
総会資料総会資料総会資料総会資料「「「「活動報告活動報告活動報告活動報告」」」」

実施事業名 実施期日 実施会場総会並びに研修会 ４月１９日（火） 中央公民館第１回全体研修会 ５月１９日（木） 岡山県生涯学習センター第２回全体研修会 ８月２３日（火） 県立図書館第３回全体研修会 １２月１５日（木） 岡山県生涯学習センター第４回全体研修会 ３月１４日（火） 岡山県生涯学習センター第１回グループ研修会 ６月１４日（火） Ａ：福田公民館B：芳田公民館C：岡輝公民館Ｄ：岡西公民館Ｅ：岡輝公民館第２回グループ研修会 ７月７日（木） Ａ：芳田公民館B：福田公民館C：県情報教育センターＤ：岡輝公民館Ｅ：東山公民館
第３回グループ研修会 ８月２３日（火） Ａ：中央公民館B：ほっとプラザC：山陽新聞社Ｄ：岡山中央小学校Ｅ：中央公民館第４回グループ研修会 ９月２０日（火） Ａ：福田公民館B：ほっとプラザC：県情報教育センターＤ：東山公民館Ｅ：芳田公民館

小・中別に読書会。その後各グループごとに作家作品論を話し合う。図書委員会の意義と役割と位置づけの３レポートを聞き討論。新聞ができるまでを見学。著作権についての話を聞く。連携ができる単元一覧・調べ学習のオリエンテーションについて討論。司書と司書教諭の連携のレポートを聞き。それぞれの役割を議論。作品系統を分類したり、読み比べたり、リストを作ったりする。カウンター当番について、３つのレポートを聞いて考える。７月に引き続き、開放講座「いつでもICT」を受講。図鑑・年鑑等のチェック。ブックリストの見直し。ビデオ「司書教諭の仕事」（全国ＳＬＡ制作）を鑑賞、協働について話合。

　　　　　　岡山支部　　小・中学校

ファンタジー、絵本、現代児童文学（小・中）に分かれて進めることに。各学校の図書委員会活動を報告、研修計画の話し合い。研究集録No.１９＆２０の資料紹介を参考にしながら研修計画を再考。各校の「授業との連携」の状況を出しあう。小・中に別れ計画を練る。『学校図書館職員論』（塩見昇著）のレポート発表と各自の意見発表。４つのグループごとに研究する作家や作品を考える。図書委員会の前年度研修のまとめと活動内容についての提案と議論。開放講座「いつでもICT」を受講。連携の条件や実際「これからの食料生産」のレポートを聞き話し合う。自校の司書教諭と話し合った「司書教諭に求められる姿」を報告議論。

　内　　　　　　容平成１６年度事業報告、会計報告、平成１６年度事業計画及び予算の決定・役員選出等。平成１７年度研修計画、事業計画（日程）、運営について、役員の役割分担、初任者研修、８月全体研修会について等。各グループからの研修報告、コンピュータ導入にともなう「スタッフマニュアル」の改訂について、出張報告、講演「今、学校司書に求められていること」（図書館情報大学名誉教授：竹内悊氏）。各グループからの研修報告。システム導入にともなうマニュアル改訂（案）について、来年度８月研修会について、来年度初任者研修（案）について、出張報告。各グループからの研修報告、システム導入にともなうマニュアル改訂（案）について、来年度８月研修会について、来年度初任者研修会（案）について、出張報告。

（（（（１１１１））））地区研修報告地区研修報告地区研修報告地区研修報告



第５回グループ研修会 １０月１８日（火） Ａ：ほっとプラザB：ほっとプラザC：県情報教育センターＤ：芳田公民館Ｅ：ほっとプラザ第６回グループ研修会 １月１７日（火） Ａ：岡輝公民館B：芳田公民館C：東山公民館Ｄ：福田公民館Ｅ：東公民館第７回グループ研修会 ２月１６日（木） Ａ：福田公民館B：芳田公民館C：東山公民館Ｄ：東公民館Ｅ：岡輝公民館第1回理事研修会 4月28日（木） 福田公民館第2回理事研修会 7月14日（木） 岡輝公民館第3回理事研修会 11月17日（木） 福田公民館第4回理事研修会 3月2日（木） 福田公民館第5回理事研修会 3月23日（木） 東山公民館初任者研修会（１） 6月23日（木） 南公民館芳泉中学校初任者研修会（２） 7月21日（木） 分庁舎（反省と課題）グループ研修では従来からの積み重ねの研修は、メンバーの入れ替わりもあり、なかなか難しい。実践的な研修にウエイトがおかれ気味なところは今後の課題である。理論的な議論の深まりはどのグループも欠けていたようだ。一方、日常的な仕事である受入本への押印内容などは白熱した議論となった。それらを含む「システム導入にともなって共通理解しておきたい事項」はさまざまな議論の末、１年間司書全員が「探調ＴＯＯＬ」を使いこなして、判断することに決定したのは妥当な選択だったといえよう。

