
◆地区活動報告　2015

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13日 岡山県生涯学習センター

6月全体研修会 6月6日 岡山県生涯学習センター

7月グループ研修会 7月3日

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

8月全体研修会 8月12日 岡山県生涯学習センター

８月グループ研修会 8月19日

A：西大寺公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：岡輝公民館
Ｄ：芳田公民館
Ｅ：福浜公民館

９月グループ研修会 9月18日

A：高島公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：吉備公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：福浜公民館

１０月グループ研修会 10月21日

A：高島公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：吉備公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：福浜公民館

１１月グループ研修会 11月20日

A：岡輝公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：岡輝公民館
Ｄ：福浜公民館
Ｅ：東山公民館

１２月全体研修会 12月9日 岡山県生涯学習センター

１月グループ研修会 1月13日

A：高島公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：岡輝公民館
Ｄ：福浜公民館
Ｅ：東山公民館

「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　学校司書１年目及び２年目研修講座
【第3日】及び１０年経験者研修講座【第2日】報告　県外
出張報告　　2015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

　内　　　　　　容

201３年度事業報告　会計報告　201４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

岡山県学校司書研究協議会（岡山大会）の発表に向けた分
科会別研修

01_岡山支部　小・中学校

「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研修「学校司書の専門性」　実技研修
「ブックトーク 理論と実演」　県外出張報告　グループ研
修報告　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　提案と協議（次年度8月全体研修会・除
籍データの削除について）　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

「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



２月グループ研修会 2月5日

A：高島公民館
Ｂ：岡西公民館
Ｃ：岡輝公民館
Ｄ：福浜公民館
Ｅ：東山公民館

　３月全体研修会 3月5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24日 岡西公民館

正副会長及び会計担
当者研修会

4月28日 岡西公民館

正副会長・理事研修会② 5月22日 東山公民館

全体スタッフマニュアル事前検討研修会 7月15日 東山公民館

正副会長・理事研修会③ 7月29日 岡西公民館

正副会長研修会① 8月18日 東山公民館

正副会長・理事研修会④ 8月21日 東山公民館

正副会長・理事研修会⑤ 11月6日 東山公民館

正副会長・理事研修会⑥ 12月16日 岡西公民館

正副会長・理事研修会⑦ 2月19日 東山公民館

正副会長・理事研修会⑧ 3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）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６回実行委員会
及び研修会

4月21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）助言者打合会及び

6月11日
6月12日

上道中学校・岡山市
教育研究研修セン
ター
岡西公民館

第４０回岡山県学校司
書研究協議会（岡山大
会）会場下見及び研修

6月26日
灘崎文化センター
ウェルポートなださ

き
第４０回岡山県学校司
書研究協議会（岡山大
会）第７回実行委員会
及び大会役員打ち合わ

7月1日 岡西公民館

第４０回岡山大会について（役割分担、全大会・分科会等）検討
研修会

8月全体スタッフマニュアル研修（内容・小グループ討
議）検討研修会

第４０回岡山大会について（大会冊子、役割分担、後援申請・助
言者等）検討研修会

第４０回岡山大会について（発表者、助言者、司会者、会責任者
による）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

９月・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

第４０回岡山大会について（分科会会場の決定、当日の流れと各
係の仕事の確認、交流会について等）打ち合わせ研修会

「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

8月グループ研修会・8月全体研修会（実技研修役割分担・
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

グループ研修報告　県外出張報告　2015年度研修計画
（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

