
◆地区活動報告　2016

実施事業名 実施期日 実施会場

総会・全体研修会 4月14日 岡山県生涯学習センター

５月全体研修会 5月14日 岡山県生涯学習センター

6月グループ研修会 6月9日

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

7月グループ研修会 7月9日

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

8月グループ研修会 8月6日

A：灘崎小学校
Ｂ：芳田小学校
Ｃ：岡輝公民館
Ｄ：　東公民館

　Ｅ：光南台公民館

８月全体研修会 8月20日 岡山県生涯学習センター

９月グループ研修会 9月10日

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

１０月グループ研修会 10月13日

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

１１月グループ研修会 11月12日

A：岡輝公民館
Ｂ：　東公民館

　Ｃ：西大寺公民館
Ｄ：高島公民館
Ｅ：東山公民館

１２月全体研修会 12月8日 岡山県生涯学習センター

１月グループ研修会 1月12日

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

２月グループ研修会 2月9日

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

　３月全体研修会 3月8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28日 福田公民館

正副会長及び役員（会
計・研究推進）研修会

5月1日 一宮公民館

　内　　　　　　容

2014年度事業報告　会計報告
2015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　テーマ
別グループ研修会

「スタッフ・マニュアル」第3版　の理論を押さえながら，テーマ別グルー
プ研修

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，テーマ別グルー
プ研修

「スタッフ・マニュアル」第3版　の理論を押さえながら，テーマ別グルー
プ研修

スタッフマニュアル研修「学校司書の専門性」　沖縄国際大学山口真也
教授による講演「学校図書館における『図書館の自由』のあり方を考え
る」　県外出張報告　グループ研修報告　　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，テーマ別グルー
プ研修

「スタッフ・マニュアル」第3版　の理論を押さえながら，テーマ別グルー
プ研修

「スタッフ・マニュアル」第3版　の理論を押さえながら，テーマ別グルー
プ研修

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　　2016年度研修
計画（案）全体スタッフマニュアル研修計画（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

「スタッフ・マニュアル」第3版　の理論を押さえながら，テーマ別グルー
プ研修

「スタッフ・マニュアル」第3版　の理論を押さえながら，テーマ別グルー
プ研修

集録をもとに2年間のグループ研修についての報告　県外出張報告
2016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

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



正副会長・理事研修会② 5月26日 福田公民館

全体スタッフマニュアル
事前検討研修会

7月16日 福田小学校

正副会長・理事研修会③ 7月23日 福田公民館

正副会長研修会 8月25日 御南西公民館

正副会長・理事研修会④ 8月27日 福田公民館

正副会長・理事研修会⑤ 11月24日 福浜公民館

正副会長・理事研修会⑥ 12月22日 福田公民館

正副会長・理事研修会⑦ 2月18日 福田公民館

正副会長・理事研修会⑧ 3月15日 福田公民館

＊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

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16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26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23日 岡山市教育研究研修センター

平成２8年度第１回・第２回研修
講座の打ち合わせ会 3月1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19日 岡山南ふれあいセンター

講義⑨年度末処理について

　内　　　　　　容

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

６月・７月グループ研修会事前打ち合わせ研修会

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

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・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

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

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

○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，新たな理論化を図ることを視野
に入れながら，グループ研修を9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。2年間のグループ別研修を全体で共有できるよ
う，年度末には研究資料集録を作成した。集録では研修で行った新しい試みや提案など，研修の到達点がわかり，今後の図書館活動に生かせ
るものになるようにまとめた。２年間の研修成果を次年度以降に引き継ぎ，より深めながら，岡山市ならではの学校図書館活動を今後も実践・検
証し，研究を積み上げていきたい。

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行事と委員会について　講義⑧授業と
の連携について

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」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行事と委員会について　講義⑧授業と
の連携について　の内容検討　当日までの準備及び確認

（反省と課題）



実施事業名 実施期日 実施会場

赤磐市学校図書館司書連絡会 5月14日 赤磐市立山陽東小学校

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 12月15日 赤磐市立中央図書館

赤磐市図書館司書連絡会 3月4日 赤磐市立磐梨中学校

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 3月25日 赤磐市立赤坂公民館

熊山地域図書館司書連絡会 3月9日 熊山図書館

吉井地域図書館司書連絡会 2月22日 吉井プラザ

吉井地域図書館司書連絡会 3月15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 7月8日 和気町立図書館