作品の比較研究や作家研究、まとめたブックリストの意見交換。図書委員の貸出返却業務の自立・社会的意義の有無について議論。先月に引き続き、開放講座「いつでもＩＣＴ」を受講。単元一覧の検討・学習オリエンテーション資料を持ち寄り実際を話す。ビデオ「図書館を生かす学校は変わる」を視聴し、課題を整理。研修目的を改めて確認。県司書部会の発表に向けて計画を練り直し。渡辺重夫氏。福永義臣氏の著作をレポートし、委員会活動の姿を確認。２つのブックトークの実演をうけて、意見交換をする。完成した単元一覧を実践と発表につなげる方法などを検討。今後のまとめ方、研修の仕方を検討。
今年度の役割分担について、全体研修会についての議論。各グループ研修の報告、８月全体研修会について、コンピュータ導入にともなうマニュアル改訂作業について等の議論。
平成１７年度事業報告・会計報告・出張旅費執行報告、平成１８年度事業計画・研修計画・予算案・役員について、平成１８年度総会要項と準備について検討。
①講話②図書館行事と図書委員会③学校図書館における資料紹介④授業との連携⑤小グループでの話し合い
①学校図書館の役割と学校司書について②芳泉中学校３校時目を見学（ブックトーク、読書の様子）③事務処理について（コンピュータ処理も含む）④芳泉中学校昼休みの図書館の様子を見学⑤ビデオ「本があって人がいてPART２」⑧選書について⑨小グループでの話し合い

各グループ研修の報告、システム導入にともなうマニュアル改訂についての提案、１２月全体研修会について、第３６回岡山県学校司書研究協議会（岡山大会）について等の話合い。今年度の研修グループの反省、システム導入にともなうマニュアル改訂について、３月全体研修会の準備と要項の確認等を話し合う。

評価シートやリストの修正。課題図書の解釈についての意見交換。図書委員会班活動のアンケート調査からの分析報告と意見交換。それぞれの紹介方法について実践し、結果をまとめることが決まる。実践レポート・実践例のまとめ。新教科書単元における連携の洗い出し。児童生徒に向けた連携と教職員に向けた連携との分け、意見交換。



実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会・総会 ４月20日〈水） ライフパーク倉敷第２回司書部会 ５月18日〈水） ライフパーク倉敷第３回司書部会 ６月28日（火） ライフパーク倉敷第４回司書部会 ８月４日〈木） 倉敷市庁舎第５回司書部会 10月12日（水） ライフパーク倉敷第６回司書部会 12月８日（木） ライフパーク倉敷第７回司書部会 ２月16日（木） ライフパーク倉敷第１回部長会 ５月12日（木） ライフパーク倉敷第２回部長会 11月15日（火） ライフパーク倉敷第３回部長会 ３月８日（水） ライフパーク倉敷倉敷市SLA総会 ６月14日（火） ライフパーク倉敷倉敷市SLA第１回研修会 ８月17日〈水） ライフパーク倉敷
倉敷市SLA第２回研修会 １月27日（金） ライフパーク倉敷

