
◆地区活動報告　2013実施事業名 実施期日 実施会場総会・全体研修会 4月17日 岡山県生涯学習センター５月全体研修会 5月15日 岡山県生涯学習センター6月全体スタッフマュアル研修① 6月14日 岡山県生涯学習センター7月全体スタッフマュアル研修② 7月10日 岡山県生涯学習センター8月全体スタッフマュアル研修③④ 8月17日 中央公民館８月全体研修会 8月21日 岡山県立図書館９月全体スタッフマュアル研修⑤ 9月11日 岡山県生涯学習センターグループ研修会② 10月11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：上道公民館１２月全体研修会 12月11日 岡山県生涯学習センターグループ研修会③ 1月10日 A：津高公民館Ｂ：岡西公民館Ｃ：福田公民館Ｄ：東山公民館Ｅ：上道公民館グループ研修会④ 2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：上道公民館　３月全体研修会 3月7日 岡山県生涯学習センター＊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 実施会場正副会長・理事研修会① 4月26日 岡西公民館正副会長及び会計担当者研修会 5月1日 岡西公民館正副会長・理事研修会② 6月5日 高島公民館正副会長・理事研修会③ 7月20日 岡西公民館正副会長研修会 8月28日 岡西公民館正副会長・理事研修会④ 9月20日 高島公民館正副会長・理事研修会⑤ 11月13日 高島公民館正副会長・理事研修会⑥ 12月18日 岡西公民館正副会長・理事研修会⑦ 2月21日 岡西公民館正副会長・理事研修会⑧ 3月14日 高島公民館＊研究推進研修会実施事業名 実施期日 実施会場研究推進研修会 5月8日 岡西公民館

01_岡山支部　小・中学校 　内　　　　　　容2011度事業報告　会計報告　2012度事業計画及び予算の決定　役員選出学校司書部会運営・事業・研修計画の承認　新規採用学校司書研修講座①②報告全体研修会後　グループ別テーマ研修会①Ⅰ章－その①　学校図書館とはについて全体研修。学校図書館とはどういうところか、学校図書館の機能・重点目標・資料収集などについて説明後、小グループに分かれて討議と意見交換。Ⅰ章－その②　学校司書・司書教諭との協働について全体研修。専任・専門の学校司書ができることはなにか、司書教諭との協働によって学校図書館はなにできるかの説明の後、小グループに分かれて討議と意見交換。Ⅱ章ー学校図書館におけるサービス活動について全体研修。学校図書館サービス活動を３つに（基本的・直接的サービス、資料要求を引き出すサービス、教育を支援するサービス）分け、それぞれが利用者の立場に立ち、潜在的資料要求引き出せるているか、どのようなサービスができるか、その前提は何かを説明の後、小グループに分かれて討議と意見交換。全体スタッフマニュアル研修報告　県外出張報告　中学校区に分かれて情報交換と話し合い　各グループ別テーマ研修講演　森田英嗣氏（大阪教育大）「知識基盤社会における学校図書館の役割ー情報リテラシー教育を組み込むためにー」Ⅲ章ー学校図書館資料とその組織化　Ⅳ章―学校図書館の施設について全体研修。学校図書館の資料とは何か、資料収集方針や基準、学校図書館施設・設備の基本的条件は何かについて説明の後、小グループに分かれて討議と意見交換。「スタッフ・マニュアル」第3版　の理論を押さえながら、グループ別テーマ別研修全体スタッフマニュアル研修報告　グループ研修報告　新規採用学校司書研修講座③④報告　県外出張報告2013年度研修計画（案）全体スタッフマニュアル研修（案）8月全体研修計画（案）初任者および10年以上経験者研修計画（案）について「スタッフ・マニュアル」第3版　の理論を押さえながら、グループ別テーマ別研修「スタッフ・マニュアル」第3版　の理論を押さえながら、グループ別テーマ別研修グループ研修報告　県外出張報告　初任者研修報告　2013年度研修計画（案）全体スタッフマニュアル研修（案）8月全体研修計画（案）初任者および10年以上経験者研修計画（案）について8月全体スタッフマニュアル研修会・8月全体研修会（講演会役割分担等含）　県外出張報告・グループ研修報告等、およびグループ研修会事前打ち合わせ研修会次年度研修計画および学校図書館管理システム等事務処理対応研修会10月グループ研修会（次年度研修計画含）事前打ち合わせ研修会12月全体研修会（次年度研修計画含）・3学期グループ研修事前打ち合わせ研修会1月･2月グループ研修会（次年度研修計画含）事前打ち合わせ研修会3月全体研修会（次年度研修計画含）事前打ち合わせ研修会４月総会ならびに全体研修会事前打ち合わせ研修会　内　　　　　　容年間計画・今年度の研修の進め方について打ち合わせ研修会
司書部会運営，事業計画，副会長･理事役割分担，初任研、全体スタッフマニュアル研修会と５月全体・グループ研修会事前打ち合わせ研修会　内　　　　　　容事務処理の確認　研修会等副会長業務引継ぎ事項の研修全体スタッフマニュアル研修会・8月全体研修会事前打ち合わせ研修会
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＊全体スタッフマニュアル研修事前検討研修会実施事業名 実施期日 実施会場全体スタッフマニュアル研修①事前検討研修会 5月24日 岡西公民館全体スタッフマニュアル研修②事前検討研修会 6月26日 岡西公民館全体スタッフマニュアル研修③事前検討研修会 7月30日 岡西公民館全体スタッフマニュアル研修④事前検討研修会 8月28日 岡西公民館実施事業名 実施期日 実施会場「学校図書館運営の手引き」改訂に係る資料検討会（第3回） 5月10日 福田公民館＊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8日 岡西公民館プロジェクト研修会② 7月23日 岡西公民館プロジェクト研修会③ 8月22日 鹿田小学校＊新規採用学校司書研修講座および１０年経験者学校司書研修講座実施事業名 実施期日 実施会場新規採用学校司書研修講座（第1日） 4月9日 岡山市教育研究研修センター新規採用学校司書研修講座（第2日）および第１回学校司書10年経験者研修講座（第1日） 4月24日 岡山市教育研究研修センター新規採用学校司書研修講座（第３日）および学校司書10年経験者研修講座（第２日）事前打ち合わせ会 6月12日 岡山市教育研究研修センター新規採用学校司書研修講座（第３日）および学校司書10年経験者研修講座（第２日） 8月20日 岡山市教育研究研修センター新規採用学校司書研修講座（第4日）事前打ち合わせ会 1月17日 岡山市教育研究研修センター新規採用および１０年経験者学校司書研修講座事前打ち合わせ会 2月12日 岡山市教育研究研修センター新規採用学校司書研修講座（第4日） 2月26日 岡山市教育研究研修センター

