
千葉県立松戸六実高等学校  

「行きたくなる図書館をめざして」 

１ 学校の紹介 

本校は、「千葉県新総合５か年計画」事業の一環として、昭和 53年（1978年）にした。            

千葉県北西部に位置し、柏市と鎌ヶ谷市に隣接しており、近くには小学校や中学校もあり、 

梨畑や住宅地に囲まれた落ち着いた環境にある。 

全日制普通科、学級数 27学級である。進路については、進学者が 90％以上、一般入試   

受験者も年々多くなっている。就職先として公務員も増えている。 

校訓「誠実」の下、「さわやか六実」を掲げ、明るく、さわやかで、あいさつができ、

授業を大切にし、学校行事や部活動に一所懸命に取り組むという伝統が、創立以来受け継

がれている。また、穏やかで学校好きな生徒が多く、出席率９８パーセント以上と高い。

部活動加入率も９０％である。 

 

２ 図書館の現状 

本校図書館は、職員室のある管理棟２階、３年生の教室前に位置している。窓が中庭に    

面しており、木々の緑と明るい陽ざしのある図書館である。 

① 開館時間は、８時５０分～１６時４０分 

早朝の利用者のために７時３０分より開館 

② 昼休みは、学習、読書、インターネット閲覧（PC３台）、雑誌・新聞閲覧（１８誌、

３紙、）図書の貸出・返却など、様々な目的で利用されている。 

③ 閲覧席５４席と学習席８席 

閲覧室は１８０㎡と他校に比べて狭く、座席数に余裕がなく、立ち読みの光景をよ

く目にする。 

書棚の配置や書籍の配架などのレイアウトにはとても苦労している。 

④ 蔵書数は、現時点で２万２６３５冊。（2017年 12月末日） 

蔵書はコンピューターで管理している。 

書庫内の古い蔵書については、バーコードなし、2 種類の古いバーコードのものと

混在。蔵書点検は手間がかる。貼り直しが課題。 

⑤ 閲覧室、司書室、書庫がある。 

毎年こまめに廃棄をしているが、書庫は満杯である。 

 

３ 図書館運営 

 

（１）校内組織と主な役割 

校務分掌は「図書部」 

図書部長、教諭２名、学校司書１名の 4名。 

図書部長が司書教諭を兼任。 

教諭と学校司書が常駐。 



主な役割としては、 

平日（昼休み・放課後）と夏休みの図書当番。 

図書委員会の顧問として、各係を担当指導。 

週 1回、図書部会および選書会議。 

学期に 1回、職員４名で書店にて選書。 

 

（２）生徒や教員に対する支援 

① 生徒への利用案内 

ア．新入生へのオリエンテーション       〈資料 1〉 

入学翌日より図書館で実施。 

1クラス 1時間で、学校司書が担当。 

内容は、利用案内、ブックトーク、館内見学。 

イ．図書館学習での事前ガイダンス 

図書館学習開始日に 10分程度の事前ガイダンス 

学校司書が担当。 

内容は、資料の探し方、資料の見方など。 

② 教員への利用案内 

ア．「図書室サービスガイド（職員用）」を配付。 〈資料 2〉 

 1学期の始めに。 

学校司書が作成・説明。 

内容は、レファレンス・リクエスト・ネットワーク（他館との相互協力）・ 

授業サポート。 

イ．「図書館学習って、こんな感じです。」を配付。 〈資料 3〉 

5月と 12月ごろ。 

学校司書が、作成・説明。 

「新着図書案内」（月 1回発行）の裏面に、先生方へのおまけのページ。 

 内容は、図書館学習の手順や、学校司書のサポート内容、今までの学習例 

 

