
＊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17日 岡山県生涯学習センター 2017年度事業報告　会計報告　2018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10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月全体研修会 6月7日

前A：芳田公民館
前ＢD：東山公民館
前Ｃ：高島公民館
前Ｅ：吉備公民館

第42回岡山県学校司書研究協議会　(岡山大会)　プレ発表

7月グループ研修会 7月12日

A：吉備公民館
Ｂ：岡輝公民館
Ｃ：操山公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：福田公民館

「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月全体研修会
8月10日　　　　　　　　　午

前
岡山市立中央図書館

桑田てるみ氏講演　「探究的な学習における　『主体的・対話的で深い学び』　に寄与する
学校図書館」

8月グループ研修会
８月１０日

午後

Ａ：岡輝公民館
Ｂ：操山公民館
Ｃ：中央図書館
Ｄ：平井小学校
Ｅ：芳田公民館

「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21日

A：大元公民館
Ｂ：岡輝公民館
Ｃ：操山公民館
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

9月グループ研修会 9月11日

A：岡輝公民館
Ｂ：岡輝公民館
Ｃ：　東公民館
Ｄ：吉備公民館
Ｅ：芳田公民館

「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11日

A：岡輝公民館
Ｂ：吉備公民館
Ｃ：操山公民館
Ｄ：芳田公民館
Ｅ：芳田公民館

「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8日

Ａ：岡輝公民館
Ｂ：吉備公民館
Ｃ：操山公民館
Ｄ：東山公民館
Ｅ：芳田小学校

「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

12月全体研修会 12月11日
西大寺緑花公園

百花プラザ

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
2019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15日

A：福田公民館
Ｂ：岡輝公民館
Ｃ：岡輝公民館
Ｄ：吉備公民館
Ｅ：芳田公民館

「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12日

Ａ：福田公民館
Ｂ：岡輝公民館
Ｃ：操山公民館
Ｄ：吉備公民館
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

3月全体研修会 3月7日
西大寺緑花公園

百花プラザ

１年間のグループ研修についての報告　県外出張報告　2019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

◆地区活動報告　２０１8

０１．岡山　支部　　小・中学校



（各グループの研修　２カ年計画１年目　の内容）

グループ名 　　　　　　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　　　　　容

Aグループ
【授業との連携】

　「主体的・対話的で深い学び」に視点をおいて，学校図書館を活用した授業の実践に取
り組む。探究型学習でできる単元を中心に実践を持ち寄り，全員で実践レポートを行う。
授業者との打ち合わせや振り返りを大切にしたり，児童生徒の学びの姿を見たりする中
で，学校図書館の有効な支援を考える。

Bグループ
【資料研究】

　「基礎・基本がわかる」「興味・関心を喚起する」「答えを導き出せる」「問いを見つけられ
る」「視野を広げられる」「複数の資料を読み込み比較することで自分の考えや意見を持つ
ことができる」などの視点から，「考えるための資料」とはどのようなものがあるか，「環境
問題」「キャリア」「福祉」「平和」の4つのテーマの小グループに分かれて資料研究をする。

Cグループ
【メディア・
情報リテラシー】

メディア・情報リテラシーを育てていくためには，学校図書館を利用した授業が効果的であ
ることを踏まえ，「メディアの特性を知る」「課題を認識する」「批判的に読み解く」の3つの
力を身に付けるために，小学校3つ，中学校1つの小グループに分かれ研修を進めてい
き，小学校の低中高学年と中学校までの9年間で，発達段階ごとにテーマに選んだ3つの
力を具体的に示していく。それらを，授業と密着した実践を行い検証していく。

Dグループ
【資料紹介】

ブックトークの実践を柱にする。ブックトーク実践シートに記入された実践の反省や成果と
課題をもとに，研修の目的に近づけるようなブックトークについて考察を行っていく。　さら
に，深い学びにつなげるための資料活用の支援として，資料ガイダンスにも取り組む。

Eグループ
【日常活動】

学校図書館の日常活動について，事例を交流し，意味づけや役割を確かめ、各校の日常
活動を向上・充実させる。　「図書の時間」　「図書館利用や読書の意欲を刺激する働き」
「利用教育」　「オリエンテーション」　「読み継いでいきたい本をどう伝えるか」　「活動報
告」　などの取り組みを向上させる。

＊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24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26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

研究推進委員会 6月12日 東山公民館
7月グループ研修　「これからの学校図書館の整備充実について　(報告)」　などについて
検討研修会

正副会長・理事研修会② 6月21日 東山公民館 7月グループ研修会事前打ち合わせ研修会

正副会長・理事研修会③ 7月26日 東山公民館 8月グループ研修会・8月全体研修会　(講演会役割分担等)　事前打ち合わせ研修会

正副会長研修会 8月23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27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20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20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21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12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