　内　　　　　　容全体ｽﾀｯﾌﾏﾆｭｱﾙ研修①Ⅰ章－その①　学校図書館とはの研修内容、小グループ討議の進め方についての事前打ち合わせ研修会全体ｽﾀｯﾌﾏﾆｭｱﾙ研修②Ⅰ章－その②　学校司書とはの研修内容、小グループ討議の進め方についての事前打ち合わせ研修会全体ｽﾀｯﾌﾏﾆｭｱﾙ研修③Ⅱ章－学校図書館におけるサービス活動の研修内容、小グループ討議の進め方についての事前打ち合わせ研修会全体ｽﾀｯﾌﾏﾆｭｱﾙ研修④Ⅲー学校図書館資料とその組織化・Ⅳ章―学校図書館の施設の研修内容、小グループ討議の進め方についての事前打ち合わせ研修会＊「学校図書館運営の手引き（ｽﾀｯﾌﾏﾆｭｱﾙ）」改訂に係る資料検討会 「学校図書館運営の手引き]第3版の目次・索引等の検討および学校司書部会全体スタッフマニュアル研修会③④事前打ち合わせ研修「学校図書館運営の手引き]第3版発行までの作業予定の確認・巻末資料の確認および学校司書部会全体スタッフマニュアル研修会⑤事前打ち合わせ研修　内　　　　　　容
　内　　　　　　容「学校図書館運営の手引き（ｽﾀｯﾌﾏﾆｭﾙ）」第3版　第Ⅲ・Ⅳ章の内容説明・協議、　Ⅰ・Ⅱ章の確認、外部有識者からの助言 　内　　　　　　容「学校図書館運営の手引き」第3版の資料検討会への提案検討（Ⅰ～Ⅳ章） 今後の研修計画および学校司書部会全体スタッフマニュアル研修会①②の事前打ち合わせ研修

講義⑨年度末処理について
講義①進級処理について　講義②「探調ＴＯＯＬ」について講義③公費の扱いについて　講義④事務処理について講義⑤岡山市の学校司書に求められるもの　講義⑥学校図書館と学校司書の役割について　講義⑦選書について　講義⑧資料紹介について　の内容検討　当日までの準備および確認講義⑤岡山市の学校司書に求められるもの　講義⑥学校図書館と学校司書の役割について　講義⑦選書について　講義⑧資料紹介について講義⑨年度末処理について　の内容検討と当日までの準備および確認講義①進級処理について　講義②「探調ＴＯＯＬ」の基本操作について　講義③公費の扱いについて講義④事務処理について　の内容検討と当日までの準備および確認
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実施事業名 実施期日 実施会場学校図書館管理システム「探調TOOL」に係る代表校研修会（第1回） 5月17日 岡山ふれあいセンター学校図書館管理システム「探調TOOL」に係る代表校研修会（第２回） 7月12日 岡山ふれあいセンター学校図書館管理システム「探調TOOL」書誌データに係る研修会 8月7日 鹿田小学校学校図書館管理システム「探調TOOL」書誌データに係る研修会 9月3日 岡西公民館学校図書館管理システム「探調TOOL」に係る代表校研修会（第3回） 10月23日 高島公民館学校図書館管理システム「探調TOOL」書誌データに係る研修会 11月22日 岡西公民館学校図書館管理システム「探調TOOL」書誌データに係る研修会 2月7日 岡西公民館
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（研修１） 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（研修２） 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)（新人研修） (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 同上同上＜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。＜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＞ (H24年度新採用者対象の研修。学校司書の服務・業務の説明。)

