
千葉県立四街道北高等学校 
 

１ 学校の紹介 

 

（１）概要  

本校は千葉県北西部の四街道市の中央に位置し、昭和６０年（１９８５年）に創立さ

れ平成２６年度に創立３０周年を迎えた全日制普通科（全１８クラス）の共学高校であ

る。 

生徒は真面目で礼儀正しく、落ち着いた雰囲気の中で、授業や学校行事、部活動に熱

心に取り組んでいる。近くに四街道市の文化施設があり四街道市立図書館にも近い。クッ

キング部が高校生レストランを「さくらそう」に出店したり、ボランティアの生徒が四

街道市内の小学校に出前授業に出かけたり、吹奏楽部や合唱部が市内音楽祭や市主催行

事に演奏等で参加したりすることもあり、地域と密着した活動を行っている。 

 

（２）教育目標 

校訓の「求全・協和・自強」（完璧を求め、志を同じくして力を合わせ、自ら努め励む

こと）をめざした教育を実践し、人としての在り方や正しい職業観を身に付けさせ、進

路希望の夢の実現を図る。 

「生きる力」の育成を目指して、生徒・職員が誇りをもって日々の活動に取組み、地

域から信頼され、夢と意欲を育む学校をつくる。 

 

（３）読書活動に関する目標 

内規及び生徒手帳に「図書館は、自ら学び、考え、物事に対する理解を深めると共に、

読書の習慣を養い将来より良い社会人となるための素養を身につけるため設けられた施

設である。図書館に対する理解を深め、互いに図書館を気持ちよく活用できるよう」定

め、学校図書館教育に取り組んでいる。 

 

２ 自校の図書館の現状 

本校図書館は特別棟２階の西側に位置している。閲覧室の座 

席は９０席あり、最大２クラスの生徒が利用できる。 

 

蔵書数：約２万冊 

生徒への貸出冊数：約１４００冊（昨年度１１００冊） 

授業利用時数：９５時間（昨年度６１時間） 

  生徒利用可能パソコン：蔵書検索用１台・インターネット検索用１台 

  

学校司書（実習助手）が常駐し終日開館している。残念ながら昼休みや放課後に生徒

が活発に利用しているとは言い難い状況ではあるが本の好きな生徒や学習するもの、雑

誌等を閲覧したりする生徒が毎日必ずと言ってよいほどやって来る。授業での利用も定

着しつつある。 



３ 学校図書館活動の取り組み 

 

（１）校内組織と主な役割 

本校では教務部の中に図書係があり、図書係の２名の教諭と学校司書、他に図書委

員会顧問（他分掌）１名を含めた４名で通常の図書館業務を運営している。司書教諭

は情報科の教諭であり、図書館のコンピュータシステムの管理を行っている。 

 

（２）生徒や教員に対する支援 

① リーディングトラッカー（読書用補助具）の作成・設置 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）の施行

により本年度４月から「合理的配慮」が国公立学校で義務化されたことにより、学

校図書館における『合理的配慮』として読書用補助具「リーディングトラッカー」

を夏季休業中に学校司書が市販品を参考に２クラス分作成し、図書館カウンターに

配置し利用者が自由に使用できるようにした。障害を持つ生徒だけでなく、読書の

苦手な生徒や集中して読みたい生徒などに幅広く利用してもらいたいと考えている。

図書館を利用して授業を行う際も担当者にクラス全体に使い方などの説明する時間

をもらい特別感の無いように「集中して読める」読書の補助具と説明している。レ

ポートに転記する際に利用している生徒もいる。 

 

   

 

 

 

 

 

 

② 図書館利用ガイダンス 

    【生徒へのオリエンテーション】 

例年４月の早い時期に１年生の国語総合の時間を利用して１クラスずつ１時間図

書館のオリエンテーションを実施している。目的は学校図書館の場所の確認と利用

方法の説明。実際に館内を自分の目で見てもらい高校の図書館に親しむことを主と

して考えて実施している。貸出や返却の方法や館内の説明の後、生徒は自由に書架

を見学して読みたい本を一冊選ぶ。図書委員に貸出の手続きしてもらった後読書時

間を設けている。読書後は引き続き読みたい生徒はそのまま教室に持ち帰ってもら

い、返却したい生徒は帰りに返却の手続きをしている。この読書がきっかけで本を

読み始める生徒もいる。読書の動機づけとして非常に有意義であると考えている。 

 

