
◆地区活動報告　２０１７

＊学校司書部会研修会

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

総会・全体研修会 4月13日 岡山県生涯学習センター
2016年度事業報告　会計報告　2017年度事業計画及び予算の決定　役員
選出

５月全体研修会 5月9日 岡山県生涯学習センター
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

６月グループ研修会 6月6日

A：岡西公民館
Ｂ：吉備公民館
Ｃ：福田公民館
Ｄ：高島公民館
Ｅ：高島公民館

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

７月グループ研修会 7月6日

A：高松公民館
Ｂ：吉備公民館
Ｃ：福田公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：高島公民館

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

８月グループ研修会 8月1日

A：吉備公民館
Ｂ：吉備中学校

Ｃ：城東台小学校
Ｄ：吉備公民館
Ｅ：上南中学校

「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

８月全体研修会 8月17日 岡山県生涯学習センター

全体スタッフマニュアル研修「学校司書の専門性」　実技研修「メディア・情
報リテラシー」山陽学園大学永井悦重特任准教授による講演「メディア・情
報リテラシーと学校司書の役割」中学校区毎の話し合い　県外出張報告
グループ研修報告

９月グループ研修会 9月12日

A：高松公民館
Ｂ：吉備公民館
Ｃ：岡西公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：岡輝公民館

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

１０月グループ研修会 10月12日

A：岡西公民館
Ｂ：吉備公民館
Ｃ：一宮公民館
Ｄ：岡輝公民館
Ｅ：高島公民館

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

１１月グループ研修会 11月7日

A：高松公民館
Ｂ：吉備公民館
Ｃ：吉備公民館
Ｄ：岡西公民館
Ｅ：岡輝公民館

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

１２月全体研修会 12月5日 岡山県生涯学習センター

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　　2018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

１月グループ研修会 1月11日

A：高松公民館
Ｂ：吉備公民館
Ｃ：福田公民館
Ｄ：吉備公民館
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，テーマ別グループ研
修

２月グループ研修会 2月6日

A：高松公民館
Ｂ：芳田公民館
Ｃ：福田公民館
Ｄ：芳田公民館
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，テーマ別グループ研
修

３月全体研修会 3月1日 岡山県生涯学習センター
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　2018
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

０１．岡山　支部　　 小・中学校



（各グループの研修 ２カ年計画２年目　の内容）

グループ名 内　　　　　　　容

Aグループ
【学校図書館像】

「学校図書館像」について，参考文献を読み，実際の学校図書館活動に照
らし合わせて考え，学校司書が常駐することで機能する学校図書館の特
徴を確認する。その上で『スタッフ・マニュアル』を読み，課題などを考える。
学校司書部会全体に提案が必要な内容は提案し，学校図書館像を考えま
とめていく。

Bグループ
【蔵書を考える】

蔵書づくりの視点を共有しながら，「学校司書がいるからできる，興味を広
げ，つながりをもった蔵書を構成する」といったテーマで，「小グループ１・
選書の視点から考える」「小グループ２・小中連携の視点から考える」「小
グループ３・利用者を意識した視点から考える」の３グループに分かれて進
める。

Cグループ
【授業との連携　～探究型学習と主
体的・対話的で深い学び(アクティブ・
ラーニングの視点)を考える～】

探究型学習を深めるには，学校図書館が授業者と協働し，児童生徒にど
のように関わり支援できるか，各自の実践を通して成果と課題を共有す
る。また，新たに加わった主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニン
グの視点）を取り入れた授業において，学校図書館が積極的に関わり，ど
のような支援ができるかについて引き続き考えていく。

Dグループ
【授業との連携】

教科書の見直しと連携できる単元の実践，図書館教育年間計画の見直
し，同一単元での授業との連携の実践と検証など，それぞれの視点から授
業と連携する。

Eグループ
【メディア・情報リテラシー】

これまでの研修から，メディア・情報リテラシーの定義とめざす子ども像に
ついての考えをまとめ，それらを意識しながら各学校で様々な場面におけ
る実践と検証を行う。小グループに分かれ，メディア・情報リテラシーを育
成するための実践や研修を行い，それを基に全員研修として，メディア・情
報リテラシーについて検証していく。

＊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 内　　　　　容

正副会長・理事研修会① 4月25日 東山公民館
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

正副会長及び役員（会計）研修会 4月27日 東山公民館 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23日 東山公民館 ６月・７月グループ研修会事前打ち合わせ研修会

全体スタッフマニュアル事前検討研
修会

7月11日 岡輝公民館 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

正副会長・理事研修会③ 7月21日 東山公民館
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

正副会長研修会 8月21日 東山公民館 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④ 8月24日 東山公民館
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

正副会長・理事研修会⑤ 11月21日 東山公民館 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

正副会長・理事研修会⑥ 12月19日 東山公民館 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

正副会長・理事研修会⑦ 2月15日 東山公民館 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

正副会長・理事研修会⑧ 3月8日 東山公民館 ４月総会ならびに全体研修会事前打ち合わせ研修会

＊第４２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 　内　　　　　容

第４２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13日 芳田公民館
第４２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

第４２回岡山県学校司書研究協議
会（岡山大会）全体会・分科会打ち
合わせ会及び研修会

7月14日 芳田公民館
第４２回岡山大会について（全体会テーマ，全体会発表内容，分科会
テー，分科会内容等）検討研修会

第４２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

8月29日 芳田公民館
第４２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４２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

