
千葉県立流山高等学校  

～夢が叶う流山高校～ 

１ 学校の紹介 
流山市と柏市の境に位置し、昭和 42（1967）年に東葛飾高等学校流山校舎として、園芸

科 2 学級が創設された歴史を持つ本校は、現在、農業科（園芸科・生活科学）と商業科（会

計科・情報処理科）の 4 科 13 クラスの専門高校である。その専門高校の使命ともいえる「地

域の産業振興に貢献する人材の育成」を学校重点目標に据え、進路決定率１００％、就職

も進学も、生徒の夢がかなう流山高校の創造をめざし、造園技能検定や簿記検定などの農

業や商業に関連する各種検定や介護職員初任者研修など、３年間で複数の資格を取得でき

るよう職員一丸となって取り組んでいる。 
 なお、本校舎には平成 21 年度より柏特別支援学校流山分教室が、各学年１クラス（職員

室も含む）３教室を使用している。生活スペースである生徒昇降口やトイレ、グランドは、

全て本校生徒と共有し、学校行事である体育祭や文化祭、避難訓練も合同で行っている。 
 
読書活動に関する目標 
○「千葉県子どもの読書活動推進計画（第二次）」に基づき、学校図書館の整備に努める。 
○言語活動を通じて教科への課題解決型学習を支援することにより、「自ら学び、思考し、

表現する力」の育成に努める。 
○図書委員会の計画による読書活動を一層充実し、生涯にわたり読書に親しむ意欲と態度

を育成する。 
 

地域連携の概要 
農業科：年間を通し、農産物の生産・販売 
生活科学科：介護職員初任者研修や園児との触れ合い(芋掘りや保育園実習) 
商業科：高大連携として東京情報大学と、高専連携では東京 IT 会計専門学校や日本電子

専門学校と連携し、高度資格取得講座を実施。 
地域連携では「流山市 PR ポスター」や「みりん 200 年ポスター」等を作成。 
本校ホームページは、情報処理部の生徒が担当し作成している。 

 
２ 自校の図書館の現状（平成 27 年 1 月 30 日現在） 
整備状況） 蔵書 23,442 冊 （今年度図書購入費 542,000 円で 349 冊を受入） 

      ※蔵書 60％は PC 登録済み   
      購読新聞１紙（朝日新聞朝刊） 定期購読雑誌 15 タイトル 
利用状況） 平日は終日開館 

入館者数 4,264 人（1 日平均 28.1 人） 授業利用 77 時間 
生徒への貸出冊数 1,161 冊（本校蔵書のみ）※昨年度の同じ時期は 844 冊 
貸出指数 2.2 冊（生徒数 521 人として） リクエスト件数 68 件 

他館との相互協力） 
借受冊数・・・県立図書館より  325 冊  ※昨年度 313 冊 



他高校図書館より 203 冊  ※昨年度 99 冊 
       貸出冊数・・・他高校図書館へ   83 冊  ※昨年度 151 冊 
３ 司書教諭および学校図書館担当教諭（図書主任）の取組 
（１） 校内組織と主な役割 

校務分掌として、教務部図書係３名（司書教諭・係教諭・実習助手（図書館担当））

で構成し、運営全般を実習助手（図書館担当）が担っている。係の会議は、水曜日

の放課後に行い、年間購入図書の選定と図書委員会の運営についての報告や相談が

主な内容。学校図書館職員としての資質向上を図るため、千高教研学校図書館部会

主催の研修会にも積極的に参加している。 
 

（２） 生徒や教員に対する支援 
①図書館の運営に関すること 
 教職員向け学校図書館の活用手引として『流山高校の図書館利用サービス』を配布。 
 県立西部図書館の連携事業に加入し、資料運搬用巡回協力車サービスを受けている。 
②読書推進活動に関すること 
 新入生オリエンテーション（１クラス 25 分）にて、生徒向け利用ガイド『ようこそ

