
 

 

千葉県立八千代西高等学校  
― 本と人が繋がる起点をめざして ― 

１ 学校の紹介 

  千葉県立八千代西高等学校は、昭和 55（1980）年創立の全日制普通科高等学校である。 

平成 28 年度は各学年５学級、557 名の生徒が在籍している（４月１日現在）。千葉県の

北西部に位置し、八千代市の中でも緑豊かな自然環境のもとにある。本校の校訓は「創

造・敬愛・実践」であり、新しい時代に適応しうる有為な人間の育成に努めている。 

  教育活動の特徴としては、１学年におけるクラス２分割での少人数授業があげられる。

生徒指導では、社会人として自律できるように「ルールとマナー」の指導を通して基本

的生活習慣の確立を図り、また、個人個人の多岐にわたった進路希望の達成に向けたキ

ャリア教育の充実にも力を入れている。その中でも、毎朝実施している 10 分間の「朝読

書」は本校の最大の特徴ともいえるだろう。 

 

２ 自校の図書館の現状 

  本校図書館は、教室棟と管理棟を繋ぐ２階渡り廊下に面しており、移動の際に壁面の

ポスターやお薦め本のＰＯＰが自然と目に入りやすい環境にある。蔵書は約 25,000 冊

で、毎年購入する本のほかに、朝読書用として別予算で年間 200 冊以上の文庫を図書委

員生徒と一緒に直接書店へ購入に出向いている。この文庫は受入処理後、各教室に貸し

出され、年間 5 回の考査時に、各クラス図書委員により回収され、内容が刷新される。

図書館の年間貸出冊数はおよそ 900冊程度と少なめだが、常時クラスに 30冊ほど貸し出

されている現状と朝読書のアンケート結果から察しても、潜在的な利用数はある程度多

いと思われる。 

  図書館への来館者数は一日におよそ 10～20人程度。本好きな生徒と気分転換に訪れる

生徒が多い。勉強をしに来る生徒は考査前でもあまりいないが、２学期後半には進路指

導のため、小論文の練習に訪れる生徒の姿も見られた一方で、図書委員の役員達は毎日

のように遅くまで熱心に活動し、日々の図書館運営を支えている。 

 

３ 司書教諭および図書主任等の教員の取組 

 

（１）校内組織と主な役割 

  教務部に図書係がある。教務主任、学校司書、司書教諭、係職員の 4 名で構成されて

いる。本校は学年室体制をとっているため、図書館における常駐者は学校司書のみとな

っている。昼休みの図書館指導は分担制であるが、生徒会委員会の活動や、図書関係の企

画・運営は学校司書が担っている。 

また、独立した委員会として、「朝読委員会」が設置されている。これは、毎朝 SHR

後に行われる朝読書のための組織で、各学年 2 名ずつ、教科や分掌の枠を超えた人材と

教務部 1名、学校司書の合計 8名で構成されている。 

朝読委員会では、各学年の取組状況を学期ごとに報告し合い、秋には担任・副担任に

よる朝読状況調査を実施。朝読アンケートへの回答から生徒たちの読書傾向や読書への

関わりを把握し、次年度の取組の方向性を探っている。 



 

 

