
◆地区活動報告　2014

実施事業名 実施期日 実施会場

総会・全体研修会 4月16日 岡山県生涯学習センター

５月全体研修会 5月9日 岡山県生涯学習センター

6月グループ研修会 6月6日

A：京山公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：福田公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：上道公民館

7月グループ研修会 7月2日

A：京山公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：福田公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：上道公民館

8月グループ研修会 8月8日

A：京山公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：福田公民館

Ｄ：岡山大学教育学部附属
小学校

Ｅ：上道公民館

８月全体研修会 8月20日 岡山県立図書館

９月グループ研修会 9月5日

A：京山公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：芳田公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：上道公民館

１０月グループ研修会 10月10日

A：一宮公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：芳田公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：上道公民館

１１月グループ研修会 11月7日

A：京山公民館
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3日 岡山県生涯学習センター

１月グループ研修会 1月9日

A：京山公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：福田公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：高島公民館

２月グループ研修会 2月4日

A：京山公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：芳田公民館
Ｄ：東山公民館

Ｅ：西大寺公民館

　３月全体研修会 3月13日 岡山市立中央公民館

＊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

正副会長・理事研修会① 4月25日 高島公民館

正副会長及び会計担
当者研修会

4月30日 高島公民館

正副会長・理事研修会② 5月21日 岡西公民館

正副会長・理事研修会③ 7月18日 高島公民館

正副会長研修会① 8月26日 岡西公民館

正副会長・理事研修会④ 8月27日 高島公民館

01_岡山支部　小・中学校

　内　　　　　　容

2012年度事業報告　会計報告　2013年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　学校司書１年目及び２年目研修講座及び１０年経
験者研修講座報告　　全体研修会後　グループ別テーマ別研修会

「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

「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

講演　成沢真介氏（岡山県立東備支援学校教諭）「発達障がいのある子から学ぶ～知る・関わ
る・伝える～」　県外出張報告　提案と協議（研究集録、次年度８月全体研修会、書誌データにつ
いて）　事務処理の確認　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

「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

「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　第３回学校司書１年目及び２年目研修講座及び１０年経験者研修講座報告
県外出張報告　　2014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）学校司書１年目及び２年目研修講座及び１０年経験者研修講座計画（案）について　各グ
ループ別テーマ研修

「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

９月・１０月・１１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

グループ研修報告　県外出張報告　学校司書１年目及び２年目研修講座及び１０年経験者研修
講座報告　2014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）学
校司書１年目及び２年目研修講座及び１０年経験者研修講座計画（案）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，５月全体研修会・グループ研修会事前打ち
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

『学校司書研究集録№２２』作成について・６月７月グループ研修会事前打ち合わせ研修会

8月グループ研修会・8月全体研修会（講演会役割分担・県外出張報告・グループ研修報告等）
事前打ち合わせ研修会

次年度研修計画および次回理事会事前打ち合わせ研修会



正副会長・理事研修会⑤ 11月12日 高島公民館

正副会長・理事研修会⑥ 12月19日 高島公民館

正副会長研修会② 1月23日 高島公民館

正副会長・理事研修会⑦ 2月18日 岡西公民館

正副会長・理事研修会⑧ 3月20日 高島公民館

＊第４０回岡山県学校司書研究協議会（岡山大会）実行委員会及び研修会

実施事業名 実施期日 実施会場

第４０回岡山県学校
司書研究協議会（岡
山大会）第１回実行委
員会及び研修会

6月24日 岡西公民館

第４０回岡山県学校
司書研究協議会（岡
山大会）第２回実行委
員会及び研修会

7月30日 岡西公民館

第４０回岡山県学校
司書研究協議会（岡
山大会）第３回実行委
員会及び研修会

10月22日 岡西公民館

第４０回岡山県学校
司書研究協議会（岡
山大会）第１回全体
会・分科会発表者・担
当者打ち合わせ会及
び研修会

11月28日 岡西公民館

第４０回岡山県学校
司書研究協議会（岡
山大会）第４回実行委
員会及び研修会

12月10日 岡西公民館

第４０回岡山県学校
司書研究協議会（岡
山大会）第５回実行委
員会及び研修会

1月28日 岡西公民館

第４０回岡山県学校
司書研究協議会（岡
山大会）第２回全体
会・分科会発表者・担
当者打ち合わせ会及
び研修会

3月11日 芳田中学校

＊「学校司書部会　研修の経過と展望」研修会

実施事業名 実施期日 実施会場

第1回「学校司書部会
研修の経過と展望」
研修会

5月16日 芳田公民館

第2回「学校司書部会
研修の経過と展望」
研修会

7月25日 福浜公民館

第3回「学校司書部会
研修の経過と展望」
研修会

12月19日 福浜公民館

＊学校司書１年目及び２年目研修講座及び１０年経験者研修講座

実施事業名 実施期日 実施会場

第1回学校司書１年目
及び２年目研修講座

4月8日 岡山市教育研究研修センター

　内　　　　　　容

第４０回岡山大会について（大会日程、全体会テーマ、全体会発表内容、分科会テーマ、分科会
内容等）検討研修会

　内　　　　　　容

第４０回岡山大会について（大会テーマ、総会、分科会、役割分担等）検討研修会

第４０回岡山大会について（大会日程、総会、分科会、役割分担等）検討研修会

第４０回岡山大会について（分科会、全体会、役割分担、予算、後援申請、助言者等）検討研修
会

「学校司書部会　研修の経過と展望」作成について

「学校司書部会　研修の経過と展望」作成について

４月総会ならびに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（次年度研修計画含）事前打ち合わせ研修会

