
千葉県立佐倉南高等学校 
｢学校図書館を活用した読書活動の活性化による言語活動の充実を図る｣ 

 

１ 学校の紹介 

  本校は、昭和５８年（１９８３年）創立の全日制普通科高等学校である。佐倉駅の南

側に位置し、緑豊かな落ち着いた環境で教育を行っている。校訓は、｢『自律・創造』自

らに厳しく、逞しく未来をつくる｣であり、安全な学習環境と丁寧な指導により、地域か

ら信頼され、安心して子どもを任せてもらえる学校を目指している。生徒指導の充実を

根幹とした指導を徹底し、落ち着いた状況で、学習指導及び進路指導を充実させている。 

  校舎内に千葉県立印旛特別支援学校さくら分校があり、相互の連携により、お互いを

認め、生徒の豊かな心の育成が行われている。今年度は、本校とさくら分校との合同防

災体制の構築を目指し、「太田の丘校舎合同防災委員会」を組織し、合同防災倉庫を設置

した。今後も、両校の生徒の命を守る防災体制の充実に取り組んでいく。 

  本校は、学年５学級の計１５学級の規模である。今年度の１学年より教育課程を変更

し、地理Ａ・数学Ⅰ・化学基礎・コミュニケーション英語Ⅰで標準単位より１単位増単

した。授業の中で学び直しを含めたわかりやすい授業を実施し、生徒の基礎的・基本的

な知識・技能の習得を目指している。この取組の中で、学校図書館を活用した読書活動

の活性化による言語活動の充実を図り、主体的・対話的で深い学びの実現を図っている。 

  進路指導は、１学年より実施しており、丁寧で粘り強い指導を行い、生徒一人一人の

「進路希望１００パーセント実現」を目指している。 

  持続発展教育にも力を入れ、千葉県高等学校教育研究会ＥＳＤ部会に加盟し、近隣の

通学路清掃、近隣地区の行事参加、特別支援学校でのコンサート実施、アルゼンチンの

ギター奏者との交流、防災事業等、さまざまな分野に学習の機会を広げ、生徒の豊かな

心の育成に力を入れている。 

  千葉県立佐倉南高等学校の正門及び校舎（特別棟）の一部を以下に示す。校舎内の特

別棟３階に千葉県立印旛特別支援さくら分校がある。正門向かって右側には、千葉県立

佐倉南高等学校、向かって左側には千葉県立印旛特別支援学校さくら分校と記されてい

る。 

 

 

○正門と特別棟         ○さくら分校プレート  ○佐倉南高校プレート 



２ 自校の学校図書館の現状 

（１）学校図書館の様子や利用状況 

本校の学校図書館は 2 階の教室棟と管理等を繋ぐ通路に配置されていて日当たりも

良く、とても明るい環境にある。蔵書数は約 28,000 冊あり、コンピューターで管理

している。館内は 60 席あり、昨年度末にもっと寛いで読書をしてもらおうとソファ

ーを設置した。今年度に入り進路や奨学金の説明会などで学校図書館を訪れた生徒が

ソファーを発見し、それが広まって昼休みになると生徒が寛ぎに来ている。読書をす

るわけではないが、学校図書館に足を運んでもらう良いきっかけになっている。 

   新たにモニターと DVD も設備に加わり、授業内容と関連した DVD を見せたり、

部活動での試合の様子を見せたりと早速利用があった。夏期休業中から体育館のつり

天井撤去の工事があったので、学校説明会を学校図書館で行う際にも役立った。 

   授業の利用だが、辞書を利用した授業や、本の帯を作りその紹介を発表したり、歴

史新聞を作ったりと、昨年度よりも学校図書館を利用しての授業が増加した。そのお

かげか貸出冊数も少しずつ増えている。 

 

