
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１8日（火） 岡山県生涯学習センター第１回全体研修会 ５月１8日（木） 岡山県生涯学習　　センター第２回全体研修会 ８月２5日（金） きらめきプラザ第３回全体研修会 １２月１４日（木） 岡山県生涯学習　　センター第４回全体研修会 ３月８日（木） 上道公民館第１回グループ研修会 ６月１３日（火） Ａ：東山公民館B：芳田公民館C：東公民館Ｄ：福田公民館Ｅ：岡輝公民館第２回グループ研修会 ７月４日（火） Ａ：芳田公民館B：福田公民館C：東公民館Ｄ：岡輝公民館Ｅ：東山公民館第３回グループ研修会 ８月８日（火） Ａ：東山公民館B：京山中学校C：御野小学校Ｄ：岡山中央小学校Ｅ：平井小学校第４回グループ研修会 ９月１２日（火） Ａ：福田公民館B：東公民館C：岡輝公民館Ｄ：東山公民館Ｅ：芳田公民館

グループごとに岡山大会発表内容検討。岡山大会発表内容検討、研修計画の話し合い。グループごとに岡山大会発表内容検討。各グループから発表概要の説明、内容検討。岡山市の協働の実践と課題について話し合い。岡山大会のプレ発表後、８月以降の研修について協議。岡山大会のプレ発表後、８月以降の研修について協議。岡山大会のプレ発表後、８月以降の研修について協議。岡山大会のプレ発表、内容の最終確認。岡山大会の発表原稿検討後、８月以降の研修について協議。各グループごとに作品検討等をした後、読書会を行った。「委員会における班活動」「委員会のながれ」等　６実践発表。パネルシアターの実演、アニマシオンの実践報告、意見交換等。実践報告、情報活用能力と授業連携単元の体系表の見直し等。１学期の協働の記録報告会及び、それをもとに課題等について話し合い。研究集録、グループ内発表の内容について　　等。研究集録の内容についての話し合い、集会行事の実践発表。研修のまとめ方や課題等について。情報活用能力と授業連携単元の体系表の見直しや実践報告。「実践から見えてくる司書教諭の働き」の様子や課題について。

平成１8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、出張報告、講演「ティラノサウルスのきみは、絵本は、ほんとうにステキだね」（絵本作家：宮西　達也氏）。各グループからの研修報告、来年度の研修について、来年度初任者研修について、システム導入に伴う懸案事項について、出張報告等。各グループからの研修報告、システム導入に伴う懸案事項について、年次記録について、来年度初任者研修会について、出張報告等。

（（（（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　　　　　　岡山支部　　小・中学校 　内　　　　　　容平成１7年度事業報告、会計報告、平成１8年度事業計画及び予算の決定・役員選出等。



第５回グループ研修会 １１月１６日（木） Ａ：東公民館B：岡輝公民館C：東山公民館Ｄ：芳田公民館Ｅ：福田公民館第６回グループ研修会 １月１6日（木） Ａ：岡輝公民館B：東山公民館C：芳田公民館Ｄ：福田公民館Ｅ：東公民館第７回グループ研修会 ２月１５日（木） Ａ：芳田公民館B：芳田公民館C：福田公民館Ｄ：東公民館Ｅ：岡輝公民館第1回理事研修会 4月2７日（木） 芳田公民館第2回理事研修会 7月1１日（火） 岡輝公民館第3回理事研修会 11月３０日（木） 岡輝公民館第4回理事研修会 ２月２2日（木） 岡輝公民館第5回理事研修会 3月2０日（火） 芳田公民館初任者研修会（１） 6月23日（木） 政田小学校初任者研修会（２） 7月３1日（月） 分庁舎 ・講義①学校図書館の役割と学校司書について・講義②事務処理について・見学「政田小学校図書の時間」・講義③授業との連携の実際・小グループでの話し合い・全体会・実技「探調」の操作・講話・講義④選書・講義⑤図書館行事と図書委員会・講義⑥学校図書館における資料紹介・視聴ビデオ「本があって人がいて」・小グループでの話し合い・全体会（反省と課題）各グループの研修では、互いに広くいろいろな実践について報告しあうことにより、自校での活動を振り返り、取り入れられることはすぐ取り入れるなどして、児童生徒に返していけるような有意義な研修を行うことが出来た。しかし、時間的な制約もあり、一つ一つの活動について、深まった議論にはならず、それぞれの活動例をきちんと検証出来なかったことが反省点として、挙げられる。今後は、研修の視点やねらいをより明確にし、研修の進め方を工夫していく必要があると思われる。また、今年度から全市立小中学校において、コンピュータでの図書管理システムが本格的に稼働しはじめた。今後は、子どもたちがより効率的かつ効果的な学校図書館の活用能力を身につけ、利用が一層促進されるよう、学校司書の専門性を生かした充実した図書館サービスを提供するために研修を積み重ねていきたい。