　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

６月全体研修会・７月グループ研修会事前打ち合わせ研修
会



第４０回岡山県学校司
書研究協議会（岡山大
会）第８回実行委員会
及び資料準備研修会

7月17日 芳田中学校

第４０回岡山県学校司
書研究協議会（岡山大
会）第９回実行委員会
及び前日準備研修会

7月23日
灘崎文化センター
ウェルポートなださ

き

＊「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４回「学校司書部
会　研修の経過と展
望」研修会

5月15日 福浜公民館

第５回「学校司書部
会　研修の経過と展
望」研修会

8月26日 福浜公民館

第６回「学校司書部
会　研修の経過と展
望」研修会

10月6日 芳田公民館

第７回「学校司書部
会　研修の経過と展
望」研修会

11月18日 芳田公民館

第８回「学校司書部
会　研修の経過と展
望」研修会

12月16日 芳田公民館

第９回「学校司書部
会　研修の経過と展
望」研修会

1月15日 芳田公民館

第１０回「学校司書
部会　研修の経過と
展望」研修会

2月24日 芳田公民館

＊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【第1日】

4月7日 岡山市教育研究研修センター

学校司書１年目及び２年
目研修講座【第2日】・
10年経験者研修講座【第
1日】

4月22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19日 岡山市教育研究研修センター

学校司書１年目及び２年目研
修講座【第3日】・10年経験
者研修講座【第2日】

8月26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15日 岡山市教育研究研修センター

学校司書１年目及び
２年目研修講座【第
4日】

2月24日 岡山市教育研究研修センター

平成２7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15日 岡山西ふれあいセンター

＊2014年度の研修成果と課題

講義⑨年度末処理について

　内　　　　　　容

「学校司書部会　研修の経過と展望」作成について

　内　　　　　　容

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
及び確認

「学校司書部会　研修の経過と展望」作成について

　内　　　　　　容

「学校司書部会　研修の経過と展望」作成について

代表校の役割、代表校の対応について

＊学校図書館管理システム「探調TOOL」に係る代表校研修会等

第４０回岡山大会について（当日の役割確認、大会資料袋詰め
等）打ち合わせ研修会

第４０回岡山大会について（各会場設営、リハーサル、各種準備
作業）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

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　当日までの準備及び
確認

「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

「学校司書部会　研修の経過と展望」作成について



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

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

町立図書館・学校司書・出前
読み聞かせ講師連絡会 6月26日 和気町立図書館

和気・備前・瀬戸内合同
司書研修会 8月22日 瀬戸内市立図書館

学校司書連絡協議会 年１０回程度 町内小中学校

講師を迎えての講演会
　　　　　　　　（追手門学院小学校　多賀一郎先生）

同上(３学期分)

＜吉井ブロック＞

同上

（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。

　　　　　　０２．赤磐　支部　　 小中学校

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」

○2012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、
「資料研究」「館内整備」「学校図書館でつけたい力」「資料紹介」「委員会活動」のテーマ別で5グループに分かれ、
日々の実践を検証し、新たな理論家を図ることを視野に入れながら、グループ研修を７回行った。各グループの目的に
沿って、今求められている学校司書の専門性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、研修で得たことを各校での実践につなげ、よりよい活動
が行えるよう取り組んだ。今年の研修成果を来年に引き継ぎ、より深めながら、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、来年度末に研究集録を発行する。

○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７
回持った。2015年7月に発行し、これを活用して全体で共有する研修会をもつ予定である。

○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、全体スタッフマニュアル研修とし
て、竜操中 疋田司書より「学校司書の専門性」のテーマでお話しいただき、その後小グループに分かれ、それぞれが考
えたことや感じていることを共有した。また、全体研修会(実技）として福浜小 其輪司書を講師に「ブックトーク 理論&
実践」のテーマで、ブックトークとはどのようなものか、実演とともにお聞きした。参加者の感想からもやってみようと
いう気持ちになったとの意見が多く、有意義な研修であった。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。この大会の成果を活かし、各校でのさらなる図書館活動の充実につなげたい。

＜赤坂ブロック＞

同上

＜熊山ブロック＞

同上(１、２学期分)

H２５年度の各校活動報告。次年度の連絡会運営につい
て。

＜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。

町内学校司書の情報交換，及び研修

・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。

　　　　　　０３．和気　支部　　　小中学校

内　　　　　　容

町内学校司書，読み聞かせボランティアとの交流・情報交
換



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30日 日生東小学校

第2回司書部会研修
会

6月25日 東鶴山小学校

第3回司書部会研修
会

9月24日 三石中学校

第4回司書部会研修
会

12月25日 備前中学校

第5回司書部会研修
会

2月25日 西鶴山小学校

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

4月22日 邑久中学校

第２回瀬戸内市図書
館司書研修会

6月27日 牛窓町公民館

第４０回岡山県学校
司書研究協議会（岡
山大会）

7月24日
灘崎文化セン

ター

第３回瀬戸内市図書
館司書研修会

7月31日 中央公民館

第４回瀬戸内市図書
館司書研修会

8月22日
ゆめトピア長船

行幸小学校

○図書の時間や授業において，児童や生徒からの反応がよかった読み聞かせやブックトークの実践を発表し合い，司書と
しての技能の向上を図ることができた。
○司書部会では，2作目のパネルシアターを作成し，実演した。来年度も引き続き作品を増加していきたい。

○平成25年度図書館活動報告について質疑応答
○平成26年度学校図書館司書部会研修会の活動計画につい
て
○おすすめの本の紹介
○諸連絡・情報交換

○おすすめの本の紹介
○読み聞かせ・ブックトークの実践
○図書の時間や授業での読み聞かせの実践発表や，紹介し
た本（低学年対象）について

○おすすめの本の紹介
○読み聞かせ・ブックトークの実践
○図書の時間や授業での読み聞かせの実践発表や，紹介し
た本（中学年対象）について

○おすすめの本の紹介
○読み聞かせ・ブックトークの実践
○図書の時間や授業での読み聞かせの実践発表や，紹介し
た本（高学年対象）について

○おすすめの本の紹介
○図書館工作・掲示物等，作成した作品の紹介
○図書館工作・掲示物作成時に役立つ作品についての講習
会
○今年度の反省と来年度の活動について検討