流高図書館へ』を配布し、説明する。 
 広報として『流高 Library 通信』（年 6 回）を発行する。 
 

（３） 学習等に関する支援 
①教科指導に関すること 

今年度は、流山市発祥の白みりん誕生 200 年を記念し、地域連携一大プロジェクト

「産官学コラボ『和食とみりん』食文化講座」を受け、図書館では家庭科フードデザ

イン「みりんを使ったレシピ作り」への授業支援を行った。県立西部図書館と高校図

書館間ネットワークに呼びかけ、週に１度の資料運搬用巡回協力車を活用し、管内 11
校から合計 170 冊もの資料を借り受けることができた。授業は、生徒たちが調理室と

図書館を行き来しながら新作レシピを完成させるという大変珍しい事例となった。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

毎年３学期には、生活科学科の家庭科選択「子どもの発達と保育」の授業を図書館

で行っている。乳幼児の発達段階に応じた絵本の選び方や読み方を実践的に学び、読

み聞かせの発表（テスト）まで、６回１２時間を授業担当者と行う本格的な TT 授業で

ある。途中１回は、専門の出版社の方をゲストに呼び、紙芝居や保育教材の実演を見



せている。（昨年度は、童心社と一声社）外部へ依頼する際には、授業担当者の意向を

よく聞き、生徒の様子などを踏まえた上で、実践的な支援ができる方へ交渉している。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
②特別活動に関すること 
本校の図書委員会は、各クラス 2名の全 26名で活動している。１週間に最低でも１回、

昼休みか放課後に係の仕事を行えばよし、としているのが最大の特徴である。農場当番

や検定、複数の補習というように学科専攻や曜日ごとに異なる生徒の動向を把握し、そ

の都度呼び出しをするのは至難の業であるため、図書委員会の組織である３つの係「広

報・展示係」「雑誌係」「館内整備係」を組織マネジメントの手法（PDCA サイクル）に

当てはめた運営方式に変えた。 
まず、係活動をいつ行うのか（P 計画）は、生徒個々に決めさせることにした。すると

係活動に対する自主性（D 実行）が生まれた。全体を掌握するため、来館したらすぐ『活

動の記録』に記入（C 評価）させている。誰がいつ来て仕事をしたかが一目瞭然となり、

客観的な記録としても残るので、さぼりの抑止力（A 改善）にもつながっている。 
さらに通常の係活動以外に、「イベント係」を任意募集し、年間 5 回程度の図書委員会

研修を兼ねた校内イベントも行っている。このイベントの企画から準備までは、『図書委

員交換ノート』上で行うことにしている。このノートは、図書委員専用の自由（落書き）

帳が欲しい、という図書委員長の発案から生まれたものだが、全員揃って話し合う時間

がとれない時のお助けツールにもなった。図書委員ならいつでも誰でも自由に書き込め

るよう、カウンター脇のバックヤードに置かれている。各係活動の様子は以下のとおり。 
 
広報・展示係） 壁面装飾「みんなで、好きなマンガのシーンと名台詞を描いてみよう」 
※目的は、『日本の名言・格言事典』『日本名言名句の辞典』や『心にひびくマンガの名言』

を辞書として引かせること。 
 
 
 
 
 
 
 
 



雑誌係） 古雑誌リユース会 
※館内にある古雑誌を生徒に配布。掲示用の広告ポスターと展示用POPで表現力を磨く。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
館内整備係）返却図書を（定位置）書架に戻すことを得意とする生徒たちで成り立つ活動。

ほぼ毎日来館するありがたい存在。係としての稼働率もとび抜けてトップ。 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
イベント係） 
３年間継続して図書委員を希望する生徒が多いわりに、人前で堂々と話をする力が育た