児童生徒の　「主体的・対話的で深い学び」　を実
現するために，学校図書館では何ができるか考え
る。　学校図書館を活用した授業についての実践
を持ち寄り，検討しながら進めていく。

「主体的・対話的で深い学び」　に求められている
資料とは何かを探る。

目　　　　　　　　的

メディア・情報リテラシーについて共通理解した上
で，小中学校の課程で子どもたちに身につけさせ
たい力について，授業との連携の中で具体的な方
法や手立てを探り，実践を行い，検証する。

学校図書館の日常活動の意味・役割を考え，各校
の日常活動の充実をはかる。

・本の魅力を伝え，児童生徒の知的好奇心を触発
する資料の紹介。
・資料・情報を読み解く力を培い，学びにつながる
資料紹介や資料ガイダンス。
これらの実践や考察を行うことで司書の専門性を
高めていく。



＊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５回
実行委員会及び研修会

5月1日 芳田公民館 第４２回岡山大会について（大会冊子，役割分担，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）第６回
実行委員会及び研修会

6月21日
灘崎文化センター

ウェルポートなださき
灘崎公民館

第４２回岡山大会について（役割分担，全体会，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）第７回
実行委員会及び研修会

7月5日 吉備公民館 第４２回岡山大会について（当日の流れ，分科会，全体会，交流会等）　検討研修会

第４２回岡山県学校司書研
究協議会（岡山大会）第８回
実行委員会及び研修会

7月17日 芳泉中学校 第４２回岡山大会について（参加状況，分科会，全体会，予算等）　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９回
実行委員会及び研修会

7月23日
灘崎文化センター

ウェルポートなださき
灘崎公民館

第４２回岡山大会について（リハーサル，会場設営，分科会，全体会等）　検討研修会

＊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9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19日
岡山市教育研究

研修センター
講義③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26日
岡山市教育研究

研修センター

講義④公費の扱いについて　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17日
岡山市教育研究

研修センター
講義④公費の扱いについて　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

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7日
西大寺ふれあい

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

学校司書１年目及び２年目
研修講座【第４日】

2月19日
西大寺ふれあい

センター
講義⑨年度末処理について

平成31年度第1回・第3回研
修講座の打ち合わせ研修会

2月28日
西大寺ふれあい

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

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 東山公民館 代表校の役割，代表校の対応について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊２０１８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きー岡山市小・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」「資料研究」「メディア・情報リテ
ラシー」「資料紹介」「日常活動」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。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したりできる
よう，研究資料集録にまとめる予定としている。
○7月グループ研修では「これからの学校図書館の整備充実について（報告）」（文部科学省、平成28年10月）と「学校図書館職員問題検討会報告書」　（日本図書館協会学
校図書館職員問題検討会、2016年9月）を踏まえて，「学校司書研究資料集録No.24」のＡグループ「学校図書館像」の中の「Ⅲ学校図書館をめぐる状況について」から，全
員で押さえておくべき箇所を共有した。
○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，国士舘大学教授　桑田てるみ氏を迎え，「探究的な学習における　『主体的・対話的で深い学び』　に寄与する学校図書館」
というテーマの講演を聞き，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。
○本年度は第42回岡山県学校司書研究協議会（岡山大会）が開催されたため，5回の実行委員会を持ち，準備を行った。　この大会の成果を生かし，各校のさらなる図書
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



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14日
赤磐市立

高陽中学校
本年度の活動計画

市教育委員会主催の研修 10月18日 中央図書館
講義　実演「魅力あるポップづくり」
講師　倉敷翔南高等学校　片山有理亜氏

赤磐市学校図書館司書連
絡会

12月26日
赤磐市立

山陽小学校
おすすめの本のポップ作り
情報交換

赤磐市学校図書館司書連
絡会

3月25日 笹岡小学校
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

＜山陽ブロック＞

山陽地域図書館司書連絡
会

12月18日
赤磐市立

中央図書館
市立図書館と地域学校との連絡会　　中央図書館利用状況について
各校の利用状況報告等情報交換

山陽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　　中央図書館利用状況について
各校の利用状況報告等情報交換　　団体貸出について

＜赤坂ブロック＞

赤坂地域図書館司書連絡
会

12月25日
赤磐市立

中央図書館
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27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

＜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

2月21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（岡山大会）

7月24日 灘崎文化センター
・岡山県学校図書館研究発表
・テーマ：「未来の扉を開く～主体的な学びを支える学校図書館～」

(反省と課題)

　・「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。
　

０３．和気　支部　　小・中学校

０２．赤磐　支部　　小・中学校

・今年度は、本のポップの研修を行った。研修を受けて2回目の司書連絡会で各自おすすめの本を持ち寄り、3グループに分かれて情報交換しながら、ポップを作成し、全
体で共有することができた。