　　　　　　倉敷支部　　小・中学校 　内　　　　　　容・司書部会総会　（事業報告・会計報告・今年度事業計画・役員選出等）・班別研修　（コンピューター・環境整備・司書教諭との連携・選書・資料提供・司書側から発信する学校図書館活動）･班別研修（６班）･班別研修（６班）･班別研修（６班）･班別研修（６班）･班別研修（６班）･班別研修（６班）・役員改選・研修内容について・「学びの扉」の研修について・新役員選出について・研修報告について・全国図書館大会岡山大会について・・今年度のまとめ・次年度の研修について・事業報告・決算報告・役員改選・今年度事業計画等・講演　　講師　川越文子　先生　　演題　「物語で子どもたちに伝えたいこと」・実演　「音楽を生かした読み聞かせ」　　　　倉敷アカデミーアンサンブル・講話　　講師　赤木雅宣先生                  （岡山市立高島小学校・教諭）　　　　　　横山由美恵先生                  （岡山市立高島小学校・司書）　　演題　「豊かな心を育む読書指導のあり方」



学校図書館司書研修会 ８月４日〈木） 倉敷市庁舎
平成17年度岡山県学校司書研修会 ７月27日（水） ライフパーク倉敷
実施事業名 実施期日 実施会場第1回定例会 4月26日（火） 津山市役所東庁舎第2回定例会 5月10日（火）第3回定例会 6月28日（火） 津山市立弥生小学校第4回定例会 8月23日(火) 津山市立図書館グループ研修会 8月25日(木) 津山市立西苫田公民館第5回定例会 9月29日(木) 津山市立中道中学校第6回定例会 10月18日（） 津山市立鶴山小学校第7回定例会 11月29日(火) 津山市立一宮小学校グループ研修会 12月15日(木) 津山市立津山西中学校第8回定例会 1月24日(火) 津山市立津山東中学校第9回定例会 3月9日(木) 津山市立津山東小学校図書選定会 8月11日(木) 津山ブックセンター本店図書選定会 2月23日(木) 津山市立津山東小学校トーハン岡山支店視察 6月1日（木） (株)トーハン岡山支店

今年度の研修のまとめ、来年度に向けて児童・生徒に勧める本の選定児童・生徒に勧める本の選定児童図書および参考図書の視察

各グループの研修各グループの研修パソコン研修グループの研修(Powerpoint、Excel等）各グループの研修

津山支部　小・中学校 　内　　　　　　容

・説明　「学校図書館における読書活動の推進」　　　　　「学校図書館司書と司書教諭の連携」　　　　倉敷市教育委員会指導主任　横溝紀子先生・実践発表　　「教育活動から考える学校図書館」　　　　倉敷市立中庄小学校　廣田真希子　司書　　「読書に親しむ子どもを育てる学校図書館を　　　目指して」　　　　倉敷市立玉島北中学校　澤田光子　司書教諭・33名参加　〈反省と課題〉　前年度に引き続き、今年度も６つの班に分かれて研修を進め、それぞれの班でさらに研修内容を深めている。公共図書館の新システム移行にともない、市内の学校図書館に図書館システムが導入されたが、まだ本格的実施にいたっていない。これからの図書館活動にどう活かしていくかが、今後の課題である。
前年度報告、今年度事業計画　等各グループの研修（郷土資料研究、ブックリスト研修、展示・掲示研修、パソコン研修）次回研修について各グループの研修津山市立図書館との合同研修(ストーリーテリング等)展示・掲示研修グループの研修(館内掲示物等作成)各グループの研修



平成17年度岡山県学校司書研修会 7月27日(水) ライフパーク倉敷図書館協議会研修会 7月29日（） 津山市立一宮公民館図書館職員等研修講座 2月28日(火) 岡山県立図書館
実施事業名 実施期日 実施会場４月例会 ４月２６日（金） 文化センター５月例会 ５月１7日（水） すこやかセンター６月例会 ６月１５日（水） 山田小学校７月例会 ７月８日（金） 日比中学校８月例会 ８月３日（水） 八浜小学校９月例会 ９月８日（木） 生涯学習センター１０月例会 １０月２８日（木） 西北地域センター１１月例会 11月4日（金） 産業振興ビル１２月例会 12月15日(木) 宇野中学校１月例会 １月２０日（金） 築港小学校２月例会 ２月１４日（火） 日の出ふれあい会館

　内　　　　　　容
小中部会の研修「おすすめの本」の紹介

読書週間について小中部会の研修「おすすめの本」の紹介読書週間について小中部会の研修「おすすめの本」の紹介「学校図書館に関する調査」の研修小中部会の研修「おすすめの本」の紹介公共図書館との交流会・連携について小中部会の研修「おすすめの本」の紹介

