
◆地区活動報告　2012

実施事業名 実施期日 実施会場

総会・全体研修会 4月21日 岡山県生涯学習センター

５月全体研修会 5月12日 中央公民館

グループ研修会① 6月7日

A：津高公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：芳田公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：高島公民館

グループ研修会② 7月5日

A：津高公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：芳田公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：高島公民館

８月全体研修会 8月9日 岡山県生涯学習センター

グループ研修会③ 8月11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

グループ研修会④ 9月8日

A：津高公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：芳田公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：高島公民館

グループ研修会⑤ 10月4日

A：津高公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：芳田公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：高島公民館

１２月全体研修会 12月8日 岡山県生涯学習センター

グループ研修会⑥ 1月10日

A：津高公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：芳田公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：高島公民館

グループ研修会⑦ 2月7日

A：津高公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：芳田公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：高島公民館

臨時総会ならびに　　３月
全体研修会

3月6日 中央公民館

実施事業名 実施期日 実施会場

研究推進研修会① 6月2日 岡西公民館

研究推進研修会② 7月21日 岡西公民館

研究推進研修会③ 9月15日 岡西公民館

＊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26日 岡西公民館

副会長及び会計担当者研修
会

4月28日 岡西公民館

理事研修会② 5月24日 岡西公民館

理事研修会③ 7月14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 8月26日 岡西公民館

理事研修会⑤ 11月22日 岡西公民館

理事研修会⑥ 12月20日 岡西公民館

理事研修会⑦ 2月23日 岡西公民館

理事研修会⑧ 3月15日 岡西公民館 ４月総会打ち合わせ研修会

9月･10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

事務処理の確認　研修会等副会長業務引継ぎ事項の研修

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

改訂「スタッフ・マニュアル」を読みながらグループごとにテーマ別研修

改訂「スタッフ・マニュアル」を読みながらグループごとにテーマ別研修

グループ研修報告　県外出張報告　来年度研修計画　来年度全体研修計画　初任者および10年以上経験者研修
報告・計画　司書部会研修体制・会計について

改訂「スタッフ・マニュアル」を読みながらグループごとにテーマ別研修

改訂「スタッフ・マニュアル」を読みながらグループごとにテーマ別研修

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

今年度の研修の進め方について　６・７月グループ研修の計画について　年間計画について

グループ研修の進め方について　８月・９月のグループ研修について

グループ研修の進め方について　２学期のグループ研修について

　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

01_岡山支部　小・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・研修計画の確認　全体研修会後　グループ別研修会

改訂「スタッフ・マニュアル」を読みながらグループごとにテーマ別研修

改訂「スタッフ・マニュアル」を読みながらグループごとにテーマ別研修

グループ研修報告　「事務処理ファイル」に関わる研修　市教委講和「学校図書館の役割－学習活動
を支える取組」　講演「図書の時間に行っている資料紹介と授業との関わり」

改訂「スタッフ・マニュアル」を読みながらグループごとにテーマ別研修　中学校区の話し合い

＊研究推進研修会



＊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19日 岡西公民館

プロジェクト研修会② 6月14日 岡西公民館

プロジェクト研修会③ 7月12日 岡西公民館

プロジェクト臨時役員会及
び打合せ研修会

7月22日 岡西公民館

プロジェクト研修会事前打
合せ研修会

7月29日 福田公民館

プロジェクト研修会④ 8月5日 西大寺公民館

プロジェクト研修会⑤ 8月23日 岡西公民館

プロジェクト研修会事前打
合せ研修会

9月13日 岡西公民館

プロジェクト研修会⑥ 9月27日 岡西公民館

プロジェクト研修会事前打
合せ研修会

10月18日 岡西公民館

プロジェクト研修会⑦ 10月27日 岡西公民館

プロジェクト研修会事前打
合せ研修会

11月15日 岡西公民館

プロジェクト研修会⑧ 11月17日 岡西公民館

プロジェクト研修会事前打
合せ研修会

12月26日 岡西公民館

プロジェクト研修会事前打
合せ研修会

1月17日 岡西公民館

プロジェクト研修会事前打
合せ研修会

3月8日 岡西公民館

＊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 西大寺公民館

初任者研修会② 4月19日 西大寺公民館

事前打合研修会③ 6月21日 岡西公民館

初任者及び１０年経験者研
修（８月全体研修会と兼ね
る）

8月9日 中央公民館

初任者研修会③ 8月18日 岡山市教育研究研修センター

事前打合研修会④ 2月16日 岡山市教育研究研修センター

＊反省と課題

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26日 赤磐市立桜が丘中学校

赤磐市学校図書館司書研修
会

7月29日 岡山市立操明小学校

赤磐市図書館司書連絡会 7月29日

赤磐市学校図書館司書研修
会

11月22日 赤磐市立中央図書館

赤磐市図書館司書連絡会 3月27日 赤磐市中央図書館

赤磐市学校図書館司書連絡
会

3月27日 赤磐市立中央図書館

(赤磐市) (３月26日) (赤磐市公民館)

