
実施事業名 実施期日 実施会場総会・全体研修会 4月15日 中央公民館５月全体研修会 5月13日 中央公民館グループ研修会① 6月8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：福田公民館グループ研修会② 7月1日 A：上道公民館Ｂ：東山公民館Ｃ：岡西公民館Ｄ：東公民館Ｅ：福田公民館グループ研修会③ 8月10日 A：江西小学校Ｂ：東山中学校Ｃ：岡西公民館Ｄ：芳田公民館Ｅ：吉備公民館８月全体研修会 8月19日 中央公民館グループ研修会④ 8月24日 A：上道中学校Ｂ：岡大附属小学校Ｃ：岡西公民館Ｄ：高島公民館Ｅ：吉備公民館グループ研修会⑤ 10月5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：芳田公民館グループ研修会⑥ 11月11日 A：体験学習施設百花プラザＢ：岡輝公民館Ｃ：岡西公民館Ｄ：津高公民館

『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『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グループ研修報告　初任研報告　出張報告　講演　中学校区での話し合い『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『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『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

◆地区活動報告 2010岡山支部岡山支部岡山支部岡山支部　　　　小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校 　内　　　　　　容昨年度事業報告　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　グループ別研修会岡山県学校司書研究協議会岡山大会プレ発表

Ｄ：津高公民館Ｅ：御南西公民館１２月臨時総会並びに全体研修会 12月7日 生涯学習センターグループ研修会⑦ 1月11日 A：上道公民館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⑧ 2月8日 A：上道公民館Ｂ：東山公民館Ｃ：岡西公民館Ｄ：津高公民館Ｅ：芳田公民館３月全体研修会 3月8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22日 岡西公民館理事研修会② 5月25日 岡西公民館理事研修会③ 7月20日 岡西公民館正副会長研修会 8月26日 岡西公民館理事研修会④ 9月7日 岡西公民館理事研修会⑤ 11月18日 岡西公民館理事研修会⑥ 12月16日 岡西公民館理事研修会⑦ 2月17日 岡西公民館理事研修会⑧ 3月24日 岡西公民館 3月全体会打ち合わせ研修会４月総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来年度の研修計画について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

役員改選　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『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『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 　内　　　　　　容司書部会運営，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



＊プロジェクト研修会実施事業名 実施期日 実施会場プロジェクト研修会① 5月11日 岡西公民館プロジェクト研修会② 5月20日 岡西公民館プロジェクト研修会③ 6月15日 岡西公民館プロジェクト研修会④ 7月15日 岡西公民館プロジェクト研修会⑤ 8月3日 岡西公民館プロジェクト研修会⑥ 8月17日 岡西公民館プロジェクト研修会⑦ 9月2日 岡西公民館プロジェクト研修会⑧ 9月30日 岡西公民館プロジェクト研修会⑨ 11月2日 岡西公民館プロジェクト研修会⑩ 12月2日 岡西公民館プロジェクト研修会⑪ 12月27日 岡西公民館プロジェクト研修会⑫ 2月1日 岡西公民館プロジェクト研修会⑬ 3月1日 岡西公民館＊初任者および10年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年経験者研修会① 4月20日 岡山北ふれあいセンター事前打合研修会③ 6月24日 岡西公民館初任者研修会③10年経験者研修会② 7月28日 岡山ふれあいセンター事前打合研修会④ 2月22日 岡西公民館
市教委講話(「学校図書館の役割～学習活動を支える取組」)，事務処理について講義内容のチェック，確認市教委講話(「学校図書館の役割～学習活動を支える取組②」)，学校図書館と学校司書の役割，選書について，資料紹介について講義内容のチェック，確認

司書部会検討後のⅠ章プロジェクト改定案再検討（Ⅰ-３　Ⅰ-４　章扉）　新規加筆項目の記述内容案の検討司書部会検討後のⅠ章プロジェクト改定案再検討（Ⅰ-５　章末資料）　参考文献についてⅠ章最終改訂案の検討　統一表記・語句について　引用・掲載許諾について３月完成原稿から今後の編集方針・日程について　内　　　　　　容進級処理の実際，「探調ＴＯＯＬ」の基本操作