【教員への支援】 

    初任者研修の１時間を利用して図書館の概要・授業利用の支援について説明して

いる。本校での具体的な実践例などを紹介することにより授業での図書館利用を始

める教員や資料に興味をもつ教員も多い。 



③ 図書館だよりの発行・新着図書の案内 

    学校司書作成による図書館だよりを毎月発行している。いずれは図書委員の生徒

による発行を目指している。新着図書は一覧を図書館だよりと一緒に教室掲示して

いる。また、図書館前にウインドーケースがあるので新しい本はまず廊下に展示し

てなるべく生徒・職員の目に触れるようにしている。 

    本の表紙のカラーコピーと共に本の帯を一緒にレイアウトして廊下に模造紙で掲

示している。移動教室等で廊下を通るいつもは図書館に入らない生徒の目に留まり、

それがきっかけで貸出を受けに来る生徒も多い。 

 

 

 

④ 特集コーナーの設置 

    先に挙げた廊下のウインドーケースは２週間を目安にテーマ特集本を展示してい

る。書棚から出して表紙を見せて展示することにより普段動きのない本も利用され

ていく。文化祭などの学校行事や授業の内容となるべくリンクするよう心掛けてい

る。 

 

（３）図書委員会 

各クラスから２名選出される図書委員、３６名は四街道北高校の一人でも多くの生徒

が良書と出会い、一冊でも多くの本が生徒に読まれ、利用されることと利用者にとって

心地よい快適な場所を提供できるように日々の活動を行っている。 

日常の活動としては各クラスの図書委員が週一回昼休みに当番を務め、放課後は平成

２６年度から各クラスが順番に当番を務めている。カウンターでの貸出・返却業務をは

じめとして書架の整理や掲示物の作成などを行っている。平成２５年度より文化祭に「図

書委員がおすすめする本」の紹介で参加するようになり、本年度は縁あって相互協力で

お世話になっている四街道市立図書館の入り口ギャラリーに文化祭後に掲示する運びと

なった。四街道市民の多くの方々に作品を見ていただくことになり好評をいただいた。

四街道市立図書館の方からも生徒の紹介した本がよく貸出されるようになったとお礼の

手紙をいただき、生徒は委員会活動に自信と誇りをもったようで、嬉しそうな姿が印象



に残っている。この取り組みは来年度以降も継続していく予定である。今後は地味では

あるが図書館活動の基本的な仕事を継続するとともに、図書委員一人一人が図書館とク

ラスを繋ぐパイプとしての役割を果たし、協同して自治的な活動が行えるよう活動して

いきたい。 

 

（４）教科授業の支援 

授業実践例１：第２学年 世界史 B 

  「パレスチナ問題について」 ２年生３クラスで実施（のべ２８時間） 

この調べ学習は平成２５年度から実施しており今回で４回目になる。１学期にパレ

スチナ問題の書籍を一人一冊は読み通しレポートを提出する。２学期に班ごとに調べ

学習を行っている。 

１クラス４０名、合計１２０名の生徒が一人一冊選べるように資料を用意するには

県立図書館の相互協力の貸出のシステムがなくては成立しない。学校司書が一人で

２００冊の資料を選書するには限界があり、専門のスタッフの力が大きな支えになっ

ている。 

   

  授業実践例２：第２学年 家庭総合 

  「絵本の読み聞かせ」 ２年生６クラス１時間実施  

この授業は昨年度より実施しており今回が２回目となる。家庭科の教諭と協力して

実施している。事前に授業担当者からの依頼を受けて学校司書が公共図書館からも絵

本を集めておき（ここでも学校セットなどで絵本の選書や貸出の支援を公共図書館か

ら受けている）、当日の授業の流れを確認した。学校司書が絵本や読み聞かせの意味・

読み方についての説明の後、一冊の絵本を生徒に演示した。生徒各自が練習する間に

学校司書が巡回し絵本のテーマや読み方等の質問に個別に対応した。 

 