学校司書連絡協議会 年１０回程度 町内小中学校

平成27年岡山県学校司書研修
会 7月28日 玉野レクレセンター

○2014年度が学校司書部会発足５５周年にあたり，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』を発行した。８月全体研修会では編集委員から，研修を積み重ねてきた成果や，今後の課題と展望につ
いての報告があった。全員が実践を深め，学び合い，それぞれの専門性を高めること，学校司書部会として今後も研修を積み重ねて発展させて
いくことの重要性を全員で確認した。今後の学校司書部会の研修の参考資料として，この冊子を有効に活用していきたい。

○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，全体スタッフマニュアル研修会として，高島小後藤司書より学校図書館や学
校司書をめぐる状況の話の後，学校司書の専門性や日常活動の中での資料提供の大切さ，そして授業との連携についての話があった。その
後，小グループに分かれてのグループ討議では，自校での実践事例を持ち寄り，情報交換をした。また，全体研修会として沖縄国際大学の山口
真也教授を迎え，「学校図書館における『図書館の自由』のありかたを考えるー資料収集・提供の自由を中心にー」というテーマで講演会を行っ
た。学校図書館と「図書館の自由」の結びつきについて考え，日々の自分たちの活動を振り返る良い機会となり，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。

同上

同上

＜山陽ブロック＞

＜赤坂ブロック＞

＜熊山ブロック＞

＜市全体＞

＜吉井ブロック＞

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。

ブックリスト作業

H２５年度の各校活動報告。次年度の連絡会運営について。
ブックリスト作業

岡山県学校司書研修会および活動報告

　　　　　　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

　　　　　　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」

（反省と課題）
　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。
　

町内学校司書の情報交換，及び研修

同上

同上

（反省と課題）

・今年は赤磐市学校図書館司書会共通のブックリスト（低・中・高・中学校）作成をメインに行った。
・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。
・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。



実施事業名 実施期日 実施会場

第1回司書部会研修会 平成27年4月28日 日生西小学校

第2回司書部会研修会 平成27年6月24日 日生中学校

第3回司書部会研修会 平成27年9月30日 香登小学校

第4回司書部会研修会 平成27年12月25日 日生南小学校

第5回司書部会研修会 平成28年2月23日 伊部小学校

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（火） 邑久中学校

第２回瀬戸内市図書館司
書研修会

６月３０日（水） 中央公民館

第４１回岡山県学校司書研
究協議会（玉野大会）

７月２８日（火） 玉野レクセンター

第３回瀬戸内市図書館司
書研修会

７月３１日（金） 中央公民館

第４回瀬戸内市図書館司
書研修会

８月２６日（水） 中央公民館

第５回瀬戸内市図書館司
書研修会

９月１０日（木） 牛窓東小学校

○平成26年度図書館活動報告について質疑応答
○平成27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
○パネルシアターについて
○教科書改訂に伴う，「授業で使える資料リスト」作成について

○おすすめの本の紹介
○「授業で使える資料リスト」の検討（グループ活動）

○おすすめの本の紹介
○「授業で使える資料リスト」のまとめ（グループ活動）

○おすすめの本の紹介
○今年度の反省と来年度の活動について検討

○瀬戸内市読書ボランティア研修会
　「子どもの本を知る選ぶ伝える」　（講師　土居安子先生）

○鎌田和宏先生との座談会
○第5回　学校図書館と子どもたちの学び
　講演　「図書館活用教育～その学びを考える～」（講師　鎌田和宏先
生）

○実技研修　3年国語　「すがたをかえる大豆」（牛窓東小　奥山司書）
○公共で購入してもらう図鑑について検討
○「おはなし会」の反省・質問　○小中学校別分科会
○内容別分科会（前年度の活動についての質疑応答）
○推薦図書「ステップアップに使える本」