（２）子どもや教員に対する支援 

① 図書館の運営に関すること   

a ）図書館の整備  

    本校の図書館整備は図書館前の廊下から始まる。 

廊下の台に、図書委員が推薦する手書きポップを展 

示し、壁には新聞の切り抜きを掲示、新着本のパン 

フレットやリクエストの状況など、生徒が廊下を歩 

きながら情報を得る工夫を施している。図書館内は、 

書架に並ぶ人気の本、畳や癒されるぬいぐるみ、広 

い空間に点在する心地の良い椅子と魅力的なテーマ 

ごとに集められ別置した本などがある。文学や個人 

の全集も、原書と解説本や漫画などを一緒に並べる 

ことで読み比べしやすく、目に入りやすい工夫をし 

ている。 

ｂ）図書館利用のガイダンス 

    1 年の「情報」の最初の授業で、「図書館利用のためのガイダンス」と「著作権に

ついて」の説明を学校司書が実施した。通常のガイダンスの後に著作権の説明と 10

分程度のワークショップの時間を盛り込み、身近な内容を基に経験から学びを深め

る工夫を凝らした。 

② 読書推進活動に関すること   

a ）定期的に行われている取組   ◎「朝の 10 分間読書」 

    本校の「朝の 10 分間読書」（以下朝読）は、千葉県内の県立高校で最も早い 2001

年（平成 13 年）の 4 月から始まり、今年度で 16 年目を終える。この運営の中心と

なる「朝読委員会」は、校内に数ある組織の中で唯一職員主体に発足した委員会で、

その体制は現在も受け継がれている。 

この朝読が形骸化した時期もあるが、実施要項 

の改訂と朝読の研究を重ね、組織的に活動を見直 

したことで現在も継続し、本校の特徴的な活動と 

なった。 

    まず、年度初めの職員会議で朝読委員長が全職 

員に「朝の読書実施要項」を配付、朝読の内容と 

趣旨を説明して生徒が本を読む環境づくりへの協力を呼びかけている。重ねて校長

から朝読実施のための協力体制についての提言があり、次いで各クラスに本を貸し

出し、朝読実施のポスター掲示を依頼することで新年度の体制が始まる。朝読時に

は、これも本校独自の取組として数年前から BGM を流している。朝読の時間を知ら

せるとともに、消音や癒しなどの効果もあり、生徒が落ち着いて取り組む一助とな

っている。 

朝読アンケート調査（回答数 476名）によると、「朝読を経験して何を得ましたか」

という問いに対して、「集中力が上がった（70）」「様々な漢字が書ける、読める（68）」

「本を読むのが楽しい（66）」「字を読むのが早くなった（38）」「いろいろな事を知

りたい（8）」「自分の考えが変わった（6）」など読書に肯定的な感想が多く寄せられ

た。また全ての教科と学びに通じ、知的好奇心を刺激する効果を自ら感じているこ

とがわかった。 

 



 

 

ｂ）イベント的に行われている取組   

◎「八千代西高校の先生おすすめ 50冊」 

    生徒の発案で、全職員に本の紹介原稿の執筆を 

依頼し、編集後冊子にまとめ全校に配付した。図 

書館では、紹介された文章と本の展示と貸出を行 

い、好評を博した。 

 

（３）学習等に関する支援 

  ① 教科指導に関すること  授業実践報告 Ⅰ 

◎国語総合（１年） 実施時期：９月第１週～第２週 ５クラス分割授業×３時間 

   本校では、これまで図書館を利用した調べ学習を殆ど行ってきていない。4月にひと

通り図書館ガイダンスを行っているが、そこから日も経っていることから、改めて調

べ学習の基礎として図書館の使い方を身に付けさせたいと考えた。国語総合は分割授

業を行っており、実質 10クラスの授業展開となる。そこで一回おきに 3回図書館実習

を行い、同時展開の同じクラスの分割授業では山崎正和の評論『水の東西』の授業を

行った。図書館実習では、「図書館を活用しよう」（１）～（３）という 3 枚のプリ

ントを作成し、請求記号と題名をもとに資料を探す初級編、題名をもとにジャンルを

考えて資料を探す中級編、質問事項の答えを資料から探す上級編を経て、日本(東洋)

と西洋の文化の違いを比較させる発展課題に取り組ませることで、教材『水の東西』

と繋げることを目指した。 

本授業では、以下の点に留意して準備を進めた。 

＊国語科職員 6名で担当するため、共通認識を図ること。 

＊生徒になるべく様々なジャンルの興味を持てそうな資料と触れさせ、調べる事柄に

ついては、なるべく複数の資料から解答を導き出すことができるものとすること。 

＊日本(東洋)と西洋の文化の違いを比較させる発展課題については、生徒が戸惑わず

に取り組めるよう具体的な例を示すとともに、資料不足にならないよう、十分な資

料を揃えること。（実施時期に合わせ、県立図書館から 50冊程度の資料を借り受け

た。） 

   授業実施後のアンケート（10 クラス展開のうち６クラス回答）では、83％の生徒が

図書館での調べ学習について「意欲的に取り組めた」と回答した。自由記述欄の中に

は、楽しく取り組めた、意欲的に取り組めたという意見の他に、「番号やカタカナで

だいたい場所がわかるのがわかった」「実際３回くらいしか使ってなかったのに本の

場所とかわかってよかったです」「今まで図書館は自分の好きな本を借りていたけど、

本を探すことでたくさんの本を見てすごくいろんな本に興味がもてました」といった

ものがあり、資料を探すことにある程度自信を持ち、また読書への関心が広がってい

る様子が伺える。  

また、授業を担当した職員からは以下の様な感想が出された。 

＊1年のうちに、20人でこのような演習をやっておくのはいい。 

＊授業後に本を借りる子もいた。 

＊進路の本がどこにあるかを早い段階で把握できたのはよかった。 

＊図書館にいろいろな本があることがわかったのがよかった。生徒にとって図書館が

親しみやすくなったのでは。 

＊ワークシートが２種類あって助かった。（もう少しバリエーションがあるとよかっ

た。） 



 