第４０回岡山大会について（大会テーマ、開催場所、分科会等）検討研修会

次年度研修計画および次回理事会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

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

「学校司書部会　研修の経過と展望」作成について　方針と計画について　今年度の計画と役割
分担

講義①進級処理について　講義②「探調ＴＯＯＬ」について

第４０回岡山大会について（会場、全体会、分科会、予算、後援申請、助言者等）検討研修会

第４０回岡山大会について（全体会発表内容、分科会テーマ、分科会内容等）検討研修会

　内　　　　　　容



第2回学校司書１年目
及び２年目研修講座・
10年経験者研修講座

4月23日 岡山市教育研究研修センター

第３回研修講座の打
ち合わせ会

6月20日 岡山市教育研究研修センター

第3回学校司書１年目
及び２年目研修講座・
10年経験者研修講座

8月19日 岡山市教育研究研修センター

第４回研修講座の打
ち合わせ会

1月16日 岡山市教育研究研修センター

第4回学校司書１年目
及び２年目研修講座

2月25日 岡山市教育研究研修センター

平成２６年度第１回・
第２回研修講座の打
ち合わせ会

3月11日 岡山市教育研究研修センター

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

5月16日 岡山南ふれあいセンター

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

7月9日 高島公民館

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16日 赤磐市立山陽小学校

赤磐市図書館司書連
絡会

9月12日 赤磐市中央図書館

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)

山陽地域図書館司書
連絡会

12月19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 同上

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。

内　　　　　　容

本年度の活動計画。

市教委　石原順子先生による演習及び講義「学校図書館司書の役割」

02_赤磐支部　小・中学校

＜赤坂ブロック＞

＜山陽ブロック＞

講義③公費の扱いについて　講義④事務処理について

○昨年度発行された『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』第３版を基にして、「授業との連携」を柱に、５グループに分かれ、
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、グループ研修を８回行った。新しい学習指導要領に対応した授業との連携や、今求められている、
小・中を通した情報活用能力の育成などについて研究し、各校の実践を検証することで、実践を共有したり、理論を確認したりすることができ、有意義な研修となっ
た。また、３年間の各グループの実践の検証を行いながら、各グループで研修してきたことをグループの特色を生かして研究集録にまとめた。この３年間の研修成
果をもとに、今後さらに、岡山市ならではの学校図書館活動を実践・検証し、研究を積み上げていきたい。

○全体研修会では、それぞれが研修したことが司書部会全体のものになるよう、グループ研修報告や県外出張報告などを行い、事務処理など共通理解したい内容
について研修を行った。８月全体研修会では、岡山県立東備支援学校の成沢真介氏を講師に迎え、作品に込められた思いや特別支援の観点から学校図書館に期
待することなどをお聞きした。作品や特別支援の子どもたちへの理解が深まり、これからの資料提供や図書館活動に大変役立つ講演であった。また、「岡山市子ど
も読書活動推進計画」の推進を継続するために中学校区ごとに集まり、話し合いを持った。

○来年度は第４０回岡山県学校司書研究協議会（岡山大会）が開催されるため、６回の実行委員会を持ち、準備を行ってきた。この3年間の研修成果を発表し、ご
意見やご助言を受け、さらなる図書館活動の充実につなげたい。

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授業との連携について　講義⑧図書館行事と図書委員会について

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及び確認

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」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及び確認

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授業しの連携について　講義⑧図書館行事と図書委員会について　の内容検討　当日ま
での準備及び確認

H２５年度の各校活動報告。次年度の連絡会運営について。

＊学校図書館管理システム「探調TOOL」に係る代表校研修会等

　内　　　　　　容

○２０１４年度に学校司書部会発足５５周年を迎えるにあたり、岡山市学校司書部会のこれまでの研修の経過をまとめ、今後の指針としていくため、『岡山市学校司
書部会の研修の経過と展望』を発行することになり、その作成のための会を３回持った。来年度発行する予定である。