　　　　　　０５．瀬戸内　支部　　小中学校　     

内　　　　　　容

　　　　　　０４．備前　支部　　 小中学校

○学校図書館システム導入について（システム・デモ　富士通）
○今年度の実技研修・推薦図書・分科会の持ち方について
○夏のおはなし会について

○学校図書館システム導入について（システム・デモ　OEC、京セラ丸
善）
○推薦図書について
○夏のおはなし会の打ち合わせ
○子どもたちと学校図書館の学びの内容について

内　　　　　　容

（反省と課題）
○　司書部会では，3作目のパネルシアターを作成し，公共図書館で実演した。来年度も引き続き作品を増加していきたい。
○　小学校の教科書改訂に伴い，資料の要望があればすぐに提供できるよう，授業に役立つ「授業で使える資料リスト」の作成，
検討を行った。司書全員で資料リストを共有することができ，有意義なものになった。今後も資料リストを追加していき，授業のサ
ポートがスムーズに行えるようにしていきたい。

○研究協議会への参加



第６回瀬戸内市図書館司
書研修会

１０月１５日（木） 今城小学校

第２９回中国地区学校図
書館研究大会倉敷大会
第５１回岡山県学校図書
館研究大会倉敷大会

11月２６日（木）
倉敷南小学校
連島東小学校
倉敷天城中学校

第７回瀬戸内市図書館司
書研修会

１２月２５日（金） 国府小学校

第８回瀬戸内市図書館司
書研修会

１月２９日（金） 牛窓中学校

　　　　　　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26日 大崎小学校

学校図書館事務打合せ会
（７月例会） 7月23日 荘内中学校

学校図書館事務打合せ会
（８月例会） 8月19日 玉小学校

学校図書館事務打合せ会
（8月例会） 8月21日 八浜中学校

学校図書館事務打合せ会
（９月例会） 9月1日 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9日 宇野小学校

学校図書館事務打合せ会
（１１月例会） 11月16日 胸上小学校

学校図書館事務打合せ会
（１２月例会） 12月2日 築港小学校

・平成27年度研修計画の立案、作成
・係分担の決定、確認
・図書館ナノシステムについて

・研究集録、利用統計について・製本作業
・研修内容について
・市への要望について

・市立図書館より相互貸借と夏期休業中の派遣について
・玉野大会について
・夏休み中の開館について　　　　・部会研修

・市立図書館への派遣日程について
・市への要望について(報告)　　　　・玉野大会について
・図書館ナノシステムについて　　　・部会研修

内　　　　　　容

・玉野大会の反省
・教科書事務について
・部会研修

・県外出張の報告
・夏休み中の開館状況について
・部会研修

○邑南町学校図書館紹介のDVDを視聴
○岡山県学校図書館研究大会倉敷大会参加報告
○実技研修　「ももたろう」読み比べ　（行幸小　板野司書）
○内容別分科会の内容とメンバー決定
○推薦図書　「4類のおすすめ本」

○新図書館についてお知らせ
○新システム研修会について
○今年度の反省
○来年度の年間計画

（反省と課題）
○鎌田先生や土居先生のお話をお聞きする機会をいただいたことや、他校の実践を聞いたり、実技研修を見たりしたことが、とても参考になっ
た。
○今年度は内容別分科会について、よく話し合えた年だったと思う。来年度から、しっかり研究を進めていきたい。
○来年度、システム運用開始にあたって、具体的な実用や注意点などについて、研修を行っていきたい。

○実技研修　テーマ「百科事典で調べてみよう」　（邑久小　木山司書）
○読書週間の取り組みについて
○小中学校別分科会
○内容別分科会の今後の活動について

○研究大会への参加

・除籍簿について
・部会研修

・新Ｅ表について
・部会研修

・除籍番号について
・部会研修

・各部会の部会研修経過報告
・部会研修



学校図書館事務打合せ会
（１月例会） 1月12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8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2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18日 鉾立小学校