各グループ研修の報告、８月全体研修会について、教育研究集会について、来年度の研修について、　等の話し合い。各グループ研修の報告、来年度の研修について、来年度の初任者研修について、システム導入に伴う懸案事項について、年度末に向けた事務処理について、年次記録について、１２月全体研修会について、　等の話し合い。今年度の研修グループの反省、システム導入にともなう懸案事項、年次記録、来年度の初任者研修、３月全体研修会について　等の話し合い。平成１８年度事業報告・会計報告・出張旅費執行報告、平成１９年度事業計画・研修計画・予算案・役員について、平成１９年度総会要項と準備について検討。

「研修経過」についての話し合い。「地域との連携」について実践発表。次年度の研修、研究集録についての話し合い。「研修経過」、情報活用能力と授業連携単元の体系表の見直し。研究集録の原稿をもとに話し合い。研究集録の原稿確認。研究集録の原稿確認。研究集録の原稿確認。研究集録の原稿確認。研究集録の原稿確認。研修のまとめと反省。各校における実践報告、研修の反省。研修のまとめと反省。各校における実践報告、研修の反省。研修の成果発表。今年度の役割分担について、全体研修会についての議論。



実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会・総会 ４月１８日（火） ライフパーク倉敷第２回司書部会 ６月２９日（木） ライフパーク倉敷第３回司書部会 ８月３日（木） 倉敷市庁舎第４回司書部会 ９月１３日（水）  ライフパーク倉敷第５回司書部会 １０月11日（水） ライフパーク倉敷第６回司書部会 １２月８日（金） ライフパーク倉敷第７回司書部会 ２月２０日（火） ライフパーク倉敷第１回部長会 ５月１６日（火） ライフパーク倉敷第２回部長会 ８月２３日（水） ライフパーク倉敷第３回部長会 ３月８日（木） ライフパーク倉敷倉敷市SLA総会 ６月１６日（金） ライフパーク倉敷倉敷市SLA第１回研修会 ８月２４日（木） ライフパーク倉敷倉敷市SLA第２回研修会 ２月６日（火） ライフパーク倉敷
・講演　　講師　　市坡　よし子先生　　　　　　　　　　　　　（倉敷市立郷内中学校教頭）　　演題　「読書のたのしみ」・講話　　　講師　赤澤　裕子 司書（倉敷市立倉敷第一中学校）　　　　　　　白神　祐子　司書（倉敷市立玉島北中学校）　　　演題　「活用される学校図書館を目指して」　　　　　　　　　　　-郷土資料の活性化ー・各校との情報交換

・班別研修について・全国図書館大会・岡山大会について・班別研修について・来年度の研修計画・新役員選出について・今年度のまとめ・来年度の研修について・事業報告・決算報告・役員選出・今年度事業計画等

・班別研修（６班）・班別研修（６班）・班別研修（６班）・班別研修（６班）

　内　　　　　　容・司書部会総会　（事業報告・会計報告・今年度事業計画・役員選改選等）・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）