山陽地域図書館司書連絡会 12月20日 赤磐市立中央図書館

赤坂地域図書館司書連絡会 12月27日 赤磐市立赤坂公民館

熊山地域図書館司書連絡会 12月15日 熊山図書館

熊山地域図書館司書連絡会 3月21日 熊山図書館

吉井地域図書館司書連絡会 3月23日 吉井プラザ

市教委講話「学校図書館の役割　－学習活動を支える取組」講義「図書の時間に行っている資料紹介
と授業との関わり」

学校図書館と学校司書の役割について，図書委員会について

講義内容の検討　当日までの準備及び確認

○2010年度まで３年間の継続研修として『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）の改訂作業を
行ってきた。２０１０年度はプロジェクトチームを立ち上げ全体構成など再検討を行い，学校図書館の基本理念にあたる第一章の成文作業を行った。
○2011年度は，昨年度までに各グループで書き上げた手引きのグループ 終案を元に，主に２章「学校図書館におけるサービス活動」の中からグループごとに
テーマを選び，各校での実践を交流し検証しながら研修を進めて行った。グループによるテーマ別研修をスムーズに進めていくために，研究推進による研修会を
行った。また，プロジェクトチームによる成文化の作業も平行して続けられた。２月には外部有識者も含めた資料検討会が実施され『学校図書館運営の手引き　改
訂三版』の改訂作業は大詰めを迎えている。
○事務処理の変更により，学校内部の作業手順などもここ数年で大きく変わってきた。それにともない，学校図書館の事務処理に関する資料も更新が必要となっ
た。そこで，従来の『事務処理ファイル』を関係各所と調整しながら改訂作業を行い，３月の全体研修会では，全校に配布をした。
○2012年度は，引き続き各グループでテーマ別の研修をすすめながら，完成した『学校図書館運営の手引き　改訂三版』についての全体研修会を持ち，深めてい
く予定である。

　内　　　　　　容

進級処理の実際，「探調ＴＯＯＬ」の基本操作

市教委講話，事務処理について

講義内容の検討　当日までの準備及び確認

「スタッフ・マニュアル」　改訂第三版について　第１回資料検討会（Ⅰ章）について　資料検討会
への提案（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ章）について　今後の計画について

「スタッフ・マニュアル」　改訂第三版について　第3回資料検討会（Ⅲ・Ⅳ章）について　資料検討
会への再提案項目について

「スタッフ・マニュアル」　改訂第三版について　今後の計画と資料検討会への提案について

「事務・実務ハンドブック」について

「スタッフ・マニュアル」　改訂第三版について　資料検討会への提案について　今後の計画につい
て

「事務・実務ハンドブック」について

「スタッフ・マニュアル」Ⅱ章・Ⅲ章・Ⅳ章の検討　「事務処理ファイル」の検討事務処理ファイ
ル」の検討

「スタッフ・マニュアル」　改訂第三版について　「事務処理ファイル」について

「事務・実務ハンドブック」の作成に関わる研修

「スタッフ・マニュアル」　改訂第三版について　資料検討会への提案（Ⅰ・Ⅱ章）について　今後
の計画について

「スタッフ・マニュアル」Ⅱ章・Ⅲ章・Ⅳ章の検討　「事務処理ファイル」の検討

「スタッフ・マニュアル」　Ⅲ章　事務・実務編の検討　「事務処理ファイル」の検討

「スタッフ・マニュアル」Ⅱ章・Ⅲ章・Ⅳ章の検討

「スタッフ・マニュアル」Ⅱ章・Ⅲ章・Ⅳ章の検討

　内　　　　　　容

研修計画　役割分担（研修会運営・改訂作業）

「スタッフ・マニュアル」Ⅰ章・Ⅱ章・Ⅲ章・Ⅳ章の検討　「事務処理ファイル」の検討

02_赤磐支部　小・中学校

　　　　　　　　　　　　内　　　　　　容

学校図書館訪問。

赤磐市立図書館と学校図書館との連絡会。団体視聴用DVDの希望資料ついて。

①おすすめ本の情報交換　②明日からつかえるアイデア　　　③市立図書館との連携～学校団体貸出
について

本年度の活動計画。小学校低学年用ブックリスト第２弾作成。職員図書の扱いについて。H22各校活
動報告。

赤磐市立図書館と学校図書館との連絡会。来年度の団体貸出・団体登録について。

H23各校活動報告。

(H24年度新採用者対象の研修。学校司書の服務・業務の説明。)

（反省と課題）

・H23より市立図書館の団体サービスが充実。(セット貸出、団体専用資料、団体用視聴覚資料)多くの要望を受け入れてもらった。

・司書研修(市教委主催)が２回。研修内容に加え、司書が顔を合わせる機会が増えるのは情報交換等大変心強かった。

＜山陽ブロック＞

市立図書館と地域学校との連絡会。今年度始まった調べ学習用資料のセット貸出の利用状況ついて。
各校の利用状況報告等情報交換。

＜赤坂ブロック＞

同上

＜熊山ブロック＞

同上(１、２学期分)

