
◆地区活動報告◆地区活動報告◆地区活動報告◆地区活動報告実施事業名 実施期日 実施会場総会・全体研修会 4月17日 中央公民館全体研修会 5月17日 生涯学習センター全体研修会 6月14日 生涯学習センター全体研修会 7月3日 生涯学習センター全体研修会 8月7日 生涯学習センター全体研修会 9月11日 生涯学習センターグループ研修会 11月6日 Ａ西大寺公民館Ｂ東山公民館Ｃ一宮公民館Ｄ岡西公民館Ｅ芳田公民館全体研修会 12月13日 生涯学習センター全体研修会 1月17日 生涯学習センター全体研修会 2月5日 生涯学習センター全体研修会 3月4日 生涯学習センター第1回正副会長及び理事研修会 4月26日 岡輝公民館第2回正副会長及び理事研修会 7月17日 岡輝公民館第3回正副会長及び理事研修会 11月15日 岡西公民館第4回正副会長及び理事研修会 1月8日 岡輝公民館第5回正副会長及び理事研修会 2月19日 岡西公民館第6回正副会長及び理事研修会 3月13日 岡西公民館第1回全体研修会事前打ち合せ研修会 5月15日 岡西公民館第2回全体研修会事前打ち合せ研修会 5月29日 京山公民館第3回全体研修会事前打ち合せ研修会 7月5日 岡西公民館第4回全体研修会事前打ち合せ研修会 8月9日 岡西公民館第5回全体研修会事前打ち合せ研修会 10月4日 御南西公民館

研修：事務処理について司書部会の運営について、年次記録改訂作業、全体研修会打合せ会、事業計画、副会長・理事役割分担、初任者研修会
出張報告・年次記録の改訂(案)発表中国大会プレ発表　コンピュータの発表（導入について・小学校・中学校）　芥子山小学校の発表概要研修：「探調」操作について、利用者開放端末を使った活動出張報告等・年次記録について研修：「『探調ＴＯＯＬ』を使いこなすために！つながりを知ろう」

「探調」システムについて、7月研修の疑問点の返し方
事務処理の洗い出し、事務処理方法の確認「探調」操作の確認、講習箇所のチェック「探調」システム、利用者開放端末について、6月研修の疑問点の返し方「探調」システムについて、11月グループ研修会の持ち方

グループ研修「探調」操作と事務処理についてのＱ＆Ａ出張報告等・次年度研修について・次年度８月研修について（案）承認研修：「監査について」　市教委・人事財務課主任講話：「岡山市立学校図書館の現状とこれから」市教委・指導係長研修：「探調ＴＯＯＬ」を使いこなすために！つながりを知ろう研修：「探調」操作（年次記録の書き方・進級処理）
今年度の役割分担、全体研修の持ち方について規約改正、全体研修、次年度研修、次年度8月研修について
3月全体研研修について

　　　　　　岡山支部　　小・中学校 　内　　　　　　容

4月全体研修・総会について
12月研修、次年度研修、次年度8月研修について年次記録記入時の理事のサポートについて
研修：年度末・年度始の処理について出張報告等・次年度8月の全体研修について・初任者研修について・次年度研修のグループ分けについて

06年度事業報告、会計報告、07年度事業計画及び予算の決定、役員選出研修：「探調」操作について・貸出･返却、予約処理、受入処理の他
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第6回全体研修会事前打ち合せ研修会 12月18日 岡西公民館第7回全体研修会事前打ち合せ研修会 2月14日 岡西公民館第１回年次記録検討委員会 5月24日 岡西公民館第２回年次記録検討委員会 6月26日 京山公民館第３回年次記録検討委員会 7月10日 岡西公民館第４回年次記録検討委員会 9月4日 岡西公民館第５回年次記録検討委員会 10月23日 岡西公民館第６回年次記録検討委員会 11月20日 岡西公民館第７回年次記録検討委員会 12月11日 岡西公民館第８回年次記録検討委員会 1月8日 岡輝公民館第９回年次記録検討委員会 1月24日 岡西公民館第1回初任者研修会事前打合会 5月10日 岡輝公民館第1回初任者研修会事前打合会 6月1日 ふれあいセンター第2回初任者研修会事前打合会 6月19日 岡輝公民館第2回初任者研修会事前打合会 7月11日 ふれあいセンター第3回中国大会第5分科会研究委員会 4月12日 岡西公民館第4回中国大会第6分科会研究委員会 5月22日 岡西公民館第5回中国大会第7分科会研究委員会 7月24日 岡西公民館

