
◆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12日 岡山県生涯学習センター

6月グループ研修会 6月14日

A：芳田公民館
Ｂ：福田公民館
Ｃ：操南公民館
Ｄ：岡輝公民館
Ｅ：高島公民館

7月グループ研修会 7月7日

A：   東公民館
Ｂ：福田公民館
Ｃ：福田公民館
Ｄ：岡輝公民館
Ｅ：高島公民館

8月グループ研修会 8月4日

  A：  　東公民館
  Ｂ：　東山公民館
  Ｃ：西大寺小学校
  D：岡山中央中学校
  Ｅ：  高島公民館

８月臨時総会並びに　全体
研修会

8月25日 岡山県生涯学習センター

９月グループ研修会 9月13日

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

１０月グループ研修会 10月13日

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

１２月全体研修会 12月6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：岡西公民館
Ｂ：福田公民館
Ｃ：岡南公民館
Ｄ：福浜公民館
Ｅ：高島公民館

２月グループ研修会 2月7日

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

３月全体研修会 3月7日 岡山県生涯学習センター

「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　　201７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

グループ研修についての報告　県外出張報告　201７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

201５年度事業報告　会計報告　201６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

役員改選　全体スタッフマニュアル研修「学校司書の専門
性」　作家石井光太氏による講演『子供が「世界」を変える
なら』　県外出張報告　グループ研修報告　（中学校区毎の
情報交換と話し合い　後日報告書）

「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



＊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 福田公民館

正副会長及び役員（会計）
研修会

4月28日 福田公民館

正副会長・理事研修会② 5月24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14日 岡輝公民館

正副会長・理事研修会③ 7月22日 芳田公民館

正副会長研修会 8月18日 高島公民館

正副会長・理事研修会④ 8月29日 福田公民館

正副会長・理事研修会⑤ 11月22日 芳田公民館

正副会長・理事研修会⑥ 12月20日 福田公民館

正副会長・理事研修会⑦ 2月16日 福田公民館

正副会長・理事研修会⑧ 3月9日 東山公民館

＊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21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】の打
ち合わせ研修会

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
岡山大学教師教育

開発センター

学校司書１年目及び２年目
研修講座【第４日】の打ち合
わせ研修会

1月19日 芳田小学校

学校司書１年目及び２年
目研修講座【第４日】

2月21日
岡山大学教師教育

開発センター

平成２９年度第１回・第２
回研修講座の打ち合わ
せ研修会

3月2日
岡山大学教師教育

開発センター

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

　内　　　　　　容

学校司書部会運営，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・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）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

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資料紹介につ
いて　講義⑧選書について

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資料紹介につ
いて　講義⑧選書について　の内容検討　当日までの準備
及び確認

講義⑨年度末処理について



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 岡山北ふれあいセンター

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20日
赤磐市立

桜が丘小学校

赤磐市図書館司書連絡会 9月6日
赤磐市

中央図書館

赤磐市図書館司書連絡会 12月27日
赤磐市立

城南小学校

赤磐市図書館司書連絡会 3月6日
赤磐市立

高陽中学校

山陽地域図書館司書連絡
会

12月21日 赤磐市立中央図書館

山陽地域図書館司書連絡
会

3月21日 同上

赤坂地域図書館司書連絡
会

3月21日
赤磐市立

赤坂公民館

熊山地域図書館司書連絡
会

2月24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

＊２０１６年度の研修成果と課題

　内　　　　　　容

同上

＜山陽ブロック＞

＜赤坂ブロック＞

＜熊山ブロック＞

○全体研修会では，それぞれが研修したことが学校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も研修を行った。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，岡山中央小横山司
書より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，そしてメディア・情報リテラシーも意識した授業との連携についての話
があった。また，全体研修会として作家の石井光太氏を迎え，『子供が「世界」を変えるなら』のテーマで講演会を行い，作品作りや作品を
通して子どもたちに伝えたいことをお聞きした。言葉の持つ力や読書によって子どもたちの心に種をまくこと，学校図書館が子どもたちの
生きる力を育む場として期待されていることなど，今後学校図書館に常駐する学校司書として役割を見つめなおす有意義な研修となっ
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話し合いは，今年度は時間の都合でそれぞれの中学校区で行い，
報告書の提出にかえた。

各校の実践リスト化
次年度の連絡会運営について

０２．赤磐　支部　　 小・中学校

内　　　　　　容

○2012年度に発行された『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，「学校図書館像」
「蔵書を考える」「授業との連携　学校図書館における探究型学習とアクティブ・ラーニングを考える」「授業との連携」「メディア・情報リテラ
シー」のテーマ別で５グループに分かれ，２か年を研修期間として研修目的・研修計画を立てた。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た内容で，グループ研修を８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。来年度末には，
2年間のグループ別研修を全体で共有したり今後の図書館活動に生かすことができたりするよう，研究資料集録にまとめる予定としてい
る。