（２）図書委員会でやってみました！ 

   今年度から植草学園大学との高大連携にともない、図書委員会の方でも何か出来な

いかと考えて、まず「読み聞かせ」をやってみようということになった。7 月 10 日に

発達教育学部・幼児保育専攻の准教授の栗原ひとみ先生をお招きして、本校の学校図

書館で図書委員 17 名と保育志望 8 名で実践した。教材として小学館の「０～５歳子ど

もを育てる「読み聞かせ」実践ガイド - よくわかる！絵本の選び方・読み方」（児玉ひろ

美 著）を用いて、読み聞かせの基本を学んだ。次に栗原先生が実際に本を持ち、パワー

ポイントも利用して、「おこだでませんように」（くすのき しげのり 作）を読み聞かせ

ていただいたあと、注意するポイントなどをもう一度お話いただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

次に生徒達に絵本を選ばせて、読み込んでいった。そして 2 人 1 組になり読み聞か

せを実際にやってみた。初めは恥ずかしいのか声が小さかったり、早口になったりし

ていたが、お互いに指摘し合いながら進めていくと、読み初めよりは上手になってい

った。講師の栗原先生も生徒達の様子を見ながら声をかけてくださった。一人の読み

聞かせをみんなが聞くと言う形ではなかった事で、生徒達もあまり緊張せずに実践で

きたと思う。最後に栗原先生に講評をしていただき、講習会は終了した。 

 



                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【読み聞かせを体験した生徒の感想】 

ア 受講してみてどう思いましたか? 

・本の読み聞かせはとても奥が深いと思いました。 

・絵本は子供っぽいと思っていたけど物によってとても深く、普段気付かない大切な

ものに気付かされるものがあると分かった。 

イ このような試みについてどう思いますか? 

  ・絵本で人に感動を与えるのは、すばらしいと思えた。 

  ・絵本は年齢関係なく楽しめるものだと今日分かりました。 

  ・絵本を通して読み手と子供が繋がれるのは素敵な事だと思うし、読み聞かせで沢山

の人と人を繋いでいけたらいいと思う。 

ウ 受講した事は今後の進路に活かせそうですか? 

・私には４歳の妹がいるので読んであげる時に、どんな本を選ぶか、見せ方にも気を

つけたいと思う。 

・早く習った事を活かしたい。 

・子供も絵本も好きだから保育の道に進むのも有りかなと思いました。 

 

以上のような好意的な意見もあったが、図書委員は強制だったので、そのことに対

する不満もあった。今後はなぜこのような企画をしたのか、どうして図書委員だった

のかなどの理由を話し、今後の図書委員活動に活かしていこうと思う。 

   今年度に入り突然企画したにもかかわらず、図書委員の生徒はとても協力してくれ

た。来年度以降も今回のような講座や、もう少し技術力をアップできるような講座も

行っていければと考えている。また、いずれ近隣の保育園の園児や小学校の児童など

に向け、読み聞かせを実践できればと考えている。 

 

（３）成果と課題 

   今年度『読書活動の推進事業～確かな学びの早道「読書」』の実践校となり学校図書

館を授業で利用した結果、１２月末日までで昨年度１年間の２倍以上の貸出冊数があ

った。改めて授業での学校図書館利用の大切さを痛感した。もっと先生方に利用して

もらえるような働きかけをしていこうと思う。より使いやすいように、蔵書の充実や

公共図書館との連携なども視野に入れて、これからも取り組んでいきたい。                   

 



３ 学習に関する支援 

（１）主な学習例 

 

 