学校図書館事務打合せ会
（新任研修） 12月16日 後閑小学校

実施事業名 実施期日 実施会場

司書部会 5月11日 加賀中学校

司書部会 6月16日 加賀中学校

司書部会 7月17日 加賀中学校

司書部会 8月24日 加賀中学校

図書館部会 9月1日 加賀中学校

司書部会 10月23日 加賀中学校

司書部会 11月20日
ロマン高原かよう

総合会館

司書部会 12月24日 加賀中学校

司書部会 1月7日 加賀中学校

司書部会 2月16日 加賀中学校

・学校図書館に関する調査について
・今後の研修について　　　　・研修記録の扱いについて
・新任者研修の報告　　　　　・部会研修

・校内読書週間について
・研修記録について
・部会研修

・新任司書への図書館事務の研修（受入・除籍等）

・新任司書への図書館事務の研修（蔵書点検・除籍等）

（反省と課題）
平成27年度から、市内全校で図書館システムが本格稼働した。そのため、部会研修は2グループに分かれて、「学校図書館事務の
手引き」の見直しと、「司書会版システムマニュアル」の作成を行った。7月28日にレクレセンターで開催された玉野大会の準備と並
行しての部会研修だった。今年度の部会研修で、それぞれのたたき台ができたので、来年度はこれらを使いながら日常業務を行
い、検証・修正をして完成させたい。また、各月持ち回りで各校司書のおすすめの本のホップを作成し、展示による資料紹介を行っ
た。

今年度の反省と来年度への課題検討
中学校新入学生徒についての情報交換

(反省と課題)
・来年度小学校国語研究会の発表へ向けて、各学年の「物語教材」の読み広げにつながる書籍の選書を行った。各学校の当該図書の所蔵確認
ができるようにデータ化した。今後もこの情報によって相互貸借等資料がより活用されるよう展開していく。
・図書授業で科学読み物を紹介する機会が増えてきているが、書籍の形で適当な分量・内容・形式を持つ資料が少ないため、いろいろな資料か
ら抜き出して、１０編をテキスト化する作業を行った。また、付随して授業展開用のワークシートを作成した。これらを活用して「読み取る力」の育
成を、今後もさらに推進していく。
・臨床心理士　藤井貴子先生による講話と質疑応答の研修は、活発で実際的な学びの場となった。学校図書館の大切な役割のひとつである、
「いろいろな困り感を抱えている子どもの安心できる居場所となる」という役割を再確認し、具体的に必要になる傾聴の技術等について勉強する
機会となった。
・数年前に、町内で時間をかけて練った「日本の名作ベスト１００リスト」を元に、各学校の所蔵書籍の充実や読み進め推進という方向から、取り
組みを続けてきた。6回目となった「読むゾー大賞」の候補作も、今年度はこのリストから選定、あらためて名作の良さを知ってもらうことができた。
来年度は、過去の課題・指定図書などから選定した「現代の名作」を元に同様の活動を展開していく。
・読書フェスティバルへの参画については、「読むぞー大賞」の一等賞作品発表やキラリコメント賞の表彰、フェスティバル用に作成した教材の転
用等、学校教育現場における読書推進との効果的な連携を継続して行っている。

