
◆地区活動報告（2009年度）実施事業名 実施期日 実施会場総会・全体研修会 4月16日 生涯学習センター５月全体研修会 5月12日 生涯学習センターグループ研修会① 6月11日 A：西大寺公民館Ｂ：東山公民館Ｃ：岡西公民館Ｄ：高島公民館Ｅ：福田公民館グループ研修会② 7月2日 A：西大寺公民館Ｂ：東山公民館Ｃ：岡西公民館Ｄ：高島公民館Ｅ：芳田公民館グループ研修会③ 8月11日午前 A：上南中学校Ｂ：富山中学校Ｃ：岡山中央小学校Ｄ：竜操中学校Ｅ：東畦小学校グループ研修会④ 8月11日午後 A：上南中学校Ｂ：富山中学校Ｃ：岡山中央小学校Ｄ：竜操中学校Ｅ：東畦小学校８月全体研修会 8月25日午後 岡山市立中央公民館グループ研修会⑤ 10月6日 A：瀬戸公民館Ｂ：東山公民館Ｃ：岡西公民館Ｄ：津高公民館Ｅ：興除公民館グループ研修会⑥ 11月17日 A：瀬戸公民館Ｂ：東山公民館Ｃ：岡西公民館Ｄ：高島公民館Ｅ：福田公民館

岡山支部　小・中学校 　内　　　　　　容事業報告，会計報告，本年度事業計画及び予算の決定，役員選出司書部会運営・事業計画の確認・全体研修会後，グループ別研修会

グループ研修報告．初任研報告．出張報告　講演『学校図書館運営の手引き　改訂版』の再改訂にむけての成文化日常業務点検③『学校図書館運営の手引き　改訂版』の再改訂にむけての成文化日常業務点検④

『学校図書館運営の手引き　改訂版』の再改訂にむけての成文化日常業務点検①『学校図書館運営の手引き　改訂版』の再改訂にむけての成文化日常業務点検②『学校図書館運営の手引き　改訂版』の再改訂にむけての成文化来年夏季の県司書研究協議会の分科会発表についての話し合い中学校区別での研修「岡山市子ども読書推進計画」についての話し合い
Ｅ：福田公民館１２月全体研修会 12月8日 生涯学習センターグループ研修会⑦ 1月14日 A：瀬戸公民館Ｂ：東山公民館Ｃ：岡西公民館Ｄ：高島公民館Ｅ：興除公民館グループ研修会⑧ 2月9日 A：西大寺公民館Ｂ：東山公民館Ｃ：岡西公民館Ｄ：津高公民館Ｅ：福田公民館３月全体研修会 3月9日 生涯学習センター

＊正副会長・理事研修会及び事前打ち合わせ研修会実施事業名 実施期日 実施会場理事研修会① 4月23日 財田小学校理事研修会② 5月26日 東公民館理事研修会③ 7月21日 東公民館正副会長研修会 8月27日 東公民館理事研修会④ 9月15日 東公民館理事研修会⑤ 11月26日 東公民館理事研修会⑥ 12月17日 東公民館理事研修会⑦ 2月18日 東公民館理事研修会⑧ 3月4日 岡輝公民館理事研修会⑨ 3月19日 東公民館

出張報告・グループ研修報告・初任者および10年以上経験者研修報告・日常業務点検について・来年度研修計画について
　内　　　　　　容

来年度の研修計画について

『学校図書館運営の手引き　改訂版』の再改訂にむけての成文化日常業務点検⑤『学校図書館運営の手引き　改訂版』の再改訂にむけての成文化日常業務点検⑥出張報告，グループ研修報告，来年度初任者研修計画・８月全体研修計画・研修計画等承認司書部会運営，事業計画，副会長･理事役割分担，初任研等５月全体研修会事前打ち合わせ理事研修会
10月･11月グループ研修会事前打ち合わせ研修会12月全体研修会事前打ち合わせ研修会1月･2月グループ研修会事前打ち合わせ研修会3月全体会打ち合わせ研修会
６月･７月グループ研修会事前打ち合わせ研修会出張報告，グループ研修報告，講演会役割分担等８月全体及びグループ研修会事前打ち合わせ研修会
４月総会打ち合わせ研修会来年度研修内容打ち合わせ研修会