（２）取組の現状 

本校の生徒は、漫画や雑誌を除くと本を読まない者が多く、学校図書館を利用する

機会も少ない。そのため、各教科や総合的な学習の時間を活用して、学校図書館を利

用する機会を増やすことを考えた。それによって、普段から学校図書館を利用する者

が増えるよう、他の司書教諭や実習助手、授業担当の教諭と協力し、丁寧な指導を行

なった。 

また、今年度は、体育館の改修工事があったため、体育館を使用できない間、学校

科目・部活等 形式 内容 

日本史 歴史新聞作り 歴史上の人物について調べ、新聞を製作する。 

総合的な学習の

時間 
進路学習 

進路先の情報を集め、資料を作成する。 

（自分の興味のある職業分野について調べる） 

保健／体育 レポート 
課題に合った資料を集め、レポートや感想文を記入

する。 

現代文 辞書の活用 

言葉の意味調べだけでなく、意味から言葉を推測

し、プリントに解答する。また、同じ言葉を異なる

出版社の辞書で引き比べ、説明文の違いに気づくな

ど、言葉に興味をもたせる。 

古典 
古語辞典の活

用 

古語辞典の使い方を学習する。その後、単語の意味

調べを行い、プリントに記入する。 

古典 紙芝居の活用 

授業の導入として、公立図書館から紙芝居を借り、

作品の概要の確認を行なった。また、紙芝居などの

昔話と、原文の内容を比較し、その違いを考察した。 

国語表現 帯作り 
各自が紹介したい図書を選び、帯の作成と発表の準

備を行った。 

茶道部 稽古 
茶器の種類や作法、茶道の歴史やお点前の手順の確

認などを行った。 

進路 進路指導 
小論文の指導や添削、新聞を使った題材の収集を行

った。 

各授業、放課後 試験勉強 
各授業や部活動で、試験や教科に関する資料を閲覧

しながら、試験勉強を行った。 



図書館を利用する教科もあり、前年度までに比べると、学校図書館を利用する機会に

恵まれた年度であった。 

学校図書館には、図書以外にもテレビが設置されており、授業における資料映像の

鑑賞や、実物投影機を使用して、生徒の作成した作品を拡大提示するなど、様々な活

動が出来るようになった。視聴覚教材を活用する授業は、生徒にも好評であり、積極

的に授業に取り組む者も多く見受けられた。 

その他、学校図書館の豊富な資料を活用して、生徒の多様な学びを支援できるよう、

各授業や放課後の時間に、試験勉強のスペースとして使用している。 

小論文や進路指導では、学校図書館で小論文や履歴書などの書類の作成を行なわせ、

必要に応じて、参考となる資料を探させ、新聞を使った題材の収集を行なうなど、複

数の教員で協力しながら生徒の指導にあたった。 

 

（３）実践例 

 

 (資料 「学習指導案」) 

 

   ３年生の国語表現では、全７時間をかけて、本の帯制作を行なった。今回、授業を

実施したクラスでは、３８名の生徒を、１クラス１３人程度に分割し、授業担当３名

で少人数授業を行なっている。本の発表、品評会は、各クラスで帯の製作を行ない、

代表者３名程度を選出して、合同で学校図書館を使用して実施した。 

国語表現では、今まで、毎時間の漢字テストを実施することで、語彙力を高め、文

章表現についてもプリント学習を行ない、場面に応じた適切な表現の仕方を学習して

きた。その後、小論文の基礎を確認し、何度か小論文の作成と添削を行ない、自分の

考えを他者に分かりやすく伝える技術を身につけられるよう意識してきた。しかし、

小論文の作成やスピーチ、面接を意識した質疑応答の練習をしてみると、読書量が少

なく、「最近読んだ本」について答えられる者が極わずかであった。そのため、司書教

諭として、担当教員に相談し、この機会を活用して、本と向き合い、様々な価値観を

学び、さらにはその成果を帯制作と発表によって、表現させようということになった。 

以下は、担当者毎の指導を記述する。 

 

ア 授業担当Ａ 

（ア）本の決定 

本を紹介するためには、その本の内容を理解している必要があるため、学校図書館

の数ある本の中から、１つを選ぶまでに時間のかかる生徒も多くいた。一方で、早く

本を選んだ生徒も、漫画などは読むが、活字を読む機会が少ないためか、本を読んで、

内容を理解するまでに時間を要したようであった。 

（イ）内容の検討 

帯の製作は、感想文とは違い、長文で本の特徴を紹介することが出来ない。そのた

め、「キャッチコピー」を考えたり、魅力的な一文を抜き出したり、読者を惹きつける

ためにどのような工夫が必要か、何度も本を読み返す生徒が多くいた。 

 

実践報告 国語表現「表現を楽しもう（本の帯制作）」 

 