　　　　　　０７．加賀　支部　　  小中学校

内　　　　　　容

計画立案

第6回読むゾ～大賞の候補図書商会冊子「み～っけ！」作成

小学校国語支援のための単元ごとの読み広げ教材研究

研修・「情報社会における子どもの行動と心理」
臨床心理士藤井貴子氏

読書フェスティバル　司書コーナーについての計画

読書フェスティバル　司書コーナーについての計画

読書フェスティバル　司書コーナー準備
「名作の音読に挑戦しよう！」
「展示・世界・日本の歴史を服装でみてみよう！」
「日本の昔話クイズプリントに挑戦しよう！」

・研究集録・利用統計の役割分担の確認
・新Ｅ表について
・部会研修

読書フェスティバルの反省
国語授業の関連書籍リスト作成
科学読み物の図書授業展開検討

国語授業の関連書籍リスト作成
科学読み物の図書授業展開検討
資料を元にした選書情報共有



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 7月29日 倉敷市庁舎

第４回司書部会 9月29日 ライフパーク倉敷

第５回司書部会 10月14日 ライフパーク倉敷

第６回司書部会 12月22日 ライフパーク倉敷

第７回司書部会 2月2日 ライフパーク倉敷

第１回部長会 5月12日 ライフパーク倉敷

第２回部長会 8月20日 ライフパーク倉敷

第３回部長会 3月23日 ライフパーク倉敷

学校図書館司書等研
修会

7月29日 倉敷市庁舎

倉敷市ＳＬＡ
第１回　研修会

11月26日

倉敷市立倉敷南小
学校・倉敷市立連島
東小学校・岡山県立
倉敷天城中学校・岡
山県立倉敷青陵高
等学校

倉敷市ＳＬＡ
第２回　研修会

11月27日 ライフパーク倉敷

図書館システム
新人研修

4月3日 ライフパーク倉敷

新人研修 4月23日
倉敷市立下津井西

小学校図書館

6月17日

6月18日

2月18日 ライフパーク倉敷

・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）
・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）

・学校図書館システム研修　＜復習編＞　＜OPAC活用編＞

図書館システム操作研
修会

ライフパーク倉敷
・学校図書館システムについて
・ＷＥＢメールについて
・学校図書館システム「探調ＴＯＯＬ　ＤＸ」操作研修

・班別研修      ・役員選出

・説明　「読書目標と倉敷市推薦図書について」
　市教委・指導課　藤田　哲彦　主任
・学校図書館システムの運用・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「学校図書館のチカラ　読書を通して広がる子どもの可能性」
　学校図書館アドバイザー　　　五十嵐　絹子　先生
　（元　山形県庄内市立朝晹第一小学校　学校図書館司書）

第２９回中国地区学校図書館研究大会倉敷大会・第５１回岡山県学校
図書館研究大会倉敷大会
・授業公開
・分科会

・今年度のまとめ　　　　　・役員引き継ぎ

・班別研修報告　　・今年度の研修について　　・中間発表について

・班別研修報告　　　　　・次年度の研修計画について
・第４１回岡山県学校司書研究協議会（倉敷大会）について

第２９回中国地区学校図書館研究大会倉敷大会・第５２回岡山県学校
図書館研究大会倉敷大会
・全体会
・講演会「忠恕の心は日本の宝！」
　両備グループ　代表兼ＣＥＯ　小嶋光信

・学校図書館システム「探調ＴＯＯＬ　ＤＸ」操作説明
・「学びの扉」，ＷＥＢメールの使い方
・公共図書館蔵書の予約について

新採用者６名参加。
・服務について（市教委）
・図書館の実務について（先輩司書）

・班別研修

・班研修中間発表      ・班別研修

　　　　　　０８．倉敷　支部　小・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

・班別研修

・班別研修

・班別研修



平成２７年度岡山県学
校司書研修会（玉野大
会）

7月28日
玉野レクレ
センター

第４１回岡山県学校司
書研究協議会（倉敷大
会）準備委員会及び研
修会

7月9日
岡山県立倉敷南

高等学校

第４１回岡山県学校司
書研究協議会（倉敷大
会）第１回実行委員会

9月14日
倉敷市環境学習

センター

第2回実行委員会 12月16日
倉敷市環境学習

センター

第3回実行委員会 2月10日
倉敷市環境学習

センター

県SLA司書部会理事会 総社高校

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 鴨方中学校

学校図書館司書研修
会

6月29日 金光竹小学校

浅口市立小中学校・公
共図書館連絡会

10月8日
浅口市立

鴨方図書館

学校図書館司書研修
会

2月19日 寄島中学校

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

岡山県学校図書館協議会司書部会総会及び研修会  （倉敷より１０名
参加）
・実践報告「子どもの読書環境を豊かにするためにできることー公共図
書館との連携」
　笠岡市立大島小学校　学校図書館司書　石井　静子
・全体講座・研修「児童生徒の学びの環境を整える～公共図書館と学
校図書館の連携をめぐって～」
   瀬戸内市教育委員会　新図書館開設準備室長　　嶋田　学

・第４１回岡山県学校司書研究協議会（倉敷大会）の準備。
　（高校より３名，司書部会三役が参加）
　大会日程，会場，大会形式，大会テーマ，予算について検討。

大会テーマ，大会形式，発表内容の検討。

発表内容（全体会・分科会）の決定。大会要項・案内・来賓，助言者に
ついて検討。

・「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）
  各校司書間の情報交換により自校のより効率的な司書業務改善に役立った。
  今後、各司書のスキルアップ研修が課題と感じている。