参加・研修鴨方町立図書館司書　清水房恵氏による講演「子どもをひきつける読み語りパート2」レファレンス研修

夏休み開館計画等の報告小中部会の研修「おすすめの本」の紹介岡山県学校図書館司書研修会の反省小中部会の研修「おすすめの本」の紹介近畿大会報告・夏期特別研修の反省夏休み貸出統計に作成後期研修計画の立案・小中部会の研修「おすすめの本」の紹介小中部会の研修「おすすめの本」の紹介

１７年度三役改選、役割分担及び会場等の決定。１６年度研究集録及び利用統計の作成。1７年度年間研修計画立案１６年度研究集録及び利用統計について小中部会の研修「おすすめの本」の紹介
　　　　　玉野　支部　　小・中学校



３月例会 ３月９日（木） 玉野レクレセンター初任者研修会第１回 ５月２６日（水） 第二日比小学校初任者研修会第２回 8月26日（火） 鉾立小学校学校図書館に関する調査検討会第１回 8月１日（月） 胸上小学校学校図書館に関する調査検討会第２回 １月１７日（火） 後閑小学校平成１７年度岡山県学校司書研修会 7月27日（水） ライフパーク倉敷特別研修 １１月１１日（木） 岡山県立図書館第３９回近畿学校図書館研究大会 ８月４日（木）～５日（金） 奈良市
実施事業名 実施期日 実施会場学校司書部会 7月28日 清音小学校学校司書部会 8月1日 総社東・西，新本小学校学校司書部会 12月9日 昭和小学校

県立図書館の機能仕組み等の研修　１４名参加
（反省と課題）みんな熱心に研修ができた。各部会の研修では小中学校とも、教科書の改訂にともなう関連図書の一覧表作りとなった。これから大いに活用できると思っている。学校図書館に関する調査の見直しができ、まだ不十分なところもあるが、利用しやすくなった。

図書の分類方法およびコーティングについて玉野市スクールネットの使い方について学校図書館に関する調査の内容の見直し

　　　　　　総社　支部　　小・中学校 　内　　　　　　容①実演の練習と準備②総社子ども読書推進計画について③コンピューター化について④郷土資料について⑤司書部会の計画

度研究集録・利用統計の役割について小中部会の研修「おすすめの本」の紹介図書の受入から払出まで、図書会計、寄附採納など学校図書館の役割と学校司書のあり方について
学校図書館に関する調査の形式の見直し提案文書の作成１４名参加
１名参加

①実演②今年度の実演資料の作成③郷土資料について①実演資料の作成と練習②各校の読書週間の取り組みについて③郷土資料のまとめ方について



学校司書部会 2月21日 山手小学校

実施事業名 実施期日 実施会場第1回研修会 5月2日 中央小学校 総会　年間研修計画第２回研修会 5月13日 笠岡東中学校 県司書部会研修会での実践発表準備第３回研修会 6月8日 笠岡東中学校 県司書部会研修会での実践発表準備第４回研修会 6月29日 笠岡西中学校 県司書部会研修会での実践発表準備第５回研修会 7月20日 笠岡西中学校 県司書部会研修会での実践発表準備第６回研修会 8月3日 中央小学校 パネルシアターの作成　①絵本の検討第７回研修会 8月24日 金浦小学校 パネルシアターの作成　②作成作業第８回研修会 11月30日 中央小学校 パネルシアターの作成　③実演平成17年度岡山県学校司書研修会 7月27日 ﾗｲﾌﾊﾟｰｸ倉敷 大会参加研修
実施事業名 実施期日 実施会場学校司書の研修会 ４月１３日(水） 井原市役所学研一斉班会 ４月２６日（火） 井原小学校第１回学校司書研修会 ６月２８日（火） 美星小学校備中地区子どもの読書活動推進フォーラム２００５ ７月２２日(金） アクティブライフ井原平成１７年度岡山県学校司書研修会 ７月２７日（水） ライフパーク倉敷