司書部会検討後のスタンスの修正　Ⅰ章プロジェクト改定案の検討（同上）スタンスの決定　Ⅰ章プロジェクト改定案の検討（同上）Ⅰ章プロジェクト改定案の検討（Ⅰ-３　学校図書館の経営　Ⅰ-４　学校司書）Ⅰ章プロジェクト改定案の検討（Ⅰ-４　学校司書　Ⅰ-５　司書教諭）司書部会検討後のⅠ章プロジェクト改定案再検討（Ⅰ-１　Ⅰ-２）司書部会検討後のⅠ章プロジェクト改定案再検討（Ⅰ-２　Ⅰ-３）

　内　　　　　　容研修計画　役割分担（研修会運営・改訂作業）Ⅰ章新規記述内容の選定　スタッフマニュアル作成方針（スタンス）の作成スタンスの検討　Ⅰ章プロジェクト改定案の検討（Ⅰ-１　学校図書館の基本理念・Ⅰ-２　学校図書館に求められている機能）

事前打合研修会④ 2月22日 岡西公民館初任者研修会④ 3月10日 岡山ふれあいセンター事前打合研修会① 3月22日 岡西公民館

実施事業名 実施期間 実施会場
第2回司書部会 6月15日 ライフパーク倉敷第3回司書部会 8月6日 倉敷市庁舎第4回司書部会 9月3日 ライフパーク倉敷第5回司書部会 10月6日 ライフパーク倉敷第6回司書部会 12月7日 ライフパーク倉敷第7回司書部会 2月15日 ライフパーク倉敷第1回部長会 5月11日 倉敷市庁舎第2回部長会 8月24日 ライフパーク倉敷 今年度の研修計画、要望書について班別研修、公共図書館への回答について

･班別研修･班別研修･班別研修･班別研修･班別研修･班別研修

＊＊＊＊反省反省反省反省とととと課題課題課題課題○『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年計画で行っており，今年度が最終年だった。○今年度は，全体にも返しながら，各グループで担当部分の成文化を進めていった。並行して，プロジェクトチームを立ち上げ，スタッフマニュアル作成方針（スタンス）の作成や，再改訂の全体像を見ながら，最も大切な基本理念ともいうべき第Ⅰ章の成文化を進めていった。今後は，プロジェクトチームで最終仕上げを行い，完成に導く予定である。日常業務点検は，各校でデータチェックを行い，コンピュータ化に伴う転勤チェック表も作り，活用した。授業との連携は，授業との連携ワークシートを作成したが，情報交換はできなかった。○来年度は，グループで仕上げた『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』の成文を元に，それぞれがテーマを決め，スタッフマニュアルの実践をしながら研修し，内容を深めていきたい。倉敷支部倉敷支部倉敷支部倉敷支部　　　　小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校 内容第1回司書部会総会 4月28日 ライフパーク倉敷 ・学校図書館情報化事業について・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（環境整備・選書・学校図書館自己評価・マニュアル改正・図書館業務の効率化について・いい泣き活動・活動報告・授業に関わる学校図書館、司書の役割・資料提供）

講義内容のチェック，確認年度末・年度始めの処理について講義内容のチェック，確認



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24日 ライフパーク倉敷

津山支部津山支部津山支部津山支部　　　　小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校実施事業名 実施期日 実施会場
（反省と課題）平成22年度の研修は、2年間の研修の反省や課題をもとに新たに編成した9班（環境整備・選書・学校図書館自己評価・マニュアル改正・図書館業務の効率化・委員会活動・活動報告・授業に関わる学校図書館、司書の役割・資料提供）に分かれて研修を進めた。来年度は、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。 内　　　　　　容
学校図書館研修ICT活用研修 7月9日7月16日 ライフパーク倉敷 ①学校図書館情報化後の学校図書館での運用について　　・新規購入（寄贈）図書の登録方法　　・図書情報の修正方法　　・図書リスト作成　　・メンテナンス作業の説明②図書情報検索ツール「本やタウン」の説明

③講演「絵本は小さな美術館ー絵本の魅力と鑑賞法ー」岡山大学大学院　泉谷淑夫教授図書館システム等研修会 5月27日 ライフパーク倉敷 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説明④学校内設置のコンピュータ機器等の説明
　教育委員会　指導課　中川博之指導主任　「学校図書館情報化事業の経過報告」　倉敷情報センター　畑中ひとみ主任②実践発表「学校図書館司書と連携した読書活動の推進」倉敷市立水島中学校　後藤八千代教諭

