学校図書館問題研究会（学図研）2022 第37回全国大会 長野大会

今、問い直す学校図書館の使命
学校図書館問題研究会は、全国の学校図書館に関わる職員や関心のある人たちによる研究団体として1985年に発足し、毎年全国
大会を開催しています。
探究的な学びの導入や、コロナ禍で急速に進んだICT化によって、学校図書館を取り巻く状況は大きく変化しています。学校図書館
はその変化に対応しつつも、変わらず子どもたちの「読みたい」「知りたい」という気持ちを大切にしています。一人ひとりの子どもた
ちがじっくり考えられるよう資料・情報を提供し、楽しく豊かな学びを支える場であることが必要です。
この大会では、学校図書館が支える多様で豊かな学びの可能性を共有し、実践に活かしていくことをめざします。今年もオンライン
での開催となりますが、今までの大会と変わらずに、熱く、深い議論を交わしましょう。

202２.8.６sat
オンライン開催
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大会HP http://gakutoken.net/2022nagano/

主催 学校図書館問題研究会 (http://gakutoken.net/)

後援 長野県教育委員会
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児童・生徒の学びを支える学校図書館にとって、あふれる情報とどのように付き合っていくかは「情報リテラ
シー」教育としてこれまでも欠かせないものでした。そしてこれまで学校現場では「情報モラル」教育として扱わ
れてきました。GIGAスクール構想が急速に実施され一人1台のICT機器を持つ児童・生徒の学びに学校図書館
は今後どのように寄り添い、支えていけばよいのでしょうか。今、注目されている、より良い世界を創る市民と
なるための「デジタル・シティズンシップ」教育について、その意義や「情報モラル」教育との違いについて、第一
線で研究されている坂本氏にお話ししていただきます。
部分配信あり

実
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～ 授業・情報リテラシー支援、ICTに学校図書館はどう関わるか

践
報
告
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思いを「かたち」にー公立小中学校での取り組みから
元長野県伊那市立西春近北小学校

学校司書

田中 喜美江 さん

読書活動の拠点としては認められても、学びの場としては充分に活用されていない学校図書館をなんとかした
い。日々この課題に向き合い、学校図書館としてできること、そのために必要なことを探ってきました。図書館と
授業を繋ぐきっかけづくりや、情報リテラシー支援、図書の時間などでのICT活用例を通して、試行錯誤してきた
ことをお伝えします。また、学びあいや情報共有を続けてきた地域の学校司書会の活動も紹介します。 部分配信あり

７ 日 報告Ⅱ

Society5.0時代の学校図書館はどうあるべきか？
～ 都立中高一貫校の取り組みから情報センターとしての学校図書館を考える

(日)
９：00
東京都立南多摩中等教育学校 学校司書 杉山 和芳 さん
｜
今、学校教育は情報化の大きな波に翻弄され、様々な変革を求められています。そのような変化の流れの中で、
1２：00

学校図書館は波に対応して進化できているでしょうか。情報センターとして学校図書館が機能するためにはICT
への積極的な対応を欠かすことはできません。これまでの学校図書館が培ってきた良い面を活かしながら、探究
学習や情報教育といった新たな教育に対応できる学校図書館を作るためにはどうしたらよいか、本校の実践活
動を通して考えていきましょう。
部分配信あり

お申し込み期間 : 202２年5月９日（月） → 6月30日（木）

8月７日（日） 1３：３0-17：０0(最大)
1

授業と情報リテラシーの支援に
学校図書館はどう関わるか

しっかり学ぶ・話す分科会
2

GIGAスクールと学校図書館

GIGAスクール構想が本格的に始まって2年目に入りま

実践報告１を受けた分科会です。授業や情報リテラシー

した。各校の学校図書館との関わりはどうなっているで

支援に、学校図書館はどのように関わればよいのでしょ

しょうか。みなさんで問題点を共有し、解決策を考えま

うか。実践や課題を参加者どうしで共有し、次のステップ

しょう。実践報告Ⅱを受けて、中高図書館での状況の質

へ一歩ふみ出すためにできることを考えましょう。報告

疑応答後、東京支部の他の小中高の報告をおこないま

者への質疑応答、学校図書館でのICT活用事例紹介な

す。それをもとに、グループ討議で進めます。討議の際

どもあります。さまざまな校種・立場の方の参加歓迎で

には、オンラインツールを使う予定です。PC、タブレット

す。事前アンケートあり。（定員30名） （担当：全国委員会）

からの参加を推奨します。

３

物語の読み聞かせで聞く力をつける

４

（担当：東京支部）

やっぱり本も必要です!