本年度の活動計画

「資料保存と修理の実際」というテーマで県立図書館の方に
来ていただき、講義と持参した資料を修理した。

同上

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

（反省と課題）

＜吉井ブロック＞

＜市全体＞

読み聞かせの実践報告
各校の実践をリスト化

各校実践報告

同上

同上

・今年は赤磐市学校図書館司書会として、それぞれの実践をリスト化した。
・市立図書館職員が２名、学校図書館司書となり、市立図書館とのつながりが強くなった。

０３．和気　支部　　　小・中学校



実施事業名 実施期日 実施会場

学校司書連絡協議会 年12回 町内小中学校

実施事業名 実施期日 実施会場

第1回司書部会研修会 平成28年5月6日 三国小学校

第2回司書部会研修会 平成28年6月28日 吉永小学校

第3回司書部会研修会 平成28年9月21日 西鶴山小学校

第4回司書部会研修会 平成28年12月26日 神根小学校

第5回司書部会研修会 平成29年2月23日 日生東小学校

参加９名　　　○　平成27年度 図書館活動報告
○　平成28年度 学校図書館協議会 司書部会研修
会の活動計画立案
○　おすすめの本の紹介

参加８名　　　○　おすすめの本の紹介　　　○　パネ
ルシアターについて
○　授業実践例および資料提供リストについて
○　図書館活動報告書保存と引継ぎ書について

参加１４名　　　○　自己紹介　　　○　おすすめの本
の紹介
○　共通理解事項について　　　○　引継ぎ事項につ
いて
○　自主研修について

参加１３名　　　○　移管図書選書
○　相互貸借，紙芝居，おすすめの本，部会の記
録，県役員選出について
○　情報交換等

参加１４名　　　○　進級業務伝達講習
○　活動報告書，紙芝居，おすすめの本，平成29年
度部会について
○　自主研修について

０５．瀬戸内　支部　　小・中学校　     

０４．備前　支部　　 小・中学校

内　　　　　　容

（反省と課題）
○　夏休み中に自主研修として，４作目のパネルシアターを作成し，ボランティアとして公共図書館で実演した。来年度以
降も引き続き読み聞かせに関連した作品を作成し，自己研鑽に努めたい。
○　年度途中に増員があり，１４名となった。研修内容を高め，より一層実りある司書部会として，研修を各校に反映し，図
書館活動および児童生徒の読書活動を深めるように努めたい。
○　年度途中の増員の結果，備前市学校司書としての共通理解事項の伝達や研修事項の増加等，部会の重要性が増大
した。今後，研修方法等を協議検討し，相互理解を深め，実践的な研修を積んでいくことが一層求められている。

内　　　　　　容

○統廃合に伴う備品整理等についての話し合い・共
通理解
○町内学校向けリサイクルブック（7回）
○図書管理システムの研修（１回）

（反省と課題）
　・平成２８年度の学校司書連絡協議会は、町内小学校の統廃合（小学校７校が３校になる）に関する話し合い、共通理解
が主な内容だった。除籍図書を譲渡するリサイクルブックも実施した。
　・司書全員が集まるのは難しい状況であったことから、町内共有のネットワークを使った情報交換が頻繁に行われた。こ
れは今後も継続予定であり、資料情報の提供等に役立てている。
　・統廃合関連の作業のため、例年行っていた司書会としての研修会への参加・報告はできていなかったので、今後はま
た参加者からの報告をし、全体に還元するようにしたい。
　



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２６日（火） 邑久小学校

第２回瀬戸内市図書館
司書研修会

６月１７日（金） 市民図書館

第３回瀬戸内市図書館
司書研修会

７月２７日（水） 牛窓西小学校

第４０回岡山県学校司書
研究協議会（岡山大会）

７月２８日（木）
水島愛あいサロン・
倉敷市環境学習セ

ンター

第４回瀬戸内市図書館
司書研修会

８月４日（水） 今城小学校

第５回瀬戸内市図書館
司書研修会

９月９日（金） 行幸小学校

第６回瀬戸内市図書館司書
研修会

１０月１３日（木） 牛窓公民館

第７回瀬戸内市図書館司書
研修会

１１月２５日（金） 今城小学校

第８回瀬戸内市図書館司書
研修会

１月２４日（火） 美和小学校

第９回瀬戸内市図書館司書
研修会

２月４日（土） 市民図書館

◯「第6回学校図書館と子どもたちの学び」について　連絡
◯学校司書ガイドラインについて　連絡
◯蔵書点検の日時について
◯第９回司書研修会の持ち方について
◯内容別分科会

◯今年度の反省（システム・寄贈図書）
◯来年度の年間計画　　◯紛失本・除籍について　　◯内
容別分科会
◯第６回　学校図書館と子どもたちの学び　（講師　坂下直
子先生）
　講演　「『場』としての学校図書館～子どもたちの学びに寄
り添って～」
◯坂下直子先生との座談会