倉敷市SLA第2回研修会 2月19日 くらしき健康福祉プラザ 講演「民話をもっと子どもたちに」立石　憲利先生（岡山民俗学会名誉理事）学校図書館司書研修会 8月6日 倉敷市庁舎 ①説明　「読書活動の推進について」
今年度のまとめ、倉敷大会について事業報告･決算報告･役員改選・今年度事業計画倉敷市SLA第1回研修会 8月17日 くらしき健康福祉プラザ 講演「子どもの知りたい、読みたいは∞（無限大）」～小・中学校における学校司書の実践～岡山市立御南小学校司書　鹿野　恵子先生

実施事業名 実施期日 実施会場第１回定例会 4月20日 津山市役所東庁舎第２回定例会 5月14日 西苫田公民館第３回定例会 6月3日 リージョンセンタ－第４回定例会 7月13日 西苫田公民館第３８回岡山県学校司書研究協議会（岡山大会） 7月30日 岡山ふれあいセンター図書選定会 8月2日 津山ブックセンター第５回定例会 8月24日 津山市立図書館第６回定例会 10月5日 津山市立図書館第７回定例会 11月4日 西苫田公民館第８回定例会 12月21日 西苫田公民館第９回定例会 1月20日 西苫田公民館図書選定会 2月18日 津山ブックセンター第10回定例会 2月22日 西苫田公民館第11回定例会 3月17日 西苫田公民館 司書教諭と学校図書館司書の連携モデル作成　各校の司書教諭と学校図書館司書の連携について児童・生徒にすすめる本の選定来年度についての確認　学校司書未配置校への図書館だより配布準備各校の司書教諭と学校図書館司書の連携について（反省と課題）津山市の「司書教諭と学校図書館司書の連携モデル」が作成できた。今後はこのモデルを参考に司書教諭と連携して図書館教育を進めていく。分類基準の見直しが途中となったので、津山市の基準の仕上げにとりかかる。

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　小幡章子氏講演会学校図書館システムのプレゼンテーション司書教諭と学校図書館司書の連携モデル作成　学校司書未配置校への図書館だより配布準備司書教諭と学校図書館司書の連携モデル作成

内　　　　　　容前年度報告、今年度事業計画　等今年度事業計画　等学校図書館用図書の選書及び研修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 実施会場学校図書館事務打合せ会（４月例会） ４月２７日（火 ） すこやかセンター学校図書館事務打合せ会（５月例会） ５月２８日（金） すこやかセンター学校図書館事務打合せ会（６月例会） ６月１７日（木） 日比小学校学校図書館事務打合せ会（７月例会） ７月２６日（月） 後閑小学校学校図書館事務打合せ会（８月例会） ８月５日（木） 胸上小学校学校図書館事務打合せ会（９月例会） ９月９日（木） すこやかセンター学校図書館事務打合せ会（１０月例会） １０月２０日（水） 玉中学校学校図書館事務打合せ会（１１月例会） １１月５日（金） すこやかセンター学校図書館事務打合せ会（１２月例会） １２月１０日（金） 東児中学校学校図書館事務打合せ会（１月例会） １月２１日（金） 荘内小学校学校図書館事務打合せ会（２月例会） ２月１０日（木） 山田小学校学校図書館事務打合せ会（３月例会） ３月４日（金） すこやかセンター学校図書館 ５月３１日 研究集録、利用統計の役割分担の確認「おすすめの本」の紹介部会研修のまとめについて新任司書への図書館事務の研修（分類・本の配架）

夏季休業中の開館・貸出の様子部会研修「おすすめの本」の紹介部会研修「おすすめの本」の紹介部会研修読書週間について「おすすめの本」の紹介部会研修「おすすめの本」の紹介部会研修（２３年度発表の全体への中間報告会）学校図書館に関する調査について読書週間について　「おすすめの本」の紹介部会研修学校図書館に関する調査について 「おすすめの本」の紹介