＊初任者および10年以上経験者研修会実施事業名 実施期日 実施会場初任者研修会① 4月7日 岡山市立財田小学校初任者研修会②10年以上経験者研修会① 4月21日 岡山ふれあいセンター事前打合研修会③ 7月7日 岡輝公民館初任者研修会③10年以上経験者研修会② 7月28日 御津公民館事前打合研修会④ 2月25日 岡西公民館初任者研修会④ 3月11日 岡山ふれあいセンター事前打合研修会① 3月23日 岡山市立財田小学校＊＊＊＊反省反省反省反省とととと課題課題課題課題

実施事業名 実施期間 実施会場第１回司書部会

市教委講話(学校司書の心構え①)，事務処理講義内容のチェック，確認市教委講話(学校司書の心構え②)，学校図書館と学校司書の役割，，図書館行事と図書委員会，授業との連携「探調TOOL」の操作講義内容のチェック，確認
　内　　　　　　容進級処理の実際

4月22日

年度末・年度始めの処理について講義内容のチェック，確認チェック，確認○『学校図書館運営の手引ー岡山市小・中学校図書館スタッフマニュアルー』（教育課程資料第１０７集）は岡山市教育委員会から１９８７年に発刊された。1997年には，改訂版が教育課程資料第１２１集として出された。2008年度より再改訂の作業を3年計画で行っている。○今年度は，再改訂作業の２年目であり，各グループで担当を決め，詳細に検討しながら文章化を進めた。現在，全校が同じ図書館運営システムで稼働している。また全ての学校の蔵書についてデータが検索可能な「横断検索」のシステムが整い，共有されている。こうしたシステム化の事情も含めた改訂作業とともに，改訂の中身についての各校での実践も試みてきた。○来年度は，改訂計画最後の年度であり，各校での実践に裏打ちされた改訂版の完成に向けて研修をしていきたい。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）総会第２回司書部会 6月12日 ライフパーク倉敷

第５回司書部会 10月7日 ライフパーク倉敷第６回司書部会 12月15日 ライフパーク倉敷第７回司書部会 ２月　５日 ライフパーク倉敷第１回部長会 5月13日 ライフパーク倉敷第２回部長会 8月28日 ライフパーク倉敷第３回部長会 3月9日 ライフパーク倉敷倉敷市ＳＬＡ総会 6月18日 ライフパーク倉敷倉敷市ＳＬＡ第１回研修会倉敷市ＳＬＡ第２回研修会

4月22日 ライフパーク倉敷第３回司書部会 8月4日 倉敷市庁舎第４回司書部会 9月9日 ライフパーク倉敷

8月18日 ライフパーク倉敷

・         学校図書館情報化事業について

2月10日 ライフパーク倉敷

・         班別研修・         班別研修・         班別研修・         班別研修発表会今年度の研修計画

・         班別研修（環境整備・選書・読書援助・ホームページ・図書館だより・委員会活動・システム・日常業務・活動報告を考える・実態調査）・         班別研修・         公共図書館の利用説明・         班別研修

「学校図書館をつくる仕事」～子ども・教職員の成長と創造を刺激する「ひろば」となるために～前玉野光南高等学校司書　綾野　静子先生実践発表
２２年度の班編成について今年度のまとめ事業報告・決算報告・役員改選・今年度事業計画講演
校内の取り組みの情報交換「本との出会いを広げる」～学校図書館の役割～土師聡子先生（倉敷市立川辺小学校　司書）鳥越好美先生（倉敷市立川辺小学校　教諭）実践交流



学校図書館司書研修会

津山支部　小・中学校実施事業名 実施期日 実施会場第１回定例会 4月21日 津山市役所東庁舎第２回定例会 6月3日 リージョンセンター

倉敷市庁舎
①　　説明「読書活動の推進について」教育委員会　指導課　中川博之指導主任
③      講演「これからの学校図書館―その位置付けと活用の方向性―」
④      学校内設置のコンピュータ機器等の説明
　　　「学校図書館情報化について」　　　倉敷情報学習センター　畑中ひとみ主任②      実践発表「学校図書館の利用」