年次記録記入上の注意、記入マニュアル作成について年次記録記入上の注意、記入マニュアル作成について

中国大会に向けて、発表内容検討中国大会に向けて、配布物等検討
講義内容をチェック、確認③授業との連携の実際④選書⑤図書館行事と図書委員会⑥学校図書館における資料紹介中国大会に向けて、パワーポイント確認

年度末・年度始の処理について「探調」システムについて、今まで書いてきた年次記録、「探調」との兼合いについて

講義内容をチェック、確認市教委講話①学校図書館の役割と学校司書②事務処理

年次記録記入上の注意、記入マニュアル作成について年次記録記入上の注意、記入マニュアル作成について
今まで書いてきた年次記録、「探調」との兼合いについて今まで書いてきた年次記録、「探調」との兼合いについて

（反省と課題）＊全体研修会と全体研修会事前打合せ研修会　岡山市立学校図書館は、06年より学校図書館管理システム「探調ＴＯＯＬ」が稼動し、コンピュータに関する悩みも　多かった。また、事務処理方法も変わることがあるものの、共通して理解をする機会がなかった。　　そのため今年度は、「探調ＴＯＯＬ」の操作方法と、事務処理について一から研修することにした。　　講師も司書のなかからお願いをし、事前打合せ研修会を作り、研修内容を確認していった。丁寧な研修を心がけ、研修の事後にアンケートを取り、つまずいている人・疑問がある人等には、副会長がその都度連絡をして　問題を解決するようにした。　今後は、研修をした内容を、自校でいかに活かし構築していくかである。次年度以降のグループ研修で、引き続き不安点の確認等をしていき、全員が同じレベルで仕事ができるようにしていきたい。＊年次記録検討委員会　年次記録に関しては、学校図書館管理システムが導入されたことにより、書きやすい点・書きにくい点が出てきた。　また、学校に年次記録がきちんと整備されていないところもあり、データが不十分だった。　そのため、「探調ＴＯＯＬ」を利用して年次記録が書けるよう、また８月に市教委が行う調査にも年次記録で対応できるよう、内容の再検討を行った。　その上で、全体研修会でも年次記録の書き方を講習し、周知をはかった。　次年度以降、グループ研修会で確認をすることによって、きちんと年次記録が書けるようにしたい。＊初任者研修会　次年度以降、市教委人事財務課が寄付を中心とした事務処理講習を行ってくださることになった。　司書会としても、過去の初任研のデータを次期講師に利用してもらえるように、データの構築をはかっていきたい。

年次記録記入上の注意、記入マニュアル作成について1月研修の疑問点の返し方等
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実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会・総会 4月24日 ライフパーク倉敷第２回司書部会 6月19日 ライフパーク倉敷第３回司書部会 8月6日 ライフパーク倉敷第４回司書部会 9月4日 ライフパーク倉敷第５回司書部会 10月26日 ライフパーク倉敷第６回司書部会 12月12日 ライフパーク倉敷第７回司書部会 2月24日 ライフパーク倉敷第1回部長会 5月22日 ライフパーク倉敷第2回部長会 8月22日 ライフパーク倉敷第3回部長会 3月4日 ライフパーク倉敷倉敷市SLA総会 6月14日 ライフパーク倉敷倉敷市SLA第1回研修会 8月24日 倉敷健康福祉プラザ倉敷市SLA第2回研修会 2月8日 倉敷健康福祉プラザ
学校図書館司書研修会 8月6日 倉敷市庁舎
平成19年度岡山県学校司書研修会(津山大会） 7月25日 津山市勝北文化センター第25回中国地区学校図書館研究大会（岡山大会） 10月18日10月19日 県立岡山操山中学校岡山衛生会館県立総合福祉会館 ・6名参加