 

＊生徒同士でコミュニケーションをとる姿がみられてよかった。 

＊『水の東西』の小テーマで本を探すのを楽しそうにやっていた。 

＊小テーマがいいなと思った。教材と関連があったので取り組みやすいのかと思った。 

＊次回は直接小テーマから調べ学習に入れる程度の力がついたのではいかと思う。 

＊学校司書の先生にいらしていただいて心強かった。  

   今回の取組が職員にとっても新鮮なものであったことがうかがえる。複数職員での

取組で好感触を得られたことは、一つの成果と考えてよいだろう。 

  授業実践報告 Ⅱ        

◎世界史研究（3 年選択） 実施時期：９月第３週～11 月第４週  選択授業×６

時間 

   本校では、3学年の地歴科授業に日本史と世界史の選択授業がある。両科目で、図書

館での調べ学習を行ったが、ここでは世界史の調べ学習を取り上げる。 

   調べ学習にあたっては、生徒に十分な資料を確保するために県立図書館の「学校支

援」制度を利用した。まず、学校司書と授業担当者が連携して、生徒の課題を把握す

る。それに伴い、学校司書が生徒の利用しやすい必要な図書資料を選出し、県立図書

館の貸出手続きを行った。 

   今回の学習目標は自分の興味のもてる歴史的事象 

に書物からアプローチをすることにあった。そこで、 

全６回の図書館での授業を次のように計画した。 

第１回 図書館の利用方法（図書資料の選定） 

第２回 図書資料の読み込み 

第３～５回 図書内容のまとめ・レポート作成 

第６回 レポートの製本、読み合わせ 

   調べ学習を進めていくと、自分のテーマの選定に戸惑っている生徒、図書資料を探

せない生徒、図書資料を読み込めない生徒、レポートのまとめ方に困っている生徒な

どがいた。学校司書と連携して声をかけながら生徒の困り感のサポートをしたが、生

徒のこれらの「つまずき」は調べ学習を行う際の課題として残った。 

   また、読解力に不安が残る生徒たちには、この授業計画はかなりタイトなものであ

り、調べ学習に必要な図書資料と向き合う時間が少なかったことも課題である。さら

に時間的なことをいえば、行事や気候の変化など、連続した学習時間の確保が難しく

なったことでの調べ学習へのモチベーションが下がるという問題も出た。 

   しかし、成果もあった。自主的な学習への取組みが見られたことである。提出され

たレポートを見ると、生徒の個性が出ている。自分でテーマを設定したことで、他の

誰とも違った視点で世界的事象にアプローチすることができたのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

② 特別活動に関すること 

   図書委員会指導 

   図書委員会指導では、年度当初「各クラスの代表として図書館と読書活動に関する

仕事をします」と説明している。本校の図書委員会は、仕事内容や役員間の連携の深

さなどから「部活動的」と評されるが、参加の動機が個々に異なる委員会を仕事とし

て捉え指導することで、生徒が納得して主体的に活動するようになったと感じる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「読書交流会」 

 