（課題と反省）平成２１年度の研修は、前年度に引き続き１０班（環境整備・選書・読書援助・ホームページ・図書館だより・委員会活動・システム・日常業務・活動報告を考える・実態調査）に分かれて研修を進めた。第７回司書部会では、今までの研修の成果とまとめとして各班からの研修報告会をおこなった。来年度は、反省や課題を含め新たな班編成による研修が始まる予定である。今後も研修の内容をさらに深め、各校での職務に有効に活かしたい。
ノートルダム清心女子大学　大滝一登准教授①      図書館業務端末による「検索・予約」の操作研修②      図書館ＨＰ（蔵書検索システム）の操作説明③      学校図書館での図書館システム運用の概略説明図書館システム等研修会 7月7日 ライフパーク倉敷

8月4日 倉敷市立東中学校　道田寛子教諭

内容

前年度報告、今年度事業計画　等

学校図書館用図書の選書及び研修第３回定例会 7月9日 津山市立図書館平成２１年度岡山県学校司書研修会（玉野大会） 7月23日 玉野レクレセンター図書選定会 8月3日 津山ブックセンター第４回定例会 8月21日 津山市立図書館第４８回岡山県学校図書館研究大会（鏡野大会） 10月15日 鏡野町文化スポーツセンター第５回定例会 10月20日 津山市立鶴山中学校第６回定例会 11月17日 西苫田公民館第７回定例会 12月15日 津山市立図書館第８回定例会 1月14日 津山市立図書館第９回定例会 2月16日 西苫田公民館図書選定会 2月25日 高野公民館

大会参加

児童・生徒にすすめる本の選定

学校図書館教育研修会　赤木かん子講演会

大会参加

館内整備と分類・配架について　司書業務について

職務内容の見直し　分類表の手直し

児童・生徒にすすめる本の選定（反省と課題）研修結果、司書と司書教諭の職務内容の別がはっきりしていないと感じた。次は司書の専門性について話し合っていく。「廃棄基準」「選定基準」はSLAの基準に準ずるが、分類・配架等については各校図書館で使いやすい基準に見直していく。全員が自分のものにできるよう、研修を深めていく。

廃棄基準確認　館内整備と分類・配架について

分類基準の見直し

司書の職務内容と司書教諭との連携について

司書の職務内容と司書教諭との連携について



実施事業名 実施期日 実施会場４月例会 4月20日 文化センター５月例会 5月29日 文化センター６月例会 6月16日 玉原小学校７月例会 7月7日 レクレセンター８月例会 8月20日 築港小学校９月例会 9月2日 八浜中学校１０月例会 10月9日 鉾立小学校１１月例会 11月6日 大崎小学校
＊　「平成２１年度岡山県学校司書研修会（玉野大会）」の反省＊　「おすすめ本」の紹介＊　後期研修について＊　後期研修について（決定事項・・・「図書館の環境整備につい　　　て」）＊　小・中学校合同研修（グループ別）　　　　　・・・１１月に向けて「学校図書館事務の手引き」の再検討＊　「おすすめ本」の紹介＊　研修テーマの内容　及び　メンバーの決定＊　鉾立小学校でのコンピュータによる蔵書管理のようすを視察＊　「おすすめ本」の紹介＊　「読書週間」について＊　合同研修・・・「学校図書館事務の手引き」見直し・検討＊　「おすすめ本」の紹介

玉野　支部　　   小・中  学校 内　　　　　　容＊　平成２１年度研修計画の立案、作成＊　係分担の決定、確認＊　研究収録、利用統計の冊子作成＊　研究収録、利用統計についての話し合い　及び　反省＊　小・中学校合同研修・・・「学校図書館事務の手引き」の見直     し・検討＊　玉野大会に向けて係分担の確認＊　小・中学校合同研修・・・「学校図書館事務の手引き」の見直　　　し・検討＊　「おすすめ本」の紹介＊　夏休みの開館計画について＊　小・中学校合同研修・・・「学校図書館事務の手引き」の見直＊　「おすすめ本」の紹介

