
＊学校司書部会研修会

実施事業名 実施期日 実施会場 出欠者数

総会 4月23日 （書面表決で実施） ―

４月
グループ研修会

４月１５日

A：中央図書館
Ｂ：岡山県生涯学習

センター
Ｃ：福田公民館

Ｄ：西大寺公民館
Ｅ：西大寺公民館

出席112名
欠席 18名

8月全体研修
7月19日～

　　30日

勤務校
（e-ラーニングで

視聴）
―

8月2日

A：岡輝公民館
Ｃ：高島公民館
Ｄ：吉備公民館
Ｅ：宇野小学校

8月5日 B:勤務校（Zoom）

１０月
グループ研修会

10月7日

A：西大寺公民館
Ｂ：東公民館

Ｃ：岡山県生涯学習
センター

Ｄ：岡輝公民館
Ｅ：高島公民館

出席111名
欠席 19名

１１月
グループ研修会

11月11日

A：東公民館
Ｂ：岡輝公民館

Ｃ：福祉交流プラザ
旭東

Ｄ：岡山県生涯学習
センター

Ｅ：福田公民館

出席116名
欠席 14名

１月
グループ研修会

1月13日

A：東公民館
Ｂ：福田公民館

Ｃ：福祉交流プラザ
旭東

Ｄ：岡山県生涯学習
センター

Ｅ：岡山ふれあい
センター

出席 109名
欠席   21名

２月
グループ研修会

2月3日 勤務校（Ｚｏｏｍ）
出席 118名
欠席   12名

3月全体研修会 3月1日 勤務校（Zoom）
出席 118名
欠席  12名

グループ名

Aグループ
【授業との連携】

Bグループ
【メディア・

情報リテラシー】

Cグループ
【資料紹介】

Dグループ
【資料研究】

Eグループ
【学校図書館で

大切にしたいこと】

資料研究の視点から「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。

1年目に引き続き，基礎・基本が分かる，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資料研究をする。ＳＤＧｓ
の１７の目標を「人間・豊かさ・地球・平和とパートナーシッ
プ」の４つのグループに分けて，グループに関連する目標に
ついての資料を研究し，「主体的・対話的で深い学び」の
授業支援に活かしていく。

誰もが利用しやすい学校図書館，教育を支える学校図書館とはどういうものかを考える。合理的
配慮，GIGAスクール構想等，今日的な課題を見据え，学校図書館活動を検討し，実践していく。

学校司書研究資料集録No.24の旧Aグループがまとめた
「５つの学校図書館の役割・特性」や，その元となっている
塩見昇氏の提唱する「７つの教育力」を土台とし，研修を
進めていく。1年目に引き続き「合理的配慮」「利用教育」
「資料提供」の3つの小グループに分かれ，それぞれに今
日的課題，これまでの研修成果等を確認した上で，実践を
積みながら理解を深める。

◆地区活動報告　2021（R3）年度

０１．岡山　支部　　小・中学校

　内　　　　　　容

20２０年度事業報告　会計報告　２０２１年度事業計画及び予算案提案
（新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，書面表決に変更）

グループ研修計画検討
「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

教育の情報化推進研究講座
「岡山市の教育の情報化について」
　　　　（岡山市教育研究研修センター情報教育推進室室長）
「情報モラルについて」
　　　　（岡山市教育研究研修センター情報教育推進室指導主査）

８月
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
出席119名
欠席 11名

「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
202２年度研修計画（案）・役割分担（案）・８月全体研修（案）・スタッフマニュアル研修（案）検討

「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　県外出張報告　202２年度研修計画（案）8月全体研修（案）スタッフマニュアル研
修（案）について

（各グループの研修 ３カ年計画２年目　の内容）

目　　　　　　　的 内　　　　　容

子どもたちが主体的に，そして深く学ぶためには，学校司書が授業にどのように関わることが有効
なのか，授業実践を持ち寄り，検討しながら，各校の取り組みを充実させる。

1年目に研修した内容を活かし，国語科を中心としつつ，そ
の他連携することで主体的な学びができる教科・領域もと
りあげ，教師と相談しながら授業との連携の計画を立て，
実践をしていく。小学校低・中・高学年と中学校の４つの小
グループに分かれて，１年間を見通して授業との連携がで
きる教材・学習の計画を立て，実践を各校で積み重ね，学
校司書の関わり方の有効性を検討していき，各校の取り組
みを充実させていく。中学校は教科書改訂に伴い，教科書
会社が変わった国語科において学校図書館が関われる単
元の洗い出しも同時に行う。