（反省と課題）
◯今年はシステム導入年だったため、何度も研修を重ねてきたが、後になって必要な処理ができていなかったことがわか
るなど、まだ使いこなせていない点もある。来年も、さらにシステム研修を続ける必要がある。
◯内容別分科会にじっくり取り組む時間がもてたことがよかった。来年は、話し合ったことを実践していきたい。
◯講演会で坂下先生のお話を伺って、新たな気づきがあった。その後の座談会でも、日頃、感じている悩みや迷いに対し
て、答えていただく、よい機会 になった。

研究協議会への参加

◯内容別分科会　◯小中学校別分科会
◯推薦図書　テーマ「昔話」
◯システムについて

◯「喜之助さん紙芝居」について（紹介・使い方）　今吉さん
より
◯実技研修　言葉遊びの本の読み方について
　　　　　　　「ぱんつくったよ」を使って（邑久小　木山司書）
◯推薦図書　テーマ　「防災」
◯小中学校別分科会　◯内容別分科会

◯学校図書館システムの研修
◯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

◯「第6回学校図書館と子どもたちの学び」について　連絡
◯実技研修　「古典ブックトーク」（長船中学校　梶藤司書）
◯システムについての共通理解　◯小中学校分科会
◯内容別分科会

◯夏のおはなし会・イベントの反省
◯読書週間の取り組み（去年まで・今年の予定）
◯内容別分科会　◯小中学校別分科会　◯推薦図書
テーマなし

◯実技研修　アニマシオン「オオカミがにげた！」
                                          （牛窓西・北小　花房司書）
◯推薦図書「食育」
◯内容別分科会
◯研修会で作成した読書活動物品リストを確認
◯研修会で購入した消耗品の在庫確認

◯システムの不具合を確認、最優先課題などを検討
◯分科会（町ごとに夏のおはなし会について話し合う）

内　　　　　　容



実施事業名 実施期日 実施会場

学校司書研修会
（４月例会）

４月２６日（火） 日の出ふれあい会館

学校司書研修会
（５月例会）

５月１７日（火） 日の出ふれあい会館

学校司書研修会
（６月例会）

６月９日（木） 日比小学校

学校司書研修会
（７月例会）

７月２１日（木） 宇野小学校

学校司書研修会
（８月例会）

８月２５日（木） 日比中学校

学校司書研修会
（９月例会）

 ９月１３日(火) 第二日比小学校

学校司書研修会
（１０月例会）

１０月２５日（火） 鉾立小学校

学校司書研修会
（１１月例会）

１１月２１日（月） 東児中学校

学校司書研修会
（１２月例会）

１２月１４日（水） 後閑小学校

学校司書研修会
（１月例会）

１月１３日（金） すこやかセンター

学校司書研修会
（２月例会）

２月８日（水） すこやかセンター

学校司書研修会
（３月例会）

３月３日（金） 日の出ふれあい会館

学校司書研修会（新任
研修）

 ４月１９日(火) 宇野小学校

県学校司書研究協議会
（倉敷大会）

７月２８日（木） 水愛あいサロン

学校司書研修会
（８月臨時）

８月４日（金） 荘内小学校

学校司書研修会
（システム研修）

１１月２８日（月） 築港小学校

学校司書研修会
（１２月臨時）

１２月２１日（水） 荘内小学校

・平成28年度研修計画の立案、作成
・係分担の決定、確認
・平成27年度研究集録・利用統計の製本作業

・研修内容について
・市への要望について
・部会研修

・夏休み中の開館について
・全体研修（手引き）
・部会研修

・市への要望について
・倉敷大会参加について
・部会研修

内　　　　　　容

・グループウェア（校支援）システム研修

・部会研修（第１部会・第４部会のみ）

・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
・全体研修（手引き）　　　　・部会研修

・研究集録・利用統計の役割分担の確認
・部会研修

・学校図書館に関する調査について
・部会研修

・校支援研修について
・部会研修

・全体研修（手引き）
・部会研修

・図書館ナノシステムについて
・全体研修（手引き）

・倉敷大会反省
・図書館ナノシステムについて
・グループウェア（校支援）について　　　・部会研修

・図書館ナノシステムについて
・全体研修（手引き）
・部会研修

０６．玉野　支部　　小・中学校

・部会研修（午前）
・全体研修（午後）

・新任司書への図書館事務の研修

・大会参加



実施事業名 実施期日 実施会場

司書部会 5月9日 加賀中学校

司書部会 6月21日 加賀中学校

司書部会 7月19日 加賀中学校

司書部会 8月29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20日 加賀中学校

司書部会 11月22日
ロマン高原かよう

総合会館

司書部会 12月22日 加賀中学校

司書部会 1月6日 加賀中学校

司書部会 2月16日 加賀中学校

実施事業名 実施期日 実施会場

（反省と課題）
　平成28年度は昨年度に引き続き、「学校図書館事務の手引きの見直し」と「システムマニュアル」を部会研修として継続させ、新たに、
「新任者研修」、「学校図書館に関する調査（Ｅ・Ｆ表）の見直し」の2つの部会を設け、計4つに分かれて部会研修を行った。各月持ち回り
で各校司書のおすすめの本についても例年通り行った。多忙ながらも実りある研修になった。
　来年度は新市立図書館と学校図書館の連携を深められるよう話し合いを進めていくとともに、部会研修ではシステムのことばかりでは
なく、司書の専門性を高められるような研修を行っていきたい。