１２月例会 12月4日 すこやかセンター１月例会 1月21日 日比中学校２月例会 2月10日 すこやかセンター３月例会 3月10日 八浜小学校事務研修 6月5日 日比小学校事務研修 7月14日 ミネルバ事務研修 8月5日 玉小学校平成２１年度岡山県学校司書研修会(玉野大会) 7月23日 レクレセンター ＊　平成２１年度岡山県学校司書研修会（玉野大会）

＊　合同研修・・・「学校図書館事務の手引き」のまとめ＊　「学校図書館に関する調査」について＊　「おすすめ本」の紹介＊　今年度の反省＊　蔵書点検での反省（各校での問題点・気がついたこと）＊　研究収録・利用統計の各役割分担の確認＊　小・中学校合同研修・・・「学校図書館事務の手引き」のまとめ＊　「おすすめ本」の紹介＊　新任司書への図書館事務の研修（分類・本の配架）、質疑　　　応答＊　図書館内の掲示物の作成研修＊　玉野大会要項製本＊　玉野大会についての打ち合わせ　　　他＊　蔵書の見直しについて＊　夏休みのおみやげ工作（不要なカバーを使って）（反省と課題）

＊　合同研修・・・「学校図書館事務の手引き」見直し・検討＊　「おすすめ本」の紹介＊　合同研修・・・「学校図書館事務の手引き」まとめについての　　　最終打ち合わせ＊　「おすすめ本」の紹介

今年度は県学校司書研修会(玉野大会)の実施にむけて、全員で準備・打合せ・製本・当日の大会運営に取り組み、無事終了することができた。課題としては２３年度が分科会担当になっているので、発表もしくは提案ができる



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（金） 中央小学校市立図書館との合同定例協議会 ５月２７日（水） 笠岡市立図書館第２回研修会 ６月１７日（水） 大島小学校第３回研修会 ８月２６日（水） 金浦小学校市立図書館との合同定例協議会 ９月２４日（水） 笠岡市立図書館第４回研修会 １０月２１日（水） 笠岡小学校第５回研修会 ２月１７日（水） 金浦中学校市立図書館との合同定例協議会 ２月２４日（水） 笠岡市立図書館
市立図書館との協議・報告・情報交換・制作物の実演　・お薦めの本紹介・「図書の時間」活動レポート　・「図書館まつり」準備研修のまとめ「図書の時間」年間のまとめ　　・季節の工作市立図書館との協議・報告・情報交換（反省と課題）・短い時間の中で充実した研修ができたと思う。・「図書の時間」に行ったことをまとめた冊子を作ることができた。まだまだ内容が不十分なので、さらに充実させていきたい。・楽しいだけでなく、もっと授業に役立つための「図書の時間」を工夫していく必要がある。・公共図書館との合同定例協議会を行っている。今年度は市立図書館改装オープンに合わせて、協力

笠岡支部　小・中　学校 内　　　　　　容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＜楽しく、役立つ学校図書館を創るー充実した「図書の時間」をめざしてー＞・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・レポートをまとめるための形式を協議・大型実演物制作　・お薦めの本紹介　・「図書の時間」活動レポート　・選書基準について　・研修会参加報告

実施事業名 実施期日 実施会場学研一斉班会 4月30日（木） 井原小学校第１回学校司書研修会 5月12日（火） 高屋小学校第２回学校司書研修会 6月29日（月） 出部小学校岡山県学校司書研修会 7月23日（木） 玉野レクレセンター第３回学校司書研修会 8月26日（水） 美星中学校第４回学校司書研修会 12月11日（金） 井原中学校第５回学校司書研修会 1月19日（火） 井原中学校第６回学校司書研修会 2月8日（月） 井原中学校第７回学校司書研修会 3月4日（木） 井原中学校（反省と課題）今年度は，学校図書管理システムが各校に整備された。そのため，登録に関する共通理解を深め，システム操作の情報交換を行った。また，各校の図書だよりを持ち寄るなどして活動報告を行った。　来年度は，引き続きシステム操作に関する情報交換を行い登録作業の効率化を図りたい。
・学校司書管理システム入力について・学校司書管理システム入力について・学校司書管理システム入力について・中学生おすすめ本１００冊選書・学校図書館活動反省