　　　　　　　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　報告・役員改選等）・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）・班別研修（6班）・班別研修（6班）・班別研修（6班）・班別研修（6班）・県学校司書研修会（津山大会）について・中国地区学校図書館研究大会について・班別研修について・倉敷大会について・班別研修について・今年度の反省、来年度の予定・事業報告・決算報告・役員改選・今年度事業計画・講演　　　演題　「本との出会いを」　　　講師　石飛　倫子先生  （前　倉敷市立玉島東中学校教諭）・講話　　　演題　「学校図書館の活動における著作権」　　　講師　清友　久美子先生　　　　　　(県立図書館サービス第二課総括主幹）・説明　「読書活動の推進について」　　　　　市教育委員会　指導課　横溝紀子　指導主任　　　　　「学校図書館システムについて」　　　　　倉敷情報学習センター　畑中ひとみ　主任・講演　　演題　「物語が生きる力を育てる」　　　　　　講師　脇　明子　教授　　　　　　　　　　　（ノートルダム清心女子大学教授）・10名参加
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実施事業名 実施期日 実施会場第１回定例会 4月23日 津山市役所東庁舎第２回定例会 5月10日 市内各校研修視察 5月15日 （株）トーハン岡山支店津山大会合同準備会 5月31日 ハートピア勝北第３回定例会 6月12日 津山市立一宮小学校津山大会合同準備会 7月5日 岡山県立津山高等学校津山大会 7月25日 ハートピア勝北第４回定例会 9月11日 津山市立弥生小学校第５回定例会 10月11日 津山市立津山西中学校第６回定例会 11月20日 津山市立鶴山中学校第７回定例会 1月24日 津山市立津山東中学校第８回定例会 2月21日 津山市立南小学校第９回定例会 3月21日 津山市立図書館
実施事業名 実施期日 実施会場４月例会 4月25日 文化センター５月例会 5月22日 荘内市民センター６月例会 6月14日 鉾立小学校

平成19年度研修計画の立案、作成係分担の決定、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計画の作成「おすすめの本」の紹介について（５月～２月）小学校部会の研修ー研修計画の作成中学校部会の研修ー中国大会に向けての取り組み（１０月まで）

  （反省と課題）上記の定例会に加え、必要に応じてグループ研修を設けた。今年度は津山大会の分科会発表に向けたグループ研修が主だったので、来年度は全体でパソコン研修をしたり各校の実践や取り組みの発表をしていくような方向で研修計画を立てている。　　　　　　　玉野支部　　小・中学校

 津山大会の反省岡山大会について津山大会の発表のまとめ岡山大会の伝達講習

津山支部　小・中学校 　内　　　　　　容
(反省と課題）19年度は、前年度と同じ６つの班に分かれて研修を進めてきました。まだまだ不十分な点があるので、それぞれの班で実践を行い、さらに研修の内容を深め倉敷大会に向けて発表できるように準備を進めていきます。

前年度報告、今年度事業計画　等津山大会に向けてグループごとに研修児童図書及び参考図書の視察
 津山大会の役割分担会場の下見・リハーサル　等

 事務連絡グループ研修
 大会冊子の製本作業分科会の打ち合わせ

　内　　　　　　容

 グループごとの反省次回の研修について
 今年度の取り組みの発表来年度の研修計画について

 事務連絡・理事会の報告来年度に向けて
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７月例会 7月3日 玉中学校８月例会 8月9日 すこやかセンター９月例会 9月7日 日の出ふれあい会館１０月例会 10月5日 文化センター１１月例会 11月1日 第二日比小学校１２月例会 １２月１９日（火） 玉小学校１月例会 1月22日 荘内中学校２月例会 2月19日 胸上小学校３月例会 3月12日 レクレセンター事務研修 8月1日 第二日比小学校平成１９年度岡山県学校司書研修会（津山大会） 7月25日 ハートピア勝北第２５回中国地区学校図書館研究大会（岡山大会） 10月18日・19日 県立岡山操山中学校岡山衛生会館県立総合福祉会館
実施事業名 実施期日 実施会場学校司書部会 7月31日 神在小学校

夏休み開館計画について小学校部会ー児童用ブックリストの作成中学校部会ー集団テキストについて小学校部会ー児童用ブックリストの作成中学校部会ー集団テキストの有効な利用方法について