映像など刺激の強い情報に押されて、児童・生徒が主体

学校でのICT環境が整備され児童・生徒の利活用が進

的に想像力を働かせることが少なくなっていないでしょ

む一方、調べ物の情報源はインターネットに偏りがち、

うか。コロナ禍により、子どもたちを密集させての絵本

という状況も……。今、改めて、調べ学習や探究学習で

の読み聞かせがしにくい状況でもあります。そこで、「耳

の「本」の必要性や、インターネットと本のベストミックス

からの読書」として物語の読み聞かせを取り上げて、そ

を考えてみませんか。学校図書館の外からも提言を頂

れに適した作品や方法を探ります。参加者で、聞く力・想

きながら、課題を共有しグループワークを通して「やっ

像する力を伸ばす学校図書館の取り組みを考えてみま

ぱり本も必要です！」と自信を持って語れるようになり

しょう。

ましょう。 （定員35名）

５

（定員40名）

（担当：兵庫支部）

軽井沢風越学園の学びとライブラリー

６

（担当：島根支部）

図書館ツアーｉｎ鹿児島

軽井沢風越学園は、2020年に開設された幼小中混在

鹿児島の学校図書館を見学してみませんか？ 校種を

校です。子どもたち一人ひとりの「～したい」を大切にす

とりまぜて事前に録画した動画で紹介します。質疑応

る独特のカリキュラムで、探究の学びが大きなウェイトを

答で、細 かい部 分ま でお 伝えし ます。そ の後、ワー ク

占めています。風越の学びやそれを支えるライブラリー

ショップで、図書館の機能をよりよく発揮するためのレ

の活動について司書教諭の大作光子さんのお話を聴き、

イアウトを、共に考えていきましょう。（定員40名）

グループワークも行いながら、これからの学びと学校図
書館のあり方について考えます。風越のHPを観てご参
加ください。

７

部分配信あり

（担当：長野支部）

わたしたち、

部分配信あり

８

こんな読書活動支援しています！
自分の実践にちょっと不安を抱える若手・中堅司書を応
援する分科会です。神奈川県の小規模自治体で０歳から
中学校卒業まで行っている継続的な読書活動支援につい
て報告します。その後、グループに分かれて意見を交換
し、自分の読書活動実践を参加者同士でブラッシュアップ
しましょう。校種を問わず、若手ならではの斬新なアイディ
アに出合いたいベテラン司書も大歓迎です。（定員４０名）
部分配信あり

（担当：神奈川支部）

（担当：鹿児島支部）

学校図書館「PR」大作戦

「ＰＲ」とは、Public Relationsの略であり、まわりの
人々とよりよい関係を築くための活動といった意味で
す。GIGAスクール構想によって教育や学びが大きく変
わる中で、学校図書館でも、今までとは違うPR（関係づ
くり）の方法を模索する必要があります。校内での働き
かけや、外部への発信についてのレポートを参考に、そ
れぞれの課題を共有しながら、学校図書館からどのよう
に繋がる ことができるか、一緒に考え、進めて いきま
しょう。
部分配信あり
（担当：岡山支部）

＊ 分科会は最大17:00までで、終了時間は分科会によって異なります。
＊ 定員のあるものは先着順で締め切ります。早めの申し込みをお願いします。

8月８日（月） 1０：０0-1２：０0
A

楽しく学ぶプチセミナー

本で語り合おう 〜ブックワールドカフェ〜

B

図書館で買ってよかった選手権

コロナ禍の昨今、本について語り合う機会が減っていま

図書館で「買ってよかったもの」をビブリオバトル風に

せんか？ Web上でも情報は手に入りますが、リアルな

紹介しあいませんか？ 図書館用品はもちろん、ホーム

声を聞いてみたいですよね。そんなみなさんに、本につ

センターや100円ショップ等で見つけたイイもの、オモ

いて存分に語り合う場を設けました！ 心に残った本、

シロイものなどを熱くプレゼンしてください。

これどう思う？ という本を持ち寄って、ワールドカフェ

参加者以外の皆さんからも「買ってよかったもの」を、

方式でわいわいお話ししましょう！

学図研ニュース5月号で募集しますので、教えてくださ

（定員30名）

C

（担当：鳥取支部）

学校図書館員のための

D

アレクサンダー・テクニーク講座
仕事をすると特に理由はないのにすぐに疲れる…そん
な時、アレクサンダー・テクニークを使っていつもと違う
やり方を試してみませんか？ 仕事の質が変わるかも!?
＊医療行為ではありません。カメラオンでご参加下さ
い。講師：新海みどりさん（アレクサンダー・アライアンス・
ジャパン） （定員15名）