内　　　　　　容・平成２１年度研修計画・図書の整理・除籍について・蔵書点検について・研修会参加・岡山県学校司書研修会　分科会報告・おすすめの本の紹介

・公共図書館との合同定例協議会を行っている。今年度は市立図書館改装オープンに合わせて、協力して行事を行うことができてよかった。井原支部　小・中学校



実施事業名 実施期日 　実施会場　<市全体>赤磐市学校司書連絡会 H21.5.26 高陽中学校赤磐市学校司書連絡会 H21.12.25 赤磐市立中央図書館赤磐市学校司書連絡会 H22.3.25 赤磐市立中央図書館赤磐市学校司書研修会 H21.7.28 赤磐市立中央図書館赤磐市図書館司書連絡会 H21.7.28 赤磐市立中央図書館<山陽ブロック>山陽地域図書館司書連絡会 H21.12.22 赤磐市立中央図書館山陽地域図書館司書連絡会 H22.3.25 赤磐市立中央図書館<赤坂ブロック>赤坂地域図書館司書連絡会 H21.12.8 赤磐市立赤坂図書館<熊山ブロック>熊山地域図書館司書連絡会 H21.12.22 赤磐市立熊山図書館熊山地域図書館司書連絡会 H22.3.24 赤磐市立熊山図書館<吉井ブロック>
利用状況等の情報交換。図書たよりの表記について(例　貸出し、貸し出し、貸出)。

赤磐支部　小・中学校 　　　　　　　　　　　　内　　　　　　容本年度の活動計画。情報交換。昨年度の活動報告。

２学期の状況報告。図書館に対する意見・要望。学校図書館より３学期の状況報告、貸出統計。図書館に対する意見・要望。図書館より利用状況の報告。

ブックリストの作成。ブックリストの作成。情報交換。主催は市教育委員会。地元で長年活動されているボランティア「民話の寺子屋」さんによる実演、指導など。市立図書館司書と学校司書との連絡会。市全体は年１度。他は各地域に分かれて実施。利用状況等の情報交換。団体貸出の際のカードの利用状況など。※
利用状況や「お話会」についての情報交換

吉井地域図書館司書連絡会 H22.3.11 赤磐市立吉井図書館

実施事業名 実施期日 実施会場学校司書連絡協議会 毎月１回 町内各小中学校学校司書研修会 8月26日 和気町佐伯庁舎 実践についての情報交換ブックトークの研究・資料検討。図書管理システム（探調Tool）の導入について加藤容子氏　ブックトーク講演・研修会（反省と課題）・月１回の町学校司書連絡協議会では、ブックトークの研究や資料検討を計画していたが、コンピュータによる図書管理システムの導入にともなった話し合いに時間をとられ、思うように計画が進まなかった。・和気町小中学校司書は、県の学校図書館部会の構成員であるが、実際は各校の図書主任の教諭のみが参加・活動している。（嘱託や臨時職員のため、町外への出張は難しい状態にある）・部会との連携が課題である。

和気町支部　　     小中学校 内　　　　　　容

利用状況や「お話会」についての情報交換・前年度の連絡会で市内共通の除籍規準を作成した。市内全校でＨ２１年度より適用。廃棄のほか、不明･紛失本の扱いが明確になり(司書が変わっても)資料管理の揺れが少なくなってきた。・年３回の学校司書連絡会ではブックリストの作成ひとつでも間隔があいてしまう。まとまって活動するには連絡会の回数が足りないと感じた。・学校でお世話になる読み聞かせボランティアグループとの交流の機会を作りたい。※市立図書館の(学校への)貸出しカードが１枚では不都合になったため(兼務の司書が多いためカードが手元になく貸出しできないケースがあった)H21年度より各校２枚となった。カードなしの貸出し不可を徹底する目的である。(例　１枚は司書が持ち、１枚は司書不在時に学校で管理)