（ウ）帯製作 

店頭で目を惹く帯にするためには、ただ字を書くだけではいけないため、色使いや

レイアウトなど、何度も下書きを書き直し、清書に取り掛かっていた。手の止まって

いる生徒には声掛けを行なった。どの生徒も、帯の製作にも熱心に取り組んでいた。

その結果、担当した小クラス内での事前発表も活発に行なわれ、投票によって、公平

にクラスの代表者を選出した。 

（エ）発表 

   聞き手に本の魅力を伝えることと、適切な言葉遣いに気をつけながら発表を行なっ

た。人前に立つのが苦手な生徒も、自己評価カード（本の魅力や工夫した点を記入し

たもの）を見ながら、製作した帯について話をすることが出来た。聞き手側の生徒も、

評価シートを使って熱心に取り組んでいた。 

（オ）授業後の感想 

普段、読書をしない生徒たちが、何度も本のページをめくり、帯の製作に一生懸命

取り組んでいたように思う。また、本を決定するまでに、自主的に学校図書館を利用

していた生徒や、何冊も本を借りている生徒も見受けられた。その成果が、帯の製作

や発表という形で表現されており、非常に充実した授業であった。この授業を活用し

て、学校図書館の利用を促すことが出来たため、今後も実施していきたいと考えてい

る。 

 

