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(日)

19:00 ～ 21:00

Ｃ

Ⅰ

子どもたちの主体的な 「学び」 のために
「学校図書館だから」 できることを追求して

岡山市立第一藤田小学校
教諭

「自ら考える」 を学校図書館はどう支援するか
鳥取県立鳥取西高等学校
司書

武田江美子さん

高橋和加さん

みにいこう！

オプショナルツアー
図書館見学

「バリアは利用者ではなく図書館側にある」 という考えに立ち、 バリア解消のため行動する図書館員の

つあります。 そのような状況の中で、 学校図書館の果たすべき役割の一つとして、 「授業との連携」 のあり方

姿勢を出発点にしています。 そして、 学校図書館での 「読めない」 「書けない」 と言う生徒を前に、 「何

をもう一度見直す必要があると考えました。 第一藤田小学校５年生の国語で、 教師と学校司書が子どもたちの

がバリアになっているのか」 を模索してきました。 そうした中、 次第に 「自ら考える」 という行為が大きく

12:30 ～ 16:30

課題を共に確認しながら、「読む」「書く」力をつけるために協働で行った実践を、それぞれの立場から報告します。

影響するのではないか、 と思うようになりました。 今回は、 生徒が自ら考える力を獲得するために、 司書

岡山市立岡山中央小学校

また、 「授業との連携」 の見直しから日常的な図書館活動の重要性も見えてきました。 あわせて報告します。

としてどのような働きかけを試みたのか、 学校図書館を活用した授業での実践を中心に報告します。

岡山県立図書館

Ａ

中学生に人気の本を、 定 員
「味見」 してみよう！ 30 名

今、 中学生は何を読んで、 どんな本をお
もしろいと思っているのでしょう。 読んでみ
たいと思いませんか ? ちょっとずついろいろ
「味見」 するように読んで、 中学生が好む
理由などを話し合ってみましょう。
（担当 ： 兵庫支部）

学校図書館版 男子のトリセツ

新米司書の
学びの場を考える

日常の図書館活動からこれまで積み上げ
た実践や理論まで、 どのように新米司書
に継承したらよいでしょうか。 埼玉県立高
の若手司書の報告を参考に、 公的 ・ 私
的な研修体制や、 活発な学びの雰囲気
づくりなど、 新米司書を育むための場づ
くりを共に考えましょう。
（担当 ： 埼玉支部）

Ｈ

Ⅱ

学力観 ・ 授業方法の変化や学校司書の法制化など、 学校教育や学校図書館を取り巻く状況は大きく変わりつ

定員

40 名

みなさんの学校図書館では男子の利用は活発ですか ？ 女性の
学校司書にはなじみが薄い男子の好むジャンルの選書、 図書
館によく来る男子と来ない男子、 対応に困った事例など、 「学
校図書館と男子」 について語り合えればと思います。 男性の参
加者大歓迎です。 さまざまな角度からそれぞれに発見し合い、
気づき合いましょう。
（担当：福島支部）

Ｅ

岡山市立大野小学校
学校司書

片岡香織さん

としょかんを

Ｆ

Ｄ

30 名

分科会

１

「自ら考える」 を 定員 50 名
学校図書館は
どう支援するか

高橋和加さんの実践報告を受けた分科会

8/

7

(月)

13:00 ～ 17:00

イツカの地震 イツモの備え

です。 生徒が自ら考える力を獲得するため
に、学校図書館が持つ 「人・モノ・場」 を使っ
て、 どのような働きかけができるのかを考
えます。 参加者皆で、 いろいろなアイデア
や日常的な図書館活動の意味について、
話し合い共有しましょう。
（担当 ： 鳥取支部）

自然災害はいつ、 どこで起こるか分からない、 といっても我がこと
とは感じにくいことです。 熊本も地震が起こるまでそうでした。 地
震を経験した今は、 安心して図書館を利用できる日常を取り戻
すためにできることを考えています。 熊本地震での報告をまじえ
ながら、 みんなが安全に使える学校図書館であるために何ができ
るか、 一緒に考えてみませんか？
（担当：熊本支部）

図書館内に飾ったり、 置いて使ったりする
ちょっとした小物を作りましょう。 4 種のう
ち３つのグッズが作れます （希望制ではあ
りません。 グループ分けはお任せください）。
材料費として 300 円をご用意ください。
「これがあると便利！」 みたいなグッズも
展示 ・ 紹介します。
（担当 ： 神奈川支部）

学図研は、学校図書館職員のあり方として、図書館専任の専門職員で、
正規職員 ( 専任 ・ 専門 ・ 正規 ) であるべきことを確認しています。
2015 年 4 月改正学校図書館法施行以降、 学校司書配置にどのよう
な変化がでてきているのか、 各地の配置状況などの情報交換をします。
今後どのような調査が必要か、 調査票の検討を含めて問題点を考え、
学校図書館職員の充実にむけて一緒に考えていきましょう。
（担当 ： 職員問題を考えるプロジェクトチーム）

定員

かごしまアニマシオン倶楽部の種村エイ子さんが
コーディネートする参加型ナイターです。 長年、 各
地で読書活動や 「いのちの授業」 など、 本と利用
者をむすぶことに携わってきた種村さんがフランス
の図書館を視察し、 出会ったアニマシオン。 地道
に実践を重ね日本で広がるアニマシオンの魅力を
実際に体験してみませんか。 （担当：鹿児島支部）