・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。・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。＜赤坂ブロック＞（反省と課題）
　内　　　　　　容本年度の活動計画。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。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

「探調TOOL」バージョンアップ版導入による書誌データ修正等について＊学校図書館管理システム「探調TOOL」に係る代表校研修会等
「探調TOOL」バージョンアップ版導入による除籍データの扱い、JAPAN／MARC書誌データ等について

○学校図書館活動の基本となる理論を全員で研修し小グループで話し合う研修方法はよかった。ただ、それを深めていく話合いの時間がもう少し必要であった。
　内　　　　　　容代表校の役割、代表校の対応について、「探調TOOL」バージョンアップ版導入について「探調TOOL」バージョンアップ版導入について　書誌データの修正について「探調TOOL」バージョンアップ版導入による書誌データ修正等について

＊2012年度の研修成果・反省と課題○『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』第３版を完成させ、3月に岡山市教育委員会から発行された。○今後も『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』第３版の理論や基本を押える共通理解を図る場を重ねて持ち、理論の上に立った図書館の実践を行っていきたい。
JAPAN／MARC書誌データのアンケートの集計についてJAPAN／MARC書誌データのアンケート集計結果の検討等について○今年度は『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』第３版を基にして、全体スタッフマニュアル研修を5回もった。全体スタッフマニュアル研修では、基本として押さえ共通理解しておくべき各章の理論を研修し、その後、小グループ（10人程度）に分かれて討議、意見交換を行った。理論を確認したうえで日頃の実践を検証したり、疑問や意見を出し合ったりすることで、各々が主体的に係わる研修をめざし、内容の確認と深化を図った。また、グループ研修では、日々の実践が理論に基づいた活動であるかなど検証しながら「授業との連携」を柱に各グループで研修を重ねた。02_赤磐支部　小・中学校
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。

3



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１日（火） 伊里中学校学校図書館部会　第２回　研修会 ８月６日（火） 吉永中学校学校図書館部会　第３回　研修会 ９月１８日（火）９月２０日（木） 日生東小学校伊里中学校学校図書館部会　第４回　研修会 ２月１８日（月） 伊里中学校司書部会　第１回　研修会 ６月１３日（水） 西鶴山小学校司書部会　第２回　研修会 １０月１７日（水） 香登小学校司書部会　第３回　研修会 １２月２５日（火） 備前中学校司書部会　第４回　研修会 ２月２７日（水） 三石小学校公共図書館司書・学校司書合同研修会 １月３１日（木） 備前市市民センター実施事業名 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３１日（木） 長船町公民館第２回瀬戸内市図書館司書研修会 ６月２６日（火） 瀬戸内市立美術館第３９回岡山県学校司書研究協議会（倉敷大会） ７月２５日（水） 船穂公民館第３回瀬戸内市図書館司書研修会 ９月１３日（木） 玉津小学校第４回瀬戸内市図書館司書研修会 １１月３０日（金） 牛窓中学校第５回瀬戸内市図書館司書研修会 １２月２８日（金） 邑久小学校第６回瀬戸内市図書館司書研修会 ２月５日（火） 長船中学校学校図書館と子どもたちの学び２０１３ ２月１７日（日） 瀬戸内市中央公民館第７回瀬戸内市図書館司書研修会 ３月５日（火） 邑久高校

本年度の計画、学校図書の情報交換

○実技研修「漢和辞典を使おう」　国府小学校　坪田司書○「おはなしフェスタ」分担決定○Ｈ２４年度年間計画について○子ども読書推進委員決定　○推薦図書百選経過報告
○「学校図書館と子どもたちの学び」での瀬戸内市図書館司書研修会実践　発表　プレ発表○内容確認　質疑応答○実践報告　瀬戸内市の学校図書館「この１年を振り返って・実践と課題」○基調講演「インフォメーションセンターとしての学校図書館」　～自分の学びを育む場～　（講師　図書館情報大学名誉教授　竹内悊　氏）○今年度の反省（全体会・分科会）○子ども読書推進委員決定○来年度の計画○事務共通事項検討○学校別分科会（百選について）