大会参加
　　　　　　　総社支部　　小・中学校 　内　　　　　　容

小学校部会ー児童用ブックリストの作成中学校部会ー各校読書ボランティア活動の報告・資料作成中国大会模擬発表中国大会の反省小学校部会ーオリエンテーションの紹介中学校部会ー図書以外の資料の保存について小学校部会ー百科事典の使い方の紹介中学校部会ー図書委員サミットについて
小学校部会ー研修のまとめ中学校部会ー蔵書一覧と使い方の工夫

①司書部会の計画実演の計画と準備②情報交換③８月の実演計画と準備

小学校部会ー教諭との利用指導の紹介中学校部会ー中学生へのおすすめの本リスト作成
研究集録、利用統計の役割分担の確認小学校部会ー研修のまとめと反省中学校部会ー研修のまとめと反省廃棄図書の基準について本の修理について大会参加

（反省と課題）全体のまとめや反省は３月例会で話し合いを持つ予定だが、中学校部会では前半が中国地区大会に向けてへの取り組みが主体となった。また、小学校部会では個々の学校で必要としているテーマを研修して、現場で実際にできるようにした。
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学校司書部会 8月1日 清音小学校池田小学校学校司書部会 12月4日 維新小学校
学校司書部会 2月21日 阿曽小学校

実施事業名 実施期日 実施会場総会及び第１回研修会 5月1日 中央小学校市立図書館との合同定例協議会 5月28日 笠岡市立図書館第２回研修会 6月18日 中央小学校第３回研修会 8月22日 金浦小学校市立図書館との合同定例協議会 9月24日 笠岡市立図書館第４回研修会 10月22日 大井小学校第５回研修会 1月28日 中央小学校市立図書館との合同定例協議会 2月25日 笠岡市立図書館

　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＞①実演・お薦めの本紹介　・「図書の時間」活動レポート研修のまとめ「図書の時間」年間計画のまとめ
＜図書の時間を楽しくするために＞①実演物制作・お薦めの本紹介・「図書の時間」活動レポート市立図書館との協議・報告・情報交換

　　　　　　笠岡支部　　小・中学校

①郷土資料の点検と製本他②情報交換③実演資料の仕上げ④今年度のまとめと反省⑤来年度司書部会の計画⑥その他・連絡事項（反省と課題）・本を読む子と読まない子の差が大きいので，各校での取り組みを聞いて，参考にしていきたい。・毎年作成している実演資料を使って，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。・平成１８年度より，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。・郷土資料リストを１年に１項目ずつ見直していきたい。・図書の廃棄(更新)について市内統一にできるよう検討していきたい。

①全国大会の報告②情報交換各校の読書月間の取り組みについて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
①実演と反省出張報告②出張報告③郷土資料の検討④実演資料の作成

年間研修計画について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＞①実演物制作の準備・お薦めの本紹介・「図書の時間」活動レポート
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実施事業名 実施期日 実施会場学研一斉班会 4月26日 井原小学校第１回学校司書研修会 5月15日 稲倉小学校第２回学校司書研修会 6月11日 共和小学校第３回学校司書研修会 8月1日 大江小学校第４回学校司書研修会 11月2日 井原中学校司書の連絡会 11月29日 井原市井原図書館第５回学校司書研修会 12月12日 木之子小学校第６回学校司書研修会 12月29日 芳井中学校
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7日 伊里中学校図書館司書第１回研修会 6月5日 伊里中学校図書館教育部会研修会 8月10日 岡山市立岡山中央小学校岡山市立岡山中央中学校図書館司書第２回研修会 9月27日 片上小学校図書館司書連絡会 10月31日 備前市立図書館本館図書館司書連絡会 11月30日 備前市立図書館本館 研修会「ブックトークについて」講師：岡山市立大宮小学校　石原恵似子先生

情報交換

情報交換，次回図書館司書連絡会の研修計画立案

平成１９年度研修計画 　内　　　　　　容オリエンテーション・廃棄について
学校図書館研究大会中国大会(岡山大会）報国
椎名　誠　講演会「食べ物の話ー少し怖い話」学校図書館活動反省

選書方針，廃棄方針作成についての話し合い，おすすめ本の紹介

（反省と課題）平成１９年度は、各種研修会・講演などに参加し、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。　　　　　　　備前支部　　小・中学校 　内　　　　　　容部長・部員の確認，役員選出，今年度の活動計画の立案