実施事業名 実施期日 実施会場備前市図書館部会総会 5月7日 備前市立伊里中学校備前市学校図書館司書部会　第１回 6月2日 備前市立伊里中学校読書感想文審査会（小学生の部） 9月15日 備前市立備前中学校読書感想文審査会（中学生の部） 9月17日 備前市立吉永小学校備前市学校図書館司書部会　第２回 10月9日 備前市立吉永中学校備前市図書館部会研修会 11月19日 備前市立吉永中学校備前市学校図書館司書部会　第３回 12月25日 備前市立備前中学校備前市図書館部会研修会 1月29日 備前市立図書館備前市学校図書館司書部会　第４回 2月25日 備前市立日生西小学校 ・筒井悦子先生による講演「ストーリーテリングについて」・ブックトーク案の発表「春」・本年度の活動の反省と来年度の活動計画立案（反省と課題） ・司書研修会では、昨年度作成した「図書館活動報告書」の見直しをし、より見やすいものとした。また、テーマを決めてブックトーク案を作成発表し、図書館活動に生かせるように研修を積んだ。・公共図書館司書との研修会では、講師を招いて、「ストーリーテーリング」についてのお話を聞き、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。

・役員選出・平成２０年度活動報告・平成２１年度活動計画立案・読書感想文審査・審査概評まとめ・読書感想文審査・審査概評まとめ・ブックトーク案の発表「ともだち」・活動報告書の見直しについて・瀬戸内市立邑久小学校　大森有希子先生による講演「親しみを持つ利用指導」・ブックトーク案の発表「卒業」・活動報告書の書式決定

備前支部　小・中学校 内　　　　　　容・部長・部員の確認、役員選出・平成２０年度活動報告・平成２１年度活動計画立案

実施事業名 実施期日 実施会場第１回瀬戸内市図書館司書研修会 5月14日（木） 牛窓町公民館第２回瀬戸内市図書館司書研修会 ６月1８日（木） 長船町公民館第３回瀬戸内市図書館司書研修会 ７月３１日（金） 中央公民館第４回瀬戸内市図書館司書研修会 ８月4日（火） 中央公民館読書感想文審査並びに小中教研合同研修会 ９月1７日（木） 中央公民館第５回瀬戸内市図書館司書研修会 10月27日（火） 牛窓北小学校第６回瀬戸内市図書館司書研修会 12月25日（金） 長船町公民館第７回瀬戸内市図書館司書研修会 3月11日（木） 玉津小学校（反省と課題）小中合同で読書感想文の審査を行うことで，読書感想文の指導について，小中の連携を深めることができた。司書部の活動を定期的行い，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できた。
第2次瀬戸内市子ども読書プランの策定について著作権許諾申請の結果報告及び「おはなし会」分担一年間の反省　夏のおはなし会　実技研修会

「おはなしフェスタ２００９夏」作品の実演と手直し　夏休み研修計画「おはなしフェスタ2009夏」のリハーサル「おはなしフェスタ2009夏」の実施　反省会読書感想文審査　読書感想文の指導について

瀬戸内　支部　　    内　　　　　　容「おはなしフェスタ２００９夏」演目検討・作成状況報告　年間計画



実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会 5月20日 町内小学校第２回司書部会 9月9日 町内小学校第３回司書部会 11月25日 町内小学校
実施事業名 実施期日 実施会場学校司書部会 6月2日 サンワーク総社学校司書部会 7月29日 山手小学校学校司書部会 8月3日 新本・維新小学校学校司書部会 12月10日 サンワーク総社（反省と課題）平成２１年４月より、市内小・中学校（小学校１５校、中学校４校）の図書室の蔵書データ化作業が始まり、平成２２年５月からは、システムを導入しての利用もスタートしている。今後も研修を重ねていきたい。部会の活動として、２グループにわかれて、小学校２校でお話し会を実施した。引き続き夏休み中のお話し会は、実施していきたい。

総社　支部　　小・中学校 内　　　　　　容蔵書データ化に伴うラベル等の細かい検討　他司書部会の計画　情報交換　実演の計画と準備　他実演と反省　出張報告　廃棄基準の検討　他データ入力後の処理について　出張報告　他

視聴覚教材作製（パネルシアター）（反省と課題）
加賀支部小中学校 　内　　　　　　容夏休み向け図書紹介冊子作成「吉備中央ベスト１００」作成昨年度の「日本の名作100」に引き続き、今年度は、「吉備中央ベスト100」の選定が