０８．倉敷　支部　小・中学校

内　　　　　　容

今年度の反省と来年度への課題検討
児童生徒についての情報交換
自立支援コーナーについて

[反省と課題]
・国語の物語教材の読み広げにつながる選書を昨年度に引き続き実施した。今後も選書と一覧の作成（データ化）を進めたい。今後は国
語以外の教科の選書についても、図書の情報を共有していきたい。
・これまでは、図書の時間に使用するワークシートづくりをしてきたが、今年度は加えて、家庭での自主学習に役立つワークシートづくりを
した。図書の時間に実施したワークシートを利用して、家庭での自主学習に取り入れた児童もいた。来年度も引き続きワークシートの作成
をしていく。こちらも国語だけでなく他の教科のワークシート作成に力をいれていきたい。中学校でも学校図書館で自主学習用に配布して
いる。
・８月の研修では、スクールカウンセラーの岸本陽子先生を招き、現在の子どもたちが抱える様々な問題を認識できた。子どもたちが自立
できる支援が学校図書館で少しでもできないかという思いが生れた。家庭におけるフォローを期待しにくい子どもたちの自立支援を応援
する図書のコーナーづくりや選書を来年度に向けて検討している。
・８月３日（水）に吉備中央町立図書館からの依頼で「読書感想文の書き方」についての講習（対象小学生）を行った。また、過去の読書イ
ベントの際に作成していた「きびちゅうおうベスト１００＜ものがたり編＞」をもとに、各学校の図書の充実や読書推進活動を実施した。町
立図書館が主催する今年度の読書フェスティバルでは、「きびちゅうおうベスト１００」の中から「読むゾー！大賞」の候補10冊を選び、会
場で「読むゾー！大賞」の発表と最優秀コメント賞に選ばれた児童の表彰を行った。読書フェスティバルでは、小中学校の読書の取り組
みをいろいろな形で紹介している。

読むゾ～大賞の候補図書紹介冊子「み～っけ！」作成

読書フェスティバル展示コーナー打ち合わせ
自主学習教材研究

講話　スクールカウンセラー　岸本陽子氏

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
「絵本ライブ」
「音読しよう！（ものがたり編）」
「読書画展示」

０７．加賀　支部　　  小・中学校

内　　　　　　容

計画立案

読書フェスティバルの反省
自主学習教材研究と実施状況について

自主学習教材研究について
自立支援コーナーについて



第１回司書部会・
総会

4月26日 ライフパーク倉敷

第２回司書部会 5月25日 ライフパーク倉敷

水島愛あいサロン

倉敷市環境学習ｾﾝﾀｰ

第４回司書部会 7月27日
水島愛あいサロン

倉敷市環境学習ｾﾝﾀｰ
・倉敷大会前日準備

第５回司書部会 8月3日 倉敷市庁舎

第６回司書部会 10月12日 ライフパーク倉敷

第７回司書部会 12月13日 ライフパーク倉敷

第８回司書部会 2月2日 ライフパーク倉敷

第１回部長会 8月25日 ライフパーク倉敷

第2回部長会 3月22日 ライフパーク倉敷

倉敷市ＳＬＡ総会 6月22日
くらしき健康福祉

プラザ

学校図書館司書等研修
会

8月3日 倉敷市庁舎

倉敷市ＳＬＡ
第１回　研修会

8月9日
くらしき健康福祉

プラザ

倉敷市ＳＬＡ
第２回　研修会

2月16日
くらしき健康福祉

プラザ

図書館システム
新人研修

4月5日 ライフパーク倉敷

6月29日

・班別研修　・倉敷大会　班発表（選書班・環境整備班）

・倉敷大会プレ発表　　　　・係打ち合わせ会　

・司書部会総会（事業報告・会計報告・昨年度の事業
報告・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）
・倉敷大会について

・班別研修

・班別研修

・班別研修　・倉敷大会　班発表（学校図書館自己評価班・ﾏﾆｭｱﾙ班）

・班別研修   ・役員選出

・倉敷大会について　　　　・班別研修

第３回司書部会

・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「情報活用能力を育てる学校図書館　-学校司書・司
書教諭の役割-」
    ノートルダム清心女子大学 人間生活学部　児童学科
                                   　　　　准教授　赤木　雅宣　先生

・班別研修総括，新班編成　・次年度の研修計画に
ついて
 ・2/16発表班について

・講演「絵本いろいろ　-個性派絵本の可能性をめぐって-」
　　　　明石市政策部政策室　本のまちづくり担当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山畑　幸子　先生

・実践報告(学校図書館司書)①「学校図書館で使える資料
作成と実践　～図書の時間と国語授業の実践～」　(倉敷市
立琴浦南小学校)　小林　智美　(倉敷市立上成小学校)　小
坂純子②「調べ学習を円滑に進めための学校図書館の役
割　～その方法と準備を考える～」　　(倉敷市立児島中学
校)　森分　信江
・講演「美しい日本語」（倉敷市立南中学校)　市坡　よし子
校長先生