　内　　　　　　容

①郷土資料の最終点検と製本②情報交換③今年度の反省④来年度司書部会の計画
　　　　　　笠岡　支部　　小・中学校

　内　　　　　　容学校司書の職務について平成１７年度研修計画資料紹介・学校図書館行事についてフォーラム参加

（反省と課題）・毎年作製している実演資料を使って，夏休みに市内小学校をまわりお話会を行っているが，内容をもっと濃いものにするための工夫，情報交換が必要だと思う。回数を重ねるごとにグレードアップしていきたい。・昨年度に作成した郷土資料リストを各校でどのように活用し，発展させていくかが大きな課題であると思う。・昨年度は部会が３回から４回に増えたことで，活動がより充実したものになった。今後は，学校間，司書同士が連携して，もっと学校図書館がよくなるようにしていきたい。

　　　　　　井　原　支部　　小・中学校

研修会参加



司書・司書教諭等研修会 ８月１１日(木） 岡山県立図書館第２回学校司書研修会 ８月２２日(月） 木之子小学校第３回学校司書研修会 １０月１４日(金） 高屋中学校司書連絡会 １１月２９日(火） 井原図書館第４回学校司書研修会 １月２６日(木） 芳井小学校第５回学校司書研修会 ２月１３日（月） 県主小学校
実施事業名 実施期日 実施会場備前市教育研修所総会図書館部会 5月6日 備前中学校図書館教育部会研修会 8月9日 岡山市立西大寺中学校岡山市立豊小学校
実施事業名 実施期日 実施会場小教研図書館部会総会 5月6日 邑久小図書館司書第１回研修会 5月6日 邑久小図書館司書第２回研修会 6月21日 美和小図書館司書第３回研修会 7月22日 牛窓町総合福祉センター

先進校の図書館を視察し，図書館整備や運営方法，児童生徒への指導のあり方などについて研修を深める。
平成16年度事業・会計報告，平成17年度事業計画・予算案

研修会報告図書室にそろえたい資料について

「おはなしフェスタ２００５」役割分担及び作品の作成「おはなしフェスタ２００５」リハーサル

部長確認・役員選出・本年度の活動計画立案

図書室にそろえたい資料・親子読書について学校図書管理システム入力について
　内　　　　　　容

　　　　　　瀬戸内　支部　　小・中学校
年間計画，お話会事業計画

　内　　　　　　容

（反省と課題）平成１７年度は、フォーラム・県立図書館視察・講演など実践的な研修を行うことができた。    今年度は、各校の実践発表を行い意見交換をして今後の活動に生かしていきたい。
講演「語りの世界～自分なりの語り方」講師　語りの会　谷　陽子さん、情報交換

　　　　　　備前　支部　　小・中学校

県立図書館内視察研修



図書館司書第４回研修会 7月29日 牛窓町総合福祉センター読書感想文審査並びに小・中教研合同研修会 ゆめトピア長船図書館司書第５回研修 11月10日 裳掛小図書館司書第６回研修会 1月19日 国府小図書館司書第７回研修会 3月10日 牛窓西小
実施事業名 実施期日 実施会場平成17年度岡山県学校司書研修会 7月27日 ライフパーク倉敷備前地区おかやま子どもどんどん読書活動推進研修会 10月21日 桜ヶ丘いきいき交流センター
実施事業名 実施期日 実施会場中国地区学校図書館研究大会 10月14日 倉吉市
実施事業名 実施期日 実施会場平成17年度岡山県学校司書研修会 7月27日

（反省と課題）おはなしフェスタは好評だったので来年度も引き続き実施していきたい。お話会は，子どもたちがとても楽しみにしている行事である。回数を増やしたいが，予算の都合もあるので無理かな。
実技発表「人の体調べ」に関する本の紹介実技発表「こんなお話考えた」の導入，今年度の反省と来年度のお話会，瀬戸内市どんどん読書プランの策定について
実技発表「ごんぎつね」に関連した本の紹介，小・中・公共図書館に分かれて分科会
「おはなしフェスタ２００５」読書感想文審査