「メディア・情報リテラシー」について共通理解し，これからの学校教育の中で求められる学校図
書館の役割について考え，さまざまな場面での実践を重ね紹介し合う。

2つの小グループに分かれて研修を行う。小グループＡ
「メディア・情報リテラシーの継続研修」では『学校司書研
究集録No.25』のメディア・情報リテラシーの研修を活かし
発展させながら実践を重ねる。小グループＢ「教育の情報
化対応」では「岡山市が目指す教育の情報化」に学校図
書館の活用を対応させるための研修を行う。

「本の魅力を伝え，児童・生徒の知的好奇心を触発する資料紹介」を行うために
＊知りたい・読みたい力を引き出せるような実践を行い，考察する。
＊教科書の単元を見直し，児童・生徒の学びにつながる資料とは何か，どのような実践が効果的
かを考える。

教科書改訂に伴う新しい単元に沿った資料紹介や，知的
好奇心を触発するような資料紹介，またその手法について
研修，実践していく。研修２年目は資料紹介のテーマごとに
小学校３グループ，中学校１グループの小グループに分か
れてそれぞれ研修を行っていく。



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22日 福田公民館

正副会長及び役員
（会計）研修会

4月27日 吉備公民館

正副会長研修会① 7月1日 勤務校（Ｚｏｏｍ）

正副会長・理事研修
会②

7月20日 岡輝公民館

正副会長研修会② 8月24日 岡輝公民館

正副会長・理事研修
会③

8月26日 勤務校（Zoom）

正副会長・理事研修
会④

11月18日
福祉交流プラザ

旭東
正副会長・理事研修
会⑤

2月17日 勤務校（Zoom）

正副会長・理事研修
会⑥

3月8日 勤務校（Zoom）

実施事業名 実施期日 実施会場

第44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

7月29日 芳田公民館

第44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

11月25日 福田公民館

第44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

1月27日 勤務校（Zoom）

実施事業名 実施期日 実施会場

令和3年度第１回
赤磐市学校図書館
司書連絡会

7月29日
赤磐市立

中央図書館

赤磐市図書館司書
および学校司書連
絡会

7月29日
赤磐市立

中央図書館

赤磐市学校図書館
司書研修会

11月19日 赤磐市役所

令和3年度第2回
赤磐市学校図書館
司書連絡会

12月21日
赤磐市立

中央図書館

令和3年度山陽地域
図書館司書および学
校司書の連絡会

11月19日 赤磐市役所

令和3年度赤坂地域
図書館司書および学
校司書の連絡会

12月22日
赤磐市立

赤坂図書館

令和3年度熊山地域
図書館司書および学
校司書の連絡会

11月19日 赤磐市役所

令和3年度吉井地域
図書館司書および学
校司書の連絡会

12月10日
赤磐市立

吉井図書館

・このほかに，引継ぎ時の混乱をなくす目的で「司書業務セルフチェック表」「蔵書管理の覚書」を作成。予定した連絡会の中止により，主にメールでの協議となった。

利用状況の報告や要望などの情報・意見交換

利用状況の報告や要望などの情報・意見交換

利用状況の報告や要望などの情報・意見交換

＜赤坂ブロック＞

＜熊山ブロック＞

＜吉井ブロック＞

（反省と課題）

利用状況の報告や要望などの情報・意見交換

内　　　　　　容

コロナ対策ほか情報交換，今年度の活動計画

団体貸出についてほか市立図書館司書と学校図書館司書の情報・意見交換

読書支援ボランティアによる講義と演習

図書だより交換会，読書週間の取組報告，絵本の分類についての現状報告

＜山陽ブロック＞

＜市全体＞

(赤磐市)

第44回岡山大会について（大会テーマ・全体会発表）検討研修会

第44回岡山大会について（大会運営・全体会発表）検討研修会

＊２０２１年度の研修成果と課題

○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，2020年度に「授業との連携」「メディア・情報リテラシー」
「資料紹介」「資料研究」「学校図書館で大切にしたいこと」のテーマ別で５グループに分かれ，３か年を研修期間として研修目的・研修計画を立てた。今年度は3年計画の2年目
にあたる。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から５・６月の研修を中止，8月の研修も時間短縮（1グループZoomを使用した研修）とするなどしたため，当初の計画の変更を
行い，6回の研修を実施した。各自が日々の取り組みを持ち寄り，その検証を通して理論化を図りながら，研修を進めることができた。各グループの研修目的に沿って，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，考えを深め，各校の活動につなげることができ，有意義な研修となった。

○全体研修会では，例年，それぞれの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が必要な内容に
ついても研修を行っている。今年度は感染症対策のため，予定していた8月の全体研修会を中止した。グループ研修報告などはc4thを使い，紙面上での情報共有を行った。8月全
体研修として予定していた「教育の情報化」についての講演は，e-ラーニングで岡山市教育研究研修センターの教育の情報化推進研究講座「岡山市の教育の情報化について」
等の視聴とした。またスタッフマニュアル研修については『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版をもとに自分の仕事の振り返りを行った。
両方の研修について，感想や意見の交換を紙面上で行った。