代表校の役割、代表校の対応について

JAPAN／MARC書誌データの運用について

＊2013年度の研修成果と課題



熊山地域図書館司書
連絡会

12月17日 熊山図書館

熊山地域図書館司書
連絡会

3月20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

実施事業名 実施期日 実施会場

情報（図書館）部会 5月1日 佐伯小学校

第50回岡山県学校図
書館研究大会並びに
研修会

8月22日 ロマン高原かよう総合会館

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

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 伊里中学校

学校図書館部会第２回
研修会ならびに読書感
想文審査会（小学校の
部）

9月17日 神根小学校

学校図書館部会第２回
研修会ならびに読書感
想文審査会（中学校の
部）

9月19日 伊里中学校

学校図書館部会第３回
研修会

3月13日 備前市民センター

司書部会第１回研修会 6月12日 日生中学校

司書部会第２回研修会 10月16日 片上小学校

司書部会第３回研修会 12月26日 備前中学校

司書部会第４回研修会 2月19日 伊里小学校

岡山県学校図書館研究
大会に参加

8月22日 ロマン高原かよう総合会館

同上(３学期分)

＜吉井ブロック＞

（反省と課題）

・市立図書館の団体貸出専用図書が充実し，学校図書館への借用が利用しやすくなった。

本年度の取り組みの情報交換、読書感想文の地区別審査

（反省と課題）岡山県学校図書館研究大会へ部会全員で参加し、他の先生方にも呼びかけて、多くの人で参加することができてよかった。読書感想文については、
各校とも熱心に取り組んでいるが、児童の読書量が増えないことが課題である。読み応えのある文章量の多い作品を読む児童が増えない。研究大会において、司
書の方と連携する実践をいろりろと聞いて、各校に取り入れており、研究大会に参加した成果があった。

同上(１、２学期分)

同上

＜熊山ブロック＞

・学校図書館同士の連携，市立図書館との連携のどちらも活発にできるようになってきた。

本年度の計画、学校図書の情報交換

○講演会「千の叫び・千の物語『聞く・話す・言葉から，読む・書く言葉』絵本から物語へ」
　田澤雄作　先生
○分科会参加　「読書センターとしての学校図書館」，「家庭・地域と連携した学校図書館」のポ
イント

内　　　　　　容

○電子書籍端末　研修会

○役員選出
○昨年度の活動報告
○今年度の計画立案
○パネルシアターについて
○司書活動マニュアル作成について

○夏休み中に作成したパネルシアターの実演練習
○司書活動マニュアル作成について
○おすすめの本・秋の読書週間予定行事の紹介

○図書館活動の書類・データ保存について
○おすすめ本紹介

研究大会の参加、第２部会の運営

内　　　　　　容

○平成２５年度の組織作りと事業計画作成
○各校の情報交換

○各校の読書指導情報交換
○読書感想文の審査と反省

○各校の読書指導情報交換
○読書感想文の審査と反省

03_和気町支部　小・中学校

04_備前支部　小・中学校

○今年度の反省と来年度の活動についての話し合い
○おすすめ本紹介



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

4月23日 牛窓中学校

第２回瀬戸内市図書
館司書研修会

6月28日 今城小学校

平成２５年度岡山県
学校司書研修会（津
山大会）

7月24日 津山市中央公民館

第５０回岡山県学校
図書館研究大会（吉
備中央大会）

8月22日 ロマン高原かよう総合会館

第３回瀬戸内市図書
館司書研修会

9月10日 行幸小学校

第４回瀬戸内市図書
館司書研修会

10月31日 牛窓町公民館

第５回瀬戸内市図書
館司書研修会

12月6日 瀬戸内市中央公民館

第６回瀬戸内市図書
館司書研修会

12月9日 岡山市立第二藤田小学校

第３回学校図書館と
子どもたちの学び

12月26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

1月27日 国府小学校

第８回瀬戸内市図書
館司書研修会

2月28日 牛窓東小学校

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）

5月7日 日の出ふれあい会館 ・平成25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

学校図書館事務打合
せ会（５月例会）

5月30日 日の出ふれあい会館 ・研究集録、利用統計について
・研修内容について
・図書館システムについて

学校図書館事務打合
せ会（６月例会）

6月21日 後閑小学校 ・図書館システムについて
・教科書事務について
・「おすすめの本」の紹介

○市外学校図書館視察先について　○図書館オリエンテーション発表
○推薦図書の紹介方法と実技研修の持ち方について
○学校巡りについて　○小中学校分科会
○内容別分科会　○行事別担当者確認

内　　　　　　容

○学校支援地域本部事業について（社会教育課　今吉課長補佐）
○今年度反省　○来年度年間計画

○「学校図書館と子どもたちの学び」の発表内容検討
○学校図書館の司書の法制化にかかる動きについて，松江市「はだしのゲン」の除
  架について，新図書館整備の動きについて
○推薦図書　○読書週間の取り組みについての報告

○「学校図書館と子どもたちの学び」研究発表のリハーサル

○岡山市立第二藤田小学校図書館　授業見学（小西真実　学校司書）
○図書館運営と展示に関する質疑応答

研究大会への参加

研修会への参加

○講演『図書館活用教育～その学びを考える～』（講師　鎌田和宏　氏）
○実践発表　瀬戸内市学校司書・司書教諭
　◎読書支援部会…関連の読書を促した実践
　◎配架研究部会・・・特集展示の実践
　◎学習支援部会…情報・メディアを活用する学び方の指導体系表を意識した授業
　　支援の実践