同上(３学期分)

＜吉井ブロック＞

同上



実施事業名 実施期日 実施会場

情報（図書館）部会 5月2日 和気小学校

情報（図書館）部研修会並
びに読書感想文審査会

9月29日 和気地区公民館

実施事業名 実施期日 実施会場

学校図書館部会
　第１回　研修会

５月６日（金） 伊里中学校

学校図書館部会
　第２回　研修会

８月２５日（木） 矢掛文化センター他

学校図書館部会
　第４回　研修会

２月１日（水） 伊里中学校

司書部会　第１回　研修会 ６月２４日（金） 日生東小学校

司書部会　第２回　研修会 ９月２５日（金） 神根小学校

司書部会　第３回　研修会 １０月２０日（木） 吉永小学校

司書部会　第４回　研修会 １１月１５日（火） 伊里小学校

司書部会　第５回　研修会 １２月２５日（月） 備前中学校

公共図書館司書・学校司書
合同研修会

１１月３０日(水） 片上小学校

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１0日（火） 牛窓東小学校

第２回瀬戸内市図書館司書
研修会

７月８日（金） 邑久中学校

第３回瀬戸内市図書館司書
研修会

７月２９日（金） 牛窓町公民館

学校図書館問題研究大会
（学図研）２０１１
第２７回全国大会（兵庫大
会）

８月２日（火）
都ホテルニューアルカ
イック
尼崎市中小企業センター

第４回瀬戸内市図書館司書
研修会

８月４日（木） 牛窓町公民館

第４９回岡山県学校図書館
研究大会（矢掛大会）

８月２５日（木）
やかげ文化センター
矢掛町農村環境センター

第５回瀬戸内市図書館司書
研修会

１０月７日（金） 長船中学校

学校図書館関連研修会
「学校図書館と子どもたち
の学び」

１月６日（金） 瀬戸内市立中央公民館

第６回瀬戸内市図書館司書
研修会 １２月２７日（火）

裳掛小学校
邑久中学校

第７回瀬戸内市図書館司書研２月２３日（金） 牛窓町公民館

○実技研修「くじらぐも」牛窓西・牛窓東小学校　田淵司書
○授業での利用状況　○今年度の反省　○推薦図書１００選リストについて
○おすすめの本の紹介　○事務共通マニュアルの作成
○来年度事務局決定　○分科会（推薦図書１００選リスト）

（反省と課題）
・来年度は、おはなしフェスタを司書会全体で取り組むのではなく、分担制にして実施する。
・小学校、中学校、公共の分科会を充実させていきたい。
・今年度、中学校部会は推薦図書リストを作成することができた。小学校部会は来年度も引き続き、リスト作成に取り組んでいきたい。

大会への参加

○図書館管理運営デモンストレーション（（株）OEC)
○図書館ワールドキャンプの案内（嶋田参事より）
○司書研修会の持ち方について（推薦図書１００選リストについて等）
○業務日誌について
○「おはなし会」の持ち方について

研修会への参加

○実技研修「としょかん未来ミーティング報告」市立図書館　横山司書
○３分間スピーチ「本の探し方」裳掛・玉津小学校　藤原司書
○おすすめの本の紹介　○取り組み報告（「学校図書館紹介展」のパネルを使って）
○推薦図書１００選リストについて　○H23年度収支決算報告
○瀬戸内市立美術館恐竜展ブックトーク報告　田淵司書、梶藤司書
○分科会（学校＝推薦図書１００選リスト、事務共通マニュアル）

○学校ふれあい読書、子ども読書活動推進委員会について（市教委より）
○学図研大会への参加について（嶋田参事より）
○３分間スピーチ「本のルート便について」市立図書館　木山司書
○推薦図書１００選リストについて
○「おはなしフェスタ～２０１１夏～」の実演と手直し
○各町学校巡りについて

○Tooli,Tooli-sデモンストレーション（（株）図書館流通センター）
○「おはなしフェスタ～２０１１夏～」のリハーサル、担当確認
○司書研修会備品・作品の在庫確認

大会への参加

○「おはなしフェスタ～２０１１夏～」の実施と反省
○３分間スピーチ「業務内容について」邑久小学校　大森司書
○分科会（学校＝推薦図書１００選リスト、公民館＝蔵書計画等）

（反省と課題）
○　県学校図書館研究大会に参加し、自校の読書指導や図書館運営に活かせる県下各校の様々な取り組みを多く知ることができた。
○　今年度は、学校図書館のデータベース化・蔵書管理システムについての話し合いや研修に多くの時間を取られ、計画していた「図書資料利用案」が完成しなかった。来年度
に持ち越したい。
○　来年度は、蔵書管理システムをスムーズに活用できるよう、問題点を出し合いながら研修を重ねたい。