内　　　　　　容平成２２年度研修計画の立案、作成係分担の決定、確認研究集録、利用統計の製本研究集録、利用統計についての話し合い「おすすめの本」の紹介について計画（６月～３月）各部会の研修計画の作成部会研修玉野大会について「おすすめの本」の紹介夏季休業中の開館日について部会研修「おすすめの本」の紹介岡山大会反省部会研修「おすすめの本」の紹介

玉野支部   小玉野支部   小玉野支部   小玉野支部   小・・・・中学校中学校中学校中学校

学校図書館事務打合せ会（新任研修） ５月３１日（月） 宇野中学校学校図書館事務打合せ会（事務研修） ８月１９日（木） すこやかセンター平成２２年度岡山県学校司書研修会（岡山大会） ７月３０日（金） 岡山ふれあいセンター
実施事業名 実施期日 実施会場総会及び第１回研修会 ４月３０日（金） 中央小学校市立図書館との合同定例協議会 ５月２６日（水） 笠岡市立図書館第２回研修会 ６月１６日（水） 大井小学校第３回研修会 ８月２６日（木） 金浦小学校市立図書館との合同定例協議会 ９月２２日（水） 笠岡市立図書館第４回研修会 １０月６日（水） 笠岡小学校第５回研修会 １月１９日（水） 中央小学校市立図書館との合同定例協議会 ２月２３日（水） 笠岡市立図書館 ＜充実した「図書の時間」をめざして＞・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」年間のまとめ市立図書館との協議・報告・情報交換（反省と課題）例会ごとに持ち寄るお薦めの本と、図書の時間の内容紹介がとても役立っている。これからも図書の時間の活動内容をまとめ、さらに充実したものにしていきたい。ただ研修内容がマンネリ化しているので、新しいものを加える必要がある。来年度は学習指導要領が改訂されるので、併せて授業に関連した資料を単元やテーマを決めて紹介していきたい。

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＜充実した「図書の時間」をめざして＞・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＜充実した「図書の時間」をめざして＞・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

新任司書への図書館事務の研修（分類・本の配架）図書館内の掲示物の作成研修午前・・・「ワークショップ」研修　（講師：県立図書館　高橋潤子氏)午後・・・部会研修大会参加（反省と課題）平成２２年度は平成２３年度開催の県学校司書研修会（岡山大会）において分科会担当になっているので、研修テーマ『図書館の環境整備について～「館内サイン」と「コーナー作り」～』の実践報告ができるように研修を進めてきた。２３年度は、岡山大会までこの研修を継続。後半は、話し合いの上研修テーマを決定し、研修する予定。笠岡支部笠岡支部笠岡支部笠岡支部　　　　小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校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。



実施事業名 実施期日 実施会場学研一斉班会 ４月２８日（水） 井原小学校第１回学校司書研修会 ５月２５日（火） 井原中学校第２回学校司書研修会 ６月１７日（木） 井原中学校岡山県学校司書研修会 ７月３０日（金） 岡山ふれあいｾﾝﾀｰ第３回学校司書研修会 １０月２７日（水） 井原中学校第４回学校司書研修会 １１月３０日（火） 井原中学校第５回学校司書研修会 １月２７日（木） 高屋小学校第６回学校司書研修会 ２月１６日（水） 井原中学校
実施事業名 実施期日 　実施会場＜市全体＞赤磐市学校図書館司書連絡会 5月27日 赤磐市立高陽中学校赤磐市学校司書研修会 8月4日 赤磐市役所赤磐市学校図書館司書連絡会 8月4日 赤磐市立中央図書館小教研赤磐支会学校図書館教育部会 8月18日 赤磐市立中央図書館赤磐市学校図書館司書連絡会 12月21日 赤磐市立中央図書館

本年度の活動計画。昨年度の各校活動・運営報告。ブックリストの作成。「少年期から青年期の読書活動充実に向けて」藤井教子氏市立図書館司書と学校図書館司書との連絡会。団体貸出や資料収集に関する意見交換。「喜びをもつ学校図書館について」祇園咲子氏ブックリスト利用状況、活用工夫の報告。