○第４回司書研修会における実践報告のリハーサル
○推薦図書
○講演「こどもと本のかけ橋～図書館ボランティア」（講
師　筒井悦子先生）
○交流会　筒井先生を交えてのボランティア交流会

○教育講演会「一冊の本が学級を変える」（講師　多賀一
郎先生）
○多賀先生を囲んでの意見交換
○瀬戸内市・備前市・和気町学校図書館合同研修会

　　　　　　０５．瀬戸内　支部　　小中学校　     

内　　　　　　容

○今年度の実技研修・推薦図書・分科会の持ち方について
○参加行事について
○夏のおはなし会について
○「第４回学校図書館と子どもたちの学び」内容検討
○小中学校別分科会○県立図書館職員による研修「児童サービスの基礎」
○「第４回学校図書館と子どもたちの学び」内容検討
○夏のおはなし会の打ち合わせ
○内容別分科会
○推薦図書

研究協議会への参加

（反省と課題）
８月の学校司書研修会に，部員全員で参加することができてよかった。
　年間１０回の学校司書連絡協議会や，読み聞かせボランティアとの会では，お互いの実践を交流し合い，情報交換をす
ることで，自分の実践に取り入れることができた。
　読書感想文コンクールについては，読書の幅を広げる契機になるよう，本の紹介や書き方の啓発をしていきたい。
　

　　　　　　０４．備前　支部　　 小中学校

内　　　　　　容



第５回瀬戸内市図書
館司書研修会

9月10日 牛窓東小学校

第６回瀬戸内市図書
館司書研修会

10月15日 邑久小学校

第７回瀬戸内市図書
館司書研修会

12月25日 長船中学校

第８回瀬戸内市図書
館司書研修会

1月30日 牛窓北小学校

第４回学校図書館と
子どもたちの学び

2月28日 瀬戸内市中央公民館

　　　　　　０６．玉野　支部　　小・中学校

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）
4月24日 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28日 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25日 山田中学校

学校図書館事務打合せ
会　　　　　　（７月

例会）
7月3日 宇野中学校

学校図書館事務打合せ
会　　　　　　（８月

例会）
8月1日 山田小学校

学校図書館事務打合せ
会　　　　　　（９月

例会）
9月10日 荘内小学校

学校図書館事務打合せ
会　　　　　　（１０

月例会）
10月24日 八浜小学校

○「第４回学校図書館と子どもたちの学び」　瀬戸内市学
校図書館の発表のリハーサル
○今年度の反省
○来年度の年間計画

○五十嵐絹子先生との座談会
○第４回学校図書館と子どもたちの学び
・瀬戸内市学校図書館の発表
・基調講演「学校図書館活用教育の可能性を拓く」（講師
五十嵐絹子先生）

（反省と課題）
○筒井先生、多賀先生、五十嵐先生のお話をお聞きしたり、他の市町村の司書の方と意見交換したりする機会
をいただくなど、有意義な研修を行うことができた。
○来年度の司書研修会の中で、学校図書館システム導入に向けて研修する時間や、内容別分科会での３年間の
実践を、司書研修会全体で共有していく時間を持ちたい。

○「第４回学校図書館と子どもたちの学び」内容検討
○内容別分科会
○小中学校別分科会
○実技研修　本の紹介　テーマ「月」　（邑久小　木山司
書）
○推薦図書
○「第４回学校図書館と子どもたちの学び」内容検討
○内容別分科会
○小中学校別分科会
○実技研修「百科事典を使ってみよう」「漢和辞典を使っ
てみよう」
　　（国府小　西岡司書）
○推薦図書　○小中学校別分科会　○内容別分科会
○パネル展のレイアウト決め
○「第４回学校図書館と子どもたちの学び」　瀬戸内市学
校図書館の発表のリハーサル

・平成26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
・研修内容について
・図書館システムについて

・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

・市との懇談会報告
・部会研修
・「おすすめの本」の紹介

内　　　　　　容

・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

・図書館システムについて
・部会研修
・「おすすめの本」の紹介

・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28日 田井小学校

学校図書館事務打合せ
会　　　　　　（１２

月例会）
12月18日 日比中学校

学校図書館事務打合せ
会　　　　　　（１月

例会）
1月8日 日の出ふれあい会館

学校図書館事務打合せ
会　　　　　　（２月

例会）
2月24日 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9日 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21日 荘内中学校