12月14日 芳田公民館
第４２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

第４２回岡山県学校司書研究協議
会（岡山大会）全体会・分科会発表
者・担当者打ち合わせ会及び研修
会

1月30日 芳田公民館
第４２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

第４２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

2月8日 芳田公民館
第４２回岡山大会について（会場，役割分担，予算，後援申請，助言者等）
検討研修会

メディア・情報リテラシーについて，共通理解し，学
校図書館としてどのような支援や取り組みができ
るか，実践を行い検証する。

目　　　　　　　的

司書資格を有する学校司書が常駐する岡山市の
学校図書館の特徴を確認し，今日的状況や視点
を加えて各校の実践にいかしていく。そして，「こ
れからの岡山市の学校図書館像」を考えまとめて
いく。

『スタッフマニュアル』に書かれている学校司書に
求められる姿の中で，資料と利用者を結ぶ学校司
書としての専門的な視点から「蔵書を考える」研修
をすすめる。そして，蔵書づくりの視点をグループ
全体で共有し，自校の蔵書づくりに活かしていけ
るようにする。

「探究型学習」や「アクティブ・ラーニング」について
共通理解し，図書館としてどのような支援ができる
かを，実践を通して深めていく。

学校司書の専門性を活かした授業との連携を，理
論と実践から考える。



＊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 　内　　　　　容

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
講義①進級処理について　講義②「探調ＴＯＯＬ」について

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20日
岡山市教育研究研修

センター
講義③公費の扱いについて　講義④事務処理について

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20日
岡山市教育研究研修

センター

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

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18日
岡山市教育研究研修

センター

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

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9日
岡山市教育研究研修

センター
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

平成30年度第１回・第２回研修講座
の打ち合わせ研修会

2月13日
岡山市教育研究研修

センター

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

学校司書１年目及び２年目研修講
座【第４日】

2月20日
岡山市教育研究研修

センター
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 　内　　　　　容

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 南ふれあいセンター 代表校の役割，代表校の対応について

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

＜市全体＞

赤磐市学校図書館司書連絡会 5月18日
赤磐市立

高陽中学校
本年度の活動計画

赤磐市学校図書館司書連絡会 12月26日
赤磐市立

山陽東小学校
（小学校）ストーリーガール・読み聞かせの実践発表
（中学校）マンガの受入基準検討・資料研究

赤磐市学校図書館司書連絡会 3月7日
赤磐市立

中央図書館
各校学校図書館運営報告
来年度の司書連絡会運営について

＜赤坂ブロック＞

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
市立図書館と地域学校との連絡会（蔵書管理の現状報告、今後の方針、
質問、要望）

赤坂地域図書館司書連絡会 3月22日 同上
市立図書館と地域学校との連絡会（図書室の利用状況、読書活動につい
て、団体貸し出し状況、学校支援活動について）

＜熊山ブロック＞

熊山地域図書館司書連絡会 3月2日
くまやま

ふれあいセンター

市立図書館と地域学校との連絡会
・学校図書館の状況報告と、市立図書館への意見・要望
・市立図書館からの活動状況報告

＊２０１７年度の研修成果と課題

○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，「学校図書館像」「蔵書を考える」「授業との連
携～探究型学習と主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニングの視点)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，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活かせるよ
うにまとめた。２年間の研修成果とそこから見えてきた課題について，次年度以降の研修グループのテーマとして引き継ぎ，学校司書が常駐する岡山市ならではの
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。
○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，平福小岡部司書より現在の学校図書館を取り巻く状況や，学校図書館で
の日常的なサービス活動，その活動をベースにした授業との連携についての提案を受け，小グループに分かれて，主体的・対話的で深い学びを支える授業との連
携のために学校図書館でどのようなことをしていくべきか，そして授業との連携に結びつく日常的な活動をより有効にするにはどのようなことをしていくべきか，意見
交換した。また，８月全体研修として，山陽学園大学永井悦重特任准教授を迎え，「メディア・情報リテラシーと学校司書の役割」というテーマの講演を聞き，その後
中学校区毎で学校図書館でのメディア・情報リテラシー教育について，小中９年間を通して児童生徒に身につけてほしい力と，そのための手立てなどをまとめた。そ
れを進めていくことが必要であることなど，学校図書館に常駐する学校司書としての役割を考える有意義な研修となった。
○来年度は第４２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。学校司書部会のこの２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。

＊学校図書館管理システム「探調TOOL」に係る代表校研修会等

０２．赤磐　支部　　小・中学校



＜吉井ブロック＞

吉井地域図書館司書連絡会 12月20日 吉井図書館 市立図書館と地域学校との連絡会（利用状況、読書活動、質問、要望）

吉井地域図書館司書連絡会 3月15日 吉井図書館 同上

（反省と課題）

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

第５２回 岡山県学校図書館研究大
会（津山大会）

8月22日 勝北文化センター
・岡山県学校図書館研究発表
・テーマ：「豊かな心を育み，言語活動を充実させる学校図書館」

（反省と課題）

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

第1回司書部会研修会 5月1日 片上小学校
参加15名　　○　平成28年度 図書館活動報告　○　勤務について　○　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　○　自主研修について

第2回司書部会研修会 6月28日 東鶴山小学校
参加15名　　○おすすめの本の紹介　　　○著作権
○展示コーナー作成事例について　○共通理解事項
○小・中学校各部会研修