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 5月1日 伊里中学校
参加15名　　○平成29年度　図書館活動報告　　○小・中学校各部会研修
○平成30年度　学校図書館協議会　司書部会研修会の活動計画立案

第2回司書部会研修会 6月21日 伊里小学校
参加15名　　○おすすめの本の紹介　　○各校の資料提供について
○小・中学校各部会研修　　○諸連絡

第3回司書部会研修会 9月20日 三石中学校
参加13名　　○おすすめの本の紹介　　○全体研修の協議
○小・中学校部会研修　　○諸連絡

第4回司書部会研修会 12月25日 日生中学校
参加１4名　　○おすすめの本の紹介　　○本のポップ作成講座
○小･中学校各部会研修　　○諸連絡

第5回司書部会研修会 2月26日 備前中学校
参加１5名　　○おすすめの本の紹介　　○図書だより作成講座
○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25日 国府小学校

◯公共図書館からの連絡
◯今年度の研修会の持ち方について(分科会・実技・推薦図書)
◯町別分科会　夏の「おはなし会」について
◯小中学校別分科会　○内容別分科会

第２回瀬戸内市図書館司書
研修会

6月12日 牛窓西小学校

○公共図書館からの連絡
○各学校の年度末の報告書について(項目の確認)
○実技研修　ハイパーリンクの活用法(牛窓東小学校　奥山司書)
○内容別分科会　○町内別分科会(夏のおはなし会について）

第３回瀬戸内市図書館司書
研修会

7月20日 邑久小学校

○公共図書館からの連絡
○実技研修　クイズ「のはらうた」(裳掛小・美和小　藤原司書)
○推薦図書　テーマなし　○内容別分科会
○町内別分科会(夏のおはなし会について)

第4回瀬戸内市図書館司書
研修会

第8回学校図書館と子どもた
ちの学び

8月28日

邑久小学校
（小学校部会）
長船中学校

（中学校部会）

市民図書館

　〈小学校分科会〉…各校の取組等の情報交換
○「高学年で人気の本」「授業で役立った本」などの情報交換
　〈中学校分科会〉…市内共通ブックガイドの改訂作業

○第8回　学校図書館と子どもたちの学び(講師　鎌田和宏先生)
　 講演　『「主体的・対話的で深い学び」と学校図書館活の役割』
○鎌田和宏先生との座談会

　
第5回瀬戸内市図書館司書
研修会

9月13日 美和小学校

○公共図書館からの連絡
○図書館システムについて、課題への回答、提案　(京セラさんより)
○出張報告
○内容別分科会

第6回瀬戸内市図書館司書
研修会

10月22日 牛窓中学校

◯図書館システムについて、進捗状況の報告など(京セラさんより)
◯読書週間の各校の取り組みについて
◯小中学校別分科会
◯推薦図書　テーマ「人権の読みもの」

第7回瀬戸内市図書館司書
研修会

12月13日 邑久中小学校

○公共図書館からの連絡
◯実技研修　「バルーンアート講座」(今城小　加藤司書)
○推薦図書　テーマなし
○内容別分科会　　○小中学校分科会

第8回瀬戸内市図書館司書
研修会

1月30日 国府小学校

○システム改善の進捗状況についての質疑応答(京セラさんより)
〇来年度の「学校図書館と子どもたちの学び」講師の希望
〇来年度の事務局決定　○今年度の反省
〇来年度の年間計画
○連絡事項(装丁費用・購入してよかった本・統計などについて)

（反省と課題）

○今年は内容別分科会と小中学校別分科会とを別の日に実施したため、それぞれの取り組みが充実して行えた。
〇図書館システムの「京セラコミュニケーションシステム」のシステムエンジニアの方に、直接質問し、進捗状況を問う機会がもててよかった。
○鎌田先生の講演会でのお話に刺激をもらい、その後の座談会でそれぞれの悩みに答えてもらえ、ありがたかった。
〇他市町村の学校図書館の視察や、講師をお招きしての研修を希望。
○他の方の授業支援の実際を見る機会は貴重なので、実技研修をもっとしたかった。
○推薦図書は有意義だった。テーマを設けたり、自由だったりの割合もよかった。
○中学校部会では、共通ブックガイドの改訂作業を進めることができた。

０５．瀬戸内　支部　　小・中学校　     

０４．備前　支部　　小・中学校

○12月に「本のポップ作成講座」、2月に「図書だより作成講座」の研修を実施した。○備前市の学校司書15名の内、上記の作成を得意とする司書に講師を依頼し、全体研
修として実施したことで、15名の資質向上につながった。○来年度も各校で魅力的な学校図書館にするために、研修会などで情報交換して、知識を深めていきたい。