○今年度の図書館活動と司書研修会について　　○おすすめの本紹介・情報交換○来年度の司書研修会について「本の修理について」　　　（講師　岡山県立図書館　　引野　麻子氏・中畑　友季氏）
　内　　　　　　容　内　　　　　　容

○「著作物利用許可申請」について　　　　　　○公共図書館司書との合同研修会について○おすすめの本紹介・情報交換○「著作物利用許可申請」について　　　　　　○「図書館活動報告書」の形式について○おすすめの本紹介・情報交換（反省と課題）○　生徒の読書活動を活発にするたくさんの取組をしている吉永中学校の実践報告・意見交換を行った。すぐに取り入れたり改善したりできる内容が多く紹介され有意義だった。今後もこのような研修会を計画したい。○　司書部会では，来年度，このシステムを有効に活用しながら，授業支援の研修を行いたい。○講話「新学習指導要領と学校図書館」　（瀬戸内市教育委員会総務学務課　太田淳一参事）○実技研修　ブックトーク「豆」　牛窓北小学校・美和小学校　出射司書○内容別分科会年間計画　○学校別分科会　○各町別分科会○移動図書館車の学校巡回について協議会への参加○実技研修「ブックウォークについて」　今城小学校　蟻正司書○おすすめの本の紹介（テーマ　自由）○参加研修報告○実技研修　「他施設と公共図書館の共同企画」　牛窓町公民館　西岡司書○おすすめの本の紹介（テーマ　人権を考える本）○「学校図書館と子どもたちの学び」での瀬戸内市図書館司書研修会実践　発表についての提案（瀬戸内市教育委員会社会教育課　嶋田学参事）○邑久小学校図書館見学○第２回配架研究部会報告○図書移動作業○作業状況報告および意見交換

本年度の取り組みの情報交換、読書感想文の地区別審査○平成２４年度の組織作りと事業計画作成○平成２５年度県学校図書館研究大会発表校への協力について○吉永中学校の取組紹介と質疑応答○情報交換○研修　並びに　読書感想文審査会○学校図書館蔵書管理システム「探調TOOL」研修会○役員･活動計画決定　　　　　　　　　　　　○図書資料利用について情報交換
　内　　　　　　容

03_和気町支部　小・中学校04_備前支部　小・中学校
05_瀬戸内支部　小・中学校　　    

（反省と課題）○今年度は内容別分科会（配架研究・学習支援・読書支援）を立ち上げ、各部会を年３回ずつ持ち、研究を進めることができた。また、今年度から、「おはなしフェスタ」を分担制にして実施した。○小・中学校部会では、今年度も夏休みに各町でおはなし会を実施したり、推薦図書リスト作成に向けて検討したりすることができた。来年度は、図書館業務マニュアルの作成にも取り組んでいきたい。 4



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（木) 日の出ふれあい会館学校図書館事務打合せ会（５月例会）  ５月２２日（火） 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２１日(木） 日比小学校学校図書館事務打合せ会（７月例会）  ７月１２日(木) 八浜小学校学校図書館事務打合せ会（８月例会）  ８月　２日(木) 築港小学校学校図書館事務打合せ会（９月例会）  ９月　７日(金) 玉原小学校学校図書館事務打合せ会（１０月例会）  １０月２４日(水) すこやかセンター学校図書館事務打合せ会（１１月例会）  １１月３０日(金) 荘内中学校学校図書館事務打合せ会（１２月例会）  １２月１７日(月) 鉾立小学校学校図書館事務打合せ会（１月例会）  １月１７日(木) 日比中学校学校図書館事務打合せ会（２月例会）  ２月　７日(木) 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(金) 日の出ふれあい会館学校図書館事務打合せ会（新任研修）  ５月２８日(月) 荘内小学校実施事業名 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

・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

　内　　　　　　容
町立図書館との連携相談と装飾アイデア交換夏休み向け図書紹介冊子清書原稿確認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
・新任司書への図書館事務の研修（反省と課題）　平成24年度は、玉野市学校図書館電算化３カ年計画の初年度だったため、全体研修では図書館システムの検討を中心に行った。今年度導入校に対して２校ずつサポートに入るチーム体制をとり、第１段階の登録作業は完了した。しかし、システム自体への検証不足など今後の課題は山積みであり、引き続き検討を進め、徐々に全体の充実を図っていきたい。　部会研修では、教科書改訂が全面実施となったこともあり、小学校・中学校部会に分かれて、国語を中心に教科内容の検討をした。学校図書館でできる授業支援についてアイディアを出し合い、研修を行った。
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