第3回司書部会研修会 9月28日 吉永中学校
参加１5名　　○　おすすめの本の紹介
○　小・中学校部会研修　○　諸連絡

第4回司書部会研修会 12月26日 三石小学校
参加１5名　　　○　おすすめの本の紹介
○　小･中学校各部会研修　○　諸連絡

第5回司書部会研修会 3月2日 備前中学校
参加１5名　　　○　おすすめの本の紹介
○　小･中学校各部会研修　○　諸連絡

（反省と課題）

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

第１回瀬戸内市図書館司書研修会 ４月２1日（金） 今城小学校

◯学校図書館システムについての共通理解
◯廃棄処理について
◯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２回瀬戸内市図書館司書研修会 ６月１２日（月） 長船中学校

◯出張時の参加費についての共通理解
◯実技研修　「よみあい」実践について（国府小学校　西岡司書）
◯システムについての共通理解
◯町別分科会（夏のおはなし会について）
◯推薦図書　テーマ「読書感想文におすすめの本」

第３回瀬戸内市図書館司書研修会 ７月２０日（木） 牛窓中学校

◯実技研修　アニマシオン「タイトルをつけてみよう！」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（牛窓東小　奥山司書）
◯町別分科会（夏のおはなし会について）
◯内容別分科会
◯推薦図書　テーマなし

第４１回岡山県学校司書研究協議
会（岡山大会）

７月２６日（水）
水島愛あいサロン・　倉
敷市環境学習センター

研究協議会への参加

第4回瀬戸内市図書館司書研修会
第7回学校図書館と子どもたちの学
び

８月３日（木） 市民図書館

〇小中学校分科会　〇内容別分科会
〇第7回　学校図書館と子どもたちの学び（講師　多賀一郎先生）
　講演　『主体的・対話的で深い学びの視点から学校図書館活用教育を考
える』
〇多賀一郎先生との座談会

　・「学校司書連絡協議会」（町内学校司書。構成員5名）の司書全員が集まり会を実施するのは難しいことから、司書間では町内共有のネットワークを使った情報交
換を不定期に行っている。
　・研修には、協議会としてではなく司書個人で、自身が希望する研修に参加している。年に１～２回。
　

・今年度は小・中学校分かれて研修を行なった。小学校はストーリーテリング・読み聞かせの実践発表をし、各々工夫が見られ、いろいろな本の世界に触れることが
できた。中学校はマンガの受入基準の検討を行ない、「新しい世界を発見できるマンガ」、「学びにつながるマンガ」、「学校行事を含む生活に関連したマンガ」を図書
室に受け入れるよう、共通理解をはかった。
・市立図書館職員が１名、学校図書館司書となり、より市立図書館とのつながりが強くなった。

０４．備前　支部　　 小・中学校

○小学校・中学校の2部会に分かれ、校種別の研修を進めた。専門的かつ有意義な学びができた。○共通理解事項や司書資質の向上のために必要な研修事項が
増えているので、これまで以上に研修内容や研修方法の精査を図り、研修や研鑽を深め、生徒児童及び教職員に還元していきたい。

０５．瀬戸内　支部　　小・中学校　     

０３．和気　支部　　小・中学校



第５回瀬戸内市図書館司書研修会 ９月８日（金） 邑久小学校

◯市民図書館より連絡
◯実技研修　「図書館探偵になって謎に挑戦しよう！」
（今城小　丸山司書）
◯夏のおはなし会報告　◯内容別分科会　◯小中学校別分科会
◯推薦図書　テーマ「スポーツ」

第６回瀬戸内市図書館司書研修会 １０月１７日（火） 行幸小学校

◯実技研修　「ことわざクイズ」 （美和・裳掛小　藤原司書）
◯システムについての共通理解
◯読書週間の取り組みについて
◯内容別分科会
◯推薦図書　テーマ「音楽」

第７回瀬戸内市図書館司書研修会 １１月２１日（火） 牛窓東小学校

◯読書週間のイベントについて
〇推薦図書　テーマなし
〇実技発表　「図書委員の活動について」（牛窓中　山本司書）
〇システムについての共通理解
〇小中学校分科会

瀬戸内市図書館司書研修会
学校図書館と子どもたちの学び（特
別編）

11月２５日（土） 市民図書館

〇小中学校分科会　〇内容別分科会
〇学校図書館と子どもたちの学び《特別編》（講師　中山美由紀先生）
　講演　『読み聞かせ・読書活動で育てる情報リテラシー　～「先生の
　ための授業に役立つ学校図書館活用データベース」事例から～』
〇中山美由紀先生との座談会

第8回瀬戸内市図書館司書研修会 １月２９日（月） 邑久中学校

〇非常時貸出操作方法について（京セラさんより）
〇今年度の反省　〇来年度の年間計画について
〇内容別分科会　〇小中学校別分科会
〇連絡事項（蔵書点検の日時・バレンタインフェスタ・来年度の講師の希望
などについて）