実施事業名 実施期日 実施会場

司書部会 5月12日 町内小中学校

司書部会 6月3日 町内小中学校

司書部会 7月18日 町内小中学校

司書部会 8月26日 町内小中学校

司書部会 9月1日 ロマン高原かよう

司書部会 10月3日 ロマン高原かよう

司書部会 10月25日 町内小中学校

司書部会 11月21日 ロマン高原かよう

司書部会 11月22日 ロマン高原かよう

司書部会 12月24日 ロマン高原かよう

司書部会 1月7日 町内小中学校

司書部会 2月3日 町内小中学校

図書館フェスティバル会場準備（司書担当コーナー）

図書館フェスティバル参加

図書館フェスティバル反省
（全国で実施された読書アンケートと比較分析）

小学校教科書改訂による読書教材研究

今年度の反省と課題，次年度への課題検討

（反省と課題）
　授業で使用するワークシートの標準化（共有化）を行った。実施時の状況を報告し、授業の向上を図った。２０１５年
度より小学校の教科書が改訂、変更になったため、特に、国語の読書教材の研究をすることができた。早速、購入や教科
学習と関連した授業に活用している。また、「世界の名作ベスト１００」をもとに、学校の書籍の充実と読書活動を推進
してきた。各学校の状況に即し、授業、読書イベントを通じて、「世界の名作」を紹介した。図書館フェスティバルで
も、読むゾー！大賞の候補作を「世界の名作」から選び、改めて、名作の良さを知ってもらえる機会となった。　一昨年
度実施した読書アンケートの考察を行った。全国で実施されている読書アンケートとも比較し、現在の吉備中央町の読書
実態を知り、これからの読書推進にどのように活用できるか、学校だけでなく、町全体（家庭や図書館を含む）で考えて
いけるように町読書推進委員会に報告した。昨年度、中学校が統合し、中学校図書館もコンピューター化した。町図書館
と同じシステムを用いることにより、町図書館との連携、協働を今まで以上に密に行うことができた。週４日学校司書が
常駐することで、生徒がいつでも利用できる図書館づくりができた一年だった。初年度は、通常貸出利用、図書館整備を
重点に活動したので、今年度は、イベントや掲示などの読書活動を活発にするためのアイデアを司書部会でも出していき
たい。

　　　　　　０７．加賀　支部　　  小中学校

内　　　　　　容

計画立案

吉備中央町夏休み推薦図書紹介冊子作成
「第３回読むゾー！大賞」候補図書について

「一日こども図書館フェスティバルinきびちゅうおう」司
書担当コーナーの打ち合わせ

吉備中央町読書アンケート結果の分析

図書館フェスティバル　　司書コーナー・展示物の打ち合
わせ，作製

図書館フェスティバルの展示物作製

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

・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

・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

・今年度のまとめ
・部会研修
・「おすすめの本」の紹介

・新任司書への図書館事務の研修

（反省と課題）
　平成26年度は、玉野市学校図書館電算化３カ年計画の最終年度にあたり、全体研修では図書館システムの検討を中心
に行った。部会研修は、図書館システムの導入年度ごと（３グループ）に分かれて行い、本格稼働している２グループは
今後使用するマニュアル改訂（「学校図書館事務の手引き」、「学校図書館ナノマニュアル」）について検討し、H26
導入校のグループは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。

・図書館システムについて
・部会研修
・「おすすめの本」の紹介



実施事業名 実施期日 実施会場

第2回司書部会 6月4日 ライフパーク倉敷

第3回司書部会 8月1日 倉敷市庁舎

第4回司書部会 9月4日 ライフパーク倉敷

第5回司書部会 10月21日 ライフパーク倉敷

第6回司書部会 12月16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

第3回部長会 3月20日 ライフパーク倉敷

6月18日
6月19日
2月18日 ライフパーク倉敷

　　　　　　０８．倉敷　支部　小・中学校

内　　　　　　容

第1回司書部会総会 4月30日 ライフパーク倉敷
・班別研修（調べ学習・資料提供・選書・環境整備・資料
作成・マニュアル・学校図書館自己評価）

・班別研修

・司書部会総会（事業報告・会計報告・今年度事業計画・
役員改選等）

・地区別交流　　　　　・班別研修

･班別研修

・班別研修

･班別研修

･班別研修

第1回部長会 5月13日 ライフパーク倉敷
・班別研修について
・今年度の研修について
・相互貸借について

第2回部長会 8月18日
倉敷市役所
水島支所

・班別研修について
・図書館システムについて
・次年度の研修計画について

今年度のまとめ　　　・役員引き継ぎ

倉敷市SLA総会 6月26日
くらしき健康福祉

プラザ
事業報告･決算報告･役員選出・今年度事業計画

学校図書館
司書等研修会

8月1日 倉敷市庁舎

・説明「学校図書館新システムの運用・活用について」
　倉敷情報学習センター　畑中ひとみ 主幹
・講演「公共図書館における取組について」
　倉敷市立真備図書館　館長　藤井広美 司書
　倉敷市立中央図書館　主任　原田栄一 司書