　内　　　　　　容

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。

・学校図書館電算化について　　　　　　　　　・部会研修・「おすすめの本」の紹介・平成24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　　　　　　　　・部会研修・「おすすめの本」の紹介・学校図書館電算化について　　　　　　　　　・部会研修・「おすすめの本」の紹介

修理・製本講習
・出張報告　　　　　　　　　　　　　　　　　・「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・部会研修・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
・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・学校図書館電算化について　　　　　　　　　・部会研修・「おすすめの本」の紹介・学校図書館電算化について　　　　　　　　　・部会研修・「おすすめの本」の紹介
計画立案夏休み向け紹介図書の選定と原稿作成「ちしきの本」ベスト100の選定

06_玉野支部　小・中学校

07_加賀支部　小・中学校 ・今年度のまとめ　　　　　　　　　　　　　　・部会研修・「おすすめの本」の紹介

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」の選定ができて有効であった。また、視聴覚機材作製ができて良かった。5



実施事業名 実施期日 実施会場第1回司書部会総会 4月25日 ライフパーク倉敷第2回司書部会 5月16日 ライフパーク倉敷第3回司書部会 6月15日 船穂公民館第4回司書部会 7月3日 ライフパーク倉敷第5回司書部会 7月24日 船穂公民館第6回司書部会 10月16日 ライフパーク倉敷第7回司書部会 2月19日 ライフパーク倉敷第3回部長会 3月12日 ライフパーク倉敷倉敷市SLA総会 6月26日 ライフパーク倉敷図書館システム新人研修会 5月18日 ライフパーク倉敷新人研修 5月17日 市庁舎県図協セミナー 2月11日 ライフパーク倉敷7月26日7月27日8月2日2月6日2月7日第39回岡山県学校司書研究協議会（倉敷大会） 7月25日 船穂公民館図書館職員等研修講座（第3回） 6月15日 岡山県立図書館図書館職員等研修講座（第4回） 7月13日 岡山県立図書館 資料選択の基本と要点図書館職員等研修講座（第5回） 9月13日 岡山県立図書館 郷土資料とデジタルアーカイブ図書館職員等研修講座（第6回） 2月26日 岡山県立図書館図書館職員等研修講座（第7回） 3月14日 ロマン高原かよう

第2回部長会
図書館システム操作研修会倉敷市SLA第1回研修会 8月10日 ・説明「学校図書館新システムの運用・活用について」7月31日 　児童文学評論家　赤木　かん子先生7名参加　倉敷情報センター　畑中ひとみ主任

　内　　　　　　容
・今年度の研修計画8月22日 ライフパーク倉敷ライフパーク倉敷 ・班別研修

08_1_倉敷支部　小・中学校
・相互貸借のあり方について・役員改選について・新しい班編成後の研修について第1回部長会 5月30日 ・倉敷大会について・班別研修について今年度のまとめ・役員引き継ぎ事業報告･決算報告･役員改選・今年度事業計画
・班別研修・倉敷大会前日準備・班別研修・倉敷大会について・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）・倉敷大会について・班別研修
・講演「調べ学習のために学校図書館ができること」
・倉敷大会プレ発表・係打ち合わせ会・班別研修

倉敷市庁舎くらしき健康福祉プラザ 講演「絵本と紙芝居の読み聞かせについて」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10名参加くらしき健康福祉プラザ 講演「学校図書館での新聞の活用について」山陽新聞社　ＮＩＥ推進部　新田　真浩先生8名参加ライフパーク倉敷 学校図書館システム初級編・応用編ライフパーク倉敷 各種リスト・統計の出力・利用者管理・蔵書点検倉敷市SLA第2回研修会 2月5日学校図書館司書研修会
県学校司書研究協議会（89名参加）幼児（乳幼児サービスの実際）公共図書館と学校図書館との連携による学習支援のあり方を考えるリメイクしよう！魅力ある図書館へ-空間づくりのスパイス（反省と課題）平成24年度の研修は、大会までは平成22年度に編成した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・授業にかかわる学校図書館、司書の役割・資料提供）に分かれ、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、7月25日に行われた倉敷大会でそれまでの研修結果を発表した。大会後は新たな班編成（調べ学習・資料提供・新システム・選書・環境整備・資料作成・マニュアル・授業関連・学校図書館自己評価）を組み、各校での職務に有効に活かすべく研修に取り組んでいる。