豊かな心を育む読書指導のあり方について

　内　　　　　　容

　内　　　　　　容

　　　　　　御津支部　　小・中学校

加賀支部　小中学校 　内　　　　　　容県学校司書総会への参加

　　　　真　庭　支部　　小・中学校



実施事業名 実施期日 実施会場学校司書連絡会 5月31日 高陽中学校平成17年度岡山県学校司書研修会 7月27日 ライフパーク倉敷赤坂中学校ブロック中教研学校図書館部会 8月2日 笹岡小学校赤磐地区小・中教研学校図書館部会 8月8日 江西小学校山陽地区司書連絡会 10月20日 赤磐市立中央図書館備前地区「おかやま子どもどんどん読書活動推進研修会」 10月21日 桜が丘いきいき交流センター赤磐地区司書連絡会 11月21日 赤坂図書館赤磐地区小・中教研学校図書館部会 2月15日 江西小学校図書館職員等研修講座 2月28日 岡山県立図書館
実施事業名 実施期日 実施会場7月22日 アクティブライフ井原7月27日 ライフパーク倉敷7月28日 県立図書館8月17日 岡山ふれあいＣ10月13日 岡大付属小学校2月28日 県立図書館

　　　　　赤磐　支部　　小・中学校 　内　　　　　　容情報交換総会，講演，、実践報告，分科会情報交換講話，情報交換・平成17年度読書推進活動について・図書室の利用統計・児童に人気のある本の紹介
公共図書館と学校図書館の連絡会講話，情報交換レファレンス研修（反省と課題）平成１７年度は多くの研修に参加でき，現場ですぐに活用できそうな実践や，基本的な司書としての姿勢などが学べた。特に，他の図書館や子どもに本を渡す活動をされている方の話は，大変参考になった。

図書館教育研修講座

　　　　　　高梁　支部　　小・中学校 　内　　　　　　容備中地区　子どもの読書活動推進フォーラム２００５平成17年度岡山県学校司書研修会岡山県立図書館視察夏期特別国語講座第１回教育実践発表会



実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会研修会 5月20日(金) 県立岡山芳泉高等学校第２回司書部会研修会 6月30日(木) 県立玉野光南高等学校第３回司書部会研修会 11月9日（水) 県立岡山芳泉高等学校
第４回司書部会研修会 12月9日（金） 県立岡山朝日高等学校県立図書館
第５回司書部会研修会 3月3日（金） 県立岡山芳泉高等学校

実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会研修会 5月18日（水） 水島工業高等学校
　　備中　地区　 高等学校 ・初任者研修・資料研究「私のすすめるこの一冊」・備中支部総会及び研究協議会での発表内容について・ 今年度研修会の日程とテーマについて内　　　　　　　容

平成１８年度岡山県学校司書研究協議会について，収集・廃棄基準について，テーマ別研修会（１図書館を楽しく～コーナー作り～，２どう選ぶ？どう捨てる？，３生徒との関わり），おすすめ本の紹介（文化祭で使った本）＊午後からは高教研学校図書館部会備前支部協議会と合同研修講演「日本における『赤毛のアン』の受容」／講師：桂宥子先生参加者：２３人おすすめ本の紹介(中学生･高校生が主人公の本)，グループ別研修（１図書館を楽しく～コーナー作り～，２どう選ぶ？どう捨てる？，３生徒との関わり）＊午後からは備中・美作支部司書部会と合同研修講演｢“みんなの図書館”をつくりたい～蘇陽高校(前任校)での６年間の取り組み｣／講師:津留千亜里先生参加者:２５人平成１８年度役員の選出･研修テーマの検討，おすすめ本の紹介(新入生にすすめる本)，テーマ別研修＊午後からは高教研学校図書館部会備前支部協議会と合同研修テーマ別研修発表　「使いやすい図書館を目指して～楽しい図書館づくり～」川上倫代（岡山大安寺）　「生徒の反応する選書実践から～自校の特色を生かした～」佐藤賢二（岡山一宮）　「本好きの生徒を育てる方法」原田有美（就実）参加者：２４人（反省と課題）平成１７年度の備前地区司書部会研修は，昨年に引き続き３つのテーマ（１「図書館を楽しく～コーナー作り」，２「どう選ぶ？どう捨てる？～本の選書から廃棄まで」，３「生徒との関わり～図書委員会の運営や本好きの生徒を育てる方法」）に分かれてのグループ別研修を行った。年度末には，それぞれのグループごとに発表を行い，これまでの研究成果を部会全体で周知することができた。また，第４回の研修会は，備前，備中，美作の３支部合同で開催することができた。これは，高等学校図書館全体にとっても大変意義あるものになったと思う。次年度の研修は、パスファインダーやブックトークなど、現在学校図書館で話題となっているものを中心に取り上げる予定である。これらの研修を通して、司書部会全体のボトムアップをはかっていきたい。