倉敷市SLA
第1回研修会

8月18日 環境交流スクエア
・講演「言語活動の充実を図る学校図書館」
講師　ノートルダム清心女子大学児童学科

准教授　赤木雅宣 先生

倉敷市SLA
第2回研修会

2月10日
くらしき健康福祉

プラザ

・講演「学校教育に図書館のはたらきをいかす」

　講師 津山市立北陵中学校 学校司書 加藤容子 先生

図書館システム
新人研修会

4月4日 ライフパーク倉敷
・学校図書館システム「深調ＴＯＯＬ　ＤＸ」操作研修
・「学びの扉」・Ｗｅｂメールの使い方

新人研修 4月24日
倉敷市立

下津井中学校
服務について（市教委）
図書館の実務について（先輩司書）　　　新採用５名参加

図書館システム
操作研修会

ライフパーク倉敷
・「TOOL-is」について
・学校図書館システム「探調TOOL　DX」操作研修
・蔵書点検、進級処理、相互貸借などの操作研修

平成２６年度岡山県学校
司書研究協議会（岡山大

会）
7月24日

灘崎文化センター
他

県学校司書研究協議会総会及び研究会
倉敷より10名参加

第１回倉敷市推薦図書
策定に係る研修会

7月28日
倉敷市立

万寿東小学校

倉敷市第３次子ども読書推進計画（平成２６年度～５年
間）の推進施策として、学校図書館に於いて「推薦図書」
の選定、「読書目標」の設定をおこなう。推進委員は、
小・中学校教諭と学校図書館司書、市教委・指導課藤田先
生

第２回倉敷市推薦図書
策定に係る研修会

8月26日
倉敷市立万寿東小
学校、倉敷市立西

中学校

倉敷市の小中学校の「読書目標」の設定、「推薦図書」の
選定

第３回倉敷市推薦図書
策定に係る研修会

10月7日
倉敷市立

中央図書館
倉敷市の小中学校の「推薦図書」の選定

第４回倉敷市推薦図書
策定に係る研修会

12月25日 ライフパーク倉敷 倉敷市の小中学校の「推薦図書」の選定

（反省と課題）
　平成２６年度の研修は、7つの研究テーマ(調べ学習･資料提供・選書・環境整備・資料作成・マニュアル・学校図書館
自己評価)に分かれて研修をおこなってきた。平成２７年８月には、研修中間報告会として発表し、全体へ広げ、研修内
容を各校での職務に有効に活かして、倉敷の司書のスキルアップ、図書館の充実を目指す。７つのテーマ別研修は、平成
２８年７月まで引き続き研究を深めていく予定。



実施事業名 実施期日 実施会場
学校図書館司書研修

会
4月1日 寄島小学校

浅口市立小中学校・
公共図書館連絡会

6月27日
浅口市立

鴨方図書館
学校図書館司書研修

会
8月8日 六条院小学校

小教研図書館教育部
会 夏季研修会

8月19日 六条院小学校

学校図書館司書研修
会

2月16日 鴨方西小学校

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月1日 中央小学校

市立図書館との
司書協議会

5月28日 笠岡市立図書館

第２回
司書連絡協議会

6月11日 大島小学校

第３回
司書連絡協議会

7月9日 金浦中学校

第４回
司書連絡協議会

8月2日 笠岡市立図書館

第５回
司書連絡協議会

8月22日 金浦小学校

市立図書館との
司書協議会

9月24日 笠岡市立図書館

第６回
司書連絡協議会

10月22日 笠岡西中学校

第７回
司書連絡協議会

11月19日 笠岡小学校

第８回
司書連絡協議会

12月17日 大井小学校

市立図書館との
司書協議会

2月25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24日 井原小学校

司書の連絡会 5月19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29日 美星小学校

岡山県学校司書
研究協議会

7月24日 灘崎文化センター

・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

・研修参加報告
・玉野大会内容について
・市教委との連絡会の話し合いの内容について

・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
・「笠岡市司書協議会」の協議内容について

・玉野大会内容について

・玉野大会内容について

・玉野大会内容について

・市立図書館との協議・報告・情報交換
・｢読書通帳」について
・団体カードでのインターネット予約について

（反省と課題）
　昨年から、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ている。そのため、計画と
準備で前半が大変忙しかった。来年度にあたっている玉野大会の発表準備のため、今年度は集まる回数を増やしてもら
い、後半からは、それを中心に研修を行った。来年度からの、研修のテーマについてもこれから考えていきたい。