（反省と課題）

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

学校司書研修会
（４月例会）

４月２５日（火） 日の出ふれあい会館
・平成29年度研修計画の立案、作成
・係分担の決定、確認
・平成28年度研究集録・利用統計の製本作業

学校司書研修会
（５月例会）

５月２３日（火） 日の出ふれあい会館
・平成29年度研究集録の訂正箇所について
・研修内容について
・部会研修

学校司書研修会
（６月例会）

６月１４日（水） 山田小学校
・夏休み中の開館について
・市への要望について
・部会研修

学校司書研修会
（７月例会）

７月１０日（月） 玉原小学校
・夏休み中の研修について
・倉敷大会参加について
・部会研修

学校司書研修会
（８月例会）

８月２日（水） 山田中学校
・倉敷大会反省
・全体研修（小中連携）
・部会研修

学校司書研修会
（９月例会）

９月２８日（木） 玉小学校
・津山大会報告
・部会研修

学校司書研修会
（１０月例会）

１０月２０日（金） 八浜小学校
・市監査について
・部会研修

学校司書研修会
（１１月例会）

１１月１３日（月） 田井小学校
・市教委との懇談について
・全体研修（小中連携）
・部会研修

学校司書研修会
（１２月例会）

１２月４日（月） 宇野中学校
・大安寺中等教育学校図書館見学について
・全体研修（手引き）
・部会研修

学校司書研修会
（１月例会）

１月１２日（金） すこやかセンター
・市教委より働き改革、市立図書館での確認作業について
・読書週間について
・部会研修

学校司書研修会
（２月例会）

２月７日（水）
玉野市中央公民館
（玉野市立図書館）

・学校図書館に関する調査について
・市立図書館、市教委との意見交換会について
・部会研修

学校司書研修会
（３月例会）

３月９日（金） 日の出ふれあい会館
・市立図書館、市教委との意見交換会について報告
・司書の働き改革について
・部会研修

学校司書研修会（新任研修）  ５月９日(火) 日比中学校 ・新任司書への図書館事務の研修

０６．玉野　支部　　小・中学校

〇今年は、それぞれの分科会の取り組みに時間をかけることができた。来年も引き続き、各部会の研修をすすめていきたい。
〇多賀先生、中山先生のお話を聞くことができ、とても参考になった。実践例が具体的でイメージしやすく、すぐに試してみたいという前向きな気持ちになれた。
〇今年、授業の単元関連の本を集める時に、いろいろと情報交換できたことがありがたかった。来年度も、各校のレファレンスで回答に困った事項について情報交
換を行っていきたい。
〇中学校部会では、共通ブックガイドの改訂作業を行っている。来年も作品のリストアップや文章作成、許諾申請などをすすめていきたい。



県学校司書研究協議会
（倉敷大会）

７月２６日（水） 水愛あいサロン ・大会参加

県学校図書館研究大会
（津山大会）

８月２２日（火） 勝山文化センター他 ・大会参加

学校司書研修会
（８月臨時）

８月２９日（火）
玉野市中央公民館
（玉野市立図書館）

・新市立図書館見学
・全体研修（手引き）
・部会研修

学校司書研修会
（２月臨時）

２月２０日（火） 大安寺中等教育学校 ・図書館見学

（反省と課題）

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

司書部会 5月10日 加賀中学校 計画立案　　夏休み紹介冊子「み～っけ！」作成準備

司書部会 6月20日 加賀中学校 夏休み紹介冊子「み～っけ！」作成

司書部会 7月19日 加賀中学校 「うつくしいにほんごベスト１００」リストの見直し

司書部会 8月28日 加賀中学校 講話　スクールカウンセラー岸本陽子先生を招いての講話

図書館部会 9月1日 加賀中学校 生涯学習フェスティバル　司書コーナーについての計画

司書部会 10月24日 加賀中学校 生涯学習フェスティバル　司書コーナーについての計画

司書部会 11月22日
ロマン高原かよう

総合会館
生涯学習フェスティバル　司書コーナー準備
「はたらくくるま」の図書の展示

司書部会 12月25日 加賀中学校 生涯学習フェスティバルの反

司書部会 1月9日 加賀中学校 自立支援コーナーについて

司書部会 2月6日 加賀中学校
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

（反省と課題）

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

・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・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）

第２回司書部会 6月8日 ライフパーク倉敷 ・班別研修

第３回司書部会 8月4日 水島愛あいサロン ・地区別交流会      ・班別研修

第４回司書部会 9月7日 ライフパーク倉敷 ・班別研修

第５回司書部会 10月17日 ライフパーク倉敷 ・班別研修

第６回司書部会 12月5日 ライフパーク倉敷 ・班別研修

第７回司書部会 2月1日 ライフパーク倉敷 ・研修のまとめ発表    ・役員選出　　　・新班編成アンケート提出

　平成29年度は前年度から引き続き、「学校図書館事務の手引きの見直し」を部会研修として継続させ、新たに、「利用しやすい図書館づくり」「選書について」の2つ
の部会を設け、計３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。約３年続けて行ってきた学校図書館事
務の手引きの見直しが完了した。
　来年度はさらに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、司書の働き方改革も考えながらよりよい研修を行っていきたい。

０８．倉敷　支部　　小・中学校

第１回司書部会・総会 4月26日 ライフパーク倉敷

０７．加賀　支部　　小・中学校

・図書の時間や自主学習に利用するワークシーを作成し，授業で活用した。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。
・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。学校図書館を利用する児童・生徒の抱える
問題を共通認識し，学校図書館としてどのように支援していくかを検討できた。さらにそれが，「子どもたちの自立支援を応援する図書コーナー」の選書の参考に
なっている。選書した図書の中から未購入の図書を少しずつ各学校で少しずつ購入し，コーナー設置の準備を整えている。
・８月１日（火）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。
・生涯学習フェスティバルでは、「うつくしい日本語ベスト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。生涯学習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。



第１回部長会 5月9日 ライフパーク倉敷 ・今年度の予定について　　　　・班別研修

第２回部長会 8月25日 ライフパーク倉敷
・班別研修について　　　・新班編成について　　　・次年度の研修計画（案）
について

第３回部長会 3月14日 ライフパーク倉敷 ・今年度のまとめ　　　　　・役員引き継ぎ

倉敷市SLA総会 6月29日 ライフパーク倉敷 ・事業報告　　・決算報告　　・役員改選　　・今年度事業計画

学校図書館司書等研修会 8月4日 水島愛あいサロン

・説明　「これからの学校図書館の整備充実について」
　　　　　　　　　　　　市教委・指導課　渡邉　貴司主任
・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　「公共図書館員に聞いてみよう，あんな事こんな事」
倉敷中央図書館　子ども室　奥田　鈴美主任　，小野　紀子　主任