他にも国語・家庭科・理科（生物・地学）・美術など多教科で図書館を利用しての授

業で調べ学習を支援している。ここ数年では年間最低でも６０時間の利用がある。 

クラスでの一斉の調べ物には同じテーマで複数の本が必要であり本校の蔵書だけで

はかなり厳しい。相互協力をお願いしている公共図書館の支援がなくては成立しない。  

＜授業担当者からの声＞ 



・ 事前にお願いすることで必要な本を集めてもらえた為、内容の充実した授業を展開す

ることが出来た。 

・ 教室と違い本に囲まれた雰囲気の中で授業をすることで興味関心を高めることが出来

た。 

・ 明るく広い空間で生徒がリラックスして授業に取り組んでいる。 

・ 調べ学習の資料が豊富で資料がなくて困る生徒がいなかったのはよかった。 

・ 生徒に合った本をブックトラックにまとめてあるので分かりやすい。 

・ 冊数を集めることが難しくて今までできなかった調べ学習が可能になり、自主的な学

習が展開できた。 

・ 作業スペースが広いのでポスターをまとめるときに勝手がよかった。 

・ 古典の授業などで図録や写真・絵等の資料を利用させてもらうとわかりやすくなりま

した。 

・ 必要な資料をたくさん集めてくれたので、生徒も選択の幅が広がり多面的に調べ学習

ができた。 

・ プロジェクターで画像や動画、見つけた資料を示したり説明したりする設備が常設し

てあるとさらに使いやすいのでは。 

 

＜平成２８年度授業活用例＞ 

 ・国語表現 ３学年  「本の紹介」・「作家と小説を調べる」 

 ・世界史 B ２学年  「パレスチナ問題」  

・食文化  ３学年  「お弁当の献立」・「太巻きのデザインを考える」 

            「世界の食文化」・「おせち料理のいわれ」  

 ・生物   ３学年  「校庭の落ち葉を調べる」「校庭の雑草を調べる」 

 ・地学基礎 ２学年  「惑星を調べる」 

 ・家庭総合 ２学年  「絵本の読み聞かせ」 

 ・美術Ⅰ  １学年  「動物をつくる」  

    

（５）学校司書と公共図書館との連携 

    県立図書館の本は週一回金曜日に宅配便で学校に送られてくる。本校は中央図書

館のエリアにあり中央図書館を通して東部・西部図書館の協力を受けている。また、

今年度から先に挙げた四街道市立図書館との相互協力も始まった。公共図書館との

連携では学校司書が授業担当者との間を繋いでいる。授業に必要な書籍を担当者か

ら聞き取り正確に必要な本の貸出が受けられるよう手配している。パレスチナ問題

などの専門的な資料は県立図書館の資料が非常に多種多様であり調べ学習をする上

で大変お世話になっている。市立図書館は何といっても場所が近くであり、実用書

が豊富ですぐに資料の提供を受けられる。担当教諭からの「明日の授業に使いたい」

という要望に対応でき、家庭科のお弁当の献立や太巻きのデザインの参考資料など、

豊富な資料に非常に助けられている。 

    授業担当者の行いたい授業を実現するためには、本校の蔵書だけで賄うことは不

可能なことが多く、公共図書館との相互協力はなくてはならないシステムである。 



４ 成果と課題 

縁あって『読書活動の推進事業－確かな学びの早道「読書」』の実践協力校とさせてい

ただいたが、今年度に新たな試みをするのではなく、今まで実践してきたことを丁寧に

検証し継続していくことが第一と考え今年度の活動に取り組んできた。本校職員には忙

しい中何度もアンケートなどに協力してもらった。その中で学校図書館の存在や取り組

みに興味をもち、目を向けてくれる教職員が増えていったことが非常に大きな成果だと

考える。教職員が折に触れ生徒への読書を進めてくれることによって、生徒の貸出数も

昨年より伸びている。授業で利用されることも昨年度より多くなった。教員の中には自

分自身が図書館を使っての探究型学習の経験がない教員も多い。経験のない授業に取り

組むのであれば当然ハードルも高い。実際に授業で利用してみて、生徒の学習の様子や

成果を実感してこそ次への利用に繋がると考えている。教職員の声に耳を傾け真摯に対

応していくことで新たな利用や学校図書館の可能性が広がり、生徒の豊かな学びに繋が

っていくと考える。学校司書が図書館資料を教職員と生徒、公共図書館と結び、教職員

と共同することによってより良い学校図書館活動が機能していくと考える。また、司書

教諭が積極的に図書館活動にかかわることにより、教員の意識は確実に変化する。司書

教諭は読書教育や授業利用を推進する立場で実践者としてコーディネーターとして積極

的に学校図書館の活動に携わる姿が望ましいと考える。今回の取り組みで学校全体での

働きかけの大切さを強く実感した。 

今後も一つ一つの活動を丁寧に積み重ねて、より良い学校図書館活動が実現できるよ

う取り組んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地理歴史科（世界史Ｂ） 学習指導案 

授業者：教諭 関谷 高広 

 