○電算化の説明
○新図書館設計者選定プロポーザルの状況と今後の整備スケジュールについて
○学校支援地域本部事業による読書ボランティアの活動について　○推薦図書
○「学校図書館と子どもたちの学び」の発表内容について　○内容別分科会
○小・中・公共分科会

○実技研修　２年生国語「たんぽぽのちえ」に関連して
　（牛窓西・牛窓北小　花房司書）
○「学校図書館と子どもたちの学び」について　○小中学校分科会

○実技研修　５年国語「千年の釘にいどむ」に関連したブックトーク
　　（行幸小　田淵司書）
　　「夏の星の見方」の説明（行幸小　田淵司書、国府小　西岡司書）
○推薦図書　○内容別分科会　○小中学校分科会

0５_瀬戸内支部　小・中学校

0６_玉野支部　小・中学校

（反省と課題）
＜成果＞
○　電子データー化２年目となり，初年度より円滑に図書業務を進めていくことができている。そこで，今年度，事務処理の統一化を図るためマニュアル作成の話し
合いを進めている。
○　子どもと本・図書館との距離を縮める取組を各校とも行っているが，今回の県大会に参加して，新たな取り組み，視点を知ることができた。
○　学校図書館の利用が，生涯にわたる各種図書館利用の入り口となるので，利用マナーの教育は重要であるということを確認できた。
＜課題＞
○　過剰なメディアの影響や笑顔と言葉のシャワーをしっかり浴びさせることの大切さを保護者にも伝えていく必要がある。
○　図書館は，資料を用意して待つだけではなく，１０分間読書，ブックレビュー，委員会の企画など，図書館から積極的に「攻める」ために，どのような手立てがあ
るか探っていきたい。
○　今後は，学校図書館を活性化させるには，図書館司書，担任，各教科の学習，家庭や地域との「連携」のあり方について考えていきたい。

（反省と課題）
○平成２５年度も内容別分科会（配架研究・学習支援・読書支援）を持ち、研究を進めることができた。
   今後、各分科会の成果を司書会全体で共有していきたい。
○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、共通ブックガイドを作成したりすることができた。