倉敷市ＳＬＡ
第１回　研修会

8月8日 くらしき健康福祉プラザ
・講演 「学校図書館からはじめる　-新指導要領が求める学校図書館-」
　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

倉敷市ＳＬＡ
第２回　研修会

2月15日 くらしき健康福祉プラザ

・発表　英語の絵本の読み聞かせ　　Ｍｅｒｒｙ　Ｂｕｓ　Ｒｉｄｅ－Ｋｕｒａｓｈｉｋｉ　英
語の絵本を楽しく読もう！イースターについて，外国文化の紹介
・実践報告
『子どもたちの主体的な「学び」のために「学校図書館だから」できることを
追及して』
　岡山市立第一藤田小学校　教諭　片岡　香織　先生
　岡山市立大野小学校　学校司書　武田　江美子　先生

図書館システム
新人研修

4月5日 ライフパーク倉敷
・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

学校図書館司書
初任者研修

4月17日
倉敷市立赤崎小学校図

書館

新採用者7名参加。
・服務について（市教委）
・図書館の実務について（部会長・副部会長）

6月21日

6月22日

平成２9年度岡山県学校司書研修会
（倉敷大会）

7月26日 水島愛あいサロン ・平成29年度岡山県学校司書研修会（倉敷大会） 88名参加

県SLA司書部会
理事会

岡山県立倉敷古城池
高等学校

年３回（５／２５　，　１１／２９　，　３／５）実施

（反省と課題）

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

学校図書館司書研修会 4月3日 寄島小学校
浅口市の学校図書館司書の業務内容について
図書整理について

岡山県学校司書研究協議会（倉敷
大会）

7月26日 水島愛あいサロン 自ら考える力を引き出すための探求的な学習支援

学校図書館司書研修会 9月11日 鴨方東小学校
1学期の振り返り
夏休みの図書館開放について
読書週間の取組について

浅口市立小中学校・公共図書館連
絡会

10月24日
浅口市立

鴨方図書館
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

学校図書館司書研修会 12月4日 寄島小学校
読書週間の振り返り
英語の図書について

学校図書館司書研修会 3月5日 金光竹小学校
購入図書の情報交換
年度末報告について
新年度に向けて

（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。

０９．浅口　支部　　小・中学校

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「探調ＴＯＯＬ　ＤＸ」運用及び操作説明
（公共図書館からの借受・学校間の相互貸借など）
・復習編

　平成29年度の研修は，昨年度に引き続き８つの研究テーマ（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）に分
かれ研修をおこなってきた。そして、平成30年2月1日に行われた「第７回学校図書館司書部会」でこれまでの研修成果を発表した。新年度からは新たな班編成を組
んで研修し，各校での職務に有効に活かして，倉敷の学校司書のスキルアップ，図書館の充実を目指す。



実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

総会及び第１回
司書連絡協議会

５／２（火） 中央小学校
・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
司書協議会

５／２４（水） 笠岡市立図書館
・市立図書館との協議・報告・情報交換

第２回
司書連絡協議会

６／２３（金） 笠岡西中学校
・事務手続きの確認
・スタッフマニュアル（改訂版）を用いて研修
・おすすめの本、図書の時間活動レポート

第３回
司書連絡協議会

７／１２（水） 笠岡東中学校
・スタッフマニュアル（改訂版）を用いて研修
・おすすめの本、図書の時間活動レポート

第４回
司書連絡協議会

８／２３（水） 大島小学校
・出張報告
・スタッフマニュアル（改訂版）を用いて研修
・おすすめの本、図書の時間活動レポート

第５回
司書連絡協議会

９／２９（金） 金浦中学校
・スタッフマニュアル（改訂版）を用いて研修
・おすすめの本、図書の時間活動レポート

第６回
司書連絡協議会

１／２６（金） 笠岡小学校
・研修のまとめ
・移管図書等について
・おすすめの本、図書の時間活動レポート

市立図書館との
司書協議会

２／２８（水） 笠岡市立図書館
・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

（反省と課題）

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

第１回学校司書研修会 ４月２０日（木） 井原小学校 ・平成２９年度研修計画

第２回学校司書研修会 ５月２６日（金） 青野小学校
・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

第３回学校司書
研修会

６月３日（金） 井原図書館
・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

岡山県学校司書研究会 ７月２６日（水） 水島愛あいサロン ・研修会参加

第４回学校司書研修会 ８月３日（木） 井原中学校
・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

第５回学校司書研修会 １０月６日（金） 荏原小学校
・学校図書館及び学校行事に係わる著作権について
・情報交換

第６回学校司書
研修会

１２月７日（木） 県主小学校
・学校司書の手引きについて
・井原市立学校図書除籍基準（案）について

第７回学校司書研修会 ２月２３日（金） 高屋中学校
・学校図書館活動反省
・来年度に向けて

（反省と課題）

１２．井原　支部　　小・中学校

図書館新管理システムについて，諸問題に対する対応策を含め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。

１０．笠岡　支部　　小・中学校

　今年は新任者研修を兼ねて、昨年改訂したスタッフマニュアルを用いて研修を行った。資料選定や情報交換を行い、学校図書館の充実をめざしている。今後も一
人ひとり司書のスキルアップをめざした研修を行っていきたい。