〇2022年度には第44回岡山県学校司書研究協議会（岡山大会）の開催が予定されている。そのため実行委員会及び研修会を3回持ち，大会の準備を行った。またグループ研
修会の中で発表内容を検討した。

〇次年度は，２０２１年度からスタートしたテーマ別グループ研修（3か年計画）の３年目となる。年度末には，３年間のグループ研修を全体で共有したり，今後の学校図書館活動に
生かしたりできるよう，研究資料集録NO.2６を発行する予定である。引き続き必要な感染症対策を行いながら，学校や教育・子どもたちを取り巻く状況や今日的な課題などを見据
え，各テーマのもとで皆が具体的な取り組み事例と考えを持ち寄り，「専門性をもった学校司書が常駐している学校図書館だからこそできる活動」を追究していきたい。学校図書館
管理システムの運用方法など，学校図書館の管理・運営が全校で適切に行われるための研修についても，必要に応じて行っていく。

０２．赤磐　支部　　小・中学校

8月グループ研修会および8月全体研修事前打ち合わせ研修会

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

１０・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

次年度研修計画 および １・2月グループ研修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44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

　内　　　　　　容

第44回岡山大会について（大会テーマ・発表内容）検討研修会

＊正副会長・理事研修会及び事前打ち合わせ研修会

　内　　　　　　容

今年度の運営と役割分担について および 5・6月グループ研修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

8月グループ研修会および8月全体研修事前打ち合わせ研修会



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

第1回
司書部会研修会

令和３年4月30日 備前中学校

第2回
司書部会研修会

令和３年7月29日 日生西小学校

第3回
司書部会研修会

令和３年11月26日 伊里中学校

第4回
司書部会研修会

令和4年1月7日 備前市民センター

第5回
司書部会研修会

令和4年2月25日 Zoom研修

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19日（月） 国府小学校

第２回瀬戸内市図
書館司書研修会

６月１０日（木） 牛窓中学校

瀬戸内市図書館司
書研修会（牛窓ブ
ロック）

６月１０日（木） 牛窓中学校

瀬戸内市図書館司
書研修会（長船ブ
ロック）

６月１０日（木） 長船中学校

瀬戸内市図書館司
書研修会（邑久ブ
ロック）

６月２５日（金） 邑久小学校

瀬戸内市図書館司
書研修会（中学校
部会）

７月２０日（火） 邑久中学校

第３回瀬戸内市図
書館司書研修会

７月２０日（火） 邑久中学校

瀬戸内市図書館司
書研修会（邑久ブ
ロック）

７月３０日（火） 今城小学校

瀬戸内市図書館司
書研修会（牛窓ブ
ロック）

８月２日（月） 牛窓東小学校

瀬戸内市図書館司
書研修会（長船ブ
ロック）

８月３日（火）～
６（金）

美和小学校　行幸小
学校

第４回瀬戸内市図
書館司書研修会

９月１０日（金） 長船中学校

第５回瀬戸内市図
書館司書研修会

１１月１１日
（木）

牛窓東小学校

瀬戸内市図書館司
書研修会（中学校
部会）

１１月２６日
（火）

牛窓中学校

第６回瀬戸内市図
書館司書研修会

１２月１３日
（月）

邑久小学校

第７回瀬戸内市図
書館司書研修会

２月１７日（木）
美和小学校

ZOOM

中止

○実技研修　小６・国語「やまなし」（牛窓北小司書）　○推薦図書（テーマ自由）　○秋の読書週間　各学校の取組に
ついて　〇内容別分科会　〇学校別分科会

○情報交換　○廃棄資料検討

○実技研修　「昔話の紹介（読みくらべ）」（邑久小司書）　○推薦図書（テーマ自由）　○図鑑・図書館活動報告につ
いて協議　○内容別分科会　○学校別分科会

○内容別分科会　今年度の反省　○学校別分科会　今年度の反省　〇全体会　今年度の反省　○来年度の研修会日程
決め　○来年度の役割分担決め

（反省と課題）
◯学校別分科会の小学校部会では、来年度は、学年に合った本を読む機会を作り、学力向上に繋がる取組を行い、定期的に話し合う。時々３グループに分かれて、活発な意見を出
し合う。
◯学校別分科会の中学校部会では、廃棄資料の検討を一緒に行う時間を設けたことが有意義だった。来年度は、電子図書館をうまく活用していきたい。図書委員会の活動を通し
て、生徒の図書館利用を促したい。
〇内容別分科会では、来年度は、学習支援・読書支援の研修内容について、お互いに報告する時間を設ける。
◯リアルタイムで情報共有ができてよかった。選書の参考になった。他校の取組(新聞よもうデーなど）を自校のイベントにいかすことができた。