　　　　　　１２．井原　支部　　  小・中学校

内　　　　　　容

・平成２６年度研修計画

・児童・生徒におすすめしたい本について
・図書登録について

・研究協議会参加

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
・「学校インターネット予約貸出」について
・学校への特別貸出について

・「わくわく学校図書館まつり」について
・玉野大会内容について

・「わくわく学校図書館まつり」について
・玉野大会内容について

（反省と課題）
２００９年の浅口市内一斉データ化以後，初のパソコン入替えの為，円滑なシステムの移行と各校図書館業務の統一化を
進めたい。

　　　　　　０９．浅口　支部　　   小中学校

内　　　　　　容

学校図書館事務等の研修

各図書館の概要・児童生徒の読書状況，図書館からの要
望・学校からの要望，取組等の情報交換

図書館システムについて

読書活動推進のための研修，情報交換

学校図書館司書の事務引継ぎについて

10.笠岡支部　小・中学校



第３回学校司書研修
会

8月8日 青野小学校

第４回学校司書研修
会

10月3日 稲倉小学校

第５回学校司書研修
会

12月5日 西江原小学校

第６回学校司書研修
会

2月20日 大江小学校

実施事業名 実施期日 実施会場

学校司書部会 7月30日 総社小学校

学校司書部会 8月1日
池田小学校
中央小学校

学校司書部会 12月9日 清音小学校

学校司書部会 2月16日 阿曽小学校

実施事業名 実施期日 実施会場
高梁市学校教育研修
所学校図書館司書部

会
研修会

6月26日 富家小学校

岡山県学校図書館司
書

研修会
7月24日 灘崎文化センター ・全体会・分科会

高梁市学校教育研修
所学校図書館司書部

会
研修会

8月5日 中井小学校

高梁市学校教育研修
所学校図書館司書部

会
研修会

11月25日 高梁北中学校

　　　　　　１４．高梁　支部　　小中学校

内　　　　　　容

・研修計画の立案

・各校の蔵書の状況、図書廃棄基準の確認
・図書館だよりの書き方
・図書館環境の整備、展示の工夫

・読まない子に興味関心をもたせる対策について情報交換

・読み聞かせボランティア講座報告
・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６年目となった。昨年度に引き続き，今年度も研
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交換を行った。

内　　　　　　容

・司書部会研修内容検討
・お話会の準備と練習
・寄贈本について
・情報交換

・お話会の実演と反省
・マニュアルの確認
・旧運営の手引きの整理

・清音小学校　竹内詳治校長による工作実演
・TRCとの意見交換
・読書週間の取り組みの報告
・マニュアル検討
・寄贈図書について
・情報交換

・OECシステムフォローアップ研修
・今年度の反省と来年度の研修計画
・寄贈図書について
・マニュアル確認
・情報交換

（反省と課題）
○総社市図書館の巡回協力車の運行は継続、引き続き活用したい。
○岡山県立図書館からの協力貸出も同様に活用していきたい。
○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。
○今年度で「総社市学校司書業務マニュアル」が完成したので、マニュアル検討を終了。今後は必要に応じて臨時で検討
をする。
○今後は選書についての情報交換をはじめ、研修内容をより充実したものにしていきたい。