・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

・事業報告　・決算報告　・役員改選　・今年度事業計画

・今年度のまとめ　　　　　・役員引き継ぎ



新人研修 4月20日
倉敷市立万寿東
小学校図書館

9月28日

9月29日

2月22日 ライフパーク倉敷

県図協セミナー(第３回) 2月8日 岡山県立図書館

第41回岡山県学校司書
研究協議会　（倉敷大
会）

7月28日
水島愛あいサロン
倉敷市環境学習

 ｾﾝﾀｰ

第５回実行委員会 6月2日
倉敷市環境学習

センター

第６回実行委員会 8月26日
岡山県立倉敷青陵

高等学校

県SLA司書部会
理事会

岡山県立倉敷古城池
高等学校

実施事業名 実施期日 実施会場

学校図書館司書研修会 6月27日 六条院小学校

岡山県学校司書研究協
議会（倉敷大会）

7月28日 水島愛あいサロン

浅口市立小中学校・公
共図書館連絡会

11月10日
浅口市立

鴨方図書館

学校図書館司書研修会 11月17日 鴨方東小学校

学校図書館司書研修会 3月13日 鴨方西小

０９．浅口　支部　　   小・中学校

内　　　　　　容

各校の読書指導情報交換
バーコードソフトの研修

「学校司書からの発信　魅力ある学校図書館」

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

読書週間の振り返り
冬休みの図書の貸し出しについて
更新ソフトの研修について

年４回（５／２０　，　９／１４　，　１２／７　，３／６）実施

会場確認，係別の仕事内容確認，プレ発表について，前日
準備について，当日のタイムスケジュール検討，冊子につ
いて，役員出欠について

（反省と課題）
平成２８年度の研修は，７つの研究テーマ（調べ学習・資料提供・読書支援・授業関連・選書・環境整備・資料作成・マニュアル・学校図書
館自己評価）に分かれ研修をおこなってきた。７月２８日に行われた「第４１回岡山県学校司書研究協議会(倉敷大会)大会」でそれまでの
研修成果を発表した。大会後は新たに８つの班編成（調べ学習・読書支援・授業関連・選書・環境整備・資料作成・マニュアル・学校図書
館自己評価）を組み研修し，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。

大会アンケート結果と次回への課題，会計報告，後援実施
報告書について，研究集録について

ライフパーク倉敷

・学校図書館システム「探調ＴＯＯＬ　ＤＸ」運用及び操作説
明
　(図書リストデータ登録・特集資料登録など)
・復習編

倉敷市環境学習
センター

第41回岡山県学校司書
研究協議会（倉敷大会）
第４回実行委員会

4月22日

新採用者４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）

全体会・分科会，来賓・役員出席者，各係の仕事，使用機
器と会場備品，冊子

プレ発表，当日資料についての検討。

・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

・第４１回岡山県学校司書研究協議会（倉敷大会） 89名参
加

・資料の保存と修理の実際



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（金） 中央小学校

市立図書館との
司書協議会

５／２５（水） 笠岡市立図書館

第２回
司書連絡協議会

６／８（水） 大井小学校

第３回
司書連絡協議会

７／６（水） 笠岡西中学校

第４回
司書連絡協議会

８／６（土） 笠岡市立図書館

第５回
司書連絡協議会

８／２４（金） 金浦小学校

第６回
司書連絡協議会

１０／５（水） 笠岡東中学校

第７回
司書連絡協議会

１／２５（水） 金浦中学校

市立図書館との
司書協議会

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２８日（木） 井原小学校

第２回学校司書研修会 ５月２６日（木） 高屋小学校

第３回学校司書研修会 ６月３日（金） 井原図書館

岡山県学校司書研究会 ７月２８日（木） 水島愛あいサロン

第４回学校司書研修会 ８月５日（金） 芳井中学校

第５回学校司書研修会 １０月６日（木） 美星小学校

第６回学校司書研修会 １２月６日（火） 県主小学校

・「わくわく学校図書館まつり」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。
引き続き、各司書のスキルアップ研修が課題と感じている。

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

・「わくわく学校図書館まつり」について
・スタッフマニュアルの研修

・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
・学校への特別貸出・読書通帳について

・岡山県学校司書研修会報告
・秋の読書週間，月間に向けての取組について

・新図書館システムについて
・情報交換

・児童・生徒におすすめしたい本について
・小・中学校の選書について

・研修会参加

内　　　　　　容

・平成２８年度研修計画

・「わくわく学校図書館まつり」の準備と本番・反省

・研修参加報告
・「大型紙芝居作成」

・本の情報交換
・スタッフマニュアルの研修

・研修のまとめ

・市立図書館との協議・報告・情報交換

・学校司書の手引きについて
・情報交換

１２．井原　支部　　  小・中学校

（反省と課題）
今年度は、以前作成した「スタッフマニュアル」の見直しと「わくわく図書館まつり」、「大型紙芝居」の作成をしたので、時間
がたりなくなってしまった。できれば時間内でできる研修にしたい。新任者研修の時間を確保したい。