実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

学校司書研修会
（5月例会）

5月24日 築港小学校
・平成30年度研修計画の立案、作成
・係分担の決定、確認
・平成29年度研究集録・利用統計の製本作業

学校司書研修会
（6月例会）

6月26日 荘内中学校
・市への要望について　　　　　　　・校支援・コラボノートの利用について
・出張について　　　　　　　　　　　 ・夏休み中の開館について
・平成30年度研究集録の訂正箇所について　　・研修内容について

学校司書研修会
（7月例会）

7月27日 大崎小学校
・岡山大会の反省
・全体研修

学校司書研修会
（9月例会）

9月6日 玉野市中央公民館
・県外出張の報告(近畿学校図書館夏季セミナー)
・夏休みの開館状況について
・全体研修

学校司書研修会
（10月例会）

10月23日 胸上小学校
・市教委との懇談について
・全体研修

学校司書研修会
（11月例会）

11月30日 玉中学校 ・部会研修

学校司書研修会
（12月例会）

12月26日 荘内小学校 ・部会研修

学校司書研修会
（1月例会）

1月11日 日の出ふれあい会館
・校内読書週間について
・部会研修

学校司書研修会
（2月例会）

2月7日 玉野市中央公民館
・学校図書館に関する調査について
・研究集録・利用統計の役割分担の確認
・部会研修

学校司書研修会
（3月例会）

3月5日 日の出ふれあい会館
・研究集録・利用統計について
・部会研修

学校司書研修会
（新任者研修）

4月25日 宇野小学校 ・新任司書への図書館事務の研修

県学校司書研究協議会
（岡山大会）

7月24日
岡山市灘崎文化

センター
・大会参加

学校司書研修会
（新任者研修及びシステム
研修）

7月31日 八浜小学校
・新任司書への図書館事務　・教科書事務の研修
・図書館システム・校支援についての研修

学校司書研修会
（新任者研修）

12月25日 宇野小学校 ・新任司書への図書館事務の研修

（反省と課題）

０６．玉野　支部　　小・中学校

　平成30年度は、働き方改革を考え、研修会の時間短縮と回数削減を試みた。メールなどを活用して資料の事前配布や事務連絡をすることで、研修時間を確保し充実させ
ることができた。
　全体研修で日常業務の問題点を出し合い、その後、課題として出てきた「図書委員会活動」「教師との関わりと授業連携」「選書・調べ学習・読書へのアプローチ」の3グ
ループに分かれて部会研修を行った。また、例年行っている各校司書のおすすめの本の紹介については、時間短縮のため展示のみとした。
　来年度も、今後の図書館運営にとって実りある研修をしていきたい。



実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

　　　　　司書部会 5月9日 加賀中学校 年間計画立案　　夏休み紹介冊子「み～っけ！」作成準備

　　　　　司書部会 6月19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 生涯学習フェスティバル　司書コーナー準備

　　　　　司書部会 8月27日 加賀中学校 スクールカウンセラー岸本陽子先生の講話

　　　　　司書部会 8月28日 岡山県立図書館 児童書研究

　　　　　司書部会 9月3日 加賀中学校 「ちしきの本のベスト100」の見直し

　　　　　司書部会 10月25日 加賀中学校 生涯学習フェスティバル　司書コーナー準備

　　　　　司書部会 11月30日
ロマン高原かよう

総合会館
生涯学習フェスティバル前日準備

　　　　　司書部会 12月21日 加賀中学校 生涯学習フェスティバルの反省

　　　　　司書部会 1月7日 加賀中学校 自立支援コーナーについて

　　　　　司書部会 2月5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）

・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、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。
・「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を応援する図書コーナー」の選書と未購入の図書を少しずつ各学校で購入を進めている。コーナー設置の準備を
整えており、来年度より別置で配架を実施予定。
・学校図書館の図書選定充実を目的とした研修を「絵本・児童書」を全点購入している岡山県立図書館児童書研究室に出向いて実施し、今後の購入の参考になった。
・吉備中央町立図書館からの依頼で小学生を対象とした「読書感想文の書き方」についての講習を行った。
・生涯学習フェスティバルでは、読むゾー！対象の候補を「ちしきの本ベスト100」より選び、各小学校で紹介、投票を行った。その際、「ちしきの本ベスト100」の見直し、改訂
版の作成を行った。学校司書の展示コーナーでは、「ちきゅうのなかまたち」をテーマとした「動物」の図書の展示をした。ゆっくりと本を手にとって読めるスペースを作ること
で、親子で本を読む姿が見られ、親と子が一緒に本とふれあえる場を提供することができた。また、「動物」が主人公の絵本をベースに、絵本の主人公になりきれるコー
ナー「どうぶつしゃしんかん」が好評であった。