ないことが大きな気がかりであった。卒業後を考えると社会人としてのコミュニケーショ

ン能力の育成が急務であり、それには委員専用の訓練が必要である。そこで、図書館とい

う場を生かし、本来の読書活動も自然に楽しんで行えるような任意参加型の「イベント係」

を設置し、委員長を中心に企画から実行までの運営を組織マネジメントの手法によって試

してみた。５回のイベントで、PDCA サイクルが定着すると、発声練習などを自発的に行

う姿も見られるようになった。図書館を利用する生徒がその様子を見て、参加を希望する

ようにもなった。小さなイベントを繰り返すことで、期待した以上の効果が上がっている。 
●ワールドカフェでフリートーク「好きなマンガを語ろう」●朗読会 小泉八雲「怪談」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



●読書へのアニマシオン 

●図書館報原稿 校長先生へインタビュー

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 成果と課題等 
 卒業を控えた 3 年生の図書委員たちに

 問 1 図書委員になってよかったことは？

・本を借りるようになった。

・みんなで『図書委員オススメの

・「クリスマス会」は小学校以来の読み聞かせだったので、雰囲気

・係の仕事が楽しかった。

・仕事が週に一度、自分が好きな時に行けばいいんだ、と思うと気が楽に続けられた。

問 2 流高図書館にもっと頑張ってもらいたいことは？

・本が少ない ・読みたい本がない

・児童書のシリーズを全巻

・担当の先生がいないと閉館してしまう

・みんな、もうちょっと来てくれて

 
問 1 については、皆が委員会活動

思い切って運営方式を変えたこと

問 2 については、13 クラス分の

いる状態である。３年前の着任時に書架の大移動を行って以来、

館内の案内表示板や蔵書検索用

本校は、読み書きに時間がかかる生徒も多く、

自由な読書の時間を確保する

態度を育成するという目標に対して、

その貴重な時間を３年間積み重ねた結果

小学校と違い、中学校ではほとんど本

してもここへ本を借りに来て

図書館体験を重ねた生徒をそのまま

をしてやりたいと強く思う。

また校内連携においても、

授業支援を行い、教育課程の展開に寄与する学校図書館としての役割を果たしていきたい。

 作戦５７「俳句で遊ぼう」 
生へインタビュー  ●クリスマス会「絵本の

                      