１３．総社　支部　　   小・中学校

・学校司書の手引きについて
・情報交換

・岡山県学校司書研究協議会分科会報告
・学校司書の手引きについて

・図書の廃棄について
・情報交換



高梁市学校教育研修
所学校図書館司書部

会
並びに図書館教育部

会研修会

3月6日
高梁市文化交流

館

実施事業名 実施期日 実施会場

第１回定例会 4月24日
津山市役所

東庁舎

第２回定例会 5月20日
津山市立図書館
視聴覚室

第３回定例会 6月26日
東小学校図書

館

第４回定例会 7月29日
津山市立図書館
集会室

岡山県学校司書
研究協議会

（岡山大会）
7月24日

灘崎文化セン
ター
ウェルポート
なださき

第５回定例会 8月21日
林田小学校図

書館

図書選定会 8月21日
津山ブックセ

ンター

第６回定例会 9月25日
北小学校ﾐｰﾃｨﾝ

ｸﾞﾙｰﾑ

第７回定例会 10月21日
津山市立図書

館

第８回定例会 11月20日
津山市立図書

館

第９回定例会 12月25日
津山市立図書

館

第１０回定例会 1月20日
津山東中学校

図書館

図書選定会 1月29日
津山ブックセ

ンター

第１1回定例会 2月19日
北小学校図書

館

第１2回定例会 3月12日
津山西中学校

図書館
研修のまとめ　基礎調査まとめ　情報交換

実施事業名 実施期日 実施会場

研修会 7月2日 岡山県立図書館

研修会 7月24日 灘崎文化センター

研修会 2月5日

内　　　　　　容

図書館職員等研修講座（基本研修）

岡山県学校司書研究協議会

岡山県子どもの読書活動推進連絡会

（反省と課題）
　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、学校間での合同イベントを小学校で、引き続
き行っていきたい。

内　　容

今年度の研修計画

セミナー「図書館を使った調べ学習の進め方について」参
加

調べ学習について　レポート発表・情報交換

市立図書館と学校図書館の連携について
　「つやまっこ読書プラン推進委員会」会議報告

図書館利用教育について
文科省「学校図書館担当職員の役割と職務」を読み解
く
小学校・中学校の連携について

研究協議会参加

児童・生徒にすすめる本の選定

子どもに支持されている本　レポート発表・情報交換

図書館から足が遠ざかっている子どもへのはたらきか
け-読書週間の行事を工夫する

リクエストに応えられない本の検討

津山市学校図書館の現状　アンケートの集計結果と分
析　小学校･中学校の連携について

レファレンス情報交換

児童・生徒にすすめる本の選定

・図書館教育部会との合同研修会
（県立図書館の取り組みについて情報提供を受け、学びを
支える学校図書館のあり方について研修）
・図書登録方法についての研修
・本年度の反省

（反省と課題）
・他校との情報交換により自校の取り組みの参考になった。
・学校図書館司書が一堂に集まる研修会を持ち、市内司書間のネットワークが深まった。
・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。

　　　　　　１６．津山　支部　　     小・中学校

　２１．美作西粟倉　支部　小中学校

今年度購入してよかった本・読み聞かせしてよかった
本について

各月のテーマについてのレポートや小学校･中学校の連携についての話し合いにより、各校の現状を知ることが
でき、情報交換ができた。引き続き具体的な活動になるよう発展させていきたい。

（反省と課題）



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 岡山芳泉高校

第２回
司書部会研修会

6月17日 玉野高校

第３回
司書部会研修会

8月8日
おかやま西川原

プラザ

第４回
司書部会研修会

12月8日 倉敷工業高校

第５回
司書部会研修会

3月5日 邑久高校

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
岡山県立岡山芳

泉高等学校

内　　　　　　容

・平成25年度活動報告および平成26年度活動予定
・芳泉高校図書館の見学
・合同司書部会（初任者研修＆各種申し合わせ事項の確
認・協議）
・県立図書館より資料搬送事業・横断検索の説明
・ワークショップ「学校図書館とは」
・サポート校グループによるフリートーク
・資料研究（図書館だよりやPOP作りに役に立つ本・フ
リーテーマ）

　　　　　　２２．高校＿備前　支部　　高等学校

内　　　　　　容

・平成25年度備前支部司書部会活動報告・決算報告
・平成26年度備前支部司書部会活動予定・予算案
・初任者研修，「でーれーBOOKS」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「司書お役立ち本」「フリーテーマ」

・高教研学校図書館部会司書部会研究協議会の発表につい
て
・学校司書研究協議会（岡山大会）プレ発表、ワーク
ショップ：読書会
・研修「小論文対策」
・プチ紹介（玉野光南・和気閑谷・岡山聾）
・おすすめ本の紹介「小論文対策におすすめの本」「東日
本大震災関連本」「フリーテーマ」
・研修「図書館での日常会話を考える」
・プチ紹介（岡山一宮・邑久・関西）
・おすすめ本の紹介「医療・看護系に進みたい子におすす
めの本」「勉強法の本」「フリーテーマ」

【午前】
・研修「パスファインダー」
※美作支部研究会と合同研修
・プチ紹介（岡山操山・岡山城東・就実）

・研修「邑久高校図書館整備」
・プチ紹介（岡山東商・岡山御津・岡山後楽館）
・平成26年度の研修・27年度の研修について
・おすすめ本の紹介「2014年度ベスト本」「フリーテー
マ」