・図書館新システムの対応策について
・夏期休業中の図書館開館について



第７回学校司書研修会 ２月２４日（金） 出部小学校

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 7月29日
総社北小学校
神在小学校

学校司書部会 12月6日 維新小学校

学校司書部会 2月3日 池田小学校

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30日 高梁小学校

高梁市学校教育研修所
学校図書館司書部会研
修会

8月4日 宇治小学校

高梁市学校教育研修所
学校図書館司書部会研
修会

11月14日 川面小学校

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

2月23日 高梁市図書館

１６．津山　支部　　     小・中学校

内　　　　　　容

 ・絵本の研修会（読み聞かせ含む）　　　　 　

（反省と課題）
・今年度は、すぐに実践に生かせるような内容を取り入れた研修を行うことができた。
・他にも、選書についての情報交換をはじめ、各校の現状を報告し合うことにより、それぞれが、問題解決のヒントを得るこ
とができ、充実した研修となった。今後も、一人一人の司書のスキルアップを目指した研修をしていきたい。

１４．高梁　支部　　小・中学校

内　　　　　　容

・研修日程及び内容の計画立案

・ビブリオバトルの研修会
  

・図書館教育部会との合同研修会
　　新図書館の施設見学、藤井館長の講話及び質疑
等
・情報交換
・本年度の反省

・司書部会研修内容検討
・お話会の計画と準備
・学校図書館システム研修

・お話会の実演と反省
・相互貸借に役立つ選書について　等

・読書週間の取り組みの報告
・相互貸借に役立つ選書について　等

・今年度の反省と来年度の研修計画
・相互貸借に役立つ選書について　等

（反省と課題）
○今後の小・中学校の相互貸借を推進するため、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。

・学校図書館活動反省
・来年度に向けて

１３．総社　支部　　   小・中学校

（反省と課題）
今年度，図書館新管理システムが整備され，活用方法等の研修を行った。
今年度も昨年度と同様に，学校司書研修会を各学校で開催するようにし，お互いに図書館の視察を行って，環境整備等の
参考にした。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。



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 向陽小学校図書館

第３回定例会 6月16日 津山西中学校図書館

第４回定例会 7月12日
津山市立図書館

集会室

岡山県学校司書研究協
議会

7月28日 水島愛あいサロン

学校司書研修会　(津山
市教育委員会主催）

8月16日 津山市役所東庁舎

第５回定例会 8月18日 林田小学校図書館

第１回図書選定会 8月18日 津山ブックセンター

第６回定例会 9月29日 中道中学校図書館

第７回定例会 10月18日
津山市立図書館

集会室

第８回定例会 11月17日 北陵中学校図書館

第９回定例会 12月20日 津山東中学校図書館

第１０回定例会 1月19日
北小学校

クラブハウス

第２回図書選定会 1月31日 津山ブックセンター

第１１回定例会 2月7日
津山東小学校

会議室

第１２回定例会 3月21日 弥生小学校図書館

実施事業名 実施期日 実施会場

図書館職員等研修講座
(新任研修)

5月25日 岡山県立図書館

図書館職員等研修講座
（基本研修）

7月1日 岡山県立図書館

岡山県子どもの読書活
動推進連絡会

7月1日 岡山県立図書館

「図書館ノート」改訂版の作成

今年度は、小学校国語の教科書に図書館教育がどう扱われているかを精読し、各校での図書館教育に活用する「図書館ノート」を作成し
た。
今後は、年度初めのオリエンテーションや小学校の図書の時間での利用方法を探っていく必要がある。
併用できるワークシートの作成を望む声もある。

（反省と課題）

「図書館ノート」改訂版の作成

児童・生徒にすすめる本の選定と 図書案内の作成

「図書館の展示･行事／図書館サービスと著作権の基礎」
の講習（講師：岡山県立図書館司書）

「図書館ノート」改訂版の作成

「図書館ノート」改訂版の作成

「図書館ノート」改訂版の作成

新任図書館員へ講話、レファレンス、図書館サービスと著
作権の基礎、県立図書館の協力業務と館内見学、情報交
換

２０１５年に出版された主な話題の児童書

岡山県における子どもの読書活動推進について、講演「家
読で読みニケーション始めましょう」、子どもの読書活動優
秀実践校・図書館・団体の取組発表（Ｈ２８文部科学大臣表
彰）