・学校図書管理ｼｽﾃﾑ利用者管理業務について・学校図書管理ｼｽﾃﾑ利用者管理業務について・ＩＫＡＳＡ読書フォーラム報告・学校図書館活動反省（反省と課題）平成２１年度に学校図書管理システムが各校に整備され，今年度もシステム操作に関する共通理解を深めた。また，各校の図書だよりを持ち寄るなどして学校図書館活動の情報交換を行った。来年度は，システム運用の情報交換を行い貸出業務等に活かしていきたい。赤磐支部赤磐支部赤磐支部赤磐支部　　　　小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校 　　　　　　　　　　　　内　　　　　　容

・平成２２年度研修計画・図書の受入れ・除籍について・学校図書管理ｼｽﾃﾑ登録について・研修会参加・学校図書管理ｼｽﾃﾑ資料管理業務について・学校図書管理ｼｽﾃﾑ資料管理業務について
井原支部井原支部井原支部井原支部　　　　小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校 内　　　　　　容

赤磐市学校図書館司書連絡会 3月9日 赤磐市立中央図書館山陽地域図書館司書連絡会 12月21日 赤磐市立中央図書館山陽地域図書館司書連絡会 3月9日 赤磐市立中央図書館赤坂地域図書館司書連絡会 3月15日 赤磐市立赤坂図書館熊山地域図書館司書連絡会 12月24日 熊山ふれあいセンター熊山地域図書館司書連絡会 3月22日 熊山ふれあいセンター吉井地域図書館司書連絡会 3月24日 吉井プラザ
実施事業名 実施期日 実施会場情報（図書館）部会 4月23日 石生小学校情報（図書館）部研修会並びに読書感想文審査会 9月30日 和気地区公民館

（反省と課題）・学校司書全員が非常勤であるため、勤務時間や交通費等の予算の都合上、研修への参加はかなり制限されてしまうのが残念である。・各校とも調べ学習の資料集めに市立図書館からの団体貸出制度を頻繁に利用している。利用時間や運搬に関する得策はないだろうか。和気支部和気支部和気支部和気支部　　　　小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校 内　　　　　　容本年度の計画、学校図書の情報交換本年度の取り組みの情報交換、読書感想文の地区別審査

情報交換。（利用状況、活動の報告。調べ学習のための団体貸出で特に役立った資料など。）＜熊山ブロック＞ 情報交換。（利用状況、活動の報告。）情報交換。（利用状況、活動の報告。）新学習指導要領により必要になる資料のリクエスト。親子読書への協力要請。＜吉井ブロック＞ 情報交換。（利用状況、活動の報告。調べ学習のための団体貸出で特に役立った資料など。）

＜山陽ブロック＞ 情報交換。（利用状況、活動の報告。調べ学習のための団体貸出で特に役立った資料など。）学校の利用状況報告。人気のある本。ライトノベルの受入。市図書館の来年度からの調べ学習用資料のセット貸出開始について。＜赤坂ブロック＞
小学校低学年用第2弾ブックリストの作成。今年度の各校活動報告。



実施事業名 実施期日 実施会場第１回研修会 5月7日（金） 伊里中学校第２回研修会 8月10日（火） 神根小学校第３回研修会並びに　読書感想文審査会 小学校9月14日（火）中学校9月21日（火） 伊里小学校伊里中学校司書部会　第１回研修会 6月17日（木） 神根小学校司書部会　第２回研修会 9月24日（金） 日生東小学校司書部会　第３回研修会 11月29日（月） 西鶴山小学校司書部会　第４回研修会 12月16日（木） 片上小学校司書部会　第５回研修会 2月14日（月） 伊里小学校