　　　　　　　井原支部　　小・中学校
読書活動支援について岡山県学校司書研修会報告

役員選出，今年度の活動計画立案，おすすめ本の紹介中央小学校の図書館運営，メディアセンター見学，中央中学校の図書委員会活動，授業との連携，小中の連携
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図書館司書第３回研修会 12月4日 三石中学校図書館司書第４回研修会 2月13日 日生中学校

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8日 邑久小図書館司書第１回研修会 5月11日 牛窓東小図書館司書第２回研修会 7月6日 邑久小図書館司書第３回研修会 7月24日 長船町公民館おはなしフェスタ２００７夏，図書館司書第４回研修会 7月31日 長船町公民館小中教研図書館部会，図書館司書部会合同研修会 8月9日 邑久町公民館図書館司書第５回研修会 10月23日 牛窓北小図書館司書第６回研修会 12月27日 邑久小図書館司書第７回研修会 3月10日 牛窓西小
実施事業名 実施期日 実施会場町学校司書部会研修会 ５月 吉備高原小学校町学校司書部会研修会 8月 総合会館

（反省と課題）・司書研修会では、「図書館だより」、おすすめ本を持ち寄っての情報交換と共に、これまでなかった選書、廃棄方針を作成し、今後はこれに基づいて選書、廃棄を行うこととした。・公共図書館司書との連絡会では、講師を招いて、「ブックトーク」の実演をしていただき、大変勉強になった。今後の図書館活動に活かしていきたい。・夏に司書と図書担当教諭が一緒に先進校を視察研修することで，学校運営について話し合うことができ，委員会活動を改善することができた。
「おはなしフェスタ２００７夏」練習　他

図書購入のための選書，夏休み向け冊子について

平成18年度事業・会計報告，平成19年度事業計画・予算案

（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｡

　　　　　　　瀬戸内支部　　小・中学校 　内　　　　　　容

加賀支部　小・中学校
今年度の反省と来年度の研修計画

選書方針，廃棄方針作成，おすすめ本の紹介

「おはなしフェスタ２００７夏」の実施及び反省・課題等の協議「おはなしフェスタ２００７夏」リハーサル　他

実技研修「サンゴの海のいきものたち」に関する本の紹介　他

アニマシオンの講習

各校の図書館運営の内容をまとめるにあたっての話し合い，今年度の反省，おすすめ本の紹介

　内　　　　　　容

今年度のおはなし会計画及び実技研修
図書館経営及び読書指導についての講話及び協議実技研修「出会いのシート」の紹介　他
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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 1月 加茂川中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 実施会場赤磐市学校司書連絡会 5月23日 高陽中学校赤磐市学校司書研修会 7月30日 赤磐市役所赤磐市学校司書連絡会 3月21日 桜が丘小学校図書選書 8月8日 山陽小学校赤磐市山陽地域図書館司書連絡会 12月12日 赤磐市立中央図書館学校司書及び図書館司書の連絡会 3月24日 赤磐市立中央図書館図書館司書及び学校司書の連絡会 3月10日 赤磐市立赤坂図書館司書連絡会 12月20日 赤磐市立熊山図書館司書連絡会 3月25日 赤磐市立熊山図書館図書館司書及び学校司書の連絡会 6月 赤磐市立吉井図書館図書館司書及び学校司書の連絡会 2月13日 城南小学校

内　　　　　　容講演「学校図書館の向上を願って」そらきたホイ！さん。赤磐市立図書館との意見交換・交流。

最近の情報交換など最近の情報交換など

＜山陽ブロック＞
＜赤坂ブロック＞＜熊山ブロック＞

本年度の活動について。情報交換・交流。新図書館の見学。

＜吉井ブロック＞

１年間の活動報告と反省新図書館へ受け入れてほしい図書の選書を、書籍見本を見ながら、学校司書で検討し、リストを作成。学校図書館の活動状況の報告。子どもの読書活動の現状と課題、公共図書館と学校図書館の連携のあり方を協議。平成１９年度の学校図書館の活動状況を報告。新中央図書館青少年コーナーの企画・運営について協議。情報交換など