研修のまとめ　情報交換

「図書館ノート」改訂版の作成

１７．苫田　支部　小・中学校

内　　　　　　容

内　　容

今年度の研修計画

「図書館ノート」改訂版の作成について

「図書館ノート」改訂版の作成について

「図書館ノート」改訂版の作成

「図書館ノート」改訂版の作成

研究協議会参加

児童・生徒にすすめる本の選定と 図書案内の作成



苫田郡学校図書館協議
会 総会 研修会

7月7日 鏡野町立鶴喜小学校

第41回岡山県学校司書
研究協議会倉敷大会

7月28日
水島愛あいサロン･倉
敷市環境学習センター

日本図書館協会顧問 塩
見昇氏講演会

3月29日 津山市立図書館

実施事業名 実施期日 実施会場

実施事業名 実施期日 実施会場

定例司書会議 4月28日 作東図書館学習室

定例司書会議 5月17日 作東図書館学習室

定例司書会議 6月24日 作東図書館学習室

研修 7月21日 市内小中学校

研修 7月22日 市内小中学校

研修 7月25日 市内小中学校

研修 7月26日 市内小中学校

研修 7月27日
鏡野町立図書館

鏡野中学校

定例司書会議 8月19日 美作市民センター視聴覚室

定例司書会議 9月26日 美作市民センター視聴覚室

・学校視察日程調整など

・市内小中学校図書館視察

・市内小中学校図書館視察

・市内小中学校図書館視察

・市内小中学校図書館視察

２１．美作西粟倉　支部　小・中学校

２０．真庭　支部　　 小・中学校

内　　　　　　容

真庭市独自の研修会は、開けていないのが、課題である。

（反省と課題）
・研修では様々な団体の工夫や挑戦を学ぶことができた。
・「生徒主体の委員会活動」｢教科に関連した展示」｢進路支援」等、中学図書室にも生かせる取り組みを学んで満足するだけでなく、具体
的にいかしていくことが課題。
・研修の機会が少ないので、ネットワークを広げ情報を得て参加していきたい。

内　　　　　　容

・前年度からの引き継ぎ　・年度初めの取組について（情報
交換）・廃棄図書の基準策定について　・団体貸出について
・図書台帳登録内容確認　など

・夏季休業中の勤務について　・市外学校視察候補校検討など

岡山県青少年読書感想文コンクールについて

｢学校司書から発信 魅力ある学校図書館 さらなる充実を
めざして」○全体会｢学校図書館における進路支援　備中
地区高等学校の事例を中心に｣｢子どもたちが興味を持つ
資料提供｣○分科会｢学校図書館で使える資料作成と実践｣
｢調べ学習を円滑に進めるための学校図書館の役割　方法
と準備｣

なぜ、学校に図書館があるのか？学校図書館を活用する
教育の可能性

・図書館視察など

・学校視察を行っての課題と成果
・夏季休業中に自主参加した研修会の報告、情報交換など

・美作市内搬送便について
・全国読書週間に向けての各校の取組について



定例司書会議 10月28日 作東図書館学習室

定例司書会議 11月28日 美作市民センター情報資料室

研修 12月15日 岡山市立宇野小学校

定例司書会議 12月22日 作東図書館学習室

定例司書会議 1月20日 作東図書館学習室

定例司書会議 2月22日 作東図書館学習室

定例司書会議 3月28日 作東図書館学習室

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） 岡山工業高校

第２回
司書部会研修会

6/16（木） 西大寺高校

第３回
司書部会研修会

8/１（月） 関西高校

第４回
司書部会研修会

12/6（火） 水島工業高校

・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）：「お悩み相談！リクエスト対応＆選
書」
・図書館見学、基本情報アンケート綴じあわせ
・全体連絡：県立図書館より「学校セット・資料搬送便につい
て」、ネット研より「サポート校・でーれーBOOKS」、その他
「図書委員会交流会・高校生ビブリオバトル県大会など」
・合同研修：「共有しよう！各支部の最近の活動」
・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：「逆境に生きる人」「時事問題」「フリー
テーマ」

・協議：「平成27年度決算報告、平成28年度予算案につい
て」
・資料に関する研修：「次の本、前の本（フィクション＆ノン
フィクション）」
・おすすめ本の紹介：「男子うけする本・女子うけする本」
「時事問題」「フリーテーマ」
・プチ紹介：西大寺、岡山聾、玉野商業

人に関する研修：「学校図書館に司書がいるってどういうこ
と？？」「学校図書館あるある」
・おすすめ本の紹介：「海外のミステリー＆ホラー」「時事問
題」「フリーテーマ」
・プチ紹介：岡山大安寺、玉野商業

・合同研修：「鳥取への図書館見学報告」「続！お悩み相談
「図書館の自由」に関わる選書とサービス」」
・支部研修：「見つけた情報を自分流にアレンジ」（各校より
紹介）
・おすすめ本の紹介：「大人になるあなたに贈りたい本」「時
事問題」「フリーテーマ」「5･6類のおすすめ本（美作支部）」
・プチ紹介：岡山南、山陽女子
・平成28年度学校図書館協力業務説明会・懇談会（岡山県
立図書館より）

２２．高校＿備前支部　　高等学校

内　　　　　　容

・来年度の図書購入について

・来年度の図書購入について

・今年度のまとめと次年度にむけての課題など

・研修についてなど

・ブックトーク実演 ・全国読書週間の取組について（報告）

・図書館視察など

・図書購入予算について

（反省と課題）
　定例司書会議を行い、各校の取組について情報交換を行うことができた。また、市外の先進校の視察を行い、現状を知
ることができた。それぞれの担当校において今後の業務に生かしていきたい。