6



実施事業名 実施期日 実施会場倉敷市学校図書館研修会 6月26日 ライフパーク倉敷県学校司書研究協議会 7月25日 船穂公民館倉敷市学校図書館協議会第2回研修会 2月5日 くらしき健康福祉プラザ図書館職員研修講座 2月26日 県立図書館早島町子ども読書活動推進会議 2月28日 ゆるびの舎実施事業名 実施期日 実施会場学校図書館司書連絡会 4月19日  浅口市立寄島小学校
 浅口市立小中学校・図書館連絡会 6月27日  浅口市立鴨方図書館学校図書館司書連絡会 6月28日  浅口市立金光中学校小教研図書館教育部会 夏季研修会 8月22日  浅口市立六条院小学校学校図書館司書連絡会 10月19日  浅口市立六条院小学校学校図書館司書連絡会 1月17日  浅口市立鴨方東小学校小教研図書館教育部会 冬季研修会 1月28日  浅口市立六条院小学校学校図書館司書連絡会 3月26日  浅口市立金光中学校実施事業名 実施期日 実施会場総会及び第１回司書連絡協議会 ５／1（火） 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） 笠岡小学校第３回司書連絡協議会 ８／２２（水） 大井小学校市立図書館との合同定例協議会 ９／２６（水） 笠岡市立図書館第４回司書連絡協議会 １０／１７（水） 笠岡西中学校第５回司書連絡協議会 １／１６（水） 金浦中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 実施会場第１回学校司書研修会 ４月２6日（木） 井原小学校第２回学校司書研修会 ５月1１日（金） 井原中学校第３回学校司書研修会 ７月2０日（金） 出部小学校岡山県学校司書研究協議会 ７月２５日（水） 船穂公民館第４回学校司書研修会 ９月７日（金） 井原中学校第５回学校司書研修会 １０月４日（木） 井原中学校第６回学校司書研修会 １１月９日（金） 井原中学校第７回学校司書研修会 ２月２８日（木） 出部小学校

学校図書館事務等の研修、図書購入計画
  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
09_浅口支部　小・中学校 情勢報告これからの学校図書館をめざして研修会研修会

　内　　　　　　容
　内　　　　　　容

・図書登録業務について

  （反省と課題）特にない
　内　　　　　　容

・蔵書点検，廃棄，除籍について　　　　　　　　　　・図書の分類について・平成２４年度研修計画・児童・生徒に読み聞かせしたい本について　　　　　・井原市学校司書手引きについて・貸し出し（予約）業務について　　　　　　　　　　・委員会活動について・岡山県学校司書研究協議会分科会報告　　　　　　　・全国学校図書館研究大会報告・図書の選書について　　　　　　　　　　　　　　　・おすすめ本（新刊）の紹介・研究協議会参加・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
「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
「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
学校図書館事務等の研修、図書購入計画学校図書館事務等の研修読書活動推進のための研修、情報交換学校図書館事務等の研修
・市立図書館との協議・報告・情報交換・「笠岡子ども司書」養成講座について「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・実演物完成
学校図書館事務等の研修、図書購入計画読書活動推進のための研修、情報交換

・市立図書館との協議・報告・情報交換・H25年度から「合同定例協議会」を「笠岡市司書協議会」に名称変更・「こども図書館まつり」の開催決定（夏休み）（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。昨年決まった、市立図書館と協力して行っている「こども図書館まつり」や、「笠岡子ども司書」養成講座についても今年度は内容を充実させていきたい。
・市立図書館との協議・報告・情報交換

　内　　　　　　容
10_笠岡支部　小・中学校

 ・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

早島町における読書活動（反省と課題）昨年同様、小中連携を密にしていきたい。

12_井原支部　小・中学校
7



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 6月28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6日 巨瀬小学校高梁市学校教育研修所学校図書館部会 1月25日 高梁小学校高梁市学校教育研修所学校図書館部会 3月11日 高梁市勤労青少年ホーム実施事業名 実施期日 実施会場第１回定例会 4月26日 津山市役所東庁舎第２回定例会 5月17日 弥生小学校図書館第３回定例会 6月28日 津山市立図書館第１回合同準備会 7月19日 津山高等学校１００周年記念ホール岡山県学校司書研究協議会（倉敷大会） 7月25日 船穂公民館第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 9月25日 西苫田公民館第６回定例会 10月25日 西苫田公民館図書選定会 11月8日 津山ブックセンター第２回合同準備会 11月21日 津山高等学校１００周年記念ホール第７回定例会 11月29日 西苫田公民館第８回定例会 12月19日 西苫田公民館第９回定例会 1月24日 西苫田公民館第１０回定例会 2月25日 西苫田公民館第１１回定例会 3月25日 西苫田公民館（反省と課題）

　内　　　　　　容・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・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・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

津山大会について　　グループ研修津山大会について　　グループ研修次年度役員決め

・お話会の実演と反省　　　　　　　・マニュアル検討・情報交換

津山大会について　　グループ研修図書だよりを津山市全校に配布
　内　　　　　　容

津山大会について　　グループ研修図書だよりを津山市全校に配布児童・生徒にすすめる本の選定津山大会に向けての打合せ津山大会について　　グループ研修津山大会について　　グループ研修今年度は、平成２５年度岡山県学校司書研修会（津山大会）に向けて２グループに分かれて研修した。「図書館からのＰＲ」グループは、図書館をより利用してもらえるような働きかけを考えている。｢教科学習への資料提供」グループは、学校図書館として教科学習への資料提供は何ができるか、実践を通して考えている。