実施事業名 実施期日 実施会場高梁市学校教育研修所 7月10日 成羽小学校　　　〃 7月3日 有漢西小学校岡山県学校司書研究協 7月23日 玉野レクレセンター高梁市学校教育研修所 10月22日 川上小学校　　　〃 1月29日 成羽小学校　　　〃 2月19日 成羽小学校
実施事業名 実施期日 実施会場読書推進会議 毎月第４水曜日

「読書の時間」について
図書館教育部会との合同研修会

内　　　　　　容
話し会は、実施していきたい。

美作西粟倉支部　　小・中学校 　内　　　　　　容読書推進プロジェクト会議（推進状況、情報交換他）
図書館掲示物の研修・実技司書の業務の共通理解

高　梁　支部　　小・中学校 年間研修計画の立案

昨年度の「日本の名作100」に引き続き、今年度は、「吉備中央ベスト100」の選定が

今年度は県学校司書研修会(玉野大会)の実施にむけて、全員で準備・打合せ・

今年度は県学校司書研修会(玉野大会)の実施にむけて、全員で準備・打合せ・



実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会研修会 4/28（火） 岡山朝日高校第２回司書部会研修会 6/16（火） 西大寺高校第３回司書部会研修会 8/20（木） 岡山朝日高校岡山県立図書館第４回司書部会研修会 12/15（火） 岡山県立図書館第５回司書部会研修会 3/3（水） 就実高等学校
実施事業名 実施期日 実施会場第１回 4/28 ・グループ別研修

グループ研修「授業との連携について」（グループ分け、研修の流れ確認。）、おすすめ本の紹介、理事会報告（玉野大会の反省・意見など）※午後からは岡山県立図書館にて先生方と合同でワークショップ「年間行事予定表を見直す」、県立図書館の資料を見ながら調べ学習に使える資料の選定。

　備中地区高等学校 内　　　　　　　容

備前地区　　高等学校 内　　　　　　容平成20年度決算報告および平成21年度予算案、平成20年度活動報告および平成21年度活動予定、平成21年度備前支部司書部会役員確認、、理事会報告、グループ研修「授業との連携について」（３つのグループに分かれて内容を検討）＊午後からは備中・美作支部との合同研修　（内容：選書/広報（新刊案内など）/分類・配架/案内掲示・ディスプレイ/パソコン/学校図書館の仕事、今後の研修について、情報交換など。）平成21年度岡山県学校司書研修会（玉野大会）リハーサル、グループ研修「授業との連携について」（次年度研修の反省と今年度のテーマ決定。→進路・医療健康・古典）、理事会報告、おすすめ本の紹介、展示コーナー作成実習。グループ研修「授業との連携について」、おすすめ本の紹介、理事会報告＊　午後からは備中･美作支部との合同研修（内容：平成21年度高教研学校図書館部会研究協議会発表リハーサル、講演「学校図書館コラボレーション授業の可能性を探って」）グループ研修「授業との連携について」まとめ・各グループからの研修報告、おすすめ本の紹介、理事会報告、今年度のまとめと次年度の研修について、図書館グッズ作成（消しゴムはんこでブックバッグ、牛乳パックでブックスタンド、切り紙工作）、連絡。（反省と課題）　前年度に引き続いて「授業との連携」を中心にグループ研修をすすめた。グループ研修は単年で終わらせず、継続して行うことで内容をより充実させることができた。事務室兼務の臨時職員も多いため、日々の業務に反映できる実践的な研修を意識して取り入れた。また、今年度は先生方と一緒にワークショップや資料の選定をする場が持て、大変勉強になった。今後も研修がそれぞれにとって充実した時間となるよう、研修内容を学校図書館に還元できるよう、役割分担や研修の内容・日程などを検討していく必要がある。今年度は県学校司書研修会(玉野大会)の実施にむけて、全員で準備・打合せ・第１回備中地区司書部会 4/28（火） 岡山朝日高校第２回備中地区司書部会 6/25 県立倉敷中央高校第３回備中地区司書部会 10/1 岡山県立図書館第４回備中地区司書部会 12/15 岡山県立図書館第５回備中地区司書部会 2/24 県立高梁高等学校 ・今年度の反省と来年度の研修予定について・グループ研修ミニ発表会・わたしのすすめるこの一冊（フリーテーマ・うちの学校で最もよく読まれた本 '09）（反省と課題）グループ別研修は、学校活動との連携班（図書委員会活動の実践研究）、資料研究Ａ班（レーベルの研究・雑誌の研究など）、資料研究Ｂ班（特集展示の実践研究）の３班に分かれて１年間の継続研究を行った。年度最後の研修会でミニ発表会を企画。２度目のミニ発表会なので、どの班も深みに欠けるにしても１年間で研究をまとめることができたように思う。特に研究のねらいや意味を意識しながら取り組めたようだ。また、臨時職でなおかつ事務との兼務の学校にもグループ別研修が実りあるものになるように、実践を多く取り入れた研究を行う班が多くなった。臨時の人も参加しやすい環境になったように感じる。来年度の課題は、授業との連携である。今年度も授業との連携での研究に取り組もうとしたのだが、この地域の学校で調べ学習を行っている学校が少なく、手をつけかねてしまった。来年度こそはその研究グループを立ち上げてスキルアップをめざしたい。