　内　　　　　　容



学校図書館事務打合
せ会（７月例会）

7月4日 玉中学校 ・市との懇談会報告
・部会研修
・「おすすめの本」の紹介

学校図書館事務打合
せ会（８月例会）

8月26日 東児中学校 ・夏期休業中開館状況について
・部会研修        ・出張報告
・「おすすめの本」の紹介

学校図書館事務打合
せ会（９月例会）

9月19日 大崎小学校 ・図書館システムについて
・部会研修
・「おすすめの本」の紹介

学校図書館事務打合
せ会（１０月例会）

10月24日 宇野小学校 ・図書館システムについて
・部会研修
・「おすすめの本」の紹介

学校図書館事務打合
せ会（１１月例会）

11月27日 日比小学校 ・図書館システムについて
・部会研修
・「おすすめの本」の紹介

学校図書館事務打合
せ会（１２月例会）

12月18日 八浜中学校 ・図書館システムについて
・部会研修
・「おすすめの本」の紹介

学校図書館事務打合
せ会（１月例会）

1月27日 すこやかセンター ・学校図書館に関する調査について
・校内読書週間について
・図書館システムについて

学校図書館事務打合
せ会（２月例会）

2月7日 すこやかセンター ・研究集録・利用統計の役割分担
・図書館システムについて
・「おすすめの本」の紹介

学校図書館事務打合
せ会（３月例会）

3月7日 すこやかセンター ・今年度のまとめ
・部会研修
・「おすすめの本」の紹介

学校図書館事務打合
せ会（新任研修）

5月20日 胸上小学校 ・新任司書への図書館事務の研修　　　　　　　　　　　　　

実施事業名 実施期日 実施会場

司書部会 5月8日 加茂川中学校

司書部会 5月28日 町内小中学校

司書部会 6月18日 町内小中学校

司書部会 7月19日 町内小中学校

図書館部会 8月22日 ロマン高原かよう総合会館

司書部会 9月2日 町内小中学校

司書部会 10月25日 町内小中学校

司書部会 11月22日 ロマン高原かよう総合会館

司書部会 11月23日 ロマン高原かよう総合会館

司書部会 12月22日 ロマン高原かよう総合会館

司書部会 1月6日 町内小中学校

司書部会 2月18日 町内小中学校

実施事業名 実施期日 実施会場

第2回司書部会 6月12日 ライフパーク倉敷

第3回司書部会 8月2日 倉敷市庁舎

第4回司書部会 9月25日 ライフパーク倉敷

第5回司書部会 10月22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25日 ライフパーク倉敷

吉備中央町読書実態アンケート結果報告展示詳細確認
読書フェスティバル展示内容・司書コーナーの検討

計画立案

吉備中央町読書実態アンケート最終稿作成

吉備中央町読書実態アンケート実施方法詳細打ち合わせ

（反省と課題）
・読書フェスティバルについては，初めてオーサーを迎えての講演会という形式を採用したが，事前事後の多様な展開を通して，斬新な読書推進のあり方をまたひ
とつ探ることができた。
・昨年度から準備してきたアンケートを実施した。吉備中央町の読書推進における現状を知る手がかりとしての大切な情報を収集することができた。今後多角的に
分析することで，これまでざっくりした印象でしか捉えることのできなかった課題を明らかにしていき，そこに必要な手だてを継続して探っていく。
・本町における読書推進の現状をふまえ，計画していた「ノンフィクションベスト１００」の選定はいったん保留とし，来年度はこれまで選定した名作のベスト１００リス
トをしっかり活用していく方法について検討・実践に取り組むことにする。

4月25日 ライフパーク倉敷

･班別研修

・班別研修

内　　　　　　容

･班別研修

・中間発表

第1回司書部会総会

新設中学校学校図書館開設準備作業打ち合わせ

0７_加賀支部　小・中学校

今年度の反省と課題，次年度の研修計画

読書フェスティバル展示準備
アンケート結果コーナーの準備

・班別研修

吉備中央町読書実態アンケート結果報告・展示方法検討

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（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）

・班別研修

吉備中央町読書実態アンケートデータ処理方法詳細打ち合わせ

岡山県学校図書館研究大会（吉備中央大会）参加

08__倉敷支部　小・中学校

読書フェスティバル反省
吉備中央町読書実態アンケート　分析手順検討

読書フェスティバル参加

（反省と課題）
　平成25年度は、玉野市学校図書館電算化３カ年計画の２年目にあたり、全体研修では図書館システムの検討を中心に行った。部会研修でも、図書館システムの
導入年度ごとに３グループに分かれ、導入時や稼働時に見えてきた問題点と対処法についての情報交換をした。また、未導入校のグループでは、玉野市の郷土資
料について研修した。

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。 



第3回部長会 3月20日 ライフパーク倉敷

倉敷市SLA総会 6月27日 ライフパーク倉敷

・説明「学校図書館新システムの運用・活用について」倉敷情報センター　畑中ひとみ主任

新人研修 4月23日 倉敷市立倉敷西小学校図書館

6月19日
6月26日
2月13日

平成２５年度岡山県
学校司書研修会（津
山大会）

7月24日 津山中央公民館

第５０回岡山県学校
図書館研究大会（吉
備中央町）

8月22日 ロマン高原かよう総合会館 ３名参加

図書館職員等研修講
座（第3回）

8月22日 岡山県立図書館

図書館職員等研修講
座（第４回）

7月4日 岡山県立図書館

図書館職員等研修講
座（第5回）

9月17日 岡山県立図書館 岡山の図書館を元気にする！

図書館職員等研修講
座（第6回）

10月3日 岡山県立図書館

図書館職員等研修講
座（第7回）

11月26日 岡山県立図書館

実施事業名 実施期日 実施会場

図書館職員等研修講
座

11月26日 岡山県立図書館

早島町子ども読書活
動推進会議

11月28日 早島町ゆるびの舎

倉敷市学校図書館研
修会第2回研修会

2月7日 くらしき健康福祉プラザ

食から読み解く「ロビンソン変形譚」の系譜

（反省と課題）
平成２５年度の研修は、昨年度開催された倉敷大会の後、９班（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）に分かれて､研修を行い、年度末にはその成果を発表した。来年度からは、それを踏まえ、新たな班編成を組み、各校での業務に活かすべく研修に取り
組む予定である。

08__早島支部　小・中学校

・司書部会

・相互貸借について

今年度のまとめ・役員引き継ぎ

第1回部長会

　講演「学校現場でよみあいを生かす」　梅光学院大学　文学部教授　村中李衣先生

8月8日 くらしき健康福祉プラザ
講師　倉敷市立東陽中学校　教諭　三村紀子先生

8月20日 ライフパーク倉敷

学校図書館司書研修会 8月2日 倉敷市庁舎

倉敷市SLA第1回研
修会

研修会、情勢報告

内　　　　　　容

研修講座

6名参加

事業報告･決算報告･役員選出・今年度事業計画

ライフパーク倉敷

第2回部長会

倉敷市SLA第2回研
修会

2月7日

5月14日

ライフパーク倉敷 学校図書館システム初級編・応用編

三者連携による学習支援‐行政・公共図書館・学校図書館

くらしき健康福祉プラザ

図書館システム新人
研修会

4月5日 ライフパーク倉敷

児童サービス

図書館システム操作
研修会

レファレンスサービス

（反省と課題）

第２次子ども読書活動推進計画

・班別研修について

・今年度の研修について

・班別研修について

・県理事選挙について

県学校司書研究協議会（10名参加）

講演「生きること　物語ること」

講演「教室と図書館をつなぐ～司書と司書教諭の連携～」

講師　八束　澄子先生

連携を図り、図書館教育の充実に努めたいと思います。 



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1日 金光中学校
学校図書館事務等の
研修、図書購入計画