○夏休みの学校図書館の開館について　○夏のおはなし会について　○推薦図書（読書感想文・夏休みの読書におす
すめの本）　○情報交換　○図書館のレイアウトについて　○蔵書点検について

○夏のおはなし会について　○夏休みの学校図書館の開館について　○夏休みの蔵書点検について　○情報交換

○廃棄資料検討　○情報交換

○実技研修　中３・社会「SDGｓ学習時の支援」（邑久中司書）　○推薦図書（テーマ自由）　○質疑応答　○学校別分
科会　○町別分科会　○内容別分科会

○来年度のおはなし会について　○情報交換

○来年度のおはなし会について　○学校図書館の取組・図書委員会活動について　○人気の本について

○廃棄資料検討・廃棄　　○蔵書点検

（反省と課題）

○司書全員での研修として「おすすめ本プロジェクト」を行った。「冒険」「命」「つくる」「学校・友だち」という4つのテーマでおすすめ本を選定し、ポスターを作成した。
○蔵書点検について、マニュアルの確認や点検の方法について研修を行い、全校で実施できるようにした。
○第5回司書部会研修会では、初めてZoomでの研修を行った。事前に接続テストを行ったので、大きな混乱もなく開催できた。

０５．瀬戸内　支部　　小・中学校　     

内　　　　　容

○実技研修　４年・国語「もしものときにそなえよう」（国府小司書）　○市教委の先生より　学校図書館の運営方針につ
いて　　○今年度の研修会の持ち方について　○内容別分科会　○学校別分科会　○町別分科会

中止

○夏のおはなし会について　○夏休みの学校図書館の開館について　○夏休みの工作教室について　○１学期の図書
委員会活動について

参加11名　　○おすすめ本プロジェクトの作業　　○　諸連絡

参加15名　　　〇蔵書点検の研修　○　おすすめの本の紹介　　○おすすめ本プロジェクトについて
○　小・中学校各部会研修　○諸連絡

０３．和気　支部　　小・中学校

内　　　　　容

（反省と課題）

・町内共有のネットワークを利用した情報交換と、年２～３回程度の図書館見学や意見交換をする場を設ける予定である。
・研修は協議会としてではなく、個人自身が希望する研修会に参加している。年に１～２回程度。
・令和３年度はコロナ禍のため研修自体がなく、各校の交流も実施されなかった。リモート研修などがあれば参加希望の声もある。

０４．備前　支部　　小・中学校

内　　　　　　容

参加１5名　　　○　諸連絡　　〇　おすすめ本の紹介　〇　おすすめ本プロジェクトの作業
〇　小・中学校部会に分かれて連絡協議

参加15名（自校から接続）　　○おすすめ本プロジェクト成果報告　〇　小・中学校部会に分かれて連絡協議　○　諸連
絡

参加15名　　　○　令和２年度 図書館活動報告　○　令和３年度 学校図書館協議会 司書部会研修会の活動計画立案





実施事業名 実施期日 実施会場

6月10日（木） オンライン

7月29日（木） 日の出ふれあい会館

11月9日（火） 田井小学校

１月25日(火) オンライン

3月7日(月) 日の出ふれあい会館

9月30日（木） オンライン

10月18日（月） 大崎小学校

12月23日（木） 山田小学校

2月17日(木) オンライン

10月8日（金） 日比中学校

12月20日（月） 八浜小学校

10月1日（金） 胸上小学校

10月21日（木） 宇野中学校

11月19日（金） 築港小学校

12月10日（金） オンライン

2月17日(木) オンライン

8月3日（火） 荘内小学校

9月9日（木） オンライン

11月29日（月） 宇野小学校

12月9日（木） 後閑小学校

実施事業名 実施期日 実施会場

司書部会 7月20日 加賀中学校

司書部会 8月6日 加賀中学校

司書部会 1月7日 加賀中学校

内　　　　　容

・学校司書に関する業務内容などの研修
・学校図書館の展示研究
・小学校教科書改訂による教材研究

・小学校教科書改訂による教材研究
・学校図書館の展示研究

・今年度の反省と来年度への課題検討
・業務に関する確認事項など
・新年度へ向けての準備など

[反省と課題]
　研究主題（１）学校司書の事務的業務の標準化について
・今年度より新しく業務に就く司書が入り、改めて、学校司書の業務内容の確認を行った。担当が変わることを きっかけに複雑化していた業務をできるだけ、簡易化もしくは、担当校
で標準化を目指した。各学校の状況によって、できるだけ業務の簡易化、標準化を目標とした。

研究主題（２）学校司書の専門知識及び技術向上について
・小学校の教科書の改訂から１年経ち、実際、授業で役立ったこと、選書が必要であった場面などを確認し、今後の授業やレファレンスの参考になるような報告の機会が持てた。・学
校図書館を過ごしやすい、興味の持てる空間工夫を研究する機会が持てた。