１．日時・場所  平成２８年９月１４日（水） 第５校時 図書室 

２．ク ラ ス  ２年Ａ組 ３９名（男１４名、女２５名） 

３．ク ラ ス 観 

意欲をもって授業に取り組んでいるようだが、おとなしい生徒が多いためか、授業中は受け身で参加

している生徒は多いと感じる。また、ノートの文字が乱雑で、非常に読みにくい生徒が複数いる。理解

力や常識力に差があり、発問した際に手を挙げて発言する生徒がいる一方、こちらから問いかけをして

も沈黙が続く生徒や、オリンピックが 2020 年に東京で開かれることを知らない生徒もいた。そのため、

授業では生徒に発言させる機会を設け、一方通行に終わらないよう心掛けている。 

 

４．使 用 教 材  高校世界史Ｂ（山川出版社）、歴史風景観 世界史のミュージアム（東京法令出版） 

５．単 元  「パレスチナ問題」 

６．単元の目標 

現在でもなお解決されていない「パレスチナ問題」について考えさせることで、歴史が単なる過去の

出来事ではなく、現代や未来につながることに気付かせたい。そのためにまず、パレスチナ問題の前史

について確認する。１世紀以降にユダヤ人が世界各地に離散して迫害されたことや、パレスチナ地方が

７世紀以降にイスラーム化していくことを把握させる。その一方で、関連する本を１冊読ませ、第一次

世界大戦以降の内容を各自で調べさせ、まとめさせる。その取り組みを土台として、班別学習に取り組

ませ、近現代の「パレスチナ問題」について理解させたい。また、調べる、協議する、発表する、質問

する、といった取り組みを通して、授業に参加する意識を高め、学習の意義についても考えさせたい。 

 

７．単元の指導計画 

（１）パレスチナ問題前史・・・６時間 

ユダヤ人の離散と迫害（２時間）、イスラーム世界の誕生と発展（２時間）、 

第一次世界大戦～イギリスの三枚舌外交（２時間） 

（２）課題指導・・・・・・２時間 

レポートの作成方法と書籍の選択（１時間）、課題の作成状況を確認する（１時間） 

（３）映画を通じた理解・・・・・・2.5 時間（関連する事項の説明を含む） 

（４）班別学習・・・・・・11 時間 

班決めと課題の提示（１時間）、パレスチナ問題の歴史を班ごとにまとめる（４時間・本時１／４）、 

新聞記事と歴史とのつながりを考える（２時間）、発表準備（２時間）、発表と質疑応答（２時間） 

 

８．単元の評価計画 

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 資料活用の技能 知識・理解 

現代の問題が、ユダヤ

人への迫害という歴史

とつながり、日本人とも

つながることを知るこ

とで関心をもつことが

できる。また、課題や班

別学習に意欲的に取り

組むことができる。 

歴史と現在とのつなが

りを把握しつつ、未来の

世界について思考する機

会とできる。 

課題や班別学習におい

ては、要約してまとめた

り、発表時に発言したり

することができる。 

地図帳・教科書・資

料集のみならず、書

籍・インターネット・

新聞といった情報源よ

り必要な点を取捨選択

し、パレスチナに関わ

る事項をまとめること

ができる。 

パレスチナの位置を

確認し、ユダヤ人の離散

と迫害、中東のイスラー

ム化の歴史を理解する。

また、第一次世界大戦よ

り今日の紛争に至るま

での流れを大筋で理解

することができる。 

 



 

９．本時の学習目標 

１学期中に各自でまとめた課題を班ごとに突き合わせ、内容をまとめる準備をする。それとともに、

各々がまとめた際に不足していた点を把握し、教科書・資料集や図書室にある書籍を活用して調べ、

より理解できるように班ごとにまとめ始める。 

 

10．本時の学習計画 

 

学習活動・学習内容 指導上の留意点 評価規準（方法） 

導
入
（
10
分
） 

①号令・出席確認 

②前回の内容について確認 

③班長に本時の取り組みを指導 

④書籍の利用について 

 

④書籍の文字を追いやすいよ

うにする文具を各班に配付

し、資料活用の一助とする。 

①忘れ物をせず授業準備

が完了しているか。【関】 

③④本時の説明をきちん

と聞いているか。【関】 

展 

開 

（
35
分
） 

Ａ．「作業プリント①」の分担 

○役割分担については、前回の授

業において、班長を通じて各班で

決めるように指示している。 

○「作業内容」は、班ごとに

異なっても良い。 

例：（１）～（４）の分業 

全員で調べてまとめる 

○班長を中心に各自が自

らの役割を確認し、資料を

活用して調べ始めること

ができているか。【関】 

Ｂ．歴史をまとめる 

（１）シオニズムやイギリスの三枚 

舌外交（第一次世界大戦前後） 

○イギリスの外交がパレスチナ

問題の直接の原因となることを

把握する。 

 

