解（男女は平等であるべきだ。など）をねらって書いた者が１人もいなかったこと 

が新鮮であった。 

 

【資料①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔ワークシートのコメント欄より（抜粋）〕 

・日常のＣＭや番組にそのようなジェンダーと思われる表現が含まれていることを

知った。いつも意識していなかった。ジェンダーというものは，日常のいろいろな

ところにまぎれているんだなぁと思った。 

・「らしさ」というものは，人に制限をかけている気がする。 

・女性は弱い，男性は強いなどといった固定観念を，子どもの頃からもっていたよう

に思う。言われなければ気づかないほど，みんな無意識のうちに気にしてる。 

・そもそも女性が差別を受けているとか不利な立場にいるなんて１６年生きてきて

思ったことなんてない。 

   ・最近考えてみれば，男性を批判（？）することが増えているように感じられる。 

・まだ社会人になっていないのに言うのは少し変だけど，例えばイクメンやら主夫や

らと言われているこの時代に，女性が家事をやるのは仕方ないようなメッセージ

性の広告を見て，女性が何も思わないとでも思ったのだろうか？ 

「ジェンダーとメディア」ワークシートより質問項目を抜粋 

配布したものは，朝日新聞に連続シリーズとして掲載された紙面の投書を抜粋した 

ものです。さまざまな年代，性別の人の意見が載っています。全体を読んで以下の 

問いに自分なりの考えを記入してください。 

１．「ジェンダー」という言葉を知っていましたか？ はい・いいえ 

２．共感できる意見はありましたか？その部分や言葉を短く抜き出してください。 

またどのような点に共感したのか記入してください。 

３．違和感を感じた意見はありましたか？その部分や言葉を短く抜き出してくださ 

い。またどのような点に違和感を感じたのか記入してください。 

４．今までなんとも思っていなかったことに気づかされた意見はありましたか？ 

気づいた点を記入してください。 

５．さまざまな意見を知った上で，実際にＣＭを視聴してみましょう。周りの人と 

２，３人のグループになったスマホで視聴してみてください。検索の際は下の 

言葉に「ＣＭ」と追加してください。 

・「Like A Girl」※日本語字幕付きを見るためには「女性スポーツオンライン」と 

検索してください。 

・「ファブリーズ・メン（エレベータートラップ篇）」 

・「男脂臭（レノア）」 

・「ふだんプレミアム（一週間篇）」 

 



② 第２回：２０１７年１０月３０日（月）７限 

  新聞のコラム記事を読み，その要約となる見出しを考えるというプログラムを行

った。用いた資料は，見出しについて解説したＡ３用紙１枚，見出し部分が空欄にな

っているコラムを載せたＡ４用紙１枚（資料②）である。記事を読み，見出しを考え

ることで，文章を要約する力を養うことを目的とした。まず全員が個別に考え，その

後５～６名程度のグループに分かれて話し合い，グループの中で一番良い「見出し」

を選出する。さらに各グループ代表の中からクラス代表を決めてもらい，図書担当職

員に提出してもらった。３回目の授業に新聞記者の出前授業を用意してあり，事前に

記者に「見出し」を送るためである。出前授業の中で，プロの記者に生徒が考えた見

出しを講評してもらい，生徒に漠然と話しを聞くだけではなく，参加の意欲をもって

もらうことを意図した。 

〔各クラス代表の見出し〕 

Ａ組「Ｂは知りたい！真実を！！」   Ｂ組「その死を忘れず 70年」  

Ｃ組「乾杯に隠された地獄」      Ｄ組「石になった兄」 

Ｅ組「戦友の名は。」          Ｆ組「三センチの見出しが繋いだ思い」 

Ｇ組「見出し３センチの奇跡」     Ｈ組「兄の真相を知る。」 

＊元の見出しは「85歳と 93歳３センチの縁」 

 

③ 第３回：２０１７年１１月２日（木）６限 

  朝日新聞社の教育総合本部から遊佐美恵子氏を講師に迎え，体育館で３回目の授

業を行った。 

プログラムは３部からなり，パワーポイントを用いて行われた。第１部は「なぜ新

聞か」と題して，情報とは何かということを，身近な質問で生徒に問いかけることか

ら始まり，情報リテラシーの必要性など，情報とメディアに関する内容を明快に説明

してくれた。 

第２部は「新聞の読み方」と題して，新聞の紙面の構成や発行までの流れ，また見

出しをつける際のポイントを解説し，２回目の授業で出された各クラス代表の見出

しを，ひとつひとつ講評してくれた。コンテストとして，その場で上位３位までのク

ラスを表彰したこともあり，２回目の授業との繋がりを感じられた。 

第３部は，「てきぱきプレゼン」と名付けられたワークショップが行われた。これ

は各自，新聞から自分の好きな記事をひとつ選び，１分間で，その理由と記事の面白

さをペアとなった相手に伝え，相手は，それに２０秒でひとことコメントを言うとい

うものである。講師がストップウォッチを手に一斉にスタートの合図をかけると，制

限時間があることで，生徒たちは必死に取り組み，大変盛り上がった。 

体育館に座った１学年全員が，床に新聞を広げて記事を探す姿は壮観とさえいえ

るものであった。また講演の内容が，中味の濃いものでありながら，１時間の時間内

にぴったり終わったことは，プロの記者の仕事として印象的であった。 

  授業後のアンケートでは，さまざまな意見が寄せられたが，ネガティブなコメント

がほとんどなかったこと，講師に対してお礼を述べる言葉が多かったことが，他のア

ンケートと大きく異なり，うれしい驚きであった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔出前授業アンケート結果（抜粋） 回収数：３１７枚〕 