実施事業名 実施期日 実施会場

○ストーリーテリングの実演（筒井悦子先生）　○質疑応答、意見交換○総合と関連した授業について　　　○おすすめの本の紹介○学校図書館のデータベース化について　　○情報交換○国語と関連した授業について　　○おすすめの本の紹介　　○情報交換（反省と課題）○第２回研修会での、ノートルダム清心女子大学教授の脇明子先生のご講話は、勉強になった。最初におっしゃった「速読・多読はむしろ有害」というのにドキリとしながらも、よりよい読書指導のポイントを教えていただいたりおすすめの本をご紹介いただいたりして、有益な研修会となった。　先生がおっしゃっていた『読書自体が大切なのではなく、「生きる力」が身につくことが大切である』ということをいつも考えながら、「生きる力を育ててくれる本」を子どもたちが読めるように、指導・支援をしていきたい。また、読み聞かせについても、絵本だけでなく、しっかりした本の朗読なども取り入れたい。○読書感想文審査については、次のような反省があがり、感想文の事前指導がもっともっと必要であることを確認した。　低学年の自由図書の作品には、子どもらしい素直な表現が多く、自分のこととして、よく考えることができていた。しかし、中・高学年では、あらすじを追っただけの作品や誤字の多い作品も目立った。また、主題をとらえ、自分なりの言葉で書いている作品が少ないのが残念だった。中学校についても、体験と結びついて、本人の成長が伺える作品は、読み応えのあるものに仕上がっていたが、あらすじに終始しているものも多く、深まりに欠ける作品が多かった。また、中学生にふさわしいレベルの本を選ぶ力を身につけさせる必要がある。○司書部会についても、幅広い知識や技能がつくように研修を重ねることができた。来年度から学校図書館のデータベース化を順次進めていく計画があり、導入されることが正式決定したら、それに関しての研修をしていかなければならない。瀬戸内支部瀬戸内支部瀬戸内支部瀬戸内支部　　　　小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校　　    　　    　　    　　    内　　　　　　容

内　　　　　　容○平成２２年度の組織作りと事業計画作成○各校の指導計画や備前市子ども読書活動推進計画についての情報交換○講話「小中学校における読書教育のあり方　～生きる力につながる読書～」　 講師　ノートルダム清心女子大学　児童学科教授　脇　明子先生○質疑応答・各校の実情報告について○各校の読書指導情報交換○読書感想文の審査　　　○内容や事前指導についての反省○昨年度の活動報告書について　　○朝の読書に関する取組について○おすすめの本の紹介　　○情報交換○読書ボランティアの活動について　　○おすすめの本の紹介　　○情報交換

備前支部備前支部備前支部備前支部　　　　小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校

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12日（水） 牛窓町公民館第２回瀬戸内市図書館司書研修会 7月7日（水） 今城小学校第３回瀬戸内市図書館司書研修会 7月23日（金） 長船町公民館第４回瀬戸内市図書館司書研修会 7月30日（金） 長船町公民館読書感想文コンクール審査会及び研修会 9月16日（木） 邑久中央公民館第５回瀬戸内市図書館司書研修会 10月26日（火） 牛窓東小学校第６回瀬戸内市図書館司書研修会 12月28日（火） 邑久小学校 実技研修、著作権許諾申請の状況と作成分担の係決め第７回瀬戸内市図書館司書研修会 3月11日（金） 美和小学校 実技研修、来年度のおはなし会の日時・会場決定、今年度の反省
実施事業名 実施期日 実施会場司書部会 5月6日 加茂川中学校司書部会 8月9日 かよう総合会館図書館部会 8月9日 かよう総合会館司書部会 9月1日 かよう総合会館司書部会 10月26日 吉川小学校司書部会 1月8日 県総合教育センター 視聴覚教材作製（ロールシアター・パネルシアター）吉備中央ベスト１００検討吉備中央ベスト１００検討（反省と課題）図書館部会研修で笠岡の学校司書より実践例を紹介していただき、有効であった。また、外部の整理技術講習会を受講した司書からの伝達講習を開き、修理方法を実習でき有効であった。視聴覚教材として３作品のロールシアターを制作し、有効に活用できた。引き続き新たな作品の制作に取り組んでいきたい。

（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合同の成果と課題を明らかにすることができた。・市内図書館司書が集まり、実技を含めた司書の資質を高めるための研修を行うことができた。来年度も、推薦図書紹介や実技研修を続けるとともに、推薦図書リストの作成にも取り組んでいきたい。加賀支部加賀支部加賀支部加賀支部　　　　小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校 　内　　　　　　容計画立案修理・製本講習図書館部会研修受講

年間計画、実技研修、「おはなしフェスタ2010夏」作成状況報告「おはなしフェスタ2010夏」作品の実演と手直し「おはなしフェスタ2010夏」のリハーサル「おはなしフェスタ2010夏」の実施・反省読書感想文の審査、読書感想文の指導について実技研修、来年度のおはなし会で使用する作品の検討
内　　　　　　容