○蔵書管理システム（ツールアイ）研修会

05_瀬戸内　支部　　    

内　　　　　　容

（反省と課題）

04_備前支部　小・中学校

内　　　　　　容

○平成２３年度の組織作りと事業計画作成
○県学校図書館研究大会発表についてと各校の情報交換

岡山県学校図書館研究大会への参加
　○分科会　小学校４分科会，中学校３分科会
　○講演会　「図書館とは何か？」　児童文学評論家　赤木かん子先生

学校図書館蔵書管理システム研修会
  ○個人カード登録の個人情報管理について
  ○図書登録の操作方法研修

○役員･活動計画決定　　○図書資料利用について情報交換

○図書資料利用案作成　　○おすすめの本紹介・情報交換

03_和気町支部　　     小中学校

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

○図書電子化に向けての話し合い　　○おすすめの本紹介・情報交換

○図書電子化に向けての説明会（そのよさと課題）

「子どもが来たくなる図書館づくり」研修（講師　芳泉高校司書 東根 さやか氏）
「本のディスプレイ」ワークショップ　（講師　岡山県立図書館 高橋　潤子氏）

○実技研修「本をつなげてみよう」牛窓中学校　山本司書
○「おはなしフェスタ～２０１１夏～」の演目検討、作成状況確認
○Ｈ２３年度年間計画について　○推薦図書１００選リストについて
○分科会（学校＝推薦図書１００選リスト、公民館＝移動図書館準備等）



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２６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２７日（金） 日の出ふれあい会館

学校図書館事務打合せ会
（６月例会）

６月１３日(月） すこやかセンター

学校図書館事務打合せ会
（７月例会）

７月１５日(金) 日の出ふれあい会館

学校図書館事務打合せ会
（８月例会）

８月３日(水) 第二日比小学校

学校図書館事務打合せ会
（９月例会）

９月９日(金) 大崎小学校

学校図書館事務打合せ会
（１０月例会）

１０月１９日(水) 山田中学校

学校図書館事務打合せ会
（１１月例会）

１１月３０日(水) 玉小学校

学校図書館事務打合せ会
（１２月例会）

１２月１９日(月) 宇野中学校

学校図書館事務打合せ会
（１月例会）

１月２４日(火) 宇野小学校

学校図書館事務打合せ会
（２月例会）

２月１７日(金) 日の出ふれあい会館

学校図書館事務打合せ会
（３月例会）

３月８日(木) すこやかセンター

学校図書館事務打合せ会
（新任研修）

５月１９日(木) 宇野中学校

学校図書館事務打合せ会
（見学・新任研修）

８月９日(火) 岡山県立図書館

平成２３年度岡山県学校司
書研修会（岡山大会）

７月２６日(火) 西大寺緑花公園百花プラザ

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 5月18日 町内小中学校

司書部会 6月28日 町内小中学校

司書部会 7月21日 町内小中学校

司書部会 8月1日 かもがわ図書館

図書館部会 8月2日 町内小中学校

司書部会 8月31日 町内小中学校

司書部会 10月28日 町内小中学校

司書部会 11月15日 町内小中学校

司書部会 12月22日 かよう総合会館

司書部会 1月10日 町内小中学校

司書部会 2月8日 町内小中学校

・図書館システム説明会
・部会研修
・「おすすめの本」の紹介

07_加賀支部小中学校

　内　　　　　　容

・平成２３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

・大会参加，発表

・研究集録・利用統計の役割分担の確認
・部会研修
・「おすすめの本」の紹介

・「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

・学校図書館電算化について
・部会研修
・発表準備
・「おすすめの本」の紹介

（反省と課題）
　平成２３年度の４～８月は、県学校司書研修会（岡山大会）で発表した研修テーマ『図書館の環境整備について～「館内サイン」と「コーナー作り」～』の実践報告発表に向
けての研修や反省を行った。９月からは事務連絡その他の研修が多く入り充実した部会研修は望めなかったが、「館内サイン」と「日常業務についての研修」の２部会に分かれ
研修を行った。