　　　　　　０９．浅口　支部　　   小中学校

内　　　　　　容

司書業務の研修

各校の読書指導情報交換
バーコードソフトの研修

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

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

内容

・笠岡市教育研修所総会
・年間研修計画について

（反省と課題）
　平成２７年度の司書部会は，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。７月の研修では，全体に広げるため研修中間発表をおこなった。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。　平成２８年７月には，第４１回岡山県学校司書研究協
議会（倉敷大会）にて，研究成果を発表予定。

大会役員役割分担，大会冊子作成について検討。

年３回（５／２０　，　９／３０　，　３／７）実施

・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

・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
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２３日（木） 井原小学校

第２回学校司書研修会 ５月２２日（金） 美星中学校

司書の連絡会 ７月３日（金） 井原図書館

岡山県学校司書研究
会

７月２８日（火） 玉野レクレセンター

第３回学校司書研修会 ８月４日（火） 木之子中学校

第４回学校司書研修会 １０月８日（木） 野上小学校

図書館システムのデモ １０月２３日（金） 井原市役所

第５回学校司書研修会 １２月１０日（木） 芳井小学校

第６回学校司書研修会 ２月２６日（金） 井原中学校

実施事業名 実施期日 実施会場

学校司書部会 7月29日 総社小学校

学校司書部会 7月31日
新本小学校
昭和小学校

学校司書部会 12月8日 維新小学校

　　　　　　１２．井原　支部　　  小・中学校

内　　　　　　容

・平成２７年度研修計画

・図書館司書との情報交換

・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

・学校図書館活動反省
・来年度に向けて（研修日程、手引きなど）

（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７年目となった。
図書館昨年度に引き続き，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。来年度、学校図書管理システムの更新できるように各学
校で図書データと備品の整理等の準備を行った。

内　　　　　　容

・司書部会研修内容検討
・お話会の計画と準備

・お話会の実演と反省
・相互賃借に役立つ選書について　等

・読書週間の取り組みの報告
・相互賃借に役立つ選書について　等

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（読書活動予定・報告、学年別ベスト貸出など）

・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。

・岡山県学校司書研修会報告
・第3次井原市子ども読書活動推進計画について

・図書の登録データ・廃棄について
・情報交換

・（株）図書館流通センターによる図書館システムのデモを行う

・研修会参加

・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



学校司書部会 2月9日 秦小学校

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

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21日 津山市役所東庁舎

第２回定例会 5月19日 向陽小学校図書館

第３回定例会 6月25日 北陵中学校図書館

第４回定例会 7月16日 鶴山小学校図書館

岡山県学校司書研修
会（玉野大会）

7月28日 玉野レクレセンター

学校司書研修会（津山
市教育委員会主催）

8月18日 津山市役所東庁舎

第５回定例会 8月20日 林田小学校図書館

第1回図書選定会 8月20日 津山ブックセンター

第６回定例会 9月15日
津山市立図書館

集会室

第７回定例会 10月22日 弥生小学校図書館

・今年度の反省と来年度の研修計画
・学校図書館システム研修　等

（反省と課題）
○今後の小・中学校の相互賃借を推進するため，より需要の高い資料についての情報交換・選定を進めている。
○図書館運営システムの研修も継続し.有効な活用につながっている。
○来年度も引き続き有意義な研修を行っていきたい。