　　　　　　倉敷支部　　小・中学校



学校図書館司書研修会 ８月３日（木）  倉敷市庁舎第３６回岡山県司書研修協議会 ７月２６日（水） 岡山ふれあいセンター第９２回全国図書館大会岡山大会 １０月２６日２７日（木・金） 岡山シンフォニーホール・ほか
実施事業名 実施期日 実施会場第1回定例会 4月26日（水） 津山市役所東庁舎第2回定例会 5月9日（火） 津山市立西小学校研修視察 6月１日（木） （株）トーハン岡山支店第4回定例会 7月6日（木） 津山市立向陽小学校第36回岡山県学校図書館協議会 7月26日(水) 岡山ふれあいセンター図書館協議会研修会 8月7日（月） 津山市久米公民館図書選定会 8月8日(火) 津山ブックセンター本店第5回定例会 10月4日（水） 津山市立南小学校第6回定例会 11月7日(火) 津山市立北小学校 各グループごとの研修（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

津山市立図書館との合同研修(ストーリーテリング等)岡山民俗学会理事長 立石憲利 先生の講演「民話を通しての読み語り」津山市立高田小学校教諭 桑山幸恵 先生の講義「読書感想文の指導について」生徒・児童にすすめる本の選定各グループごとの研修（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

前年度報告、今年度事業計画　等各グループごとの研修（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）次回研修について児童図書および参考図書の視察各グループごとの研修（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

・全員参加（反省と課題）　平成１８年度の研修は前年度に引き続き６つの班に分かれて研修を進めており、それぞれの班で実　践を行い、さらに研修の内容を深めている。その研修を各校の図書館で有効に活かしていきたい。津山支部　小・中学校 　内　　　　　　容

・講話　　「学校図書館の充実」　　　　　　　岡山県立図書館　　古賀　美佳子　司書主任・実践発表　「読書活動の推進と充実」　　　　　　　　倉敷市立二万小学校・説明　　　「ネットワークの活用の仕方について」　　　　　　　　倉敷情報学習センター　畑中　ひとみ　主任　　　　　　　「学校図書館の管理について」　　倉敷市教育委員会・全員参加



第7回定例会 12月14日（木） 津山市立林田小学校第8回定例会 1月25日(火) 津山市立図書館集会室図書選定会 2月22日(木) 津山市立東小学校第9回定例会 3月8日(木) 津山市立河辺小学校図書館職員等研修講座 1月18日（木）2月15日（木） 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（水） 文化センター５月例会 5月16日（火） 八浜中学校６月例会 6月16日（金） 荘内中学校７月例会 7月6日（木） 　日の出ふれあい会館８月例会 8月24日（木） 西北市民センター９月例会 9月6日（水） 生涯学習センター１０月例会 10月12日（木） すこやかセンター１１月例会 11月14日（火） 東児中学校  ・読書週間行事について ・小中部会の研修 ・「おすすめの本」の紹介

 ・夏休み開館計画について ・小中部会の研修 ・「おすすめの本」の紹介 ・備前地区「おかやま子どもどんどん読書活動推進研修会」 ・平成１８年度岡山県学校司書研修会の反省 ・夏休み利用統計冊子の作成と反省 ・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

　内　　　　　　容・平成１８年度　研修計画の立案、作成・係分担等の決定、確認・研究集録、利用統計の冊子作成 ・研究集録、利用統計についての話し合い、反省 ・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

各グループごとの研修（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）来年度に向けて児童サービス研修（反省と課題）上記に加え各グループごとで研修を数回行った。グループ研修は津山大会にむけて研修内容をまとめ、発表につながるような準備をすすめてきた。　　　　　玉野　支部　　小・中学校

各グループごとの研修（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ごとの研修（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）次回研修について生徒・児童にすすめる本の選定



１２月例会 12月8日(金) 田井小学校１月例会 1月19日（金） 玉原小学校２月例会 2月20日（火） 宇野小学校３月例会 3月7日（水） レクレセンター初任者研修会第１回 6月2日（金） 第二日比小学校第36回 岡山県学校司書研究協議会 7月26日（水） 岡山ふれあいセンター 第92回 全国図 書館大会（岡山大会） 10月25日（火） 岡山衛生会館 第7回子どもの本 1月26日（金） 国立オリンピック記念青少年総合センター
実施事業名 実施期日 実施会場学校司書部会 7月24日 総社中学校学校司書部会 8月4日 総社小学校秦小学校
学校司書部会 12月4日 総社西中学校