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3日 総社北小学校常盤小学校学校司書部会 12日1日 昭和小学校学校司書部会 2月16日 常盤小学校
実施事業名 実施期日 実施会場高梁市学校教育研修所学校図書館部会 6月22日 成羽小学校高梁市学校教育研修所学校図書館部会 7月9日 高梁中学校高梁市学校教育研修所学校図書館部会 11月25日 落合小学校高梁市学校教育研修所学校図書館部会 2月18日 高梁市勤労青少年ホーム実施事業名 実施期日 実施会場備前地区備前地区備前地区備前地区　　　　高等学校高等学校高等学校高等学校 内　　　　　　容平成21年度決算報告および平成22年度予算案、平成21年度活動報告および平成22年度活動予定、平成22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今年度の研修

高梁支部高梁支部高梁支部高梁支部　　　　小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校 内　　　　　　容研修計画の立案読書の時間についての研修ブックトークの研修図書館教育部会との合同研修会　　講話

内　　　　　　容・お話会の準備と練習・司書部会研修（案）内容検討・情報交換・お話会の実演と反省・出張報告・情報交換・出張報告・システム研修・情報交換・今年度のまとめと反省・来年度の研修計画・小・中学校図書館の相互利用の規約検討（反省と課題）○システムの稼働に伴い、各校のシステム操作に関する情報交換を行うことで、共通理解でき各校の足並みをそろえることができた。　今後もシステム操作に関する研修を重ねてきたい。○市内の図書資料の相互利用に関する規約検討を行い、平成２３年度から適用。○例年実施しているお話し会も回数を重ねることで、内容も充実したものとなってきた。継続して実施していきたい。

総社支部総社支部総社支部総社支部　　　　小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校

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。
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。

第１回司書部会研修会 4月23日（金） 倉敷中央高校第２回司書部会研修会 6月17日（木） 玉野光南高校第３回司書部会研修会 8月27日（金） 午前：県立図書館午後：岡山朝日高校第４回司書部会研修会 12月10日（金） 岡山県立図書館第５回司書部会研修会 3月4日（金） 岡山城東高校 グループ研修（まとめ）、研修について（今年度の反省および次年度に向けて）、レイアウト変更報告、おすすめ本の紹介、ワークショップ「オリエンテーション＆展示を考えてみよう～自由な発想から新企画を作る～」、理事会報告（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。グループ研修は同一のテーマを3年間継続して行ったことで内容をより充実させることができた。今後は研修してきたことをそれぞれが積極的に実践していくことが重要である。継続性のある研修を行う一方で、日々の業務に反映できる実践的な研修も意識して取り入れた。また、昨年度に引き続き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あったが、日程の関係もあり昨年度に比べ先生方の参加が非常に少なかった。今後もそれぞれの研修が充実したものとなるよう、日程や研修内容について検討していく必要がある。

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今年度の研修計画を検討）＊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22年度岡山県学校司書研究協議会（岡山大会）リハーサル、グループ研修「授業との連携について」、フリートーク、理事会報告、おすすめ本の紹介など。＊午前は岡山県立図書館にて先生方と合同研修（内容：フリートーク「学校図書館と授業との連携を目指して」、県立図書館で資料を見ながら調べ学習に使える資料の選定など。）【午後】朝日高校で司書部会研修会。グループ研修「授業との連携について」、おすすめ本の紹介、読書ボード作成（完成した作品は9月18日（土）～10月15日(金）の間、県立図書館ティーンズコーナーに展示）、理事会報告（岡山大会の反省・意見など）グループ研修「授業との連携について」、おすすめ本の紹介、理事会報告美作支部と合同でエコバッグ講習会＊午後からは備中･美作両支部と合同研修（内容：講演「岡山の星めぐり」　講師/倉敷科学センター　三島和久先生、「科学」に関するレファレンス研修）
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。



実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会 4月23日（金） 倉敷中央高校第２回司書部会 7月14日（水） 鴨方高校第３回司書部会 9月22日（水） 県立図書館第４回司書部会 12月10日（金） 県立図書館第５回司書部会 3月4日（金） 倉敷商業高校
実施事業名 実施期日 実施会場 午前（美作支部）