（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４年目となった。今年度は，日常業務についての研修を行い，共通理解を深めた。また，おすすめの本の紹介や各校の図書だよりを持ち寄り情報を共有することができた。
（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。

今年度の研修内容の確認岡山県学校司書研修会（津山大会）に向けて研修計画　　　グループ研修（反省と課題）・他校との情報交換ができとても参考になることが多くあった。 図書館教育部会との合同研修会　　講演会
グループ研修児童・生徒にすすめる本の選定津山大会について　　グループ研修
図書館の環境整備　展示・別置の工夫についての研修読書の時間と館内の掲示物作りの研修研修計画の立案
グループ研修学校図書館協働調査・研究事業について津山大会に向けての打合せ研究協議会参加

13_総社支部　小・中学校
14_高梁支部　小・中学校
16_津山支部　小・中学校

　内　　　　　　容
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実施事業名 実施期日 実施会場学校司書定例会議 4月24日 作東図書館学校司書定例会議 5月30日 作東図書館学校司書定例会議 6月29日 作東総合支所学校司書定例会議 7月25日 船穂公民館学校司書定例会議 9月26日 作東図書館学校司書定例会議 9月27日 作東農業改善センター学校司書定例会議 10月24日 作東図書館学校司書定例会議 11月28日 作東図書館学校司書定例会議 12月26日 作東図書館学校司書定例会議 2月6日 作東図書館学校司書定例会議 2月26日 岡山県立図書館学校司書定例会議 3月21日 作東図書館実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会研修会 4/26（木） 岡山県立図書館第２回司書部会研修会 6/19（火） 岡山後楽館高校第３回司書部会研修会 8/28（火） 岡山東商業高校第４回司書部会研修会 12/10（火） 岡山南高校第５回司書部会研修会 3/5（火） 瀬戸南高校（反省と課題）　今年度も「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“プチ紹介”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。　今後も正規・臨時共に充実した研修ができるよう、日程や研修内容について検討していく必要がある。・研修「瀬戸南高校レイアウト変更」・瀬戸南高校レイアウト変更に伴うイメージ作り研修・プチ紹介（東岡山工業・瀬戸南・岡山商大附）・平成24年度の研修・25年度の研修について・おすすめ本の紹介「生き方を学ぶ」はプリント参照・講演「新聞作りにおける情報の取り扱いについて」　　　講師：新田真浩氏（山陽新聞社読者局ＮＩＥ推進部）・実践：新聞記事作り（備中・美作支部と合同）・プチ紹介（西大寺・備前緑陽・倉敷翔南）・研修「司書部会Ｗebサイト更新方法の講習」　「学校図書館におけるインターネット上のサービス（ソーシャルメディア）活用の提案」・おすすめ本の紹介「2012年のイチオシ本」・岡山県高校図書館HPの更新について（備中・美作支部と合同）
　内　　　　　　容【午前】・講座「特別な配慮が必要な生徒との関わり方について」　　　講師：山陽学園大学　上地玲子　先生・グループ討議「困った！こんなときどうする？」　　　※備前支部研究会と合同研修【午後】・プチ紹介（岡山工業・瀬戸・後楽館）・おすすめ本の紹介「先生や生徒からおすすめされた本」・研修「授業を呼び込め！～先生とのコラボを目指して～」

（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。 ・平成23年度備前支部司書部会活動報告・決算報告・平成24年度活動予定・予算案・自己紹介・初任者研修・各支部研修「コンセプトシート、キャッチフレーズ＆図書館３ヶ年計画」（美作支部と合同）・おすすめ本の紹介「スタートの本」展示・ＰＯＰ紹介・プチ紹介（操山・興陽・理大附）・岡山後楽館中学校高校　図書館見学・研修「好評だった展示とその資料」は高教研学校図書館部会司書部会のＨＰにアップ・おすすめ本の紹介「新書」はプリント参照　※台風の影響のため、半日開催
市立図書館との連携と学校図書館の充実について公立図書館と学校図書館の連携による学習支援の在り方を考える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読書感想文の審査に関する研修並びに審査会市立図書館との連携と学校図書館の充実についてこれからの学校図書館を目指して　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　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