学校図書館司書連絡
会

5月13日 金光竹小学校 学校図書館事務等の研修、図書購入計画

浅口市立
小中学校・図書館連
絡会

6月26日
浅口市立

鴨方図書館

学校図書館司書連絡
会

8月1日 鴨方西小学校 学校図書館事務等の研修、図書購入計画

小教研図書館教育部
会 夏季研修会

8月27日
浅口市立

六条院小学校
読書活動推進のための研修、情報交換

（反省と課題）
特にない

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月1日 中央小学校

市立図書館との
司書協議会

5月29日 笠岡市立図書館

第２回
司書連絡協議会

6月12日 大島小学校

第３回
司書連絡協議会

7月10日 笠岡西中学校

第４回
司書連絡協議会

8月4日 笠岡市立図書館

第５回
司書連絡協議会

8月23日 金浦小学校

市立図書館との
司書協議会

9月25日 笠岡市立図書館

第６回
司書連絡協議会

1月22日 金浦中学校

市立図書館との
司書協議会

2月26日 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25日 井原小学校

司書の連絡会 5月20日 井原図書館 ・図書館司書との情報交換

第２回学校司書研修会 5月23日 出部小学校

第３回学校司書研修会 7月11日 井原中学校

岡山県学校司書研修会 7月24日 津山中央公民館

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

０９_浅口支部　小・中学校

１０_笠岡支部　小・中学校

１２_井原支部　小・中学校

内　　　　　　容

・研修会参加

・市立図書館との協議・報告・情報交換
・図書の選書について
・学校図書館で人気のある本について

内　　　　　　容

・玉野大会分科会発表について
・「わくわく学校図書館まつり」の準備と本番

（反省と課題）
　今年から、研修の一環として「わくわく学校図書館まつり」を市立図書館で行うこととなった。そのため、計画と準備で前半が大変忙しくなった。来年度からは、少し
でも余裕をもってできるように計画したい。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。来年度
は、平成27年度にあたっている玉野大会の分科会発表の準備の話し合いをしていきたい。

・市教委との連絡会（午前中）
・実演物作成

・市立図書館との協議・報告・情報交換

・図書の廃棄・除籍について

・玉野大会分科会発表について
・「おすすめの本、図書の時間活動レポート
・「わくわく学校図書館まつり」準備計画案

・児童・生徒におすすめしたい本について
・図書装備について

・平成２５年度研修計画

・「わくわく学校図書館まつり」について
・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

・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

内容

・笠岡市教育研修所総会
・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
・「わくわく学校図書館まつり」について

連携を図り、図書館教育の充実に努めたいと思います。 



第４回学校司書研修会 10月4日 芳井中学校

第５回学校司書研修会 11月15日 高屋中学校

第６回学校司書研修会 12月13日 木之子小学校

第７回学校司書研修会 2月14日 荏原小学校

１３．総社　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27日 総社東中学校

学校司書部会 8月3日 山手小学校 神在小学校

学校司書部会 12月11日 昭和小学校

学校司書部会 2月19日 維新小学校

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

岡山県学校図書館司
書研修会 7月24日 津山市中央公民館 ・講演会・分科会

高梁市学校教育研修
所学校図書館部会

8月8日 富家小学校

高梁市学校教育研修
所学校図書館部会

11月29日 成羽中学校

高梁市学校教育研修
所学校図書館部会 3月3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

内　　容

・お話会の準備と練習
・出張報告
・マニュアル検討　　　　　　　　　・情報交換

１６．津山　支部　　     小・中学校

・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

・各校の図書館行事の紹介
・図書の受け入れから配架までの質疑応答
・図書の修理・ブッカーのかけ方等ワークショップ

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

・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

（反省と課題）
○平成24年9月より総社市図書館の巡回協力車の運行が始まり、市内の図書資料の運搬に利用できるようになった。
○お話会は，毎年継続していくことで，より充実したものとなってきている。
○今年度も引き続き「総社市学校図書館運営」の手引き作成に取り組み、有意義な研修内容となるよう努めていきたい。

１４．高梁　支部　　小中学校

内　　　　　　容

・興味関心をもたせる本の紹介の仕方とその手法について
・学校図書館司書の業務について共通理解

・図書館教育部会との合同研修会　　講演会
（先進校の読書推進活動の取り組みについて）

・郷土学習の資料提供について
・読書ボランティア等との連携について

（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５年目となった。今年度は，研修会を各学校図書館の視察を兼ねて行い，環境整備等の参考にすることが
できた。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。

・お話会の実演と反省
・マニュアル検討
・情報交換

・読み聞かせしたい本について
・学年別貸出ベスト報告
・小冊子等の保管について

・読み聞かせボランティア講座報告
・学校図書館活動反省

・郷土学習の資料提供について
・図書館職員研修講座報告

（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。
・実務演習を取り入れ、日頃の業務に活かせる研修となった。