研究主題（３)社会教育（町立図書館との連携）への参画について
・コロナ禍でイベントへの参加は出来なかったが、必要な資料集めや学校イベントへの書籍類の貸出などを中心に連携できた。

来年度へ向けて
・今年度は、「読むゾー！大賞」の投票を再開できた。９校の小学校の結果を共有し、読書支援活動に結び付けることができるように活用していきたい。来年度も「読むゾー！大賞」を
実施できるように準備を進めたい。
・来年度は、「読むゾー！大賞」の結果を町立図書館でも共有できる場面を作ることができれば、より町内の読書活動で連携がとれると思われる。

・各学校で作成した表の持ち寄り・調べ方チャート表の作成

・メディアの特徴一覧表の作成

・メディアの特徴一覧表の作成

・メディアの特徴一覧表の作成

・新任司書への学校図書館事務の研修

・新任司書への学校図書館事務の研修

・新任司書への学校図書館事務の研修

・新任司書への学校図書館事務の研修

（反省と課題）
・引き続き感染症拡大の影響で従来通りの研修が行えない１年となったが、オンライン開催など方法を工夫してできることをした。
・部会ごとの研修を中心に研修することができたが、全体での情報共有が難しく感じた。
・ＧＩＧＡスクール構想の講話やchromebook研修などを通して新しい学校図書館のあり方など考える機会を持つことができた。

第１部会研修

第２部会研修

第３部会研修

学校司書研修会
（新任者研修）

０７．加賀　支部　　小・中学校

内　　　　　容

・令和３年度　係等役割分担・研修計画について
・夏休みの開館について

・令和３年度　研修内容について

・chromebook研修

・GIGAスクール構想についての講話

・研究集録・利用統計について
・部会研修

・引継ぎ項目チェックメモの内容の検討

・引継ぎチェックメモの完成・学校沿革誌の見直し

・引継ぎ項目チェックメモの再検討・図書館引継ぎ書の見直し

・図書引継ぎ書記入例の検討

・コーナー作りの発表

・コーナー作りの発表

・調べ学習・アクティブラーニング等の資料の持ち寄り

０６．玉野　支部　　小・中学校

学校司書研修会
（全体会）



実施事業名 実施期日 実施会場

第１回司書部会
総会

4月28日～
5月7日

各校

第２回司書部会 6月16日 中止

第３回司書部会 8月4日 ライフパーク倉敷

第４回司書部会 9月8日 中止

第５回司書部会 10月20日 ライフパーク倉敷

第６回司書部会 12月7日 ライフパーク倉敷

第７回司書部会
2月3日～2月

8日
班員各校

第１回部長会
8月25日～
8月31日

出席者各校

第２回部長会
2月24日～

3月2日
出席者各校

学校図書館司書部
会事務連絡会

2月22日 南浦小学校

三役引継ぎ会 3月15日 ライフパーク倉敷

学校図書館司書
初任者研修

4月27日 倉敷南小学校

学校図書館司書等
研修会

11月 各校

学校図書館システム
研修会

2月14日～
2月25日

各校

倉敷市学校図書館
協議会総会

6月 各校

第２回倉敷市学校
図書館協議会理事
会

7月26日 第四福田小学校

倉敷市学校図書館
協議会研修会

8月5日 中止

岡山県学校司書研
究協議会（津山大
会）

7月28日 中止

岡山県学校図書館
協議会司書部会理
事会

倉敷南高等学校
ほか

実施事業名 実施期日 実施会場

学校図書館
司書研修会

7月6日 金光中学校

学校図書館
司書研修会

12月13日 寄島小学校

実施事業名 実施期日 実施会場

第１回
司書連絡協議会

４/３０（金） 笠岡小学校

市立図書館との
司書協議会

５／２６（水） 笠岡市立図書館

第２回
司書連絡協議会

７／２６（月） 中央小学校

第３回
司書連絡協議会

８/４（水） 笠岡東中学校

第４回
司書連絡協議会

１０/６（水） 笠岡小学校

第５回
司書連絡協議会

１２/２２（水） 神内小学校

第６回
司書連絡協議会

３/２（水） meet開催

・今年度のまとめ　　・次年度の研修計画（案）について

データ化進行状況の確認　　　学図研の発表内容の確認

（反省と課題）　データ化に伴う様々な問題を一つ一つ確認し、共通認識をしていくのが困難に感じることもあったが、マニュアル化することによって、少しずつ良い方向に移行でき
た。各校での登録作業も全員で確認しながら進めていきたい。

（反省と課題）
・年度途中での採用となった司書へのよい情報提供の場となった。
・各校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。
・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。
・日程調整が難しく３学期に研修会を実施できなかったのが、反省点である。４年度は何とか実施 したい。