・夏季休業中の開館日について
・発表資料の製本
・「おすすめの本」の紹介
・部会研修

・県学校司書研修会（岡山大会）の反省
・後期研修内容の検討
・「おすすめの本」の紹介

・午前・・・県立図書館見学
・午後・・・資料研究・新任研修

・夏季休業中の開館
・貸出の様子
・後期研修立案
・「おすすめの本」の紹介

・「おすすめの本」の紹介
・図書館の移転作業の手伝い
・新図書館見学

・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
・コラボノートの研修
・部会研修

06_玉野　支部　　   小・中  学校

内　　　　　　容

・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（５月～３月）
・各部会の研修

計画立案

夏休み向け紹介図書の選定と原稿作成

夏休み向け図書紹介冊子清書原稿確認

「ちしきの本」ベスト100の選定

修理・製本講習

学校図書館教育部会研修会

読書フェスティバル展示内容の検討

読書フェスティバル展示準備

読書フェスティバル司書コーナー打合せ

読書フェスティバル会場準備

町立図書館との連携相談と装飾アイデア交換

パスファインダーのテンプレート研究
今年度の反省と課題

（反省と課題）
　「良い本との出会い」というねらいのもと、数年計画でベストセレクションリストの作成を継続して行ってきている。今年度は「ちしきの本ベスト１００」として、主に調べ
学習に活用される本の選定に取り組み、読書フェスティバルで展示・紹介すると共に、早速3学期から各校での読書推進に活用している。
　図書館教育部会の岡山県学校図書館研究大会（矢掛大会）のリハーサルと本番の質疑応答に参加したことで、協働の連携を図っていくより良い機会に恵まれた。いろいろな意
見交換や確認作業が出来、有意義だった。
　読書フェスティバルにおいて、初めて「辞書と遊ぼう」などの授業型のイベントコーナーを持ったが、学校での授業にもすぐに活用でき、良い準備が出来た。
　昨年度に引き続き夏季休業中の、時間に余裕のあるときに、各校の修理が必要な本を持ち寄り、共用の道具類を使って一斉に作業できたことは良かった。
　小学校国語科教科書変更に伴い、年度当初の予定にはなかったが、授業のアイデア交換やワークシート作りに時間をかけた。逆に、予定していた「中学校での図書館利用促
進」の相談に手が付けられてなかったが、中学校統合の話が出たため中学校同士で、購入する書籍がかぶらないように、選書についての相談には時間をかけた。
　来年度に向けては、今年度出来なかった「パスファインダー」の作成や、授業アイデアについてさらに練っていくことなどに取り組んでいきたい。別テーマのベスト100選書
も継続していく。



実施事業名 実施期日 実施会場

第4回司書部会 9月7日 ライフパーク倉敷

第5回司書部会 10月25日 ライフパーク倉敷

第6回司書部会 12月8日 ライフパーク倉敷

第3回部長会 3月13日 ライフパーク倉敷

倉敷市SLA総会 6月29日 ライフパーク倉敷

新人研修 6月17日 市庁舎

2月29日

3月2日

3月6日

岡山県学校司書研修会 7月26日 西大寺緑花公園

岡山県学校図書館研究大会 8月25日
やかげ文化センター
矢掛町農村環境改善セン
ター

図書館職員等研修会（第3
回）

10月7日 岡山県立図書館 ビジネス支援サービスの実務

図書館職員等研修会（第5
回）

12月21日 金光図書館 郷土資料の基礎

図書館職員等研修会（第6
回）

1月25日 岡山県立図書館 電子書籍と図書館

図書館職員等研修会（第7
回）

2月16日 岡山県立図書館

08_1_倉敷支部　小・中学校

　内　　　　　　容

第1回司書部会総会 4月27日 ライフパーク倉敷

・学校図書館情報化事業説明

・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・図書館業務効率・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）

第2回司書部会
・学校図書館情報化事業説明

･班別研修
6月16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
・学校図書館新システムデモンストレーション

･班別研修

第7回司書部会 1月25日 ライフパーク倉敷
・学校図書館情報化事業説明

・班別研修中間発表

第1回部長会 5月11日 ライフパーク倉敷

・今年度の研修計画

・倉敷大会について

・学校図書館事業化作業説明

第2回部長会 8月18日 ライフパーク倉敷

・学校図書館事業化作業説明

・平成24年度研修計画

・倉敷大会について

学校図書館司書研修会 8月4日 倉敷市庁舎

・説明「学校図書館新システムについて」

　倉敷情報センター　畑中ひとみ主任

・講演「子どもの読書生活を担う学校図書館に」

　岡山市御南小学校教頭　磯野　知恵先生

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「2000年代の本の流れと子どもの読書活動」

岡山県立図書館サービス第一課児童資料班司書　二熊　恒平先生

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「目と耳と心で楽しむ絵本の読み聞かせ」

くらしき作陽大学助教　浅野　泰昌先生

図書館システム新人研修会 5月13日 ライフパーク倉敷 9名参加

県司書研修会（19名参加）

10名参加

図書館システム運用研修会 7月6日 ライフパーク倉敷 48名参加

ライフパーク倉敷 来年度からの学校図書館システム説明

事業報告･決算報告･役員改選・今年度事業計画

･班別研修、学校図書館事業化作業説明

･班別研修、学校図書館事業化作業説明

･班別研修、学校図書館事業化作業説明

28名参加

公共図書館と学校図書館との連携・協力のあり方を考える

（反省と課題）
平成23年度は、前年度からの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・授業にかかわる学校図書館、司書の
役割・資料提供）に分かれて来年度に開催される第39回岡山県学校司書研究協議会（倉敷大会）に向けて研修を進めた。来年度は、倉敷大会の開催と大会後新たな班編成による
研修に取り組み、各校での職務に有効に活かしたい。