①今年度の計画②情報交換③選書について④８月の実演計画と準備①午前中の実演の反省②情報交換③郷土資料について④実演資料の計画①全国図書館大会の感想他②情報交換③各校の読書週間・月間の取り組みについて④郷土資料のまとめ方について⑤図書原簿への記入の仕方⑥図書館日誌の検討⑦郷土資料の参考図書の紹介

 1名 参加（反省と課題）本年度も小学校と中学校の部会に別れ、それぞれが日常業務から生じてきた課題を研修テーマにして取り組んだ。また「地域に開かれた学校図書館」をめざし各校の図書館担当者と司書が協力して様々な働きかけを行った。次年度も学校間で連携をはかり、研修を積み重ねていきたい。　　　　　　総社　支部　　小・中学校 　内　　　　　　容

 ・研究集録・利用統計の役割分担の確認 ・小中部会の研修のまとめ ・「おすすめの本」の紹介・図書の受入から払出まで、図書会計について・学校図書館の役割と学校司書のあり方について 15名 参加 17名 参加

 ・読書週間行事について ・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 ・研修（出張）報告 ・小中部会の研修 ・「おすすめの本」の紹介



学校司書部会 2月20日 総社北小学校

実施事業名 実施期日 実施会場総会第１回研修会 ５月　１日（水） 中央小学校市立図書館との合同定例協議会 ５月２４日（水） 笠岡市立図書館第２回研修会 ７月２１日（水） 中央小学校第３回研修会 ８月２３日（水） 笠岡小学校市立図書館との合同定例協議会 　９月２７日（水） 笠岡市立図書館第４回研修会 １０月１８日（水） 笠岡西中学校市立図書館との合同定例協議会 ２月２８日（水） 笠岡市立図書館
実施事業名 実施期日 実施会場学研一斉班会 ４月２８日（金） 井原小学校第１回学校司書研修会 ５月１８日（木） 荏原小学校第２回学校司書研修会 ６月２７日（火） 明治小学校 平成１８年度研修計画廃棄についておすすめのほんの紹介

《図書の時間を楽しくするために》　しかけ紙芝居作成　　③実　演市立図書館との協議・報告・情報交換　　　　　　井　原　支部　　小・中学校 　内　　　　　　容

市立図書館との協議・報告・情報交換《図書の時間を楽しくするために》  しかけ紙芝居作成　　　①絵本の検討《図書の時間を楽しくするために》　しかけ紙芝居作成　　②実演物の制作市立図書館との協議・報告・情報交換

（反省と課題）・今年は１２名の司書が全員配置換えとなり，戸惑い・不安が多々あった。（１校専任が５名・２校兼務が７名・１ヶ月１８日勤務・任期は５年）・作成した郷土資料リストを１年に１項目ずつ見直していきたい。・毎年作製している実演資料をつかって，夏休みに市内の２小学校に出向いてのお話会は，児童の生の反応が体感できて嬉しかった。・昨年より学校司書部会が年４回になったことで，各校の取り組みやお便りなどの情報交換ができて，少しずつ活動内容が充実したものになった。　　　　　　笠岡　支部　　小・中学校 　内　　　　　　容年間研修計画

①郷土資料の点検と製本②情報交換③実演資料の作成④今年度の反省⑤来年度司書部会の計画⑥その他・連絡事項



第３６回岡山県学校司書研究協議会 ７月２６日（水） 岡山ふれあいセンター第３回学校司書研修会 ８月４日（金） 美星中学校備中地区子供の読書活動推進フォーラム２ ８月２４日（木） 有漢生涯学習センター第４回学校司書研修会 １０月２日（月） 野上小学校平成１８年度第９２回全国図書館大会岡山大会 １０月２６・２７日 岡山衛生会館司書の連絡会 １１月２０日（月） 井原図書館第５回学校司書研修会 ３月８日（木） 木之子中学校
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8日（月） 伊里中学校図書館教育部会研修会 8月10日（木） 赤磐市立山陽小学校・赤磐市立高陽中学校図書館司書第１回研修会 6月13日（火） 備前市立三石小学校図書館司書第２回研修会 11月9日（木） 備前市立伊里中学校図書館司書連絡会 11月30日（木） 備前市立図書館本館図書館司書第３回研修会 2月9日（金） 備前市立伊里小学校