１０．笠岡　支部　　小・中学校

内　　　　　容

図書館システムの全校インストール　  島しょ部のシステム管理について

市立図書館との協議・報告・情報交換

中央小学校登録作業

笠岡東中学校登録作業（笠岡小学校・神内小学校同時進行）

データ化に伴うハスプチップ等の取扱い  　バーコード区分の確認

データ化進行状況の確認　　　学図研の発表内容の選出

・班別研修

・班別研修

・班別研修

・紙面開催
　班別研修のまとめ・総括アンケート・令和４年度役員選挙

・紙面開催
　今年度の予定について ・班別研修について
　令和４年度学校図書館司書部会研修計画（案）について

・紙面開催
　今年度の研修総括・次年度の研修計画について

・新採用者3名
　服務について / 学校図書館司書の実務について

・書面審議

・オンライン開催

・書面審議

※第１回（６/２３）・第３回（２/１０）は中止

・年４回　（　８/４　　，９/３０　　，　１２/２　　，３/３　）実施

（反省と課題）
　令和３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・授業支援・読書支援）に分かれて行った。新型コロナウイル
ス感染症の拡大に伴い，研修の中止や，紙面開催への変更があった。全員で集まっての研修ができない状況で，全体に関わることの提案や決定が難しく，研修班内での話し合い
が中心となった。第７回司書部会で，各班の研修のまとめを紙面で報告し合った。今後も，今までの研修内容を各校での職務に有効に活かし，倉敷の学校図書館司書のスキルアッ
プ，図書館の充実を目指す。

０９．浅口　支部　　小・中学校

内　　　　　　容

新しい司書配属のため研修を実施
司書業務について情報交換

年度前半の振り返り
買ってよかった本、選書の共有
業務上の問題点についての情報共有
読書週間の取組について情報交換

０８．倉敷　支部　　小・中学校

内　　　　　容

・書面審議　 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）



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２２日（木） 荏原小学校

第２回
学校司書研修会

５月２１日（金） 井原中学校

司書の連絡会 ７月１６日（金） 井原図書館

第３回
学校司書研修会

８月５日（木） 井原中学校

第４回
学校司書研修会

１１月５日（金） 青野小学校

第５回
学校司書研修会

１２月９日（木）
ZOOMによる
オンライン研修

第６回
学校司書研修会

１２月１６日（木） 井原中学校

第７回
学校司書研修会

２月１７日（木）
Meetによる

オンライン研修

実施事業名 実施期日 実施会場

学校司書部会 7月9日 維新小学校

学校司書部会 8月4日 維新小学校

学校司書部会 12月3日 総社小学校

学校司書部会 2月8日 維新小学校

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

2021.7.31 高梁市文化交流館

実施事業名 実施期日 実施会場

新見市立中央図書
館研修会

R3.8.24
新見市立

中央図書館

・児童、生徒に向けたクロームブックを使用した図書室広報について

・岡山県立図書館派遣事業講座『図書館の展示』

・『令和５年度岡山県学校司書研修会実践発表について』　内容決定と役割分担、計画

・令和３年度学校図書館活動報告、反省と今後の目標

（反省と課題）
・対面式の研修や研修場所の確保が難しい時期は、オンライン研修を行ったがオンラインの技術向上が必要と感じた。
・児童、生徒への読書につながる取り組みを研修を通して、これからも考えていきたい。

１３．総社　支部　　小・中学校

１２．井原　支部　　小・中学校

内　　　　　容

・令和３年度研修計画、情報交換

・開催中止

・市図書館と学校図書館の情報交換

・木之子中学校区ブックリスト（小学校版）選定

（反省と課題）
令和2年度は市立図書館職員と合同で研修会を実施した。
今後は学校司書の研修や情報交換の場を設けたい。

・学校図書館システム研修
・今年度の反省と来年度の研修計画

（反省と課題）
・学校図書館システムのバージョンアップデートもあり、業務マニュアルの改訂をはじめ、さらに有効に活用できるよう研修を継続している。
・感染症対策で制限がある中でも、児童生徒の読書活動を支えられるよう精力的に読書活動の推進に努めた。
・来年度も例年通り年４回の司書部会を行い、各校の連携を深め、有意義な慣習を行っていきたい。