図書館システム基本操作研
修会

今年度のまとめ、倉敷大会について



実施事業名 実施期日 実施会場

早島町子ども読書活動推進
会議

6月16日 ゆるびの舎

学校司書研修会 7月26日 西大寺プラザ

倉敷市学校図書館研修会 8月17日 くらしき健康福祉プラザ

倉敷市学校図書館研修会 2月7日 くらしき健康福祉プラザ

早島町子ども読書活動推進
会議

2月23日 ゆるびの舎

実施事業名 実施期日 実施会場

浅口市立
小中学校・図書館連絡会

8月18日
浅口市立

鴨方図書館

実施事業名 実施期日 実施会場

総会及び第１回
司書連絡協議会

５／２（月） 中央小学校

市立図書館との
合同定例協議会

５／２５（水） 笠岡市立図書館

第２回
司書連絡協議会

６／１５（水） 大井小学校

第３回
司書連絡協議会

８／２４（水） 中央小学校

市立図書館との
合同定例協議会

９／２８（水） 笠岡市立図書館

第４回
司書連絡協議会

１０／１９（水） 金浦小学校

第５回
司書連絡協議会

１／１８（水） 大島小学校

市立図書館との
合同定例協議会

２／２２（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２7日（水） 井原小学校

第１回学校司書研修会 ５月13日（金） 井原中学校

第２回学校司書研修会 ６月2日（木） 井原中学校

第３回学校司書研修会 ７月8日（金） 井原中学校

岡山県学校司書研修会 ７月２６日（火） 西大寺緑花公園

第４回学校司書研修会 ９月29日（木） 明治・共和・川相小

第５回学校司書研修会 １０月14日（金） 井原中学校

第６回学校司書研修会 １2月1日（木） 出部小学校

第７回学校司書研修会 3月１日（木） 井原中学校

内　　　　　　容

（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３年目となった。今年度もシステム操作に関する共通理解を深めた。また，学校図書館に関わる著作権の
講演を聞くことで日常活動に役立つ知識を得ることができた。来年度も，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。

12_井原支部　小・中学校

内　　　　　　容

・学校司書年間活動計画について　　　　　　　　　　　　　　・読み聞かせボランティア講座報告
・学校図書館活動反省

・「著作権」について　講師　森川孝一先生（出部小学校）

・研修会参加

・平成２３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資料管理業務について

「充実した資料提供をするために」
・おすすめの本、図書の時間活動レポート
・資料提供レポート

・市立図書館との協議・報告・情報交換

 ・笠岡市教育研修所総会　・年間研修計画について

「充実した資料提供をするために」
・おすすめの本、図書の時間活動レポート
・実演物制作　・資料提供レポート

「充実した資料提供をするために」
・おすすめの本、図書の時間活動レポート
・実演物完成

・市立図書館との協議・報告・情報交換

（反省と課題）
特にない

10_笠岡支部　小・中　学校

・市立図書館との協議・報告・情報交換

「充実した資料提供をするために」
・おすすめの本、図書の時間活動レポート
・実演物制作の準備

休校施設の学校図書視察

・学校図書管理システム資料管理業務について　　　　　　　・おすすめの本紹介

内　　　　　　容

早島町における読書活動

図書館の環境整備を考える

講演会

講演会

早島町における読書活動

（反省と課題）
都窪郡ということで、小学校・中学校１校のみのため、なかなか研修をすることが困難ですが、もう少し小中連携を密にしていきたいと思います。

・岡山県学校図書館研究大会分科会報告　　　　　　　　　　　・保管換え図書登録について

（反省と課題）
　教科書改訂に伴い、「楽しく、役立つ学校図書館を創るー充実した資料提供をするためにー」という研究主題のもと研修を行った。以前から行っている「おすすめの本」と
「図書の時間活動レポート」を今年度も行ったが、年々充実してきている。今年度はそれに加えて，資料提供「単元やテーマ」の報告をおこなった。引き続き、報告できるよう
に資料提供の充実を図っていきたい。

09_浅口支部　小・中学校

内　　　　　　容

各図書館概要・児童生徒の読書状況
図書館からの要望・学校からの要望
取り組み等情報交換

08_2_早島支部　小・中学校



実施事業名 実施期日 実施会場

学校司書部会 7月28日 総社東中学校

学校司書部会 8月2日 総社小学校　阿曽小学校

学校司書部会 12月9日 中央小学校

学校司書部会 2月17日 総社東小学校

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 7月15日 成羽中学校

高梁市学校教育研修所学校
図書館部会 11月22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7日 高梁市勤労青少年ホーム

高梁市学校教育研修所学校
図書館部会 3月7日 川面小学校

16_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 5月17日 津山市立図書館

第３回定例会 6月3日
アルネ津山　地域交流セ

ンター

岡山県学校司書研修会（岡
山大会）

7月26日
西大寺緑花公園体験学習

施設　百花プラザ

第４回定例会 8月9日 林田小学校　　図書館

図書選定会 8月9日 津山ブックセンター

第５回定例会 10月13日 津山市立図書館

第６回定例会 12月6日 東小学校図書館

図書選定会 1月24日 津山ブックセンター

第７回定例会 1月26日 西苫田公民館

第８回定例会 2月16日 西苫田公民館

第９回定例会 3月16日 西苫田公民館

市立図書館司書　合同会議 4月28日 作東会議室

学校司書　定例会議 5月24日 土居小学校

学校司書　定例会議 6月22日 作東会議室

学校司書　定例会議 8月9日 作東会議室

学校司書　定例会議 9月28日 作東会議室

学校司書　定例会議 10月26日 作東会議室

学校司書　定例会議 11月28日 作東会議室

学校司書　定例会議 2月28日 作東会議室

学校司書　定例会議 3月29日 作東会議室

不明 不明 津山教育事務所

（反省と課題）
・本の登録を市内全体でExcelでの登録に変更したこともあり、全体的に事務的な研修が多かった。
・次年度は他の地域の学校・図書館への視察や研修会への参加を計画したい。
・市内小中合同でのイベントが行えるように考えていきたい。