・研修計画の立案

内　　　　　　容

グループ研修
学校図書館協働調査・研究事業について



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

１９．久米　支部　　  

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　容 反省と課題

5月10日 津山市立図書館 調べ学習 県立図書館や、津山市立図書館の研修に参加しています。

7月24日 津山中央公民館 県学校司書研究協議会 県学校司書大会（夏）に参加しています。

7月4日 県立図書館 児童サービス

7月24日 津山中央公民館 県学校司書研究協議会

3月17日 久米南町図書館 レファレンスサービス

年に一度、県の学校司書研究協議会の総会・研究会に参加しています。

新しい本や人気のある本の紹介もあって、有意義な研修になっています。

実施事業名 実施期日 実施会場

市立図書館との
合同会議

4月26日 作東総合支所

学校司書定例会議 5月20日 市民センター情報資料室

学校司書定例会議 6月19日 津山アルネ

研修会 7月24日 津山中央公民館

研修会 7月31日 岡山県立図書館

研修会 8月22日 ロマン高原かよう総合会館

学校司書定例会議 9月25日 作東図書館

学校司書定例会議 12月25日 作東図書館

学校司書定例会議 2月26日 作東図書館

学校司書定例会議 3月18日 作東図書館

学校司書定例会議 3月27日 土居小学校図書館

7月24日 津山中央公民館 県学校司書研究協議会

久米南中学校

生きる力を育む豊かな学びを支える学校図書館から未来へ

三者連携による学習支援ー行政・公共図書館・学校図書館

読書センター学習センターとしての図書館について

市立図書館との連携と学校図書館の充実について夏期休業中に個人参加した研修会の報告

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　年度末の反省

新採用の方との顔合わせと引き継ぎ

（反省と課題）
　今年度はいくつかの研修会に参加し、他の学校の取組等を知るよいきっかけになった。また、昨年度の課題である学校間での合同イベントを小学校２校であるが
実施できた。今年度も引き続き行っていきたい。

　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。

誕生寺小学校 会場が遠いと、参加が難しい。

神目小学校

TRCブックフェア県学　本の選書について

市立図書館との連携と学校図書館の充実について

２１．美作西粟倉　支部　小中学校

内　　　　　　容

市立図書館との連携確認　昨年度の活動報告

市立図書館との連携と学校図書館の充実について

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

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

研究協議会参加

津山大会に向けての打合せ

グループ研修

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

（反省と課題）

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

津山大会について　　グループ研修

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



実施事業名 実施期日 実施会場

第１回
司書部会研修会

4/25（木） 岡山県立図書館

第２回
司書部会研修会

6/12（水） 岡山操山高校

第３回
司書部会研修会

8/7（水） 岡山東商業高校

第４回
司書部会研修会

12/12（木） 岡山大安寺高校

第５回
司書部会研修会

2/25（火） 岡山一宮高校

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25日 岡山県立図書館

第２回
備中地区
司書部会

6月18日 岡山県立倉敷工業高校

第３回
備中地区
司書部会

10月17日 岡山県立玉島商業高等学校

第４回
備中地区
司書部会

12月12日 岡山県立大安寺高校

第５回
備中地区
司書部会

3月6日 県立水島工業高等学校

２３．高校＿備中地区　高等学校

内　　　　　　容

・平成24年度活動報告および平成25年度活動予定
・県立図書館資料搬送事業説明会、県立図書館活用方法
・合同司書部会（初任者研修＆司書部会の規約について）
・サポート校グループによるフリートーク
・資料研究（読書感想文におすすめの本・旅（留学含む）の本・フリーテーマ）

・玉島商業高校図書館整備実習
・協議・諸連絡（第4回司書部会について・理事会・ネットワーク研究委員会・その他）
・資料研究（ルポルタージュ・幼児教育・養護に関する本・フリーテーマ）

・合同司書部会
　講演『読み聞かせの基本』　～集団での読み聞かせの仕方、本の選び方について
　実践
　岡山県高校図書館司書部会ＨＰ更新について
・美作地区合同研修
　・グループ別情報交換（図書委員会について）
　・おすすめ本の紹介（ビブリオバトル形式）
・資料研究（高校生が身を守る本・元気がでる本・フリーテーマ）

・除籍実習
・研修（資料研究・グループ別情報交換/活動報告）
・平成25年度の反省と来年度の研修計画
・資料研究（部活動関連の本・フリーテーマ）

　　　　　　２２．高校＿備前　支部　　高等学校

・図書館レイアウトについて
・諸連絡（理事会・ネットワーク研究委員会・その他）
・資料研究（旅・留学の本・読書感想文にオススメの本・フリーテーマ）

内　　　　　　容

・平成24年度備前支部司書部会活動報告・決算報告
・平成25年度備前支部司書部会活動予定・予算案
・初任者研修，高教研学校図書館部会司書部会の規約について協議
 ※備中・美作支部と合同
・サポート校グループによるフリートーク
・おすすめ本の紹介は、展示とプリント参照
 ※岡山県立図書館学校図書館支援システム利用方法説明会を同時開催