22_備前地区　高等学校
21_美作西粟倉支部　小・中学校
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実施事業名 実施期日 実施会場第１回備中地区司書部会 4/26（水） 岡山県立図書館第２回備中地区司書部会 6/7（木） 県立倉敷南高等学校第３回備中地区司書部会 10/2（火） 県立総社高等学校第４回備中地区司書部会 12/10（月） 県立岡山南高等学校第５回備中地区司書部会 3/4(月） 県立倉敷青陵高等学校実施事業名 実施期日 実施会場第１回司書部会研修会 ４/２６(木） 岡山県立図書館第２回司書部会研修会 ７/3（火） 勝山高校第３回司書部会研修会 １０/４(木） 津山高校第４回司書部会研修会 １２/１０（月） 岡山南高校第５回司書部会研修会 ２/２０（水） 林野高校
・研修①図書委員会・研修②選書・ネットワーク研究委員会・SLA理事会・津山大会について・おすすめ本紹介（０．１．２類）・「ミステリー・ホラーの本」

（反省と課題）今年度はそれぞれのグループ研修の発表準備に時間を取り、前年度ほどに内容は進展はしていない面もあるが、研修内容を発表することで充実し、まとめの年であったように思う。グループ研修「授業との連携」班は初任者中心で数年間行ってきた。また、サポート事業の対象校を1年に1校を全員で整備し、研修・整備内容を発表して生かすことができた。グループ研修「図書館活用能力育成」班は経験者中心に全国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。24年度および25年度の発表を前提とした準備内容になったため、研修内容の進度は以前ほどではなかったが、この数年間で継続して研修を行ったことで今までの業務を改めて系統立てて考えたり新たな取り組みを各校で行うことができた。25年度はグループ研修にはせず、各回の担当班で内容を決めて主催することを検討している。午前（美作支部）・２３年度活動報告および２４年度活動予定・合同司書部会（初任者研修＆合同研修）・県立図書館資料搬送便事業説明会午後（備前・美作支部合同司書部会）・「コンセプトシート、キャッチフレーズ＆図書館３ヶ年計画」・学校支援システム説明会・学校図書館情報交換会・おすすめ本の紹介（フリーテーマ） 　内　　　　　　容
・グループ別研修（授業との連携／図書館活用能力育成）・総社高校図書館整備実習・資料研究（部活・スポーツの本・先生ウケする本・フリーテーマ）・合同司書部会　講演「新聞作りにおける情報の取り扱いについて」　岡山県高校図書館司書部会ＨＰ更新について・岡山県高等学校教育研究会学校図書館部会研究協議会プレ発表・グループ別研修（授業との連携／図書館活用能力育成）・資料研究（かわいい本・新生活に関する本・フリーテーマ）
・平成23年度活動報告および平成24年度活動予定・合同司書部会（初任者研修＆合同研修）・県立図書館資料搬送事業説明会・学校支援システム説明会・学校図書館情報交換会・支部研修（グループ別）・資料研究（勉強の仕方（資格も含む）・オリエンテーションに使った本・フリーテーマ）

・研修①図書委員会・研修②選書・ネットワーク研究委員会・SLA理事会・津山大会について・おすすめ本紹介（３．４類）・「動物の本」午前（合同司書部会）・NIE研修　（１）講演　「新聞作りにおける情報の取り扱いについて」　（２）実践「新聞記事作り」午後（各支部）・研修①選書・研修②図書委員会・岡山県高校図書館司書部会HP更新について・おすすめ本紹介（５・６類）・「絵本」

・平成24年度の反省と来年度の研修計画・グループ別研修（授業との連携／図書館活用能力育成）・資料研究（うちの学校の人気本（2012）・外国の小説（1冊もの）・フリーテーマ）
　内　　　　　　容・岡山県学校司書研究協議会（倉敷大会）プレ発表・グループ別研修（授業との連携／図書館活用能力育成）・資料研究（文化祭&体育祭のお役立ち本・読書感想文にオススメの本・フリーテーマ）

・研修①図書委員会報告・研修②選書・SLA大会について・役割分担について・研修テーマについて・今年度の反省・おすすめ本の紹介　（７・８類）・「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できた。今年度の研修は津山大会の発表をふまえ「図書委員会」と「選書」について研修をおこなってきた。「図書委員会」の研修では他校の委員会活動を知り自校での活動に役立つ研修になった。「選書」では各校で「資料の収集方針と選定基準」の制定に向けて研修をおこなった。また、津山市立図書館で、「高校生のおすすめ作家はこれじゃけん」というタイトルで、各校の図書委員会がおすすめ作家紹介の展示活動をし、校内の活動にとどまらず広く活動が紹介ができたことや他校との交流が持てたことでよい機会を得られた。ここ近年の研修では「ものづくり」など各回の研修で終わり継続した研修を行えていなかった。司書の経験のない臨時職員と司書経験者と同じテーマで研修をすることで次年度への研修に発展させることができた。課題としては毎年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。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いきたい。

23_備中地区　高等学校
24_美作支部　高等学校

10