・グループ研修（授業との連携）・グループ別研修（日常業務）・支援用図書選定（医療・社会科学・サイエンス）・わたしのすすめるこの一冊（フリーテーマ・文化祭＆体育祭のお役立ち本・目で見て楽しむ！ビジュアル本）・「授業との連携について　授業×図書館 ＝ ∞」プレ発表・講演「岡山の星めぐり」三島和久氏（倉敷科学センター主任学芸員）・レファレンス研修初級編　～いろんな資料にあたってみよう～（合同研修）・わたしのすすめるこの一冊（フリーテーマ・恋愛本・理系の本）・今年度の反省と来年度の研修計画・オリエンテーションについて・わたしのすすめるこの一冊（フリーテーマ・経済の本・新入生に　　オススメ＆オリエンテーションに使える本）（反省と課題）初任者グループと経験者グループに分かれ、研修を行った。初任者グループには経験者数名がサポートし、学校図書館の基本業務の確認と資料展示の実習、困っていることへの対応方法を話し合うことができた。経験者グループでは、授業との連携について、各校の実践を報告しあうとともに、教員へどのようにアプローチしていけるかなどを検討した。まとめを2月の高教研学校図書館部会で、「授業との連携について授業×図書館 ＝ ∞」と題して、発表した。今後この研修を深めるためには授業者と共同で進めていく必要がある。経験によりグループを分けるやり方については、長短あった。ここ数年1年に1校ずつ会場校の館内整備を行ってきている。図書館が多少なりともリニューアルできて好評である。また作業を通してチームワークが生まれるとともに、資料やレイアウト等について情報交換ができている。今年度は、支援用図書の選定をはじめとするネットワーク研究会に関する作業や検討事項などに時間がかかり、支部の研修にあまり時間が割けなかった。美作支部美作支部美作支部美作支部　　　　高等学校高等学校高等学校高等学校 内　　　　　　容

備中地区備中地区備中地区備中地区　　　　高等学校高等学校高等学校高等学校 内　　　　　　　容・グループ別研修についての協議・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・部活応援本！・ココロをケアする本（5月病・人間関係・癒し etc...））・図書館の環境整備実習・グループ別研修（授業との連携）・グループ研修（テーマ展示実習「夏休みをどう過ごす？」をテーマとして）・わたしのすすめるこの一冊（フリーテーマ・オリエンテーションで使えた本・好評だった本・読書感想文におすすめの本）・高教研学校図書館研究協議会の発表についての協議

第１回司書部会研修会 ４月23日(金） 倉敷中央高校第２回司書部会研修会 ７月９日（金） 美作高校第３回司書部会研修会 9月27日（火） 津山工業高校第４回司書部会研修会 １２月１０日（金） 岡山県立図書館多目的ホール
第５回司書部会研修会 ２月２２日（火） 津山高校

午前（美作支部）・２１年度活動報告および２２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(コンセプトシート）・グループ別情報交換・研修（図書館グッズ作り～ワイヤー・段ボールでブックスタンドを作ろ！）・おすすめ本紹介（０．１．２類）・「学祭に使える本」・研修（POP作り）・おすすめ本紹介（３．４類）・「冬に向けての本」午前（美作支部）・おすすめ本の紹介（５．６類）・「卒業生に向けての本」・備前支部との班別合同研修「新聞エコバック作り」午後（備前・備中・美作支部合同司書部会）・レファレンス研修　　「いろんな資料にあたってみよう。」・講演　　「岡山の星めぐり」　　　倉敷科学センター主任学芸員　三島和久氏・今年度の各校の取り組み紹介・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・9類）・フリーテーマ（反省と課題）　今年度も高校全支部合同での研修機会を持つことができ、他支部との情報交換や充実した内容の研修を行うことが出来た。今年度は「ものづくり」をテーマに研修を行った。図書館の展示やイベントに役立つグッズをつくり、各校の魅力的な図書館づくりに役立てることができた。形に残る研修をすることで、研修成果を目に見て感じることができた。また、他校の司書の「ものづくり」のアイデアや技術を参考にすることができ、大変よい刺激となった。課題は、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を行うことが困難なことである。このままでは３支部間で司書のスキル格差が拡大していくのではないか、という不安がある。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は、美作支部だけの問題ではないのかもしれない。今後も合同研修などを通して美作支部の研修のありかたを考えてきたい。