実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

学校司書部会 7月20日 神在小学校
・司書部会研修内容検討
・お話会の計画と準備，練習

学校司書部会 7月27日
常磐小学校
阿曽小学校

・お話会の実演と反省
・相互貸借に役立つ選書について　等

学校司書部会 12月14日 維新小学校
・学校図書館システム研修
・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

学校司書部会 2月2日 新本小学校
・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）

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

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 ・研修日程及び内容の計画立案

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 成羽中学校 ・読書週間行事（読書集会中心に）実践発表、提案

高梁市学校教育研修所学校図書館
司書部会研修会

11月24日 有漢東小学校
・資料活用の実践例紹介
 （レファレンス、フロアーワーク等、日常業務で行われる利用者への資料
提供の例）

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1日 高梁中学校
・図書館教育部会との合同研修会
・岡山県立図書館司書　東根様の講話
　「図書館の展示・行事について」

（反省と課題） 　

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

４月研修会 4月25日
津山市役所東庁舎２階
教育委員会室

・教育委員会からの連絡
・今年度の研修計画

５月研修会 5月18日
津山市立北小学校クラ
ブハウス

・図書の時間の取り組みについて
・高学年への本の紹介や読み聞かせについて

６月研修会 6月20日
津山市立津山西中学校
図書館

・読み聞かせリストの活用について
・梅雨の読書週間について

７月研修会 7月13日 津山市立図書館集会室 ・ブックトーク作成

９月研修会 9月28日
津山市立東小学校図書
館

・ブックトーク作成
・図書整理員配置校に、図書館だよりの発送

１０月研修会 10月17日
津山市立中道中学校図
書館

・ブックトーク作成
・県立図書館実施の研修参加者からの伝達研修

１１月研修会 11月16日
津山市立林田小学校図
書館

・ブックトークの発表と合評

１２月研修会 12月19日 津山市立図書館集会室
・学期末の図書の時間の持ち方について
・困っていること、聞きたいことの情報交換

１月研修会 1月18日 津山市立図書館集会室

・おすすめのマンガ、購入を迷っているマンガについて
・中学校ブロックでの情報交換（図書館資料について、調べ学習の内容、
学校司書の授業への関わり方）
・図書館資料を紛失したときの手続きについて

２月研修会 2月6日
津山市立佐良山小学校
図書館

・次年度の役員選出
・今年度購入した本で生徒が興味をもって読んだ本、読み聞かせをして子
どもの反応がよかった絵本
・「学校図書館へ行ってみよう！」（小学校卒業生に向けて）

３月研修会 3月20日
津山市立弥生小学校図
書館

・来年度の研修内容について
・図書整理員配置校に、図書館だより発送

１４．高梁　支部　　小・中学校

１３．総社　支部　　小・中学校

・昨年度同様、今年度も、研修後、それぞれの学校に持ち帰ってすぐに実践できる内容だった。
特に、資料活用の会では、困っていることを報告し合い、各校の事例を共有することができたので、他校の例を参考にしながら、今後のレファレンスやフロアーワー
クに役立つのではないかと思われる。来年度も日々の実践に即した研修内容を考えて取り入れていきたい。

１６．津山　支部　　小・中学校

○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。



実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

教育委員会主催　学校司書研修会 8月7日
津山市立図書館視聴覚
室

県立図書館司書を講師に
・レファレンスについて
・レファレンスの演習

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

津山市学校図書館協議会第１回総
会・研修会

6月6日 津山市役所東庁舎
・津山市学校図書館協議会第１回総会・研修会
・研修「本に親しむ子どもたち　～本好きな子どもをめざす学校図書館」

第１回図書選定会 8月24日
津山ブックセンター本店
児童図書コーナー

・図書選定
・「みなさんにすすめる本」の紹介文作成

第２回図書選定会 2月1日
津山ブックセンター本店
児童図書コーナー

・図書選定
・「みなさんにすすめる本」の紹介文作成

津山市学校図書館協議会第１回総
会・研修会

7月14日 津山市役所東庁舎
・津山市学校図書館協議会第２回総会・研修会
・実践実例集『あゆみ』の紹介文の作成

＊平成２９（２０１７）年度の研修成果と課題 　

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

図書館職員等研修講座(新任研修) 5月24日 岡山県立図書館 講話・レファレンス･図書館サービスと著作権の基礎

図書館職員等研修講座(基本研修) 7月7日 岡山県立図書館 20１6年に出版された主な話題の児童書

平成29年度岡山県学校司書研修会
(倉敷大会)

7月26日 水島愛あいサロン

情勢報告｢これからの学校図書館の整備充実について｣・全体講座『「自ら
考える」力を引き出すための探求的な学習支援-学校図書館が生徒の「読
む」「考える」「表現する」をサポートするには』鳥取西高校司書 高橋和加
氏

岡山県子どもの読書活動推進連絡
会

8月9日 岡山県立図書館
岡山県における子どもの読書活動推進について・子どもの読書活動優秀
取組発表（H29文部科学大臣表彰）・講演「本って、楽しいって伝えたい!｣元
大阪府立図書館司書 脇谷邦子氏

第52回岡山県学校図書館研究大会
(津山大会)