（３）読書推進活動の取り組み 

① 展示の工夫 

ア．面見せと平台展示 

話題本や人気本、新着本については、面見せと   

平台展示。 

イ．テーマ展示 

分類にこだわらず、生徒目

線で展示。たとえば、 

「ビタミン本」として、詩や写真、絵本、ライフスタイルの本。 

「こころとからだの本」として、ダイエットや美容・心理学、

思春期の本。 

「映画化原作本」として、映画のチラシと一緒に展示。 



ウ．ブックフェア 

    「新着図書案内」（月 1回発行）のメッセージに合わせた本の展示。 

たとえば、 

 4月のメッセージ「図書館デビューしませんか？」 

 6月のメッセージ「心の雨に、本が効く」 

 3月のメッセージ「ありがとう」 

   

② 情報の発信 

ア．「むつみライブラリー」（新着図書案内・月 1回）の発行 〈資料 4〉 

裏面を特集ページとして活用             〈資料 5〉 

たとえば、 

職員向けに「図書館学習」 

  3年生向けに「小論文対策」「受験直前対策」 

夏休み前に「進路に向けて」 

イ．「茶居夢」（図書委員のおすすめ本案内・季刊）の発行  

ウ．「本コレ」（図書委員のおすすめ案内・季刊）の掲示 

エ．「図書館報」（図書委員の編集・年度末）の発行 

オ． 図書館内、廊下の掲示物の活用 

表紙のコピー、映画ポスターやチラシ、図書館ニュースの掲示など 

     

③ ブックトーク 

新 1年生対象に、オリエンテーションで学校司書が実施 

テーマは、「出会い」「初めての」など 



（４）学習等に関する支援 

① 図書館学習の手順と学校司書のサポート 

ア．図書館学習の手順 

図書館の予約 → 館内資料の確認 → テーマを学校司書に連絡 → 

（学校司書のサポート開始） → 学校司書と打ち合わせ → 授業開始 

→ （学校司書の事前ガイダンス・レファレンスなど） → 授業終了 

イ．学校司書のサポート例 

＊詳細は、（５）学校司書の役割にて 

・資料の用意、ブックリスト作成 

・他校・他館からの資料の収集 

・事前ガイダンス 

・生徒へレファレンス対応 他 

② 昨年度の主な学習例 

教科 テーマ 形式 

美術 素材探し 作品制作 

家庭科 ファストフードとスローフード 壁新聞 

地歴公民 中国について レポート/スピーチ 

 韓国について レポート/スピーチ 

 アメリカ合衆国について レポート/スピーチ 

 環境問題について（地球温暖化） パネルセッション 

理科 生物の生態について レポート 

 生物多様性について レポート 

国語 今、社会で話題の問題について レポート/スピーチ 

 自由テーマ プレゼンテーション 

 日本の原発をゼロにすべきか否か ディベート 

 森鴎外と明治時代 新聞/スピーチ 

保健体育 環境問題について レポート/スピーチ 

      

【「ファストフードとスローフードの壁新聞」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 実践例 

 

実践報告  現代文（『舞姫』森鷗外）における調べ学習   〈資料 6「学習指導案」〉 

 

３年生の現代文において、例年は森鷗外の『舞姫』を講義による授業中心で行っていた。

しかし、この時期の３年生は、古文調の文章を読んでいくことに対して積極性に欠け、長文

の単調になる授業に苦慮していたため、今年は図書館を利用した調べ学習を取り入れた。 

１クラスを６グループに分け、「森鷗外」か「明治という時代」についてのどちらかのテー

マに決めて調べ学習を行った。テーマに偏りがないようにするために各テーマを３グルー

プになるように調整をした。又、「森鷗外」や「明治という時代」の何について調べるかは、

各グループで話し合わせた。 

 

【図書館への依頼】 

「森鷗外」・「明治という時代」の二つの

テーマで調べるために、森鷗外の生い立ち

や作品紹介・恋愛に関すること、また明治

という時代の生活（衣食住）・思想（恋愛・

結婚観など）のわかる資料を集めてもらう

ことをお願いした。又、複数のグループが

同じ資料を使う可能性も考慮して、調べや

すい資料を複数そろえてもらえるように

依頼した。 

 それを受け、本校の学校司書が、千葉県

立西部図書館の協力車及び学校司書のネ

ットワークを活用し、県立図書館・高等学

校より資料を集めた。調べやすい資料を複

数集めることができた。                                                    

                      【各学校の協力により集まった資料】  

 