イ 授業担当Ｂ 

（ア）課題「帯をつくろう」の取組 

      導入…本の帯の説明、図書選び、図書の内容理解に重点を置き準備をした。 

            本の帯については、本屋さんでよく見かけるため、生徒たちの理解も早か       

った。本選びは、迷う生徒が多かったが、選んでいる時間はとても楽しそう

であった。本の帯を書く為には内容を理解する必要があるが、本を読む       

ことを殆どの生徒が嫌がらなかったのが意外な点だった。 

      展開…下書き、清書、自分の作品について発表した。 

      まとめ…お互いに評価することを行った。 

                  ①発表についての評価   

                      皆の前で自分の作品について口頭にて発表。発表者以外は評価シ           

ートを使いそれぞれについて評価した。 

          ②作品についての評価 

                      仲間の作品を本とともに展示し、評価シートを使い、皆で評価す           

る。 

（イ）授業後の感想 

     普段以上に、楽しそうに取り組んでいるのが印象的だった。内容をどう端的に表   

現するか、そのためにどんな言葉を使うか。或いは言葉以外の表現を使うか。生徒た

ちは様々に試行錯誤していた。皆の前での発表もきちんと行え、表現の「話すこと」

の分野でも効果的だった。仲間の作品にも関心をもち、丁寧に評価していた。そして

何よりも学校図書館の利用を促すことができたのが大きな収穫だった。この試みが、

私にとっては初めてのものだったが、次年度以降も実施したいと感じた授業だった。 



ウ 授業担当Ｃ 

（ア）本の決定 

日頃より読書に親しむ姿勢のある生徒は、素早く作品を選び作業に入ることができ

たが、読書習慣のない生徒に関しては選出に時間がかかり、読み込む時間も十分に用

意する必要があった。しかし、普段の学校生活では学校図書館を利用しない生徒もい

るため、授業をきっかけに学校図書館に入り、本を手に取るという機会は生徒にとっ

て充実した時間であったようである。 

（イ）内容の検討 

一冊の本の中から目を引く一文を見つけ出したり、作品の象徴となるキャッチフレ

ーズを考えたりするため、生徒はじっくりと作品を鑑賞していた。中には、何度も作

品を読み返し、初読の新鮮な感想と読み返し後の作品の受け取り方の変化に気づいた

者もいた。 

（ウ）帯製作 

実際に販売されている本の帯をいくつか紹介し、構成や工夫点を検討した後に製作

に入った。また、店頭で帯に興味を惹かれ、実際に本を手にするという経験をした者

もおり、帯という広告の力を各自が最大限に引き出そうと努力する姿勢が見られた。

作品のもつ雰囲気に合わせた字体や色使いを工夫した者、目を引くキャッチフレーズ

を考えた者、文字だけでなくイラストを用いてわかりやすく表現した者など、生徒そ

れぞれが表現方法を工夫して取り組んでいた。 

（エ）発表 

 事前に記入した自己評価シートを参考に、一人ずつ自身が作成した本の帯について

の紹介を行った。発表の工夫点を評価できるよう、発表者以外の生徒は評価シートを

用いてよかった点と工夫点を考えながら発表を聞いた。発表を通じて、本を選んだ理

由や工夫点を他の生徒も知ることができ、それぞれの作品に対する関心が高まったよ

うに見えた。 

（オ）授業後の感想 

日頃、読書習慣のない生徒も楽しそうに本を読んでおり、中には３、４冊本を選び、

全て読んでから本を選出する者もいた。多くの生徒が、普段の授業以上に関心をもっ

て参加していたように見えた。また、本を選出するまでに何度も学校図書館に出入り

し吟味する者もおり、読書だけでなく学校図書館自体に親しむことにも繋がったと思

う。読書習慣のある生徒も、本を自分なりに表現するという活動は初めてだったよう

で、新鮮な気持ちで取り組んでいた。帯作りを通して生徒それぞれが読書や学校図書

館に親しむ心が育ったように感じるため、次年度以降も継続して取り組ませたい内容

である。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

〈資料〉生徒作品例 



みなさん、最後に国語辞典を開いたのはいつですか？最近は電子辞

書が普及し、携帯でも簡単に調べられるため、紙の辞書を使う人が

少なくなっているのではないでしょうか。確かに、電子辞書や携帯

を使うと、調べたい言葉にいち早く辿り着くことができます。それ

に比べると、紙の辞書は探すのに時間がかかり、持ち運ぶのには不

便だと感じるかもしれません。しかし、紙辞書には、読み物として

楽しめるという魅力があります。また、知りたい言葉の周辺にある

言葉も一緒に見られるので、自然と語彙力を身につけることができ

ます。他にも、ぱらぱらとページをめくって、日ごろ何気なく使っ

ている言葉の意味を見るだけでも、新しい発見や話のネタになる興味深い知識などが手に

入るかもしれません。同じ辞書だけでなく、違う辞書と引き比べると、出版社ごとに違う

個性が感じられて、面白いですよ。 

問． 次の言葉の意味から、何の語を説明したものなのか、考えてみてください。 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※出典：『新明解国語辞典』各版による 

特定の異性に対して他の全てを犠牲にしても悔い無いと思い込むよう

な愛情をいだき、常に相手のことを思っては、二人だけでいたい、二人

だけの世界を分かち合いたいと願い、それがかなえられたと言っては喜

び、ちょっとでも疑念が生じれば不安になるといった状態に身を置くこ

と。 

 

特定の異性に特別の愛情をいだいて、二人だけで一緒に居たい、出来る

なら合体したいという気持ちを持ちながら、それが、常にはかなえられ

ないで、ひどく心を苦しめる・（まれにかなえられて歓喜する）状態 

少しも感心出来ない、つまらないしゃれ                                    

感謝・お礼の気持ちを表す言葉。（関西では「大きに」とも言う） 

そうする事に抵抗を感じながらも、当面の学業や仕事などに身を入れる

意。 

解答 

 

解答 

 

解答 

 

解答 

 

※言葉の意味は『新明解国語辞典』各版より引用 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導者として自分が教えを受ける人。 

 

解答 

 

それだけの存在でもないのに、一人前の言動をして偉ぶること。 

ちょっとした知識をひけらかしたり、まわりが黙っているのをいいことに

して勝手な事を言ったりするので、機会があれば懲らしめてやりたい感じ

だ。 

普通の人とは大分違い、頑固なところがある人 

捕らえてきた動物を、人工的環境と規則的な給餌とにより野生から遊離

し、動く標本として一般に見せる、啓蒙を兼ねた娯楽施設 

色々と考えさせられる語釈。 

自分の都合で休んだりしないで、時間の限り一生懸命働くこと。 

相手が不快感をいだくことを承知の上で受け入れることを期待してあ

えてする批判。 

「御器【＝椀】かぶり【＝齧（カジ）り】」の変化〕 台所を初め、 住

宅のあらゆる部分にすむ、油色の平たい害虫。さわると臭い。 あぶら

むし。〔ゴキブリ科〕 [かぞえ方] 一匹（第５版） 

 

   年  組  番（                  ） 

〈感想〉 

解答 

 

解答 

 

解答 

 

解答 

 

解答 

 

解答 

 