・研修「図書委員会お悩み解消」
・プチ紹介（岡山大安寺・岡山）
・おすすめ本の紹介「文化祭・体育祭で引っ張りだこになる本」「フリーテーマ」

【午前】
・実践報告「図書委員会活動について」　報告者：岡山南・岡山御津・就実
・グループ討議「図書委員会の活性化をめざして」
 ※備前支部研究会と合同研修
【午後】
・研修「学校図書館の選書を考える」
・おすすめ本の紹介「写真集（面白いもの、ちょっと変わったもの、風景など）」「フリーテーマ」
・お役立ちショップ紹介

・講演「読み聞かせの基本　～集団への読み聞かせのしかた・本の選び方について～」
  講師：朝倉省子司書（岡山県立図書館サービス第一課児童資料班）
 ※備中・美作支部と合同
・高教研学校図書館部会研究協議会プレ発表
・研修「司書のアイデア集めて素敵なコーナー作り」
・おすすめ本の紹介「中高生におすすめの歴史の本」「フリーテーマ」

（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。各回の研修テーマを「人」「資料」「場所」「情報」
に関する研修と大きく設定、細かくは担当グループが企画して様々な研修を行うことができた。
  また、各校の活動を紹介する“プチ紹介”は、他校の実践を知ることができて大変参考になっている。この時間は紹介をするだけでなく、悩み相談をしても良いとしているので、情
報交換の機会ともなり、担当校にも持ち帰るものがある。
　今後はこの通常の研修以外に、メーリングリストなどを活用しながら日常的に情報交換をして、日々の業務に役立てていきたい。

・研修「学校図書館におけるｉＰａｄ利用」
・プチ紹介（山陽女子・岡山城東・学芸館）
・平成25年度の研修・26年度の研修について
・おすすめ本の紹介「読書会におすすめの本」「とっつきやすい理科・数学の本」「フリーテーマ」



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25日 岡山県立図書館

第２回
司書部会研修会

7月3日 真庭高校落合校地

第３回
司書部会研修会

10月23日 津山工業高校

第４回
司書部会研修会

12月12日 岡山大安寺高校

第５回
司書部会研修会

2月20日 美作高校

・研修①図書館環境整備活動
･研修②図書委員会活動
・ネットワーク研究委員会の連絡
・オススメ本「０類、１類、２類、高校生に読んで欲しい本」

・研修①図書館環境整備活動
･研修②ビブリオバトル
・研修③図書委員会活動
・ネットワーク研究委員会の連絡
・ＳＬＡ理事会の連絡
・津山大会について
・オススメ本「３類、４類、外国の本」

午前（合同研修）
・読み聞かせ研修　講師　岡山県立図書館サービス第一課児童資料班　朝倉　省子　氏
　（１）講演「読み聞かせの基本」
　（２）実践
午後（各支部研修）
・研修①図書委員会活動
・研修②ビブリオバトル
・岡山県高校図書館司書部会ＨＰ更新について
・オススメ本「５類、６類、10分で読める本」

・研修①図書館環境整備活動のまとめ
・研修②図書委員会活動のまとめ
・平成26年度活動予定
・今年度の感想と反省
・オススメ本「７類、８類、純愛小説」

（反省と課題）
　今年度の研修は「図書委員会活動」と「図書館環境整備活動」を中心に取り組みました。「図書委員会活動」は昨年度からの引き続きでしたので、それぞれの学校
で委員会活動がさらに深まったのではないかと思います。「図書館環境整備活動」では、真庭高校の図書館で環境整備を体験し、サインの重要性を学びました。自
校の図書館の環境を見直すきっかけになったのではないかと思います。
　来年度も実践に生かせるような形で研修を行っていければと思います。

（反省と課題）Ｈ２４年度までの班に分けて行っていたグループ研修をいったん終了した。Ｈ２５年度からは各回ごとに研修テーマを決めて、全員で１つの研修を行っ
た。前年までのグループ研修が研修テーマの内容により経験年数・人数に偏りができてしまっていたが、今年度は全体で１つの研修を行うことでまとまりができた感
もあった。次年度も全体で１つのテーマで研修を行う予定である。
毎年1校行っている整備実習も例年行っていることで動きがスムーズになっている。
Ｈ２７年度以降に大会の運営・分科会担当が続くためにＨ２６年度以降はその準備も考慮に入れる必要がある。

　　　２４．高校＿美作　支部　高等学校

内　　　　　　容

午前（協議）
・司書部会の規約について
・県立図書館資料搬送事業説明会
午後（初任者研修・合同研修・各支部研修）
・初任者研修
・司書部会の規約について
・平成24年度活動報告、平成25年度活動予定
・津山大会について
・オススメ本「フリーテーマ」