 

【調べ学習を通して（授業担当より）】 

 週３時間５クラス展開で、図書館利用２時間を含め５時間のグループワークを行った。 

最初の２時間を利用して、図書館で資料を見ながら各グループのテーマの方向性と各個人

の役割分担を決めさせ、調べる作業に入った。同じテーマであっても、各グループがそれぞ

れ個性をだし、あまり調べることは重なることなく（調整したわけではないが）各グループ

が思い思いに資料を駆使して、調べていた。その後１時間は教室でグループの発表用プリン

ト作りと、２時間のグループ発表をした。２時間の図書館利用を５クラス、結果的に計

１０時間の図書館利用になった。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生徒による調べ学習】          【資料の周りに集まる生徒】 

 

生徒の発表も、全員が必ず発表を行うこととし、各自が調べたことを発表することがで 

きた。 

大きなテーマ設定であったことが、各自で調べる内容を自由に決めさせることができ、 

興味のある内容を選ぶことができた結果、調べ学習を頑張れたと考える。また他の生徒の 

発表も興味深く聞くことができ、結果的に森鷗外や『舞姫』に対する興味や理解度も上が 

り、その後の２学期の期末考査の平均点上昇へと繋がったと考える。 

 図書館を利用することにより、期待以上の生徒の頑張りを引き出せたのは、ひとえに学 

校司書と県立図書館や各学校司書によって多くの資料を集めることができたお蔭であると 

考える。本当にご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生徒が作成したグループ発表プリント】 

 

 

 



（５）図書委員会活動 

① 委員会組織 

各クラス 2名 

役員―委員長、副委員長、書記、会計 

② 係分担 

ア．広報―「茶居夢」（季刊）の発行〈資料 7〉、「本コレ」（季刊）の作成と掲示 

イ．掲示―「図書館ニュース」、ポスターなどを掲示（週 1回） 

ウ．受入― 新着図書のカバー貼り（週 1回） 

エ．装飾― 季節のパネル作成（年 4回）、クリスマス・七夕の飾り付け 

オ．カウンター当番―全クラスで週交代制 

キ．役員が、各係のリーダーとなる。「館報」を発行する。 

③ 年間行事 

4月    一斉委員会 係決め 

4月～5月 役員が週交代で、1年生にカウンターの仕事を教える 

6月    蔵書点検 

7月    図書委員会 文化祭について 

9月    文化祭参加（古本市と手作り和とじノート販売） 

11月     一斉委員会 役員改選 

           6地区図書委員研修会に参加 

3月   「図書館報」発行              

【本コレ】 

  

【季節のパネル】 

  

【文化祭―古本市】          【手作り和とじストラップ】    



（６）学校司書および公共図書館との連携 

① 学校司書の主な役割 

ア．新入生へオリエンテーションの実施 

・入学式翌日より、各クラス 1時間。 

・手作りカードで、マナーとルールを説明 

・ブックトーク 

・館内の見学と貸出の対応 

イ．図書館学習のサポート         

・資料の用意、ブックリスト作成 

・他校・他館からの資料の収集 

・事前ガイダンス（1回目の授業で） 

【内容】 

資料の探し方、資料の見方 

貸出・返却について 

コピーについて           【学校司書の事前ガイダンス】 

インターネットについて、メモの取り方など。 

・生徒へレファレンス対応 

・その他、教科担当者と相談しながらサポート 

ウ．情報の発信 

・「むつみライブラリー」（新着図書案内・月 1回）、裏面に特集ページ 

・ブックフェア（月 1回） 

テーマは、「むつみライブラリー」のメッセージ 

エ．選書、蔵書管理、レファレンス、ネットワーク、廃棄、他 

オ．小学生対象のインターンシップ 

    