（２）ナチスによるユダヤ人迫害 

（第二次世界大戦まで） 

○当時の差別意識や極端な国の

政策が多くのユダヤ人を死に追

いやったことを理解する。 

 

（３）パレスチナ分割案と中東戦争 

（第二次世界大戦後～1980 年代） 

○イスラエル建国によりユダヤ

人とアラブ人の対立が戦争に至

ることを把握する。 

 

（４）冷戦の終結とパレスチナ暫定 

自治協定（1990 年代～） 

○冷戦の終結により和平への機

運が高まったが、紛争が解決し

ない現状についても考える。 

 

○第一次世界大戦中にイギリ

スがアラブ人やユダヤ人と約

束した内容とその後を中心に

まとめさせる。 

 

 

○質問された場合は、まとめ

るスペースが限られているた

めに迫害のすべてではなく、

一部分を詳しくまとめる方法

も考えられる点を答える。 

 

○ユダヤ人とアラブ人の対立

のみならず、米ソの対立や発

言力、石油戦略による日本へ

の影響まで触れられるとなお

良い。 

 

○イスラエルとＰＬＯとの協

定（1993 年）による問題解決

への動きを取り上げつつ、パ

レスチナ地方の現状を把握さ

せたい。 

 

○１学期にまとめた内容

について、時代の流れに沿

って理解できているか。 

【知】 

 

○教科書・資料集・図書室

の書籍を利用し、（１）～

（４）について、調べた内

容をまとめられるか。 

【技・思】 

 

○わからない内容につい

て放置せず、調べたり質問

したりすることができる

か。【関・技】 

ま
と
め
（
５
分
） 

①今後の予定について 

②書籍の貸し出しについて 

①９月下旬に作業プリントの

進捗状況を確認し、10 月上旬

には各班で発表してもらう点

を伝えておく。 

①②授業中以外にも様々

な情報源を活用して調べ

ることができるか。 

【関・技】 

 



世界史Ｂ                作業プリント① 

 パレスチナ問題のまとめ  

【作業１】このプリントにまとめるため、班員と各自の役割を確認しよう。 

２年   組   班 

班のメンバー（◎印は班長） 
主な作業内容  

◎  

  

  

  

  

 

【作業２】「パレスチナ問題」の歴史を班ごとにまとめよう。なお、この問題の前史につい

ては１学期の授業で取り上げ、問題の歴史については各自で「１学期の課題」にまとめた。

そこで、１学期に取り組んだことを振り返り、様々な資料を活用してまとめなさい。 

（１）シオニズムやイギリスの三枚舌外交（第一次世界大戦前後） 

（２）ナチスによるユダヤ人迫害（第二次世界大戦まで） 

（３）パレスチナ分割案と中東戦争（第二次世界大戦後～1980 年代） 

（４）冷戦の終結とパレスチナ暫定自治協定（1990 年代～） 

※（１）～（４）について、各班でうまく区切り、まとめてみたらどうだろう？ 

 

 



 

【作業３】参考にした資料（本やＨＰ等）について、下の枠内にまとめなさい。 

 

※「パレスチナ問題」に関連する【作業２】より前の歴史等、さらに詳しく調べたことが

あれば、別紙にまとめなさい。また、下の枠でまとめきれない場合も同様とする。 

 

 

 



世界史Ｂ                作業プリント② 

２年   組   班 

班のメンバー（◎印は班長） 

 

 

 パレスチナ問題のまとめ  

【作業４】新聞より「中東問題」に関わる記事を１つ探し出し、その記事を班員全員が読みな

さい。読んだら班長を中心に意見を交換し、班の人が感じたことをまとめなさい。 

新聞名 発行年月日＋何面の記事か？ 

見出し 

班の人の考え 

 

【作業５】作業４で取り上げた記事における出来事と「パレスチナ問題」に関わる出来事との

つながりを考えて調べ、まとめなさい。 

 

 

【作業６】発表内容をまとめるため、班員の役割を確認しよう（重複しても良い）。 

説明内容を調べる（  名）  

プリントにまとめる（  名）  

発表とその準備（  名）  

その他（        ）  



 

【作業７】発表する内容とその内容に対する考えについて、見やすくまとめなさい。なお、

この部分については、このまま印刷するので、ボールペン等で濃く書くこと。 

 

 

２年   組    班 
について 

 

 