・グループ別研修・備前・美作地区との合同司書部会（初任者研修＆キャリア研修）・わたしのすすめるこの一冊（フリーテーマ・司書の仕事応援＆お役立ち本）・グループ別研修・オススメ本のPOP作成・わたしのすすめるこの一冊（フリーテーマ・読書感想文にオススメの本（なるべく新しい本））・学校図書館支援用図書の選定（郷土資料、医療健康、進路、文化祭の各班に分かれて選定）・グループ別研修・わたしのすすめるこの一冊（フリーテーマ・男子ウケがいい本・女子ウケがいい本・文化祭＆体育祭のお役立ち本 Part.2）・グループ別研修（美作地区との合同研修）・平成21年度高教研学校図書館部会研究協議会プレ発表（つながることで拡がる学校図書館～ネットワーク研究会の活動より～）・講演「学校図書館コラボレーション授業の可能性を探って」山下知里氏（三重県立尾鷲高校長島校司書）・わたしのすすめるこの一冊（フリーテーマ・卒業生に贈る本）



実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会研修会 ４／２８（火） 岡山朝日高校第２回司書部会研修会 ７／６（月） 美作高校第３回司書部会研修会 ９／２８（月） 勝山高校
第４回司書部会研修会 １２／１５（火） 岡山県立図書館

・研修（レファレンス）・おすすめ本紹介（３．４類）・フリーテーマ午前（美作支部）・おすすめ本の紹介（５．６類）・フリーテーマ・備中支部との班別合同研修午後（備前・備中・美作支部合同司書部会）・研究協議会発表リハーサル　　「つながることで拡がる学校図書館」・講演　　「学校図書館コラボレーション授業の可能性を探って」　　　三重県立尾鷲高等学校長島校　司書　山下知里氏・今年度の反省と来年度の研修計画

美作支部　高等学校 内　　　　　　容午前（美作支部）・２０年度活動報告および２１年度活動予定・おすすめ本の紹介（フリーテーマ）午後（備前・備中・美作支部合同司書部会）・初任者研修／キャリア研修・グループ別情報交換・研修（除籍・新刊案内について）・授業との連携について・おすすめ本紹介（０．１．２類）・フリーテーマ

第５回司書部会研修会 ２／２４（水） 作陽高校 ・今年度の反省と来年度の研修計画・年度末業務の引継ぎについて・おすすめ本の紹介　（７．８類）・フリーテーマ・新入生へすすめる本（反省と課題）　今年度も高校全支部合同での研修が持て、他支部との情報交換や充実した研修を行うことが出来た。実際に高校図書館を使っての初任者研修は特に好評だった。　臨時職かつ事務との兼務者も多いため、今年度は日々の業務に直結する研修を行った。県立高校の図書データベース化事業に合わせて除籍の研修を行ったり、新刊案内の作成や・レファレンス研修を行い、各自の疑問点や工夫を持ちより、情報交換できたのは良かった。しかしながら、毎年１０校中６校以上でメンバーが入れ替る状況で、長期的な視野に立った研修が年々行いづらくなっている。新任者と経験者双方にとって有用な研修をどのように行っていくかが今後も課題である。