おすすめ本の紹介，「人権・戦争」ブックリスト作成準備参加者６人市立図書館の概要説明，図書館と学校の連携について，ＢＭ車の活用について参加者１０人おすすめ本の紹介，「人権・戦争」ブックリスト作成，今年度の反省と来年度の研修計画参加者６人

　内　　　　　　容部長・部員の確認，役員選出，今年度の活動計画の立案参加者２７人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。参加者１８人役員選出，今年度の活動計画立案，おすすめ本の紹介参加者７人

公演「子どもと本のつながりー学校図書館の役割」講師　岡山県立精研高等学校　妹尾京子先生学校図書館活動反省（反省と課題）平成１８年度はフォーラム等への参加・講演など実践的な研修を行うことができた。また、「読み聞かせたい本」のリストを作成し、読書活動支援に活用した。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。　　　　　　備前　支部　　小・中学校

研究協議会報告フォーラム参加読み聞かせたい本について大会参加

研究協議会参加



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9日 邑久小図書館司書第１回研修会 5月9日 邑久小図書館司書第２回研修会 6月30日 美和小図書館司書第３回研修会 7月21日 邑久町公民館おはなしフェスタ２００６ 7月28日 邑久町公民館図書館司書第４回研修会 7月28日 邑久町公民館読書感想文審査並びに小・中教研合同研修会 9月28日 ゆめトピア長船図書館司書第５回研修会 11月7日 牛窓北小図書館司書第６回研修会 1月12日 玉津小図書館司書第７回研修会 3月1日 長船中
実施事業名 実施期日 実施会場町学校司書部会研修会 ６月 吉備高原小学校
（反省と課題）　司書部の活動を定期的に行い，実技を含めた司書の資質を高めるための研修が自主的に行えた。また，小・中間，公共図書館等の枠を越えた連携が図られ，図書の選書・活用，読書啓発等の面で協力体制をとった活動ができるようになった。加賀支部　小中学校 　内　　　　　　容図書購入のための選書、夏休み向け冊子について

読書感想文審査実技発表「たんぽぽのちえ」に関連した本の紹介実技発表「スーホの白い馬」に関する本の紹介今年度の反省と来年度の研修計画について

「おはなしフェスタ２００６」役割分担及び作品の作成「おはなしフェスタ２００６」リハーサル『おばけのひっこし』（大型紙芝居）『おさるはおさる』（ペープサート）『ハナクソ太郎のぼうけん』（ブラックシアターパネル）他「おはなしフェスタ２００６」反省，課題等の協議

　　　　　　瀬戸内　支部　　小・中学校 　内　　　　　　容平成1７年度事業・会計報告，平成1８年度事業計画・予算案年間計画，お話会事業計画

（反省と課題）・今年度初めて司書会を開き，一人職場である司書が集まり情報交換できたことは有意義であった。また，「ブックリスト」（戦争と人権）作成により，必要図書の所蔵がわかり，読書活動時に役立つ資料となった。夏休みには，司書と学校の図書担当者が共に，近隣の小・中学校を視察し，公共図書館との連携や手作りグッズを使っての図書館活動，選書や廃棄基準について研修し，参考となることが多かった。来年度は，研修会の回数，内容ともにより充実したものとしていきたい。また，市立図書館の司書とともに，「ブックトーク」や「読み聞かせ」などの読書活動についても勉強していきたい。