図書室の充実について

・お話会の実演と反省　　　　　　　　　・マニュアル検討
・情報交換

・読書週間の取り組みの報告　　　　　　・市内相互貸借についての反省
・マニュアル検討　　　　　　　　　　　・情報交換

・今年度の反省と来年度の研修計画　　　・寄贈図書について
・マニュアル検討　　　　　　　　　　　・情報交換

司書と司書教諭の連携について　

調べ学習資料の見学と研修

21_美作西粟倉　支部　　小・中学校

市立図書館との連携と学校図書館の充実について

・お話会の準備と練習　　　　　　　　　・司書部会研修（案）内容検討
・マニュアル検討　　　　　　　　　　　・情報交換

内　　　　　　容

市立図書館との連携と学校図書館の充実について

市立図書館との連携と学校図書館の充実について

市立図書館との連携と学校図書館の充実について

図書室の充実と図書業務の引き継ぎについて

読み聞かせについて

市立図書館との連携と学校図書館の充実について

市立図書館との連携と学校図書館の充実について

市立図書館との連携と学校図書館の充実について

13_総社　支部　　小・中学校

児童・生徒にすすめる本の選定

研修会参加

司書と司書教諭の連携について　　　　　　　　　　　　　　　分類の見直しについて

内容

前年度報告、今年度事業計画　等

読書の時間と館内の掲示物作りの研修

（反省と課題）
○市内の図書資料の相互利用に関する規約が，平成２３年度より適用されたが，貸借における物流が課題となっている。
○お話会は，毎年継続していくことで，より充実したものにしていきたい。
○平成２３年度より「総社市学校図書館マニュアル」の作成に取り組んでいる。今後も，引き続き検討を重ねていきたい。

研修計画の立案

図書館の環境整備についての研修

図書館教育部会との合同研修会　　講演会

小学校高学年の読書傾向について　　　　　　　　　　　　　　学校図書館調査について
次年度役員決め

来年度研修内容について　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校図書館調査について
図書便りを津山市全校に配布

（反省と課題）今年度は、昨年度から取り組んできた「司書と司書教諭の連携モデル」について各校の実態を把握し、見直したものを司書教諭にも確認してもらい、司書教諭と
学校司書がより共通理解できるようにした。また、「学校図書館図書分類基準」を見直し、小学校の分類を３次区分（３桁）化して、津山市小・中学校共用の分類基準を冊子に
まとめた。これらを実践・活用して、教科学習につなげていきたい。

司書と司書教諭の連携について　　　　　　　　　　　　　　　分類の見直し確認
図書便りを津山市全校に配布

司書と司書教諭の連携について　　　　　　　　　　　　　　　分類の見直し確認

児童・生徒にすすめる本の選定

分類のまとめ
司書と司書教諭の連携についてまとめ

14_高　梁　支部　　小・中学校

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

4/27（水） 岡山東商業高校

第２回
司書部会研修会

6/29（水） 玉野高校

第３回
司書部会研修会

10/18（火）
午前：岡山朝日高校
午後：県立図書館

第４回
司書部会研修会

12/6（火） 県生涯学習センター

第５回
司書部会研修会

3/6（火） 山陽女子高校

実施事業名 実施期日 実施会場

第１回　備中地区司書部会
4/27（水） 岡山東商業高校

第２回　備中地区司書部会
6/17（金） 金光学園高校

第３回　備中地区司書部会
10/4（火） 龍谷高校

第４回　備中地区司書部会
12/6（火） 生涯学習センター

第５回　備中地区司書部会
2/27（月） 龍谷高校

・講演「新学習指導要領と学校図書館活動」
　講師：教育庁指導課　乙倉 寛 指導主事（副参事）
・岡山工業高校　図書館見学
・研修「読書会をしてみよう！」（美作支部と合同）
・おすすめ本の紹介と情報交換（美作支部と合同）

・3支部合同研修会
　講演「新学習指導要領と学校図書課活動」　乙倉寛氏（岡山県教育庁指導課　総括副参事）
　岡山工業高校図書館見学
・グループ研修（授業との連携・図書館活用能力育成）
・資料研究（フリーテーマ・若者向けの詩歌と短歌の本・笑える本）