読書フェスティバル展示準備，ブックトークについて
（反省と課題）　今年度もテーマに沿った本の紹介冊子を発行し，各校で読書案内を積極的に行った。外部講師を招いての研修会では，「アニマシオン」をテキストに具体的なアニマシオンの手法を教わり，2学期から，すぐに活用することができた。また，専門家としての姿勢や読書指導の実際についても学ぶことができ有意義であった。読書フェスティバルのテーマ本展示では本を厳選したので充実したものになった。来年度は，課題になっている「読書感想文の書き方マニュアル」の作成を行っていきたい。

本の読み語りについて，今年度の活動のまとめ

（反省と課題）・赤磐市に司書が全校配置になって、学校司書の連絡会や研修会がもたれるようになり２年が過ぎた。同じ仕事の悩みを持つもの同士、活発な意見交換ができ、相互協力体制が整ってきている。・連絡会では、活動報告に時間をとられがちになるので、今後は、前向きな実践につながる研修をしていきたい。・市内司書連絡会、学校司書連絡会などで、情報交換は活発にできるようになったが、なかなか研修テーマが見つけられずにいるので、継続できるテーマがあればと思う。

司書研修会参加の報告，次年度のテーマ決定

　　　　　　赤磐支部　　小・中学校

情報交換など情報交換など
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実施事業名実施期日 実施会場H１９年度岡山県学校司書研修大会参加 7月25日 津山市
実施事業名 実施期日 実施会場市学校図書館司書部会 6月13日 高梁中学校　　　〃 7月6日 成羽小学校県学校司書研修会 7月25日 津山市勝北文化センター図書館職員等研修講座 9月14日 県立図書館市学校図書館司書部会 10月26日 成羽中学校
実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会研修会 4月26日 県立岡山工業高校

4月12日～21日第２回司書部会研修会 6月21日 県立岡山操山高校第３回司書部会研修会 9月26日 県立岡山一宮高校第４回司書部会研修会 12月11日 県立図書館
授業との連携「図書館で何かできる？」現状レポート・ワークショップ，操山高校レイアウト再検討・サインづくり，おすすめ本「雨の日に読みたくなる本」「自由課題」参加者：２２名第２５回中国地区学校図書館研究大会のリハーサルと最終打ち合わせ①「資料搬送システムが支える学校図書館活動」②「人と人をつなぐ本・図書館」，おすすめ本「文化祭で使った本」「自由課題」参加者：１７名

　　備前地区       高等学校
児童サービス研修

　内　　　　　　容　　　　　　　高梁支部　　小・中学校

館内掲示物についての研修

　内　　　　　　容

岡山理科大学附属高校・岡山一宮高校・岡山城東高校にてオリエンテーションの見学
（午前）講演「新教育基本法と学校図書館のかかわりについて」，ネットワーク研究会報告　   ＊備中・美作支部司書部会と合同研修（午後）県立図書館の資料を使ってのテーマ展示～本の選択からポップの作成まで～　　　　＊美作支部司書部会と合同研修おすすめ本「クリスマスの本」「自由課題」参加者：２０名

受け入れ図書の分類・登録・基準設定のための研修年間研修計画立案

　　真庭支部　　小・中学校

　内　　　　　　容平成１８年度備前支部活動報告・決算報告，平成１９年度備前支部司書部会役員確認・活動予定・予算，次回おすすめ本テーマ，第２５回中国地区学校図書館研究大会について，自己紹介，おすすめ本「私の好きな本」「自由課題」＊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/資料の分類と配架/広報活動について/案内・表示・コーナーづくり/図書館とコンピュータ/「学校司書」仕事の仕方）参加者：２５人(午前のみ）
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第５回司書部会研修会 2月28日 県立岡山東商業高校

実施事業名 実施期日 実施会場第１回備中地区司書部会 4月26日 岡山工業高校第２回備中地区司書部会 7月9日 矢掛高校第３回備中地区司書部会 9月26日 水島工業高校第４回備中地区司書部会 12月11日 岡山県立図書館第５回備中地区司書部会 3月5日 玉島高校