町学校司書部会研修会 ９月 加茂川中学校町学校司書部会研修会 １１月 加茂川中学校町学校司書部会研修会 １２月 吉備高原小学校町学校司書部会研修会 ２月 上竹荘小学校
実施事業名 実施期日 実施会場学校司書連絡会 5月31日 高陽中学校学校司書連絡会 7月24日 吉井中学校学校司書連絡会 3月13日 赤坂中学校主任者会（小中合同） 4月24日 瀬戸中学校夏期研修会 8月7日 江西小学校読書感想文コンクール支部審査会 9月26日 桜が丘中学校読書感想文コンクール支部審査会 9月28日 江西小学校読書感想文コンクール県審査会 10月17日 江西小学校主任社会研修会 1月16日 江西小学校（反省と課題）平成１８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。　　　　　　高梁　支部　　小・中学校

感想文支部審査と研修読書感想文集注文　配布備前和気支部と合同で低学年課題図書の部冬期研修会「エプロンシアター・人形劇」講師　赤坂まるパンの会Ｈ１８決算報告（中間）　各校の取り組みの発表

市立図書館司書との連携、廃棄基準決定 　　　筒井悦子先生の講話今年度の反省Ｈ１７事業会計報告、Ｈ１８事業会計計画講話「読書指導と図書館」　講師：　県立図書館総括副参事　磯野千恵先生　　情報交換

（反省と課題）図書の時間の進め方、行事の持ち方、図書館展示など、実践の場面での具体的な手法を研修し合う場となった。また、外部講師を招いての研修会では、専門家としての姿勢や司書教諭との協働、利用指導の実際など多くのアドバイスやご指導をいただいた。課題としては、活用を共有できるおはなしの小道具や教材の製作を続けたい。また、総合的な学習の時間にいかされるような郷土資料の収集・管理を考えていきたい。　　　　　赤磐　支部　　小・中学校 　内　　　　　　容情報交換

町読書フェスティバルに向けてのアンケート作成アンケート集計結果作成『学校図書館における司書の役割と業務』講師による講話ブックトークリストの作成、今年度の活動のまとめ



実施事業名 実施期日 実施会場6月21日 高梁小学校8月23日 岡山ふれあいＣ10月27日 岡山衛生会館1月11日 高梁市勤労青少年ホーム1月18日 岡山県立図書館2月20日 岡大付属小学校2月15日 県立図書館
実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会研修会 4月26日(水) 県立岡山工業高等学校
第２回司書部会研修会 6月30日(火) 県立岡山一宮高等学校第３回司書部会研修会 11月7日（火) 県立岡山操山高等学校
第４回司書部会研修会 12月26日（火） 県立図書館

平成17年度活動報告・決算報告，平成18年度役員・活動予定・予算確認，次回おすすめ本テーマ，テーマ別研修（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初任者研修(選書について/分類と配架/広報/案内表示とディスプレイ/パソコンについて/グループ別情報交換/まとめ学校図書館の仕事とは)              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：２６人(午前のみ)第36回岡山県学校図書館司書研究協議会(岡山大会)について，今後の司書部会活動予定の追加･予算案，おすすめ本次回のテーマ，第36回岡山県学校図書館司書研究協議会(岡山大会)リハーサル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：２４人操山高校図書館レイアウト変更，平成19年度第25回中国地区学校図書館研究大会(岡山大会)について，第92回全国図書館大会岡山大会分科会報告，おすすめ本次回のテーマ，読書会(課題図書①『温室デイズ』　②『オシムの言葉』参加者：２４人平成19年度第25回中国地区学校図書館研究大会(岡山大会)の発表について，おすすめ本次回のテーマ，図書館グッズ製作講習会(美作支部と合同)＊午後からは備中・美作支部司書部会と合同研修 ｢パスファインダーを作ろう！｣，｢ネットワーク研修会｣について，第92回全国図書館大会岡山大会報告，支部情勢報告参加者:２１人(午前のみ)