② 公共図書館との連携 

  本校は、県立西部図書館のネットワークに参加している。週 1回の巡回車で、資料の相

互貸借ができ、図書館学習や個人の要望に応えている。県立図書館３館だけではなく、他

の高校や市町村の図書館からも相互貸借ができる。 

  また、「本貸してネット」は、学校司書の有志で立ち上げた相互協力ネットワークであ

る。指定した図書の依頼ばかりでなく、図書館学習のテーマや件名で資料の依頼をするこ

とができ、それを受けた各学校司書からさまざまな資料の提案がある。学校司書一人の目

線では気づかなかった資料の収集が可能となる。 

  限られた予算では十分な蔵書をそろえることはできないので、ネットワークでの相互

貸借はとても助かっている。また実物の図書を手にすることで、今後の選書にも役立って

いる。 

  年に一度、職員や生徒にネットワークのことをアナウンスしても、なかなか浸透しない。

図書館学習やリクエストのたびに、個々にネットワークの話をして、実際に利用すること

で便利さをわかってもらえる。こうすることで本校では、定着しつつある。 

 



４ 成果と課題 

年度初めのオリエンテーション（新入生対象）は、図書館と読書に親近感をもたせるた

めに学校図書館にとって大きな行事である。特に、本校では学校司書による「ブックトー

ク」を中心に実施している。そのため 1学期の 1年生の貸出は多い。 

3年生は、進路が具体化すると図書館の利用や貸出が多くなっていく。2年生の利用が

少ないのが、毎年の悩みである。利用者それぞれにあった情報の発信が必要である。一つ

の方法として、司書教諭が、授業で図書館の本を紹介している。生徒に直接伝えることで、

すぐに反応がある。教員が授業で本の紹介をすることは、読書推進の一助になるのではな

いかと考える。 

図書館学習では、的確な資料収集ができるように、学校司書と教科担当者および生徒と

のコミュニケーションやレファレンスを大切にしている。図書館学習がスムーズに進め

ば、教科担当者との間に信頼関係ができ、図書館学習の定着につながる。さらには、他教

科の図書館学習へと広がっていく。これからも利用が続くように、司書教諭や学校司書を

中心に丁寧な対応をしていきたいと思っている。また情報化時代の今、メディアリテラシ

ーについてももっと深めていく必要があるだろう。 

図書委員会活動を図書館の活性化につなげていきたいと考えているが、十分に機能し

ていない。本校の生徒は、部活動や行事に熱心で、委員会活動にまで時間をとることがむ

ずかしい。まじめな生徒が多いので、少ない活動時間の中で自分の役割を果たしているが、

毎年、地区の図書委員研修会に参加して生まれた「やる気」を生かすことができず残念で

ある。リーダーの育成が課題である。 

実践協力校になることは、わずらわしさもあったが、結果的に引き受けて良かったと思

えた。たとえば、職員の意識調査アンケートは、職員が図書館に意識を向ける機会になっ

たようだ。時折、教員から「授業で本を紹介しましたよ」と声かけがあり、新着図書案内

のたびに、図書館に通ってくる教員が増えてきた。これを機に、意識喚起のためにも定期

的に職員向けのアンケートを実施してみるのもよいのではないだろうか。また、この 1年

間、図書館活動について改めて考えるよい機会になった。 

 



<資料 1〉 

 図書室利用のしおり 

 

 《 開室時間 》   平日   ８時５０分 ～ １６時５０分 

 ＊臨時閉館があります、事前にお知らせします。 

  《 図書室のマナー 》 

  ◇静かにしましょう 

  ◆飲食禁止です 

  《 貸出・返却 》 

   ◆一人４冊、２週間 

  ◇最新号の雑誌、マンガ、事典･図鑑類は貸出禁止 

  ◆貸出・返却はコンピューター処理 

  ◇貸出･返却は、図書委員か図書の先生（司書）まで 

  ◆返却日厳守 

☺ 図書館ライフを楽しむために ☺ 
 リクエスト    あなたに一番にお知らせします！           

 

  予約      人気本が確実に借りられますよ・・・          

                                            