年生の図書委員たちに次の 2 問についての聞き取りを行った。

図書委員になってよかったことは？ 
本を借りるようになった。（複数） 

ススメの 1 冊』を描いたのが楽しかった。 
」は小学校以来の読み聞かせだったので、雰囲気が懐かしくて

楽しかった。 ・来るのが苦にならなかった。 
・仕事が週に一度、自分が好きな時に行けばいいんだ、と思うと気が楽に続けられた。

図書館にもっと頑張ってもらいたいことは？ 
読みたい本がない ・古い本しかない ・マンガが途中しかなかった

を全巻そろえてほしい ・ＹＡ（ヤングアダルト）

先生がいないと閉館してしまう ・場所が教室棟にあったらよかった

来てくれてもいいのに 

委員会活動は楽しく、進路実現も果たせたと満足そうであった。

思い切って運営方式を変えたことが、活動の意欲を高め、よい結果へつながった。

クラス分の年間予算は少なく、古い事典類と新しい蔵書が混在して

年前の着任時に書架の大移動を行って以来、増える授業利用

板や蔵書検索用データの作成まで手が回っていないことを

読み書きに時間がかかる生徒も多く、少人数でのきめ細かい指導を要する分、

確保することが非常に困難である。生涯にわたり読書に親しむ意欲と

態度を育成するという目標に対して、学校図書館でできることはごく僅か

年間積み重ねた結果、やっと読書の習慣が定着する兆し

小学校と違い、中学校ではほとんど本らしい本は読まなかったという図書委員たち。

に来ていいですか、と生徒によく聞かれる。こんな時、

そのまま校外の公共図書館へ繋げ、一生涯の学びを支える

。その連携の第一歩をどう踏み出すかが、今後の

においても、従来型の資料提供のみにとどまらず、専門の資格を生かした

、教育課程の展開に寄与する学校図書館としての役割を果たしていきたい。

クリスマス会「絵本の読み聞かせ」 

を行った。 

懐かしくて良かった。 

・仕事が週に一度、自分が好きな時に行けばいいんだ、と思うと気が楽に続けられた。 

マンガが途中しかなかった 
（ヤングアダルト）が少ない 

棟にあったらよかった 

満足そうであった。

つながった。 
古い事典類と新しい蔵書が混在して

授業利用に追われ、

ことを申し訳なく思う。 
指導を要する分、

生涯にわたり読書に親しむ意欲と

図書館でできることはごく僅かでしかないが、

兆しが見えてきた。

読まなかったという図書委員たち。卒業

こんな時、小中高校で

の学びを支える保障

今後の課題である。 
専門の資格を生かした

、教育課程の展開に寄与する学校図書館としての役割を果たしていきたい。 



平成２６年度 読み聞かせ授業計画              平成２７年１月９日（金） 

 