５年前から始まった「読書交流会」は、地域と本を介し              

て交流をすることを目標とし、読書意欲の喚起、キャリア              

教育とコミュニケーション力、協調性を身に付ける活動と

して定着している。今年度は、朝日新聞（↑H28.11.18）と

千葉日報（↓H28.11.23）の２社による取材記事が新聞に掲

載されたことで、校内はもとより地域でも好評を博し、生

徒の新たな飛躍と挑戦のきっかけとなった。 

この読書交流会は、５年前の 2012年当時の学校同士の話

の中で、近隣の小学生に高校生が本を通して交流が出来な

いかとの提案が発端である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

その後近隣の特別支援学校（以下特支）の依頼で 2013年に小学部の高学年に対する

読み聞かせを実施した。しかし、従来の本の読み聞かせだけで交流会を成功させるの

は難しく、エプロンシアター、パネルシアター、紙芝居、布絵本などを試しながら、

現在は対象となる年齢に合わせた演目を披露している。生徒は、「どんな目的で誰のた

めにやるのか」を徹底して考え、話し合いながら準備を進めている。その結果特支の

児童・生徒が瞳を輝かせ､心底楽しみにしている様子が伝わってくるようになった。こ

の活動は近隣の小学校との交流を合わせると今年度 7回実施し、その中で八千代高校・

八千代東高校との協同での交流も数回行った。現在は八千代市内の県立 4 校の交流の

場として、緊張感と刺激のある、生徒同士の交流の機会として確立している。 

今年度（2016年）は特支高等部との交流で、芥川龍 

之介の『蜘蛛の糸』に生徒が独自のセリフを追加し朗 

読者に合わせて演技をする朗読劇を実施した。夏休み 

前から準備をしたこの活動により、担当した生徒は達 

成感と自信を得た。 

生徒が主体的に活躍し成長することができるこの取 

組に様々な可能性を感じている。 

 

（４）学校図書館や公共図書館との連携 

  図書館資料を使った授業展開では、公共図書館との連携は極めて重要である。今後も十

分な資料の確保と知識や教養の構築のために公共図書館との連携を図りたい。 

 

４ 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」』の指定を受け、改めてさま

ざまな角度から本校における読書活動を見直すこととなった。 

 これまで継続的に力を入れてきた朝読書の取組に関しては、図書担当者のみでなく各学

年職員から成る朝読委員会を軸として、かなり地盤が固まってきたと思われる。各学年と

もに落ち着いて静かに取り組めるようになっており、今後更なる充実に向けて努めていき

たい。 

 図書委員の活動も例年意欲的に行っているところだが、今年度新たに「放送版 UTOPIA(図

書館便り)」と教職員によるお薦め本 50 冊の編集を行った。前者は図書委員のアイディア

から生まれたもので、昼休みに放送で図書委員が本を紹介するという企画である。後者は

事務職員も含め、ほぼ全ての職員の薦める本を冊子にまとめ、全校職員及び生徒に配付し

た。更に、毎年図書委員有志で行っている特別支援学校との読書交流会に関しても、これ

までの小学部、中等部との交流に加え、新たに高等部との交流が実現したことも一つの成

果であると思う。また、今年度は新たに授業での図書館活用にも力を入れた。幾つかの授

業で調べ学習を試み、いずれも生徒達が意欲的に取り組んでいたことから、成果を感じる

ことができた。今回は授業ごとの単発的な試みに留まったが、理想的には入学時の図書館

オリエンテーションから始まり、段階的にステップアップしてゆくことで、図書館におけ

る調べ学習を根付かせていくことが望ましいと考える。そのためには学校司書と図書担当

職員が協力して各学年・教科とも連携をとり、体系的に年間計画を作成していく必要があ

るだろう。今後とも生徒達の実態に応じた組み立てを模索していきたい。 

 

 



 

 

 

国語総合指導略案 

 

１．日時 平成 28年 9月 2日～9月 14日 

 

２．教材 評論「水の東西」山崎 正和 

 

３．単元目標 筆者の論旨に沿って、東西の水に対する感性を理解する。 

       調べ学習の基礎を学習する。 

 

４．単元計画（図書館実習部分のみ） 

第一時 図書館の本のおおよその配置を理解する。 

第二時 調べたい事柄に沿った本を適切に活用する。 

第三時 東洋(日本)と西洋の違いについて、資料をもとに考察する。 

 

５．指導計画（図書館実習部分のみ 全３時間） 

学習活動 指導上の留意点 評価 

第

一

時 

導入 

以下の事項について確認する。 

・ネットと本の違いについて 

・十進分類法について 

・図書館内の配置について 

・国語総合担当者と学校司書

が協力して説明にあたる。 

記述の分析 

（提出された

ワ ー ク シ ー

ト） 

展開 

・請求記号を基に指定された本を探

す。（２冊） 

・教科担当者の確認印を受けプリン

ト(1)提出。プリント(2)を受け取

り、タイトルを基に本を探す。 

・プリント(1)配布 

 

・終わった生徒からプリント

(2)を配付。資料がかぶら

ないよう、１人おきにプリ

ントのバージョンを変え

る。 

まとめ 

・本時の振り返りをする。 

・できたところまでのプリントを提

出する。 

・使用した本は元の場所に戻

すよう指示をする。 

第

二

時 

導入 

・前時の評価の確認。 

・本時の目標の確認。 

・前時のプリント返却 

 