０７．加賀　支部　　小・中学校



実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

第１回司書部会・総会 4月25日 ライフパーク倉敷
・司書部会総会（事業報告・決算報告・役員改選・今年度事業計画等）・班別研修（選書・
資料作成・環境整備・マニュアル・学校図書館ガイドライン・調べ学習・授業関連・読書支
援）

第２回司書部会 6月6日 ライフパーク倉敷 ・班別研修

第３回司書部会 8月1日
倉敷市役所

(中止)

第４回司書部会 9月6日 ライフパーク倉敷 ・班別研修

第５回司書部会 10月18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7日 ライフパーク倉敷 ・研修報告　　　・役員選挙

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23日 ライフパーク倉敷 ・班別研修について　　　・次年度の研修計画（案）について

第３回部長会 3月22日 ライフパーク倉敷 ・今年度のまとめ　　　・役員引き継ぎ

倉敷市学校図書館協議会
総会

6月12日
倉敷健康福祉

プラザ
・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1日
倉敷市役所

（中止）

倉敷市学校図書館協議会
研修会
（講演会）

8月7日
くらしき健康福祉

プラザ
・講演「図書館が大好きな子どもたち」
　　　　　　　 矢掛町立図書館　妹尾　真理子　館長

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23日
倉敷市立万寿小学校

図書館

新採用者４名参加
・服務について（市教委）
・学校図書館司書の実務について（部会長・副部会長）

学校図書館
新システム説明会

10月10日 ライフパーク倉敷
・図書館システム更新事業について
・Ｑ＆Ａについて
・学校図書館新システムについて

学校図書館
システム研修会

2月14・15日 ライフパーク倉敷
・新システムの業務画面紹介
・現在のシステムとの変更点の説明
・質疑

学校図書館
システム操作研修会

3月14・15日 ライフパーク倉敷 ・操作研修（蔵書点検・進級処理・オフライン機能）の実施

第42回岡山県学校司書研
究協議会(岡山大会）

7月24日
岡山市灘崎文化セン

ター他
・第42回岡山県学校司書研究協議会（岡山大会）21名参加

岡山県学校図書館協議会
司書部会理事会

岡山県立倉敷青陵高等
学校

年4回　（５／１５、　９／２０、　１２／14、　２／２５）実施

　この度西日本豪雨災害のため、8月1日第3回司書部会・学校図書館司書等研修会が中止になりました。

（反省と課題）

０８．倉敷　支部　　小・中学校

　平成30年度の研修は、8つの研究テーマ（選書・資料作成・環境整備・マニュアル・学校図書館ガイドライン・調べ学習・授業関連・読書支援）に分かれ研修を行ってきた。
そして、平成31年2月7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。今後は、平成32年7月の岡山県学校司書研究協議会(倉敷大会）の
発表に向けて研修をまとめていく予定。研修内容を各校での職務に有効に活かし、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

学校図書館司書研修会 4月10日 寄島中学校
年度の更新について
平成30年度研修計画について
情報交換

岡山県学校司書研究協議
会

7月24日 灘崎文化センター
未来の扉をひらく
　～　主体的な学びを支える学校図書館　～

学校図書館司書研修会 9月3日 鴨方東小学校
夏休みの開館報告
読書週間の取組について
おすすめの本の紹介

浅口市立小中学校・公共図
書館連絡会

2月6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 3月11日 金光竹小学校
平成30年度のまとめ
新年度に向けて

（反省と課題）

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月2日 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月24日 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月20日 北川小学校
・事務手続きの確認
・わくわく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

第３回
司書連絡協議会

7月27日 大島小学校
・わくわく図書館まつりリハーサル
・出張報告
・おすすめの本、図書の時間活動レポート

市立図書館40周年
わくわく図書館まつり

8月4日 笠岡市立図書館 ・アニマシオン　読み聞かせ　ブックトーク　パネルシアター　他

第４回
司書連絡協議会

8月24日 笠岡西中学校
・出張報告
・わくわく図書館まつり反省
・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月28日 笠岡小学校
・データーベース化について
・研修「授業で使えるワークシート」
・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

12月19日 金浦小学校
・研修「授業で使えるワークシート」
・50周年記念大会について
・おすすめの本、図書の時間活動レポート

第７回
司書連絡協議会

1月30日 笠岡東中学校
・研修のまとめ
・年度末文書作成にてついて
・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月27日 笠岡市立図書館
・市立図書館との協議・報告・情報交換
・英語単元の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）

　

・各学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。
・図書館だよりや新刊案内の資料交換も参考になりよかった。
・研修会を各学校で開催し、図書館の視察を行い、環境整備の参考・改善となった。
・業務の為、日程調整が難しいが、引き続き有意義な研修を行っていきたい。