コメントより （ ）の数字は同意見の数を表す。 

・すごく面白かったです。ありがとうございました。（３２） 

・とてもわかりやすかったです。（９） 

 ・新聞を全ページ読めたのは初めてで，とても良い経験になった。 

 ・興味のある記事はしっかり読んだら面白かった。（３） 

 ・人によって気になる記事が違うから，発表しあって楽しかった。（２） 

・自分の気に入った記事を探すとき「ほんとに見つかるかな？」や「理解できるかな？

と不安だったのですが，自分でもびっくりするくらいスラスラ読めて，面白くてわ

かりやすい記事ばかりだったので，新しい発見でした！ 

 ・てきぱきプレゼン，楽しかったです。自分の興味のある記事を見つけ，そのことに

ついてとなりの人と話すのが，とてもいいなと思いました。（３） 

 ・見出しのひとつひとつにコメントを言ってもらえて，より見出しのつけ方や大切さ

がわかった。 

 ・情報を正しく読み解く力をしっかり身につけて，間違った情報に惑わされないよう

にしたいと思った。 

 ・新聞の読み方などいろいろなことを知ることができてよかったです。（３１） 

 ・新聞への興味が高まりました。（２０） 

 ・授業を聞いてこれから新聞を読んでみようと思いました。（４９） 

・最初はネットニュースで十分だと思っていたけれど，新聞は正しい情報が載ってい

るので，大切な情報源だと思いました。（１１） 
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114

127

48

2

今まで新聞を読んだことがありますか？ 

よくある 

時々ある 

ほとんどない 

ない 

未記入 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【授業から約２ヶ月後のアンケート結果より（抜粋）】 

 質問：今年度は新聞を活用した授業を３回行いました。授業を受けて何かプラスにな

ったことがありますか？あったら簡潔に記入してください。 

   ・ニュースを見るようになった。（以前よりも見るのも含む）・・・・・・・・・51 

 ・新聞を読むようになった。（以前よりも読むのも含む）・・・・・・・・・・・16 

 ・見出しに注目するようになった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

 ・ニュース・新聞に興味がわいた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･11 

 ・新聞の構成，読み方などがわかった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

 ・様々な角度から物事を考えられるようになった。・・・・・・・・・・・・・・1 

 

４ 成果と課題 

  本校では，平成２７年度までの長期間，学校司書が不在であった。学校司書着任後の学

校図書館の変化は，文字通り瞠目に値する。教諭は学習指導が第一であり，空いた時間に

学校図書館業務に当たらざるを得ない。本校の学校司書も，教務部との兼任で学校図書館

業務に専念できる状況ではないが，やはり学校図書館のことを第一に考え行動してくれ

る職員の存在は大きく，学校図書館に必要欠くべからざるものであると痛感した。使いや

すく整えられた学校図書館，活性化した図書委員会，通路の壁に美しく掲示された新着図

書の案内や新聞記事等，以前を知る方は驚かれることと思う。 

  平成２９年度は，１年の総合学習の時間に新聞を使った読解力育成プログラムを実施

した。新聞を手に取ることも稀な生徒たちに新聞記事というものに触れさせたというだ

けでも意義があったが，２ヶ月も経過した後のアンケートでも１００名近くの生徒がプ

ラスの変化を自覚しており，大きな成果があったと考える。 

  一方，本の貸出の増加がみられない。高校生にいかに読書をさせるかは，今後の大きな

課題である。新聞を使った読解力育成プログラムも，継続して実施していきたい。 

112

15

265

17

42

74

184

53

54

49

26

新聞は面白そうだと思った 

新聞はつまらなそうだと思った 

新聞にはいろいろなことが載っていると思った 

どうして新聞を読めというのかわからない 

自分は新聞のような長い文章も読めると思った 

ニュースはネットで十分だと思った 

新聞はいろいろ考えられて作られていると思った 

文字が多くて読むのがつらい 

これから新聞を読んでみようと思う 

これからも新聞は読まないと思う 

授業（新聞）のことを友達や家族と話題にした 

授業を受けた後の新聞に対する意識（複数回答可） 



【資料②】コラム記事から「見出し」をつけるプログラムの資料 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊朝日新聞社に無断で転載することを禁じます。 

＊個人のプライバシー保護のため記事中のお名前、写真を加工してあります。 

＊出典：朝日新聞 2017年 8月 14日(月)・2017年 8月 24日(木)・2017年 10月 15日(日) 

＊利用許諾の承諾番号 18-0176 

Ａ 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 



実践報告①の指導案 「ジェンダーとメディア」の投書を読む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践報告②の指導案 コラムを読み「見出し」を考える 

 