１４．高梁　支部　　小・中学校

内　　　　　容

本年度の研修日程決定及び内容の計画・立案

（反省と課題）
コロナ禍において計画どおりに研修できませんでした。

１５．新見　支部　　小・中学校

内　　　　　容

図書館システム事業及び端末操作説明

・司書部会研修計画

・学校司書業務マニュアル改訂について検討

・読書週間の取組について情報交換
・学校司書業務マニュアル改訂について検討

内　　　　　容



実施事業名 実施期日 実施会場

４月研修会 4月20日
津山市役所本庁舎
４階　教育委員会室

５月研修会 中止

６月研修会 中止

７月研修会 中止

８月研修会 中止

９月研修会 9月28日 オンライン会議

１０月研修会 10月28日
津山市立
河辺小学校図書館

１１月研修会 11月25日
津山市立
中道中学校図書館

１２月研修会 12月21日
津山市立
鶴山小学校図書館

１月研修会 1月27日 オンライン会議

２月研修会 2月15日 オンライン会議

３月研修会 3月24日
津山市立
弥生小学校図書館

＊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

教育委員会主催
学校司書研修会

12月8日
津山市役所東庁舎
１階　E101会議室

＊津山市学校図書館協議会

実施事業名 実施期日 実施会場

図書選定会（年２
回）

中止

津山市学校図書館
協議会　第１回総
会・研修会

7月6日
津山市役所東庁舎
E302会議室

津山市学校図書館
協議会　第２回総
会・研修会

中止

＊岡山県学校図書館協議会

実施事業名 実施期日 実施会場

令和３年度岡山県
学校司書研修会
（津山大会）

中止

実施事業名 実施期日 実施会場

図書館教育部会
合同研修会

8月18日 中央図書館

学校司書連絡会 5月20日 中央図書館

学校司書連絡会 6月22日 天津小学校

学校司書連絡会 7月14日 草加部小学校

学校司書連絡会 10月6日 北房中学校

学校司書連絡会 11月17日 中央図書館

学校司書連絡会 12月23日 落合中学校

学校司書連絡会 2月15日 中央図書館

実施事業名 実施期日 実施会場

定例司書会議 5月28日
作東総合支所

委員会室

定例司書会議 6月16日 作東図書館
学習室

定例司書会議 6月23日 作東図書館
学習室

２１．美作西粟倉　支部　　小・中学校

内　　　　　容

・読書活動推進計画の策定について
・弁償資料の取扱について

・図書便りについて
・公立図書館調整について

・図書便りについて
・図書請求記号について

（反省と課題）

　昨年度は主に公共図書館と合同で会議を行ったため、広範囲での情報交換･共有ができた。研修なども合同で行ったので、学校図書室、公共図書館の講習などを同時に受講す
ることができ、効率のよい情報収集ができた。

内　　　　　容

子どもと本をつなぐ～学年に応じた読書へのアプローチ～
講師：おはなしグループ「そらきたホイ！」

学校図書館の運営について
事例報告：オリエンテーションについて(八束小、川上小、蒜山中)

学校図書館蔵書データベース化作業について
情報交換

学校図書館蔵書データベース化作業見学
情報交換

学校図書館の蔵書整備について
真庭市図書館みらい計画について
情報交換
研修会「全国図書館大会山梨大会第3部会」視聴
テーマ：心を育てる学校図書館の創造～学校図書館の積極利用を目指して～
講師：富士吉田市立下吉田東小学校　司書、司書教諭
中学校図書館見学
学校図書館蔵書データベース化作業について
学校図書館への新聞設置について

研修会「本を語ろう　ブックトークを中心に」
講師：高見京子さん(全国学校図書館協議会スーパーバイザー)

県立図書館司書を講師に　・図書館の展示について

内　　　　　容

中止のため津山市学校司書部会選定おすすめの本を作成

・令和３年度組織運営について　・令和２年度活動報告　　・令和３年度活動計画　・読書感想文コンクールについて

書面開催

内　　　　　容

・研修レポート配布（３月）

＊令和３（２０２１）年度の研修成果と課題
○令和３年度岡山県学校司書研修会（津山大会）に向けて研修をしてきたが、新型コロナウイルスの感染拡大により中止となったため、発表予定だったものを研修レポートとしてま
とめた。（小学校「子どもに伝えたい本の世界への橋渡し～津山市の子どもの読書の現状から～」・中学校「中学生の読書の実態と学校図書館からの働きかけ」）
○今年度の司書研修会は、中止やオンライン会議となることが多く、予定していた研修（ＩＣＴ研修など）ができなかった。
○これからも研修を通して司書としての資質を高め、子どもたちに魅力ある本を手渡せるよう、子どもたちが読書の楽しみや、知ることの喜びを得られるよう働きかけていきたい。