　　　備前地区       高等学校 内　　　　　　　容平成16年度活動報告・決算報告，平成17年度活動予定・役員・予算確認，図書館基本情報アンケート（備前支部）の作成について，新入生オリエンテーションについて，テーマ別研修会（１図書館を楽しく～コーナー作り～，２どう選ぶ？どう捨てる？，３生徒との関わり）参加者：２６人おすすめの本の紹介（スポーツに関する本），平成１７年度岡山県学校司書研修会プレ発表，テーマ別研修会（１図書館を楽しく～コーナー作り～，２どう選ぶ？どう捨てる？，３生徒との関わり）参加者：２５人



第２回司書部会研修会 ７月14日（木） 水島工業高等学校第３回司書部会研修会 10月24日（月） 倉敷中央高等学校
第４回司書部会研修会 12月9日（金） 岡山県立図書館
第５回司書部会研修会 2月15日（水） 倉敷南高等学校

実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会研修会 ５月１９日（木） 私立美作高校第２回司書部会研修会 ７月７日（木） 県立勝山高校第３回司書部会研修会 10月20日（木） 県立玉野高校県立玉野光南高校第４回司書部会研修会 １２月９日（金） 岡山県立図書館
・各校図書館見学･広報活動について午前・｢現代高校生図書」選定状況について・年度末業務の引継について午後・備中、備前、美作地区高校合同司書部会・講演：津留千亜里氏

　　　美　作　　　　地区 高等学校 内　　　　　　　容・年間計画・図書館オリエンテーションについて・広報活動について・「現代高校生図書」について･｢現代高校生図書」候補作品選定について・広報活動について・図書館運営について

・ 図書館グッズ作成講座（POPアート、ワイヤーアート）・ 資料研究「私のすすめるこの一冊」・ 平成18年度全国図書館大会（岡山大会）について・ 図書の選定・除籍について・ 資料研究「私のすすめるこの一冊」・ 平成18年度全国図書館大会について以下、美作・備前支部と合同で(講演）・ 演題「”みんなの図書館”をつくりたい　　　　～蘇陽高校（前任校）での6年間の取り組み～」　熊本県立八代工業高等学校　司書　　津留千亜里　先生(全体協議）・ 平成18年度全国図書館大会について・ 平成19年度中国地区学校図書館研究大会について・ 各支部近況報告・ 資料研究「私のすすめるこの一冊　　　　　　　（テーマ「少子高齢化」，フリーテーマ）・ 平成18年度全国図書館大会について・ 来年度以降の研究テーマについて・ 平成17年度備中地区司書部会の反省・ 岡山県立図書館より新規事業の案内（反省と課題）　初任者が多いため、展示の方法や図書館ニュースの作成講座などを開き、好評だったようだ。来年度は、初任者の学校で研修会を開き、図書館運営についての質問やアドバイス交換会ができるとよい。　その他にも、学校の特色に応じた配架についての研究を行い、事例発表をした。しかし、発表が決まってから研修を考えることも多かったため、来年度は年間を通したスキルアップ研修や事例研究に積極的に取り組みたい。　資料研究「私のすすめるこの一冊」では、テーマを設けて本を紹介する試みも行えた。これは、来年度も継続していきたい。

・ 図書館ニュース作成講座・ 資料研究「私のすすめるこの一冊」・ 備中支部総会及び研究協議会での発表内容について



第５回司書部会研修会 ２月１５日（水） 県立津山商業高校 ・年度末業務の引継ぎについて・今年度の反省及び来年度の研修計画・県立図書館資料運搬事業についての説明(岡山県立図書館より）（反省と課題）・Ｈ１７年度は、年度始めの移動により県費メンバーが総入れ替えという状況に始まり、９月には私学１名が異動、１０人中９名が新人・・・という悲惨な状態の中で研修を行なってきた。よって、１７年度研修には県内高校の合同司書部会や他校の見学を取り入れたり、毎年変わっていく臨時職員の引継ぎ業務などに力をいれて研修した。・毎年変わっていくメンバーが半数以上いるため、継続した研究を行いにくいのが支部の悩みであるが、県立高校各支部に習って、司書部会研修内容も毎年レベルアップしていきたいと思う。