備中地区　 高等学校
（反省と課題）平成１９年度の備前地区司書部会研修は，前半は第２５回中国地区学校図書館研究大会に向けての発表準備を中心に、後半は新教育基本法の講演や他の支部の実践報告を中心にしながら、全体としてはサインづくり、展示のための選書、ＰＯＰづくり等、個性の発揮できる研修ができた。期限付の司書が増えている中で、すぐに役立つ実習を伴うものへのニーズは高い。しかし、来年度、再来年度には備前支部としての発表が控えているので、今年度の「授業との連携」研修を足がかりに、長い目で見た研修も行っていきたい。また、「授業との連携」の研修の中で、先生との話し合いや実践共有ができればとの意見も出てきているので、研修についても先生との連携の方向を探っていく必要がある。

講演「「参加型」の図書館づくり」，平成２０年度役員，今年度の反省と来年度の研修について，授業との連携について「授業を担当する先生方との意思疎通」「図書館の使い方とマナー・生徒との意思疎通」「図書館を使った授業のない学校の取り組み・働きかけ方」，引継ぎについて，おすすめ本「ウチならではの本」「自由課題」参加者：２３名

美作地区 高等学校

内　　　　　　　容・中国大会の研究発表、スタッフについて協議・平成20年度の倉敷大会スタッフについて協議・今年度の活動内容について協議・昨年度の活動報告・３地区合同司書部会「初任者研修」・グループ別研修（資料研究班・引継研究班・レイアウト研究班）・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、絵本、フリーテーマ）・中国大会発表者リハーサル・グループ別研修（資料研究班・引継研究班・レイアウト研究班）・資料研究「私のすすめるこの一冊」　（就職・入試面接用の本、フリーテーマ）・３地区合同司書部会研修「講演（新教育基本法と学校図書館のかかわりについて）」「ネットワーク研究会より報告など」・平成20年度倉敷大会について協議・資料研究「私のすすめるこの一冊」　（人気のシリーズもの、フリーテーマ）」・平成20年度倉敷大会について協議・グループ別研修（資料研究班・引継研究班、レイアウト研究班）・資料研究「私のすすめるこの一冊」　　（ケータイ小説の次にすすめたい本、フリーテーマ）・今年度の司書部会の反省（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（開催時期の検討など）備中地区単独の研修については、中国大会の発表準備と同時に、昨年度決定したグループ別に分かれての研修を継続的に行うことができた。来年度は、司書研究協議会が倉敷地区で行われるので、研究発表及び大会運営について、充実したものになるよう努めたい。さらに、年度内のまとめとして、その年度に研修できた事項をグループ別に発表する"ミニ研究発表”のようなことも企画していきたい。
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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 岡山工業  高校第１回臨時司書部会研修会 5月23日 津山高校第２回司書部会研修会 6月28日 美作高校第３回司書部会研修会 10月29日 岡山理科大学付属高校第４回司書部会研修会 12月11日 岡山県立図書館第５回司書部会研修会 2月22日 落合高校 ・来年度司書部会について・技を伝えよう　：　得意分野を教えて・おすすめ本の紹介「今年度読んだ本で一番おもしろかった本」・今年度の反省（反省と課題）　H１９年度も、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。津山大会も無事に終えることができた。また、美作支部司書部会で例年続けているおすすめ本の紹介では、今年度は季節のテーマ本以外に司書が読んでみて「おもしろかった本、高校生にすすめたい本」を紹介した。  来年度は、図書館のサインについて研修する予定。

・津山大会発表について（各校での実践結果の報告）･｢現代高校生図書」候補作品選定について・事業実践の記録について
午前（備前、備中地区と合同）講演：村田秀石先生午後（各支部）・「テーマ展示」作成・発表・おすすめ本の紹介「クリスマス・年末年始に使える本」

内　　　　　　　容午前（各支部）・顔合わせと年間計画・津山大会発表について（発表までの流れ、各校実践の進め方）午後（備前、備中地区と合同）・学校司書の仕事について（選書ツール、分類と配架、　案内・表示・コーナーづくり、広報活動について）・グループ別情報交換・津山大会発表について（各校での実践報告）・ブックリストの紹介午後（図書館見学）・津山市立津山西中学校・津山市立南小学校
・現代高校生図書について（選考基準、改善案）午後（お昼休みの見学）・著作権について・各校の図書館ここが自慢、ここが不満
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