０９．浅口　支部　　小・中学校

１０．笠岡　支部　　小・中学校

　今年は突然の要望にも対応できるように、授業で使えるワークシートの作成をめざし、２項目完成させることができた。今後、ワークシートを活用し、授業に生かしていきた
い。また、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。来年度も、一人ひとり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

第１回学校司書研修会 4月26日 井原小学校 ・平成30年度研修計画、情報交換

第２回学校司書研修会 5月25日 美星中学校 ・実践報告シートに作成ついて

司書の連絡会 6月1日 井原図書館 ・市図書館と学校図書館の情報交換

岡山県学校司書研究協議
会

7月24日
岡山市灘崎文化セン

ター他
・研修会参加

第３回学校司書研修会 8月3日 高梁市図書館 ・高梁市図書館の見学、図書館の説明を受ける

第４回学校司書研修会 10月9日 木之子中学校 ・児童・生徒におすすめしたい本の紹介

第５回学校司書研修会 12月6日 芳井小学校
・学校司書の手引きについて
・読み聞かせしたい本と学年別ベスト貸出本の紹介

第６回学校司書研修会 2月22日 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）

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

学校司書部会 7月25日 常盤小学校
・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26日
清音小学校
維新小学校

・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11日 奏小学校
・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 1月18日 総社小学校
・今年度の反省と来年度の研修計画
・新校舎移転に伴う蔵書の点検と整理
・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18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2日 成羽中学校
・新聞の活用について研修
・図書館だよりについて研修

高梁市学校教育研修所学
校図書館司書部会研修会

11月27日 有漢東小学校 ・アニマシオン　　・ブックトークについて研修

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5日 高梁中学校

・図書館教育部会との合同研修会
・講師　岡山県立図書館社会科学班総括主幹(班長）
　　　　　塚本　明美　先生
　　　　　著作権制度の概要と図書館サービスと関係する権利についての講話

（反省と課題） 　

・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。

○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。

１３．総社　支部　　小・中学校

１４．高梁　支部　　小・中学校

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や、各学校で研修会を開催することで、お互いに図書館の視察を行い、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。
各校で活動している内容をまとめて、今後の活動に役立てる取り組みを始めた。



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11日
津山市立高野小学校図
書館

・本についての情報交換
・今年度の研修計画

６月研修会 6月21日
津山市立鶴山小学校図
書館

・本に情報交換
・各校の人気の本のリストアップ

７月研修会 7月17日
津山市立一宮小学校図
書館

・本ついての情報交換
・小、中学校別に本を読んでの意見交換

８月研修会 8月20日
津山市立河辺小学校図
書館

・７月に意見交換した本の次に薦める本と薦め方の検討
・本を読んでの意見交換
・図書整理員配置校にとしょだよりの発送

９月研修会 9月20日
津山市立津山東中学校
図書館

・本についての情報交換
・本のすすめ方の検討
・本を読んでの意見交換

１０月研修会 10月25日
津山市立林田小学校図
書館

・本についての情報交換
・人気がある本、どんでん返しがある本を読んでの意見交換

１１月研修会 11月29日
津山市立東小学校図書
館

・本についての情報交換
・人気がある本、感動する本を読んでの意見交換

１２月研修会 12月18日
津山市私立林田小学校
図書館

・本についての情報交換
・小学校（高学年に薦めたい本について）
・中学校（部活動が舞台の本について）

1月研修会 1月24日
津山市立弥生小学校図
書館

・本についての情報交換
・本の廃棄について
・小学校（テーマ別に作成したチャートの検討）
・中学校（恋愛小説について）

２月研修会 2月21日
津山市立佐良山小学校
図書館

・本についての情報交換
・次年度の役員選出
・小学校（テーマ別に作成したチャートの検討）
・中学校（外国文学について）

３月研修会 3月20日
津山市立北小学校図書
館

・小学校（テーマ別に作成したチャート案、裏面リストの検討）
・中学校（部会の今後のすすめ方の検討）
・職務についての意見交換
・図書整理員配置校に図書だよりの発送