8月22日 勝北文化センター
｢豊かな心を育み、言語活動を充実させる学校図書館｣をテーマに講演｢広
場としての図書館｣劇作家 平田オリザ氏・分科会

図書館職員等研修講座｢10代の子
どもたちへの読書支援｣

3月8日 岡山県立図書館
講演｢若者と本をつなぐ｣全国学校図書館協議会スーパーバイザー 高見
京子氏

（反省と課題） 　

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

県の図書館司書の研修会には、強制ではなく、自由参加で参加している。

２０．真庭　支部　　 小・中学校

１７．苫田　支部　　小・中学校

鏡野町独自の研修会は開けていない。先進地の見学など学ぶ機会を作りたい。

○学校司書として学校教育に寄与する活動が求められているが、一人職種のため各自が各勤務校で悩みながら模索している。そこで情報交換をして実践を共有し
た。
○特に小学校の図書の時間を充実させるために、どんな資料をどのように手渡しすることができるかを考えた。絵本の読み聞かせが多いので高学年に適した絵本
を紹介し合ったり、読み聞かせ以外にブックトークやアニマシオンの手法を出し合った。
○ブックトークプランを作成する過程で、テーマにそった本を紹介しあったが、個人では知らなかった資料を知るよい機会になった。
○小学校高学年になると図書の時間が減り、それに伴って貸出冊数も減る傾向がある。そこで、図書の時間の多少に関わらず、子どもたちが読書習慣を身につけ
られるはたらきかけを模索する必要性を確認した。
○授業を充実させるために、学校図書館ができる活動をもっと考えなくてはならないし、積極的にはたらきかけていく必要がある。

＊津山市教育委員会主催学校司書研修会

＊津山市学校図書館協議会



実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

定例司書会議 4月26日 作東図書館学習室
・年度初めの取組について（情報交換）・図書台帳登録内容確認・実技講
習

定例司書会議 5月16日 作東図書館学習室 ・夏季休業中の勤務について　・研修計画（市外学校視察）など・実技講習

定例司書会議 6月24日 作東図書館学習室 ・研修について　・実技講習

定例司書会議 7月27日 東粟倉小学校 ・夏季休業中の作業（環境整備など）について　・実技講習

定例司書会議 9月27日 作東図書館学習室
・夏季休業中に参加した研修会の報告、情報交換
・全国読書週間に向けての各校の取組について・実技講習

定例司書会議 10月30日 美作第一小学校 ・研修についてなど　・実技講習

定例司書会議 11月29日 作東図書館学習室 ・全国読書週間の取組について（報告）　・実技講習

定例司書会議 12月22日 美作市民センター ・台帳管理について　・実技講習

定例司書会議 1月22日 作東図書館学習室 ・台帳管理について　・実技講習

定例司書会議 2月21日 作東図書館学習室 ・来年度の図書購入について

定例司書会議 3月26日 作東図書館学習室 ・今年度のまとめと次年度に向けての課題など

（反省と課題） 　

２１．美作西粟倉　支部　　小・中学校

　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、担当によるブックトークや読み聞かせなどの実演をし、レベルアップにつなげた。



実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　容

第１回
司書部会研修会 4/27（水） 岡山県立図書館

■備前支部研修　・協議事項（活動報告等／役員／次回おすすめ本テー
マ／次回開催校と内容／理事会／基本情報アンケート）・おすすめ本（自
校で役立った本／H28 度に一番面白かった小説／フリーテーマ）■3支部
合同研修・全体報告（県SLA／高教研／ネット研／県立図書館）・研修A
（初任者研修）・研修B（初任者以外「授業・学習での活用　図書館と司書が
できること」／「高校図書館の可能性」高見京子氏講演）・図書館見学・サ
ポート校グループによるフリートーク

第２回
司書部会研修会 6/15（木） 岡山白陵中・高

・資料に関する研修（「なぜ本を読まなきゃいけないの？」に答える名言・格
言100）・プチ紹介（岡山操山／興陽／岡山白陵）・おすすめ本（占いや心
理学の本／自然科学系の本／フリーテーマ）・協議事項（理事会／H29役
員／次回おすすめ本テーマ／次回開催校と内容／H28年度第四半期職
員提案の審査結果について「学校図書館管理システムの一括採用および
図書登録用データMARCの一括購入」・諸連絡

第３回
司書部会研修会 8/9（水） 関西高校

・協議事項（次回おすすめ本テーマ／次回開催校と内容／プチ紹介担当
校）・諸連絡・プチ紹介（岡山城東／邑久／岡山商大附属）・人に関する研
修（「生徒への対応」）・おすすめ本（６類／ゆるーい息抜き本／時事を含む
フリーテーマ）

第４回
司書部会研修会 12/6（水） 岡山朝日

■３支部合同研修・協議事項（ネット研より「学校図書館システム検討」／
「学校図書館活用教育検討会」／「ネットワーク研究委員会規約の見直し」
／「でーれーBOOKS」）・研修（「図書館を使った授業の紹介」芳泉／倉敷
中央／玉野／倉敷商業「先生向けの広報物の紹介」岡山東商業／岡山大
安寺中等教育学校）・諸連絡■備前支部研修・プチ紹介（岡山朝日／岡山
学芸館）・協議事項（次回おすすめ本テーマ／次回開催校と内容／プチ紹
介担当校）・諸連絡（理事会）・研修（「読書格言・名言を、使ってみた。～各
校の取り組み事例より～」）・おすすめ本（３類福祉・LGBT／おもしろい世

第５回
司書部会研修会 2/21（水） 就実中・高

・プチ紹介（岡山芳泉／岡山御津／倉敷翔南）・協議事項（今年度の研修
の反省／来年度の研修計画等／おすすめ本テーマ／次回開催校と内
容）・諸連絡（理事会／ネット研／基本情報アンケートについて）・研修（「読
書格言・名言を使った取り組み事例」「今年度一番の図書館活動紹介」）・
就実高校図書館見学・おすすめ本（料理に関する本／外国の言語（英語
以外も）を学ぶためのわかりやすい本／フリーテーマ）