 相談     図書の先生（司書）がズバリお答えします！  

   

 ネットワーク  他校・他館の本が借りられますよ・・・ 

 

インターネット  ルールを守って、情報キャッチ！ 

 

◆  本 の 相 談 は 、 図 書 の 先 生 ・ 堀 江 （ ホ リ エ ） ま で 

 

 

 

 

 

 

アスリートの 

食事について 

知りたい 

オモシロイ本は？ 

泣ける本は？ 

 

 

 



〈資料 2〉 

県立松戸六実高校図書室 

                                      

  図書室サービスガイド（職員用）  

 

●開室時間：平日 8 時 50 分～16 時 50 分   

＊長期休業中の開室については、後日お知らせします。 

●貸出期間：2 週間 （貸出禁止本･長期貸出についてはご相談ください） 

        

○図書室では、こんなことができます 

①レファレンスサービス（本の相談と資料提供） 

司書が、いつでも応じております。 

②リクエスト 

    年中受け付けております。 

③インターネット 

    情報検索や資料検索に便利です。 

④ネットワーク（県立西部図書館の車が巡回） 

   ・毎週水曜日に、希望した本を届けてくれます。 

   ・公立図書館･他校の本の希望は、司書までお申し込みください。 

   ・資料探しは、司書に相談してください。 

   ・貸出期間は、４週間（雑誌は 2 週間） ＊期限厳守です。 

⑤調べ学習の授業 

   ・事前に図書室利用の予約をお願いします。 

   ・事前に、資料の用意ができます。 

・授業中、司書が事前指導やレファレンスもできます。 

   ・本校にない資料は、ネットワークで用意します。 

・インターネットも利用できます。 

○図書室では、こんなことをやっています 

ブックトーク  毎年、新入生に行います。 

ブックフェア  季節やテーマに応じて、本の展示を行います。 

         

☆ まだまだ、図書室に「できること」が、ありそうです。 

お手伝いできることがあれば、司書（堀江）まで声をかけてください。 
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先生方へおまけのページ 

 

◆図書館学習の手順（順番は前後することがあります） 

 

図書室の予約 → 図書室の本を閲覧 → テーマを司書に連絡・打ち合わせ →  

☆司書のサポート開始 → 授業開始 →（司書のガイダンス・レファレンス）→ 授業終了  

 

☆ 司書のサポート例 

１．資料の用意、ブックリスト作成 

２．他校・他館からの資料の借受 

３．1回目の授業で、オリエンテーション（5分程度） 

  図書室の利用法、資料の探し方、本の見方、レポートの書き方 などをお話します。 

４．授業中に、生徒へレファレンス対応 

５．その他、教科担当者と相談しながらサポート  

◆今までの主な学習例（堀江がサポートしたもの） 

教科 テーマ 形式 

地歴公民 年金制度を考える ジグソー学習／ポスターセッション 

 世界の四大宗教について ジグソー学習／ポスターセッション 

 環境問題について プレゼンテーション 

 インドについて レポート 

国語 今、社会で話題の問題について レポート／スピーチ／プレゼンテーション 

 日本は原発をゼロにすべきか否か ディベート 

理科 地球の歴史・生物の進化・古生物・化石 レポート 

 天文（星・太陽・惑星・宇宙人・人工衛星等） レポート 

保健体育 感染症について レポート 

家庭科 食といのち 壁新聞 

 ファストフードとスローフード 壁新聞 

英語 人物調べ 英語でスピーチ 

 

■先日は、アンケートのご協力ありがとうございました。結果を報告いたします。 

「学校図書館活用の現状調査」教職員の意識調査 《％で表示》 

 （１・・・大変よく ２・・・ふつう ３・・・あまりできていない） 

①学校図書館を計画的に活用している。 

②学校図書館もしくは公共図書館の本を学習に 

③児童・生徒に本を紹介したり、話題として取り上げたりしている。    

① 児童・生徒に調べ方が身につくような指導をしている。 

図書館学習って、こんな感じです。 
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