＊津山市教育委員会主催学校司書研修会

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

10月2日
津山市役所東庁舎３階
教育委員会室

・話題になった児童書

＊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

津山市学校図書館協議会
第１回総会・研修会

7月3日
津山市役所東庁舎３階
教育委員会室

・津山市学校図書館協議会第１回総会・研修会

第１回図書選定会 8月20日
津山ブックセンター本店
児童図書コーナー

・図書の選定
・「みなさんにすすめる本」の紹介文作成

第２回図書選定会 1月31日
津山ブックセンター本店
児童図書コーナー

・図書の選定
・「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２回総会・研修会

2月15日 津山市役所東庁舎1階
・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」の作成

＊平成３０（２０１８）年度の研修成果と課題 　

○今年度は，「子どもに人気の本の魅力を探る」と設定し，テーマに沿って研修を進めた。本に親しいんでいる児童はもとより，読書傾向に偏りがある児童，学年　に合わな
い本ばかり読む児童などに，読書の幅を広げステップアップするには，どのような手立てができるか模索していった。
○小学校と中学校のクループに分かれ、児童がよく読んでいる本を実際に読んで毎回レポートを持ち寄った。意見交換をすることで，さまざまな事例と本についての情報が
共有できた。
○小学校のグループでは，低学年，中学年，高学年別に「友だち・家族」「冒険」「なぞとき・お化け・ミステリー」のテーマ別のチャートを作成中である。中学校のグループで
は，たくさん読み合った人気の本をどのように紹介していくかを検討中である。
○研修場所を各校持ち回りにすることで，他校の読書環境から学ぶことが多くあった。
○次年度は，職務における問題点やさまざまな課題にぶつかると思うが，学校図書館が「ゆたかな学び」の場となるよう，日々の実践を積み上げていきたい。

１６．津山　支部　　小・中学校



実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

苫田郡学校図書館協議会 7月9日 奥津小学校
平成29年度　事業報告・決算報告
平成30年度　事業報告・情報交換　等

苫田郡読書感想文審査会 9月11日 ぺスタロッチ館 読書感想文苫田郡審査

苫田郡学校図書館協議会
担当者研修会

3月5日 奥津小学校
県学校図書館協議会の運営
各校の取り組み

（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。

実施事業名 実施期日 実施会場 内　　　　　容

定例司書会議 4月18日 作東図書館学習室 ・年度初めの取組について（情報交換）・登録確認・実技講習について

定例司書会議 5月30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27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 9月12日 勝田小学校図書室 ・図書台帳入力などの共通項目確認、蔵書点検進捗確認

定例司書会議 10月31日 大原小学校図書室
・研修についてなど　・実技講習
・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 11月20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21日 美作市民センター
・台帳管理について　・実技講習
・県立図書館研修報告

定例司書会議 1月30日 作東図書館学習室
・実技講習
・引き継ぎ書について

定例司書会議 2月27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27日 作東図書館学習室 ・公立図書館と合同研修

（反省と課題） 　

２０．真庭　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。

１７．苫田　支部　　小・中学校

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。（市内外の各校視察をし、研修が昨年度はできた。本年度も同様の取組をする予定。）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月24日 岡山県立図書館

■備前支部研修
・協議事項（活動報告等・会計報告等／役員確認・活動予定・予算等／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／大会役割分担）
■3支部合同研修
・研修Ａ（初任者研修）・研修B（初任者以外）「対話の時間～司書部会のこれから」／授業
やその他教育活動との関わり／県立学校蔵書管理システムについて
・合同研修「春のダンボールまつり」　講師：片山有理亜　司書（倉敷翔南高校）
・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月7日
岡山大安寺

中等教育学校

・プレ発表　（第42回岡山県学校司書研究協議会分科会）
・プチ紹介　（岡山理大附属・岡山一宮・瀬戸南）
・おすすめ本の紹介　（図書委員会活動で使えそうな本／クイズ、なぞなぞの本／フリー
テーマ）　・協議事項（理事会／ネットワーク研究委員会／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
・研修　（人に関する研修「図書委員会」）

第３回
司書部会研修会 7月27日 岡山後楽館高校

・協議事項（H31年度高教研学図部会研究協議会発表について／H31年度岡山県学校図
書館研究大会助言者について／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）
・プチ紹介　（岡山東商・倉敷鷲羽・岡山）
・研修　（資料に関する研修　「選書Ｑ＆Ａ」）
・おすすめの本の紹介（7類（音楽の本）／職業についての小説／フリーテーマ）

第４回
司書部会研修会 12月6日 倉敷工業高校

■備前支部研修（美作支部と合同）
・プチ紹介　（玉野・瀬戸・関西）　・研修　（場所に関する研修「除籍」）
・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）
■３支部合同研修
・協議連絡１　（学校図書館システム検討会／学校図書館活用教育検討会／でーれー
BOOKS／司書部会活動・研修のあり方について）
・研修「学校図書館における情報活用能力の育成について」
　講演「授業でのＩＣＴ機器の活用事例」　講師：倉敷工業高校　榊　渉　教諭
・協議連絡２　（司書部会活動・研修のあり方について）

第５回
司書部会研修会 2月20日 関西高校

・協議事項（今年度の研修の反省／来年度の研修計画／Ｈ31年度役割分担／Ｈ31年度
研究協議会発表について／次回開催日時／次回おすすめ本／初任者研修担当者につ
いて）　・諸連絡　・関西高校図書館見学　・プチ紹介（岡山工業／山陽女子）　・おすすめ
本の紹介（高校生のための留学の本／地理の本／フリーテーマ）　・研修　（情報に関する
研修「図書館だより」）