第５回
司書部会研修会

3/2（木） 玉野商業高校

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）

岡山県立岡山工業
高等学校

第２回
備中地区司書部会

6/1
（水）

岡山県立倉敷天城
高等学校

第３回
備中地区司書部会

10/26
（水）

岡山県立笠岡商業
高等学校

第４回
備中地区司書部会

12/6
（火）

岡山県立水島工業
高等学校

第５回
備中地区司書部会

2/21
(火）

岡山理科大学
岡山大学

瀬戸内市民図書館

実施事業名 実施期日 実施会場

・協議：「平成28年度、29年度の研修についての反省と計
画」
・研修：「図書館のレイアウトを考える（玉野商業高校図書
館）」→グループでの話し合い、発表、レイアウト変更
・おすすめ本の紹介：「レイアウト・コーナー作りに参考にな
る本・素材集」「アクティブラーニング関連」「時事問題」「フ
リーテーマ」
・プチ紹介：玉野光南、岡山後楽館

（反省と課題）
　平成28年度も引き続き、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５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。おすすめ本の紹介については、「時事問題」「フリーテーマ」は
毎回必ずテーマとして取り上げることにし、その他のテーマも含めてさまざまな本の情報交換を行った。
  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ており、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もできた。
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。

23.高校＿備中地区　高等学校

内　　　　　　容

・合同研修 初任者研修／合同研修①「お悩み相談!リクエ
スト対応&選書」／合同研修②「共有しよう!各支部の最近の
活動」
・各支部研修 平成27年度司書部会会計報告・活動報告 平
成28年度司書部会役員確認・活動予定・予算案／資料研
究(部活の本)
・サポート校グループによるフリートーク
・その他 申し合わせ事項の確認・協議

・プレ発表：41回岡山県学校司書研究協議会(倉敷大会)に
向けて
・研修  選書についての研修
・資料研究(ホラー)

・研修  除籍についての研修
・資料研究(社会人になる前に読んでおきたい本、先生に紹
介したい本)

・３支部合同研修  報告「鳥取への図書館見学」／研修「続!
お悩み相談「図書館の自由」に関わる選書サービス」
・支部研修  資料研究 (癒やされる本、健康に関する本・身
体に関する本) ／研修「仕事の効率アップ!作戦&小さな工
夫」

・図書館見学
・研修　資料研究(「カッコいい!」人・モノの本)
・協議連絡  来年度の司書部会計画

（反省と課題）
◎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。選書や除籍、仕事の効率化につ
いて、情報交換をしたりアイデアを出し合ったりした。除籍については、笠岡商業高校で実習も行った。いずれの研修でも、
さまざまな工夫を自校に持ち帰り、実践につなげることができた。
◎学校によって司書の立場はさまざまで、予算等も大きく異なっているが、どの学校から参加しても充実した研修だったと
感じられるよう、各回の研修内容を工夫していきたい。

２４．高校＿美作支部　高等学校

内　　　　　　容



第１回司書部会研修会 ４月27日（水） 岡山工業高校

第２回司書部会研修会 ７月１３日（水） 津山市立図書館

第３回司書部会研修会 １０月１２日（水） 勝山高校

第４回司書部会研修会 １２月６日（火） 水島工業高校

第５回司書部会研修会 ３月１５日（水）
美作高校

美作大学図書館

・オススメ本「７、８類、今年の小説ベスト１」
・今年度研修のまとめ
・来年度研修の運営と研修テーマについて
・美作大学・短期大学部図書館見学

(反省と課題）
　・２８年度は高校以外の図書館見学を行うことにより、高校とは違った環境を感じ取ることができた。全体的に兼務者が多
い為展示コーナーなどの小物作りを行う時間などがないため研修が役立ったようである。
　・２９年度は学校司書の居ない図書館のレイアウトなどの提案を行う予定である。また、各高校の新聞活用についての研
修も行いたい。

午前（初任者研修及び合同研修）
・初任者研修
・研修Ｂ「お悩み相談！リクエスト対応と選書」
午後（合同研修・各支部研修）
・合同研修・全体連絡
・研修「共有しよう！各支部の最近の活動
・支部研修　　おススメ本「フリーテーマ」

・オススメ本の紹介「0.1.2類と政治の本」
・研修①読み聞かせ
･研修②おすすめ本の展示コーナー作り
・その他連絡事項

・オススメ本の紹介「３類、４類、笑える雑学本」
・研修①ﾗｲﾄﾉﾍﾞﾙについて
・研修②ビブリオバトル
・研修③除籍本について
・研修④サポート校フリートーク
・連絡事項

午前（合同研修）
・研修　報告「鳥取への図書館見学」
・研修「続！お悩み相談「図書館の自由」に関わる選
書とサービス　　　　　　　午後（備前・美作合同研修）
・オススメ本紹介「大人になるあなたに贈りたい本、
時事問題、ﾌﾘｰﾃｰﾏ」
・研修　各高校のプチ紹介