（反省と課題） 　

２２．高校＿備前　支部　　高等学校

　平成29年度は、「なぜ本を読まなきゃいけないの？」に答える名言・格言100をテーマに、年間を通じて研修を行った。きっかけは新聞に掲載された読書に関する
投稿であり、学校図書館に勤務する職員や生徒とともに、読書について考えるきっかけとなるように、読書名言を調べたり、生み出したりしながら、それらを各校の
学校図書館の中で具体的活動に結びつけ、司書部会で実践例を持ち寄り、さらに改善や追加をして各校で試行錯誤・検証するというような取り組みを行った。例年
通り支部内の学校を５つの班に分け、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る
よう各班が研修を企画をしたが、前述のようなテーマを継続しながら企画したことが、ここ数年の企画方法と少し違うところであった。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。



実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　容

第１回備中地区司書部会 4/27
（木）

岡山県立図書館

・合同研修 初任者研修／合同研修①「授業・学習での活用　図書館と司
書ができること」／合同研修②講演「高校図書館の可能性」講師：高見京
子氏
・支部研修 平成28年度司書部会会計報告
・活動報告 平成29年度司書部会役員確認・活動予定・予算案
・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

第２回備中地区司書部会
6/28
（水）

岡山県立倉敷中央高等
学校

・研修「明るい図書館づくりのための環境整備～心構え編～」
・岡山県学校図書館研究大会(津山大会)プレ発表
・協議・諸連絡
・備中支部研究協議会への参加
・資料研究（配色・リメイク・インテリアに関する本、読書感想文におすすめ
の本、フリーテーマ）

第３回備中地区司書部会
10/12
（木）

岡山県立総社高等学校

・研修「明るい図書館づくりのための環境整備～棚づくり編～」研修①コン
セプトを考えよう／研修②棚を作ろう・魅せよう
・協議・書連絡
・資料研究(面出しで棚映えする本、ネットセキュリティーに関する本、フ
リーテーマ)

第４回備中地区司書部会
12/6
（水）

岡山県立岡山朝日高等
学校

・合同研修  「図書館を使った授業」の紹介／「先生向けの広報物」の紹介
・支部研修  協議・諸連絡 ／研修「明るい図書館づくりのための環境整備
～レイアウト編～」ボクの考える一番かっこいい図書館
・資料研究（年中行事に関する本、フリーテーマ）

第５回備中地区司書部会
2/20
(火）

岡山県立倉敷古城池高
等学校

・研修①平成２９年度研修「明るい図書館づくりのための環境整備」総括
・研修②「新年度に向けて図書館案内等の検討」
・協議連絡
・資料研究（部活本、とっさの一冊、フリーテーマ）

（反省と課題） 　

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　容

第１回司書部会研修会 ４月27日（水） 岡山県立図書館

午前（支部研修）
・平成２８年度活動報告と平成２９年度活動予定について
・おすすめ本の紹介（フリーテーマ）
・美作地区図書委員会午後（合同研修・各支部研修）
・事務連絡
午後（合同研修・全体連絡）
・初任者研修及び合同研修のどちらかに参加
・研修B　「授業・学習で活用　図書館と司書ができること」
・講演「高校図書館の可能性」　講師　高見京子

第２回司書部会研修会 ７月１４日（金） 真庭高校久世校地

・オススメ本の紹介「0.1.2類とこれからの教育に役立つ本」
・研修　久世校地図書館の室内展示作業
　　　〇書籍配置、分類表示、見出し作成、書架の整理
・その他連絡事項

第３回司書部会研修会 １０月１９日（木） 津山商業高校

・オススメ本の紹介「３類、４類、笑える雑学本」
・研修①図書館利用を活発に行ったこと紹介
　　　　　館外(１階昇降口)掲示板作成
・研修②新聞作り、展示コーナー作り・・時事問題・読書週間おすすめ本
・連絡事項

第４回司書部会研修会 １２月６日（水） 岡山朝日高校

午前（合同研修）
・研修　「図書館を使った授業」の紹介
・研修「先生向け広報物」の紹介
午後（支部研修）
・前半　美作支部のみで研修
・後半　備中支部と合同研修～おススメ本の紹介
　「夢の図書館づくり」

第５回司書部会研修会 ３月１４日（水） 勝間田高校
・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

（反省と課題） 　

２３．高校＿備中地区　　高等学校

・平成２９年度は学校司書が配置されていない高校（真庭高校久世校地）の図書館を整備したが、図書館担当者がいないとほぼ資料の収集が出来ていないので図
書館としての機能が果たされているとは言い難いものであった。
・２度の合同研修では小規模の美作支部ではなかな出来ない研修をすることができ、いい勉強になったことと思う。
・県南に移動しての研修なので負担が多いのも確かである。

２４．高校＿美作　支部　　高等学校

◎通年テーマを「明るい図書館づくりのための環境整備」とし、清掃・書架整理から棚作り、レイアウトの工夫など、初心者から経験者まで意欲的に取り組むことがで
きた。最終回では、1年間の総括として、各校で行った実践や課題を報告し合い、互いに参考になった。
◎「おすすめ本」の紹介を行う時間を取りにくくなってきているとともに、紹介件数が減少している。平成30年度は、テーマ決定や運用方法を見直して、有効な活動と
なるよう工夫したい。