（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
4月24日 岡山県立図書館

◆３支部合同研修
　・研修A　（初任者研修）
　・研修B　司書部会とネットワーク研究会のこれから
　　授業やその他の教育活動との関わり
　・春のダンボールまつり
◆支部研修
　・平成２９年度司書部会会計報告／活動報告
　・平成３０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での情報交換／資料研究「おすすめ本」

第２回司書部会 6月25日 矢掛高校

　・研修①「そもそも授業支援とは？」
　・研修②「とことん資料提供を！」
　・協議／諸連絡／情報交換／資料研究「おすすめ本」
　・備中支部研究協議会へ参加

第３回司書部会 10月11日 高梁城南高校

　・研修①　「学校図書館から授業を支える　新聞活用編」
　・研修②　「読書週間を盛り上げよう！！」
　・協議／連絡／資料研究／　「おすすめ本」　／情報交換
　・高梁市図書館見学

２２．高校＿備前　支部　　高等学校

　平成30年度も、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した。おすすめ本の紹介については、「フリーテーマ」以外にもテーマを設け、さまざまな本の情報交換を行っているが、全体での紹介
時間は取りづらくなっており、研修グループ内での紹介が増えてきた。
　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ており、自校で参考になる事例を知ることができ、また、困り事を相談して解決のきっかけを得ることもでき
た。
　合同司書部会および各支部で研修会のあり方が協議され、今年度は年4回の研修へ変更されることとなった。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
修内容について引き続き検討していく必要がある。

２３．高校＿備中　支部　　高等学校



第４回司書部会 12月6日 倉敷工業高校

◆３支部合同研修
　・研修「学校図書館における情報活用能力の育成について」
　・講演「授業でのICT機器の活用事例」
◆支部研修
　・研修「思考ツールで授業支援！」
　・協議／連絡／資料研究　「おすすめ本」　／情報交換

第５回司書部会 2月6日 総社南高校

　・研修①　「学校図書館から授業を支える　　パスファインダー編」
　・研修②　「作成したパスファインダーを見せ合おう！」
　・協議／連絡／資料研究　「おすすめ本」　／情報交換

（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24日 岡山県立図書館

午前（支部研修）
・平成２９年度活動報告と平成３０年度活動予定について
・おすすめ本の紹介（フリーテーマ）
・研修Ａ　初任者研修
・研修B　初任者以外の合同研修
午後（合同研修）
・全体連絡、報告、諸連絡
・研修　ワークショップ「春のダンボールまつり」
・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月7日
岡山大安寺

中等教育学校

午前（支部研修）
・連絡事項、その他
・研修「図書だより」
午後　（備前支部との合同研修）
・「プチ紹介」：岡山一宮、瀬戸南
・おすすめ本の紹介
・「人」に関する研修：図書委員会について

第３回司書部会研修会 10月18日
林野高校

・研修①林野高校の図書館環境整備
・おすすめ本の紹介
・連絡事項、その他
・研修②林野高校図書館内展示作業

第４回司書部会研修会 12月6日
倉敷工業高校

午前（合同研修）
・連絡、協議１
・研修「学校図書館における情報活用能力の育成について」
　講演「授業でのＩＣＴ機器の活用事例」
　　　　講師：倉敷工業高校機械科　　榊　渉　教諭
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
　「プチ紹介」:玉野、瀬戸、関西
　研修「除籍」
　連絡、協議２

第５回司書部会研修会 3月14日

真庭市立
中央図書館

勝山高校

・研修　真庭市立中央図書館見学
・おすすめ本の紹介
・今年度研修のまとめ
・来年度研修の運営と研修内容について
・連絡事項、その他

（反省と課題） 　

◎支部研修の通年テーマを　「学校図書館から授業を支える」　とし、資料提供から新聞活用・思考ツール活用・パスファインダー作成をとりあげた。また合同研修て゛ＩＣＴ機
器の活用を体験することができ、これからの授業支援の参考になった。　初心者にとっては難しい内容もあったが、理論と実習を組み合わせ毎回担当者が工夫した。資料
研究や情報交換、サポートに割ける時間が減っているが、日程や内容を工夫して、各校の図書館運営に生かせる研修会を目指したい。

２４．高校＿美作　支部　　高等学校

・４月１２月の合同研修に加え、第２回に備前支部との合同研修会を行った（美作支部のみで開催すると、準備の負担もあるので合同の機会を増やした）
内容としては充実しており、より多くの学校の実態を聞くことができてよかった。ただ県南への出張が増えると事務と兼任の学校にとっては負担であり、また出張費が出ない
学校もある。
・県立高校正規司書が1減、臨時1増。私立高校司書が非正規２名となり、支部のみでの取り組みが難しくなっている。以上のことから、今後の研修の開催について見直す
時期となった。