・研修「新年度に備えよう！」
・おすすめ本の紹介
・プチ報告会（玉野・山陽女子・邑久）
・平成23年度の研修のふりかえりと平成24年度の研修内容協議

（反省と課題）
　今年度は、「図書館の利用促進のために」というテーマのもと、日々の業務にすぐに反映できる実践的な内容の研修に取り組んだ。各回の研修を担当校が企画し、様々な研修
を行うことができた。
  また、各校の活動内容を“プチ報告”として紹介する時間を設けたことにより、報告者は自校での活動内容を改めて見直すことができ、聞く側は今後の活動内容を考えるうえで
参考になる事例を得ることができた。
　昨年度に引き続き先生方と一緒にグループ研修をする場があり、先生方の意見を直接聞くことができてよかった。
　今後も充実した活動ができるよう、日程や研修内容について検討していく必要がある。

・平成22年度備前支部司書部会活動報告・平成23年度活動予定について
・自己紹介とおすすめ本紹介
・初任者研修
・キャリア研修（備中・美作支部と合同）
　ワークショップ「他校のアイデアを学んで活かす！」

・おすすめ本の紹介
・各校10分程度で活動内容を紹介するプチ報告会（芳泉・関西・和気閑谷）
・研修「みんなで持ち寄ろう！図書館に人を呼び込むための取り組み」

【午前】
・プチ報告会（東商業・玉野商業・倉敷鷲羽）
・おすすめ本の紹介
・研修「読みたくなる図書館だよりを作るには」

【午後】
・県立図書館より、学校図書館支援用図書についての説明と見学
・備前支部研究会と合同研修
　先生方と合同でグループ研修「学校図書館支援用図書の活用法」

22_備前地区　　高等学校

内　　　　　　容

23_備中地区高等学校

内　　　　　　　容

・今年度の反省と来年度の研修計画
・資料研究（フリーテーマ・情報リテラシーの本）
・グループ研修（授業との連携・図書館活用能力育成）

（反省と課題）初任者中心の「授業との連携」班は、疑問点にひとつひとつ答えながら、授業で使える図書館環境の整備について考察並びに、龍谷高校での実践を行った。学校
間格差とサポートの必要を実感した。24年度以降も引き続き希望校で整備を続ける予定である。
｢図書館活用能力育成｣｣班では、全国ＳＬＡの指導体系表をもとに、各校での目標と計画策定、実践を進めてきた。話し合いを続けていくうちに、全教員の理解を得、体制を整え
ることが不可欠として、各校に持ち帰って挑戦している。
第2回の研修は、初めて高教研究学校図書館部会備中支部の総会・研修会と同日に行い、先生方と意見交換ができ有意義であった。時間的に余裕がなかったので、24年度は別日
程に戻ってしまったが、このような機会を今後も持っていきたい。

・グループ別研修についての協議
・3支部合同司書部会（初任者研修＆キャリア研修）
・資料研究（フリーテーマ・かっこいい大人になるための本・発達障害の生徒にオススメの本）

・資料研究（フリーテーマ・読書感想文にオススメの本（フィクション＆ノンフィクション）
・日常業務の疑問についての情報交換
・グループ研修（授業との連携・図書館活用能力育成
・備中支部総会並びに研究協議会
・高教研学校図書館研究協議会の発表についての協議

・資料研究（フリーテーマ・ライトノベル＆ケータイ小説・ライトノベルから次の一歩
・グループ別研修（授業との連会・図書館活用能力育成）
・実習（龍谷高校図書館整備）



実施事業名 実施期日 実施会場

第１回司書部会研修会 ４/27(水） 岡山東商業高校

第２回司書部会研修会 ７/５（火） 勝間田高校

第３回司書部会研修会 １０/４(火） 津山東高校

第４回司書部会研修会 １２/１６（金） 生涯学習センター

第５回司書部会研修会 ２/２１（火） 津山商業高校

午前
・講演
　　「新学習指導要領と学校図書館活動」
　　　教育庁指導課高校教育指導班主事　乙倉寛氏
・岡山工業高校図書館見学
午後
・研修（備前・美作支部合同研修会）
内容「読書会をしてみよう！」
・おすすめ本紹介（５・６類）・「時事問題の本」

・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・「新入生にオススメする本」

（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。今年度は昨年度に引き続き「ものづくり」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。また、司書の専門的な仕事を学ぶという観点でパスファイン
ダー作りやブックトークなどを研修した。司書の経験のない臨時職員には、司書の仕事がどんなものであるか、ということを知ることができた。また司書経験者には自分のスキ
ルを磨くよい研修機会になった。昨年度からの課題は、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。司書部
会研修の意義や目的をあらためて考え、学校図書館にとって司書にとって、よりよい研修のあり方を考えてきたい。

午前（美作支部）
・２２年度活動報告および２３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①新聞エコバッグ作り
・研修②パスファインダー作り
・おすすめ本紹介（０．１．２類）・「文化祭に使える本」

・研修①図書館グッズ作り「ワイヤークリップ、フォトスタンド」
・研修②ブックトーク「新入生オリエンテーション向け」
・おすすめ本紹介（３．４類）・「写真集」

24_美作支部　高等学校

内　　　　　　容