・使った資料は必ず元の場所

に返却するよう注意を促

す。 

記述の分析 

（提出された

ワ ー ク シ ー

ト） 

展開 
・プリント(2)を終わらせて提出。プ

リント(3)を受け取り館内の本を
用いて質問事項に解答していく。 

・終わった生徒からプリント
(3)を配付。資料がかぶら
ないよう、１人おきにプリ
ントのバージョンを変え
る。 

 

授業報告Ⅰ 別添資料 

 



 

 

・学校司書と手分けして手間
取る生徒に助言を与える。 

まとめ 
・本時の振り返りをする。 
・できたところまでのプリントを提
出する。 

・使用した本は元の場所に戻
すよう指示をする。 

第

三

時 

導入 

・前時の評価の確認。 

・本時の目標の確認。 

・前時のプリント返却 

・予め県立図書館より借り受

けた本を紹介し、本時のポ

イントは東洋と西洋の違

いを考察することにある

ことを確認させる。 

記述の分析 

（提出された

ワ ー ク シ ー

ト） 

展開 

・プリント(2)が終わっていない生徒

もプリント(3)を受け取り、図書館

内の本及び特設コーナーにある借

受本を活用して、東洋と西洋の違

いについて調べ、考察する。 

・県立図書館より借り受けた

50 冊程度の本を特設コー

ナーに準備しておく。 

 

・授業開始後 15分を目安に、

まだ途中の生徒も発展課

題に取り組むよう指示を

する。 

まとめ 

・本時の振り返りをする。 

・本時のプリントを提出する。 

・使用した本は元の場所に戻

すよう指示をする。 

・次回の予告をする。 

 

 

 

 

 

地理歴史科（世界史研究）学習指導案 

 

１．日時   平成 28年 10月 28日金曜日 第 1限  

 

２．学級   第 3学年選択クラス 

 

３．単元について 

 

（１）単元名 テーマ学習：歴史的事象を調べよう 

（２）単元指導計画  

  １ 興味のある時代や歴史的事象を探そう           （１時間） 

  ２ テーマをきめて、図書を選定しよう・・・図書室の使用方法 （１時間） 

  ３ 図書資料を読みこもう                  （１時間） 

  ４ 獲得した知識をまとめよう（レポート作成）（２時間）本時２／２時間目 

  ５ まとめた内容を伝え合おう                （１時間） 

授業報告Ⅱ 別添資料 

 



 

 

４．評価規準 

 

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解 

古代から近代までの歴史

的事象に興味をもって振り

返る。 

図書資料を選び、主体的・

意欲的に課題を追求する。 

課題に合う図書

を取捨選択し、教科

書内容と書物の記

述を考察しながら、

適切な形にまとめ

る。 

図書資料を活

用し、課題にあっ

た図書資料を選

ぶ。 

課題の歴史的背景

を理解する。 

図書室での本の配

置を理解し、必要な資

料を見つけることが

できる。 

 

５．本時の目標 

 

 （１）課題に合った資料から、歴史的事象を理解する。 

 （２）資料で得た情報を、適切な形で表現する。 

 

６．本時の学習展開 

 

時間 学習内容・学習活動 学習活動の支援・指導上の留意点 

観点別評価 

導入 

(５分) 

・前回を振り返る 

 下書きの留意点の確認 

・前回の作業を振り返らせる 

展開 

(40分) 

・本時の内容を確認する 

①中央図書館の図書のアナウンス 

②レポートの書き方について 

教科書→まとめ 

  図書資料→内容まとめ 

  清書の書き方 

・レポートを作成する 

 

 

・図書選定については司書教諭に助言 

を請うことを話す    【技能】 

・清書の前に、自前のレポート用紙に 

アウトラインをまとめている生徒 

を紹介する 【関心・意欲・態度】 

・机間指導をしながら生徒一人ひとり 

の作業状況を確認する 

       【関心・意欲・態度】 

       【思考・判断・表現】 

まとめ 

(５分) 

・図書資料の返却をする 

・本時のまとめをする 

 作業状況の確認→次回の予告 

・終了７分前に作業の終わりを告げる 

・図書を元の場所へ戻すこと、机上の 

消しゴムカスの掃除を指示する 

 