第１回教育実践発表会図書館職員等研修講座第２回　　　備前地区       高等学校 　内　　　　　　容

夏期特別国語講座全国図書館大会岡山大会学校図書館司書部会研修会図書館職員等研修講座第１回

　内　　　　　　容市学校図書館司書部会



第５回司書部会研修会 3月7日（水） 県立岡山朝日高等学校

実施事業名 実施期日 実施会場第１回備中地区司書部会 39198 岡山工業高校第２回備中地区司書部会 39270 倉敷工業高校第３回備中地区司書部会 39359 倉敷古城池高校第４回備中地区司書部会 39442 岡山県立図書館第５回備中地区司書部会 39149 笠岡商業高校 ・笠岡商業高図書館レイアウト変更・資料研究、レイアウト研究、引き継ぎ研究各班に分かれて研修・資料研究「私のすすめるこの一冊」　　（今年度のベストヒット本、フリーテーマ）・今年度の司書部会の反省・「学校図書館基本情報アンケート」について（反省と課題）県内の３地区合同司書部会での研修が定着してきて、地区ごとの情報交換や研修を行うことができた。毎年、初任者も多いため、工夫を加えた研修を行って行きたい。今年度は全国図書館大会の発表準備に力を入れたが、今後も継続的な研究を行い発表できる成果を目指したい。　　　美　作　　　　地区 高等学校

・全国図書館大会の発表テーマについて協議・今年度の活動内容について協議・昨年度の活動報告、決算予算報告・「私のすすめるこの一冊」（気象に関する本、フリーテーマ）・３地区合同司書部会「初任者研修」・全国図書館大会の発表テーマについて協議・資料研究「私のすすめるこの一冊」　（読書感想文にすすめたい本、フリーテーマ）・全国図書館大会の発表打ち合わせ「参加型図書館作り」・次年度の研修テーマについて協議・資料研究「私のすすめるこの一冊　　　　　　　　　　　（食に関する本、フリーテーマ）」・資料研究「私のすすめるこの一冊　　　　　　　　　（和に関する本、フリーテーマ）」・３地区合同司書部会研修「パスファインダーを作ろう！」・各地区情勢報告、ネットワーク化会議について・全国図書館退会（岡山大会）報告

平成18年度の研修について，平成19年度役員の選出と研修内容について，「基本情報アンケート」について，鳥取県学校図書館訪問報告，朝日高校新図書館見学，おすすめ本の紹介参加者：２３人〈反省と課題〉平成１８年度の備前地区司書部会研修は，前半は第３６回岡山県学校図書館司書研究協議会(岡山大会)に向けての発表準備を中心に、後半は読書会や図書館グッズ製作講習会、パスファインダーの作成など日常業務に役立つ実践的な研修に取り組んだ。大会準備と通常の研修とで大変だったが、これらを通して部会全体のボトムアップをはかることができたのではないかと思う。次年度の研修は、新たに「授業との連携」をメインテーマに据えて研修を行う予定である。　　備中　地区　 高等学校 内　　　　　　　容



実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会研修会 ４月２６日（水） 岡山工業  高校第２回司書部会研修会 ７月４日（火） 美作高校第３回司書部会研修会 １０月１３日（金） 城東高校岡山理科大学付属高校第４回司書部会研修会 １２月２６日　（火） 岡山県立図書館第５回司書部会研修会 ２月２６日（月） 勝間田 高校 ・年度末業務の引き継ぎについて・津山大会発表に向けて（不読者について）・今年度の反省及び来年度の研修計画（反省と課題）　平成１８年度は、高校全体の合同司書部会が２回持て、他支部と情報交換しながら、充実した研修を進めることができた。毎年メンバーの半数が入れ替わる美作支部では、継続した研究や司書のスキルの底上げを図るような研修が持ちにくいので、今後もこのような合同研修会をお願いしたい。  また、美作支部司書部会で例年続けているおすすめ本紹介では、本年度からは毎回テーマを決めて本を紹介することにした。テーマを絞って本を紹介することで、広報や各校の特集、生徒に結びついたのがよかった。  来年度は、「不読者を減らす、魅力ある図書館作り」をテーマに研修を行う予定である。

午前（各支部）・顔合わせと年間計画午後（備前、備中地区と合同）・初任者研修（選書、分類と配架、広報、ディスプレイ、  パソコン、学校図書館の仕事とは）・グループ別情報交換･｢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・各校図書館見学･広報活動について午前（備前地区と合同）・図書館グッズを作ろう・搬送便事業利用について午後（備前、備中地区と合同）・「パスファインダー」を作ろう

内　　　　　　　容