ちょこっと手作り 定 員
64 名
図書館グッズ

「学校司書」 の配置に関する情報交換

アニマシオンの
楽しさに出会おう！

Ｂ

Ｉ

Ｇ

定員
たかおかゆみこさんの
○△□でイラストワークショップ 40 名

初めて作 ・ 絵共に手がけた 「マーサとリーサ」 （岩
崎書店） シリーズが人気のイラストレーターたかお
かゆみこさん （元岡山市の学校司書です！） に、
作品作りにかける思いや、 本作りの過程などを
語っていただきます。 また、 どんな装丁の本が手
に取られやすいか、 参加者の体験も出しあって交
流します。 後半は、 図書館だよりなどに使える簡
単なイラストの実践講座です。 お気に入りのマス
テやシール、 色ペンなどあるとより楽しめます。
（担当 ： 岡山支部）

岡山のむかしばなしをたのしもう

岡山の郷土の風習やむかしばなしに耳を傾けてみませんか？
昔の子どもの生活について聞きながら、 名人 ・ 立石憲利さんの
語るむかしばなしが楽しめます。 その後、 参加者全員に手づくり
のテキストを配り、 その中から気に入った話を選んで語りの体験も
してもらいます。 自分で語る楽しさを実感してもらえる、 大人も
子どもも楽しめる部屋です。
（担当 ： 岡山支部）

３

中学校図書館から 定員 35 名
考える 〈読み〉 と 〈学び〉

中学校は、 小学校と高校をつなぐ重要な
活動の場であり、 また思春期の真っ只中
の中学生は発達の個人差も大きく、 より
き め 細 や か な 支 援 を 必 要 と し て い ま す。
基本的な発達心理をおさえ、 中学生の読
書や学びについての実践レポートを受け
て、 中学校図書館でできることを考え話
し合いましょう。
（担当 ： 兵庫支部）

６

子どもと本をつなぐ
～児童文学作家 村中李衣さんと一緒に～

児童文学作家の村中李衣さんの講演会と
ワークショップを行います。 作家としての創
作過程や、 作品に込める思い、 本を通して
子どもたちとどう向きあってきたかを話して
いただきます。 また、 ものがたりとの出会
い方、 本との付き合い方について考えるワー
クショップも行います。 特に 『チャーシュー
の月』 （小峰書店） は深く触れていただく
予定ですので、 読んだ上でご参加ください。
（担当 ： 岡山支部）

４

「読みたい！」 を
つくるには

定員 40 名

さまざまな場面で 「読みたくない」 と言う
子どもたち。 そのことばには何が隠れてい
るのでしょうか。 状況・背景・原因をグルー
プで分析し、彼らが 「読みたい！」 に変わっ
ていくために学校図書館では何ができるの
か探っていきましょう。 （この分科会は読
み方の技術的な支援や特別支援的なサ
ポートについては扱わない予定です。）
（担当 ： 島根支部）

７

学校図書館でプライバシーを
守るために ～ガイドラインの検討

コンピュータやインターネットの導入が進み、
図書館でもデータ管理の面で新たな配慮が
必要になっています。 しかしそれ以前に、
学校図書館ではプライバシーを守る必要性
自体についての理解や実践がまだ十分に浸
透していません。 この分科会では、 学校図
書館のプライバシーの現状について報告を
受け、 課題を整理しながら、 現在学図研
で作成を進めているプライバシー ・ ガイドラ
イン （案） を検討していきます。
（担当 ： 長野支部）

２

８

8/

(火)

学校図書館の活用で
授業はどう変わるか

「学び」 とは何かが問われている今、 岡山
支部は 「授業との連携」 について教師へ
のインタビューを行うとともに、 実践を振
り返り考えてきました。 分科会では教師 ・
学校司書の両方から中学校での実践事例
をレポートしていただきます。 あわせて岡
山市の小中学校での授業との連携の現状
と課題についても報告します。 子どもたち
のこれからの学びのために学校図書館を
どう変えていかなくてはならないか一緒に
考えていきましょう。 （担当 ： 岡山支部）

５

日常的な空間としてのレイアウト

学校図書館のレイアウトについて考えてい
きます。 日常的に様々な場面で利用され
る空間として、 館内のインテリアや雰囲気
を変えるだけではなく、 利用者の動線を考
える視点をもつことは重要です。 高校から
の報告とレイアウトを画像で見て、 館内の
動線の重要性を議論し、 利用者のための
学校図書館を考えていきましょう。
（担当 ： 神奈川支部）

８

学校司書の専門性を考える
～これまで、 これから～

学図研は資料提供を通して、 学ぶ喜び読
む楽しさを援助し、 教育活動を支える実
践を大切にしています。 この分科会では、
学校司書の専門性について、 学図研がこ
れまでどんな議論をし、 明らかにしてきた
のかを確認していきます。 学図研の創立メ
ンバーからのお話を伺いながら、 どのよう
な学校司書が必要か、 いっしょに考えてい
きましょう。
（担当：職員問題を考えるプロジェクトチーム）