絵本の読み聞かせについての講習（講師　岡山県立図書館司書）

　　　　　　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

・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

内　　容

今年度の研修計画

小学校教科書改訂に対応した図書館運営について

小学校教科書に準拠した図書館学習の指導体系表の作成

小学校教科書に準拠した図書館学習の指導体系表の作成

小学校教科書に準拠した図書館学習の指導体系表の作成

研修会参加

児童・生徒にすすめる本の選定

小学校教科書に準拠した図書館学習の指導体系表の作成

中学校教科書に準拠した図書館学習の指導体系表の作成



第８回定例会 11月19日 津山市中央公民館

第９回定例会 12月17日
津山市立図書館

集会室

第１０回定例会 1月19日 東小学校図書館

第2回図書選定会 1月28日 津山ブックセンター

第１1回定例会 2月25日 津山市立図書館

第１2回定例会 3月22日 佐良山小学校図書館

実施事業名 実施期日 実施会場

研修会 7月1日 岡山県立図書館

研修会 7月28日 玉野レクレセンター

研修会 2月2日 美作市

実施事業名 実施期日 実施会場

第１回
司書部会研修会

4/30（木） 東岡山工業高校

第２回
司書部会研修会

6/19（金） 岡山一宮高校

第３回
司書部会研修会

8/5（水） 岡山操山高校

　２１．美作西粟倉　支部　小中学校

小学校・中学校を見通した図書館運営

小学校、中学校の教科書に準拠した図書館学習の体系表の作成により、各学年で押さえておきたい項目について津山市内で共
有することができた。また学力向上の手立てとして、アニマシオンの活用についての学習、作成を行った。作成したものを活用し
て、具体的な活動に取り組んでいきたい。

（反省と課題）

学力向上の手立て・アニマシオンの活用について

学力向上の手立て・アニマシオンの活用について

アニマシオンの作成　小学校・中学校の連携について

児童・生徒にすすめる本の選定

研修のまとめ　情報交換

　　　　　　２２．高校＿備前　支部　　高等学校

内　　　　　　容

・平成26年度備前支部司書部会活動報告・決算報告
・平成27年度備前支部司書部会活動予定・予算案
・研修Ａ（初任者研修），研修Ｂ（初任者研修参加者以外の司書による
合同研修）
・「でーれーBOOKS」、サポート校、県立図書館搬送事業についての協
議
※備中・美作支部と合同講演会：「司書の仕事・図書館の仕事」（講師：
鳥取県立図書館　高橋真太郎司書）
・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：「タイトルとビジュアルで読ませる本」「2015年1月
～3月に出版された本」、「フリーテーマ」

・協議：「広島県高教研図書館部会より講師派遣依頼について」「高校
生おすすめ本募集事業（生涯学習課）選定委員選出について」
・プチ紹介：玉野・瀬戸南・倉敷翔南
・研修：「資料に関する研修」
・おすすめ本の紹介：「あまり図書館を利用しない子に･･･とっさの一冊」
「進路の定番本（この分野ではこれを読め！）」「フリーテーマ」

・研修：「図書館に先生を呼び込もう」
・プチ紹介：岡山芳泉・倉敷鷲羽・岡山理大附属
・おすすめ本の紹介：「先生や司書が読んでおくべき教育系の本」「第2
回司書部会（この分類にはこの本が必要！）で紹介された本」「フリー
テーマ」

内　　　　　　容

岡山県子どもの読書活動推進連絡会

岡山県学校司書研修会

美作市読書コンシェルジュ研修会

（反省と課題）
　研修で、読書の大切さを知る貴重な講演を聴くことができた。また、研修会に参加して、他の学校の取組等を知るよいきっかけに
なった。



第４回
司書部会研修会

12/9（水） 岡山県立図書館

第５回
司書部会研修会

3/4（金）
倉敷市立倉敷

翔南高校

実施事業名 実施期日 実施会場

第１回
備中地区司書部会

4/30
（木）

岡山県立東岡山
工業高等学校

第２回
備中地区司書部会

6/24
（水）

岡山県立倉敷古
城池高等学校

第３回
備中地区司書部会

10/28
（水）

岡山県立倉敷南
高等学校

第４回
備中地区司書部会

12/9
（水）

岡山県立図書館

第５回
備中地区司書部会

3/4
(金）

興譲館高等学校

・合同研修：「岡山県高校図書館ちょっとした工夫の事例集（各校の実
践をスライドで）」
・研修：「ビブリオバトル」
・プチ紹介：岡山商大附属・岡工・備前緑陽
・おすすめ本の紹介：「異文化理解」「戦後70年」「フリーテーマ」