（反省と課題）
　今年度も引き続き「図書館の利用促進のために」というテーマに基づき、日常業務ですぐに活用できるものを中心に、
研修を行った。支部内の学校を４つの班に分け、各班が研修を企画した。各回の研修内容が偏らないよう、企画の柱とな
るキーワード（＝「人」「資料」「情報」「場所」）を設定することで、バリエーションに富んだ研修を行うことができ
た。
  毎回、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、自校で参考になる事例を知ることがで
き、困り事を相談して解決のきっかけを得ることができた。
　また、「東日本大震災関連本」「勉強法の本」など、テーマを設けておすすめ本を紹介する時間を設け、日々の選書に
役立つ情報交換を行った。
　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。

23.高校＿備中地区　高等学校



第２回備中地区司書部会 6月18日
岡山県立倉敷商

業高等学校

第３回備中地区司書部会 10月15日
岡山県立倉敷中

央高等学校

第４回備中地区司書部会 12月8日
岡山県立倉敷工

業高等学校

第５回備中地区司書部会 3月6日
岡山県立玉島

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月25日 岡山芳泉高校

第２回司書部会研修
会

7月9日 津山東高校

第３回司書部会研修
会

10月16日 林野高校

第４回司書部会研修
会

12月8日 倉敷工業高校

午前（各支部研修・会場校見学）
・平成25年度活動報告、平成26年度活動予定
・オススメ本「フリーテーマ」
午後（初任者研修・合同研修）
・初任者研修
・各種申し合わせ事項の確認、協議
・県立図書館資料搬送事業・横断検索説明
・ワークショップ「学校図書館とは」
・サポート校グループによるフリートーク

・オススメ本「０、１、２類、インパクトのある本」
・研修①除籍について情報交換
･研修②図書館環境整備活動
・研修③展示に使えるもの作り、POP紹介

・研修　図書館環境整備活動
・ネットワーク研究委員会より相互貸借についての連絡
・事務局より連絡
・オススメ本「３類、４類、読書初心者向きの本」

午前（合同研修）
・研修　パスファインダー
・プチ紹介
午後（合同研修）
・オススメ本「５、６類、冬の行事に使える本」
・講演「学べる・読める図書館をつくる－探究学習と読書
支援から」講師　清教学園中・高等学校探究科教諭　片岡
則夫　氏

・倉敷商業高校図書館見学
・POPの作り方（講師：クレヨンハウス仙波梨英子氏）
・各校展示紹介
・協議・諸連絡（理事会・ネットワーク研究委員会・26年
度の研修テーマについて・整備実習について・研究発表に
ついて）
・実践報告（倉敷高校：妹尾樹代子氏、池田しのぶ氏。備
中支部研究協議会と合同研修）
・資料研究（オススメのライトノベル・読書感想文におす
すめの本・フリーテーマ）

・図書館だよりに関する研修①グループ別情報交換②図書
館だより「いいね！」を見つける③作成法を探る
・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）
・資料研究（部活小説・お仕事小説・フリーテーマ）

・オリエンテーションに関する研修（作成資料・パワーポ
イント資料など）
・協議・諸連絡（でーれーBOOKS・第5回司書部会につ
いて）
・合同司書部会
講演『学べる学校図書館をつくる』（講師：清教学園中・
高等学校探求科教諭　片岡則夫氏）
・資料研究（小論向け作家の本・占いの本・フリーテー
マ）
・図書館実践報告①26年度研修からの実践報告②各校から
の図書館活動実践報告
・平成25年度の反省と来年度の研修計画
・資料研究（専門書で誰が読んでも楽しめる本・新入生に
薦める本・フリーテーマ）

（反省と課題）H26年度は「図書館活動の活性化を目指す」というテーマのもと、研修を行った。POP、図書館だよ
り、オリエンテーションの研修は、それぞれ持ち帰り、即実践できる内容であり、第5回の研修ではその実践例なども紹
介し合うことができた。その場かぎりの研修で終わらず、実践、報告できたことで、研修のふり返りもできよかった。
H27年度以降大会等での発表が続くため、研修から研究発表へと繋げられるよう、各回の研修内容を工夫・充実させて
いきたい。

　　　２４．高校＿美作　支部　高等学校

内　　　　　　容



第５回司書部会研修
会

3月5日 津山工業高校

・オススメ本「７、８類、見て楽しむ本」
・研修　「自慢の活動２０１４」
・今年度の研修まとめ
・来年度研修の運営と研修テーマについて

（反省と課題）
　２６年度の研修は前年度から続いて「図書館環境整備活動」を課題とし、津山東高校、林野高校での除籍作業にも取り
組みました。廃棄基準や除籍の手続き、除籍後の本の処理、レイアウトの考え方など、自館の資料整理にも活かすことが
できたのではないでしょうか。
　２７年度は展示コーナーや読書ボードの作成などを行う予定です。引き続き自館での活動に活かせる研修にしていけれ
ばと思います。