２０．真庭　支部　　小・中学校

１６．津山　支部　　小・中学校

・今後の研修について　　・本について情報交換　　・津山大会の発表レポートまとめ　　・図書整理員配置校に図書だより
の発送

・本についての情報交換　　・津山大会の発表レポートまとめ

・本についての情報交換　　・津山大会の研修レポートについて

・次年度の役員選出　　・本についての情報交換　　・各校のコロナ禍での対応について

・次年度の役員選出　　・次年度の研修について　　・図書整理員配置校に図書だよりの発送

内　　　　　容

内　　　　　容

・教育委員会からの連絡
・今年度の研修について　・津山大会について

・今後の研修について　　・津山大会の発表レポートについて　　・司書会が開催できないことによる困りごとの共有

・本についての情報交換　　・津山大会の発表レポートまとめ



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

第２回
司書部会研修会

8/3（火） オンライン

第３回
司書部会研修会

11/30（火）
　　　　玉野市立
玉野備南高校

第４回
司書部会研修会

2月 アンケート形式

実施事業名 実施期日 実施会場

第１回司書部会 中止

第２回司書部会
10月21日

（木）
岡山県立

水島工業高等学校

第３回司書部会 中止

初任者研修
※3支部合同

6月11日（金） zoomで実施

実施事業名 実施期日 実施会場

第１回
司書部会研修会

5月7日（金）
岡山県立

津山高等学校

第２回
司書部会研修会

7月21日（水）
岡山県立

津山東高等学校

第３回
司書部会研修会

11月30日
（火）

岡山県立
津山高等学校

第４回
司書部会研修会

2月18日（木）
岡山県立

津山工業高等学校

・研究協議会発表準備
・研修「委員会活動に活かせる工作(しおり作り：水引細工のしおり)」
・協議および連絡
・次回の研修について
・令和3年度美作地区図書委員会交流会総括
・SLAからのお知らせ

・令和3年度活動総括
・会計報告
・令和4年度活動計画
・委員会交流会について
・令和5年度研究大会発表について
・SLAからのお知らせ

(反省と課題)
・令和3年度も引き続き新型コロナウィルス感染拡大防止のため、他支部が研修の中止を余儀なくされる中、支部内10校ということで予防には注意しつつ4回とも単独開催を行っ
た。
・新任者は1名で、ほぼ変わらないメンバーだったため、特に問題なく活動できた。
・美作地区図書委員交流委員会を中心的な企画として、協力して準備を進め、無事に開催することができた。また、その成果や今後の課題を高教研の研究協議会の発表に活かす
ことができた(津山高校発表)。
・やはり少人数で大きな変化がないという点は否めなかったので来年度以降は、オンライン等を使用した他支部との交流や見学等も取り入れていきたいと感じた。

　・事例発表「ニーズに応える学校図書館づくり～倉敷中央高校の取り組み～」
　・事例発表「玉島高校図書館・授業との連携」
　・報告／協議／諸連絡／サポート校交流   　　　　　参加者25名

選書、除籍、図書委員活動など日常業務の研修、困っていることなどについて解決策を共有　　参加者　18名

（反省と課題）
・新型コロナウイルス感染防止のため、実施できたのは１回だけであった。来年度も合同研修会は実施せず、支部ごとに研修を実施する予定。初任者研修のみオンラインでの実施
のため3支部合同で実施した。

２４．高校＿美作　支部　　高等学校

内　　　　容

新型コロナウイルス感染防止のため中止
初任者研修希望者にのみ、6月11日(金）にＺｏｏｍにて実施。選書、除籍、図書委員活動など日常業務の研修や、困っ
ていることなどについて解決策を共有した。

支部研修「オンラインによる学校図書館紹介」
西大寺・岡山城東・山陽学園・理大附・商大附・倉敷鷲羽・朝日の7校が館内の紹介を行った。

(1)協議・連絡
(2)プチ紹介　邑久高校
(3)研修「アイデアを貸してください」　　　玉野備南高校の図書館を実際に見ながら、3つのコーナーに関してどのように
リニューアルできるか検討し、玉野備南高校に提案を行った。

新型コロナウイルス感染防止のため中止　情報交換のアンケートを実施
(1)本や文字を読む習慣のない生徒が図書館に来るきっかけづくり
(2)図書委員会の活動でやってみたいこと（特にGoogle Classroomを活用した事例）

（反省と課題）
・新型コロナウイルス感染防止のため、年間４回実施予定のうち実際に対面で実施できたのは１回だけであった。
・オンラインでの実施が初めてだったので、研修担当校は綿密な打ち合わせを行っての実施となった。研修の感想には、一度に複数校の学校図書館を見学できたことが良かったと
の意見が多かった。
・来年度も、備中・美作支部との合同研修会は実施せず、支部ごとに研修を実施する予定である。できるだけ対面での開催を計画するものの、状況に応じてオンラインでの実施も考
え、研修が途切れないようにしていきたい。

２３．高校＿備中　支部　　高等学校

内　　　　容

・合同司書部会は中止、美作支部のみで実施
・令和3年度活動計画について
・令和3年度ＳＬＡ津山大会について
・令和3年度美作地区図書委員会交流会について

・図書館運営について
・協議および連絡
・今年度の研修について
・令和3年度美作地区図書委員会交流会について
・SLAからのお知らせ

２２．高校＿備前　支部　　高等学校

内　　　　容