・協議：平成27年度、28年度お研修について（反省と計画等）
・研修：「ＰＯＰで図書館を盛り上げよう！」（講師：倉敷翔南高校　片山
有理亜司書）
・プチ紹介：東岡工・瀬戸・学芸館
・おすすめ本の紹介：「中高生向けのわくわくする青春小説」「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、年度当初というなるべく年度の早い時期に、県外の風を入れて、モチベーションを上げようと、鳥取県立図書館司書の高橋
真太郎さんをお招きし、司書の仕事について本質的に考えたり、さまざまな実践例をご紹介いただく講演会を行ったのが、非常に
好評であった。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

内　　　　　　容

・平成26年度活動報告および平成27年度活動予定
・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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・講演「司書の仕
事・図書館の仕事」（鳥取県立図書館司書　高橋真太郎氏）
・サポート校グループによるフリートーク
・資料研究（タレントの本でためになる本・フリーテーマ）

・協議・諸連絡（理事会・ネットワーク研究委員会・広島県高教研
図書館部会からの依頼について）
・進路支援に関する研修（意見交換・ワークショップ）
・資料研究（読書感想文におすすめの本・生徒が読みやすい古
典の本・フリーテーマ）

・展示実習（班別展示作成・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・28年度学校司
書研究協議会発表について）
・資料研究（ノンフィクション・展示作りに役立つ本・フリーテーマ）

・合同司書部会研修「岡山県高校図書館ちょっとした工夫の事
例集」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・協
議・諸連絡（28年度学校司書研究協議会発表について・第5回
司書部会について）
・情報検索研修（図書以外の情報検索ツールや提供の仕方等
の情報交換）
・資料研究（2015年を振りかえる本・男子にも人気の恋愛本・フ
リーテーマ）

・協議・諸連絡（理事会・ネットワーク研究委員会）
・平成27年度の反省と28年度の研修計画
・研修「倉敷大会（28年度学校司書研究協議会）に向けて）
・図書館レイアウト・コーナー作り実習
・資料研究（スタートの本・小説以外の文庫本・フリーテーマ）

（反省と課題）
H27年度も前年度に引き続き「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。進路支援に関する研修や展示
実 習 、 情 報 検 索 研 修 は 、 各 校 の 工 夫 し た 事 例 が そ れ ぞ れ 紹 介 さ れ 、 自 校 に 持 ち 帰 り 実 践 す る こ と が で き た 。
第5回のレイアウト・コーナー作り実習では、その目的を考えながら作業を行い、会場校図書館の魅力アップにつながる環境づくり
を行うことができたとともに、各校の利用目的や利用状況を確認しながら館内環境を整える必要性を感じられる研修となった。
H28年度より発表が続くため、研修テーマに沿いながら、正規・臨時ともに充実した研修を行い、その成果を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。



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（木） 東岡山工業高校

第２回司書部会研修会 ７月１３日（月） 真庭高校落合校地

第３回司書部会研修会 １０月１４日（水） 津山高校

第４回司書部会研修会 １２月９日　（水） 岡山県立図書館

第５回司書部会研修会 ３月３日　（木） 津山東高校

・オススメ本「０、１、２類、生徒が勉強したくなる参考書」
・研修①展示コーナー作り
･研修②読書ボード

・オススメ本「３類、４類、エッセイ」
・研修①読書会
・研修②読書ボード作成

午前（合同研修）
・研修　岡山県高校図書館ちょっとした工夫の事例集
午後（備中・美作合同研修）
・オススメ本「５、６類、特に男子におすすめの恋愛本、２０１５年
を振り返る本」
・研修　情報検索研修

・オススメ本「７、８類、今年の小説ベスト１」
・研修　展示紹介
・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）
　２７年度は展示コーナーや読書会、読書ボードの作成など、自館での取り組みに活かしやすいものを中心に行いました。自分た
ちで実際に作成してみることで、難しいところや所要時間などを把握することができ、生徒に教える際にも役立つものになったので
はないでしょうか。
　２８年度は読み聞かせやＰＯＰ研修、ビブリオバトルなどを行う予定です。引き続き自館の活動に役立つ研修にしていければと思
います。

　　　２４．高校＿美作　支部　高等学校

内　　　　　　容

午前（各支部研修）
・平成26年度活動報告、平成27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
・講演「司書の仕事・図書館の仕事」
・サポート校グループによるフリートーク