１月１４日（水）【第１回】 

５限   講義：絵本とは何か①学習のねらい プリントⅠ（冨所） 

     講義：赤ちゃんの成長と発達過程（絵本を用いて）（大場） 

       実習：乳児期用の絵本を見て気づいたことをワークシートにまとめる（生徒） 

  ６限   発表：気づいたことの発表 

       実演：大場先生による読み聞かせ実演 

１月２１日（水）【第２回】  

  ５限   講義：幼児期前期の絵本の選び方（大場） 

       実習：幼児期前期の絵本を読む。気づいたことをワークシートにまとめる。 

  ６限   講義：幼児期後期の絵本の選び方（大場） 

       実習：幼児期後期の絵本を読む。気づいたことをワークシートにまとめる。 

       予告：読み聞かせの実演テストについて（冨所） 

１月２８日（水）【第３回】 

  ５限   講義：絵本とは何か②読み聞かせの効果 プリントⅡ（冨所） 

       講義：読み聞かせの方法・コツ（大場） 

演習：絵本の持ち方・めくり方・読み方（生徒の活動） 

  ６限   発表準備：ワークシートに原稿記入 発表の練習（生徒の活動） 

２月 ４日（水）【第４回】 

       読み聞かせの実演テスト 発表時間５分 

       評価項目：発表のしかた 

            絵本の持ち方・めくり方 

            声の大きさ・読む速さ・読み方 

            聞く態度 

２月２５日（水）【第５回】 

特別授業  講師：米山 傑  氏（一声社） 



平成 27 年 1 月 14 日 

参考文献①  乳児期の絵本 

●は、赤ちゃんの発達を理解するための本

（読み聞かせ用ではありません。） 

かおかおどんなかお（柳原良平/作・絵 こぐま社 1988） 

おめめはどーこ（ひがしくんぺい/作 瑞雲社 1966） 

まるまる（中辻悦子/さく 福音館書店 1998） 

がたんごとん がたんごとん（安西水丸/さく 福音館書店 1987） 

がたんごとん がたんごとん ざぶんさぶん（安西水丸/さく 福音館書店 2012） 

もこもこもこ（谷川俊太郎/作 文研出版 1977） 

もけらもけら（山下洋輔/ぶん 元永定正/絵 中辻悦子/構成 福音館書店 1990） 

じゃあじゃあびりびり（まついのりこ/作・絵 偕成社 2001） 

トリクシーのくたくたうさぎ 

（モー・ウィレムズ/作 中川ひろたか/訳 ヴィレッジブックス 2006） 

いないいないばあ（松谷みよ子/文 瀬川康男/画 童心社 1967） 

あかちゃんのくるひ（いわさきちひろ/絵・文 至光社 2005） 

あなたはだれ？ 

（シャーロット・ゾロトウ/文 ライス・キャサル/絵 みらいなな/訳 童話屋 1990） 

ばったくん（五味太郎/作 福音館書店 1984） 

くっついた（三浦太郎/ こぐま社 2005） 

ぞうくんのさんぽ（なかのひろたか/さく・え 福音館書店 1968） 

どうぶつ 300（げんきスーパーかんさつ絵本① 講談社 1996） 

ベンジーのもうふ 

（マイラ・ベリー・ブラウン/文 ドロシー・マリノ/絵 まさきるりこ/訳 あすなろ書店）● 

ちいさなあかちゃん、こんにちは！未熟児ってなあに（リヒャルト・デ・レーウ  

マイケ・シーガル/作 デックブルーナ/絵 野坂悦子/訳 講談社 2007）● 

あかちゃんてね（星川ひろ子 星川治雄/著 小学館 2005）● 



平成 27 年 1 月 21 日５限 

参考文献②  幼児期前期（１歳３ヵ月～３歳前後）の絵本 

 

いやだいやだ（せなけいこ/さく・え 福音館書店1969） 

にんじん（せなけいこ/さく・え 福音館書店1696） 

もじゃもじゃ（せなけいこ/さく・え 福音館書店1696） 

ねないこだれだ（せなけいこ/さく・え 福音館書店1696） 

じゃーん！（トールフリーマン/作・絵 たなかかおるこ/訳 徳間書店2002） 

やだ！（ジェズ・オールバラ/作・絵 徳間書店2007） 

ピエールとライオン（モーリス・センダック/作 神宮輝夫/訳 冨山房1986） 

くつくつあるけ（林明子/さく 福音館書店1986） 

おててがでたよ（林明子/さく 福音館書店1986） 

きゅっきゅっきゅっ（林明子/さく 福音館書店1986） 

おつきさまこんばんは（林明子/さく 福音館書店1986） 

おしっこでるよ 

（ロバート・マンチ/作 ミカエル・マンチェンコ/画 乃木りか/訳 ＰＨＰ研究所2004） 

きみがいま 

（アリスン・マギー/文 ピーター・レイノルズ/絵 なかがわちひろ/訳 主婦の友社2010） 

わたしのワンピース（西巻芽子/著 こぐま社1969） 

ちいさなヒッポ（マーシャ・ブラウン/作・絵 内田莉莎子/訳 偕成社1984） 

 

 

 

 

 

 

 



平成 27 年 1 月 21 日６限 

参考文献③  幼児期後期（３歳後半～就学まで）の絵本 

 

どうして？（リンジー・キャンプ/文 トニー・ロス/絵 こやまなおこ/訳 徳間書店 1999） 

10 ぱんだ（岩合日出子/ぶん 岩合光昭/しゃしん 福音館書店 2007） 

10 までかぞえられるこやぎ 

（アルフ・プリョイセン/作 林明子/絵 山内清子/訳 福音館書店 1991） 

ハンダのめんどりさがし（アイリーン・ブラウン/作 福本友美子/訳 光村教育図書 2007） 

ねえとうさん（佐野洋子/作 小学館 2001） 

ぶーちゃんとおにいちゃん（島田ゆか/著 白泉社 2004） 

だるまちゃんとてんぐちゃん（加古里子/さく・え 福音館書店 1967） 

だるまちゃんとかみなりちゃん（加古里子/さく・え 福音館書店 1968） 

だるまちゃんとうさぎちゃん（加古里子/さく・え 福音館書店 1972） 

だるまちゃんとだいこくちゃん（加古里子/さく・え 福音館書店 1991） 

あくたれラルフ 

（ジャック・ガントス/さく ニコール・ルーベル/え いしいももこ/やく 童話館出版 1994） 

おこだてませんように（くすのきしげのり/作 石井聖岳/絵 小学館 2008） 

わたしようちえんにいくの 

（キャスリーン＆ローレンス・アンホールト/作 門野栄子/訳 文化出版局 1993） 

コッコさんのともだち（片山健/作 福音館書店 1991） 

 

 

 

※この授業で使用した絵本は、すべて次の小冊子からの情報を元に資料収集しました。（大場） 

「発達心理学をベースとした絵本の研究 研究会報告書」金沢市立玉川こども図書館2012 

（http://www.lib.kanazawa.ishikawa.jp/kodomo/） 

 



 

 