E

い！ （定員30名）

（担当：兵庫支部）

（担当：埼玉支部）

「学校司書」の配置に関する情報交換

各地の学校司書配置や、「学校司書のモデルカリキュラ
ム」の開講状況などを持ち寄り情報交換します。会計年
度任用職員についても状況を共有し、問題点を考え、充
実に向け一緒に考えていきましょう。また『学校司書の
ための学校図書館サービス論』（学図研編）の感想や活
用方法などについても意見交換します。
（担当：人プロ）

哲学カフェを体験してみよう

F

百科事典を楽しもう

近年、学校や市民の間で広がりを見せている「哲学対

百科事典などの利用教育をした後、子どもたちが自ら

話」を体験します。論理的に考えることや、「なぜ？」「ど

楽しんで使う光景を目にします。小学校から積み重ねて

うして？」と問う作法を学ぶことは、探究学習や学校図

いきたい利用教育について、百科事典をもとに交流し

書館とも親和性があります。参加にあたり、事前知識や

ませんか。箕面市・吹田市の実践報告があります。

準備はいっさい必要ありません。やわらかいアタマと、

「Hello! ポプラディア」のHPも見ておいてください。

「なぜ？」「どうして？」と不思議に思う感性を持ってご

事前アンケートあります。

参加ください。（定員2２名）

（担当：長野支部）

（担当：大阪支部）

＊ 定員のあるものは先着順で締め切ります。早めの申し込みをお願いします。

8月7日（日） 1９：３0-２1：０0

楽しく話す交流会

参加者みんなで楽しく話しましょう。ブレイクアウトルームを使って、少人数で話ができます。飲み物片手にお気楽に
ご参加ください。

動画配信について
部分配信あり

のマークがある場合は、後日、参加申込者のみ期間限定で動画配信を行います。
配信は講演、報告のみで、質疑などの配信は行いません。
配信については大会終了後にURLをご登録のメールアドレスにお知らせします。

大会公式Twitter

学図研2022長野大会@nadzilla2022

大会の最新情報や話題を大会キャラクター「ナジラ」がお知らせしています。
フォローをお願いします。

お申し込み期間 : 202２年5月９日（月） → 6月30日（木）
６月３０日（木）までに インターネット（スマートフォンも可）でお申し込みください。
申し込み直後に確認メールが届かなければ、お問い合わせください。
お申し込み後、１週間以内に参加費をお支払いください。
お申し込み先
下記アドレス（右記QRコード）より、申し込みページにアクセスしてください。
https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/gakutoken37/

受付担当者：東武トップツアーズ株式会社（担当：塚田）
長野県飯田市鼎名古熊2105－1ローズアネックスⅡ3階
Email ： mariko_tsukada@tobutoptours.co.jp

全国会員

２,５00円

①参加費

支部のみ会員・非会員

３,０00円

＊全日参加・一部参加
にかかわらず

学生

１,000円

『がくと』（大会報告集・送料込）

1,000円

②分科会
プチセミナー

大会報告集『がくと』は年会費に含まれています

支部のみ会員・非会員で大会報告集『がくと』をご
希望の場合は、別途申し込んでください

先着順に受け付けます。申し込み多数の場合は、ご希望に添えないことがあります。
申し込みいただいた分科会・プチセミナーのアクセス先（Zoom IDとパスワード）を、開催日3日
前までに、ご登録のメールアドレスにお送りいたします。

③変更・キャンセル

キャンセル日によって、キャンセル料が発生します。大会ＨＰをご覧ください。
＊新型コロナウィルス感染症に関わる変更・中止についての対応はHPをご覧ください。

④大会事務局

清水満里子（長野県看護大学付属図書館）
Ｅ-ｍａｉｌ ： gakutoken2022@gmail.com

オンライン大会開催について
・オンライン大会はWeb会議システム「Zoom」で開催します。

・複数人で一つのデバイスから参加される場合も、お一人ずつ参加の申し込みをお願いします。
・総会、講演会、実践報告、交流会のZoom ID・パスワードはそれぞれ、開催日の3日前までに、大会事務局よりご登
録のメールアドレスにお送りいたします。時間になりましたら、各自でアクセスしてください。
・分科会・プチセミナーのZoom ID・パスワードは各担当から、別途、3日前までにご登録のメールアドレスにお送りい
たします。時間になりましたら、各自でアクセスしてください。
・総会、講演会、実践報告、分科会、プチセミナー等の資料はクラウド上のフォルダにアップします。フォルダにアクセス
するためのアドレス（ＱＲコード）は大会事務局よりご登録のアドレスに大会3日前までにお送りします。各自でアクセス

して、必要に応じて資料をダウンロードしてください。申し込みをしていない分科会、プチセミナーの資料もダウンロー
ドできます。8月31日までアクセスできます。
・分科会は1３:３0から開始され最大17:０0終了を予定していますが、内容によっては17:０0より早く終わることがあ
りますので、あらかじめご了承ください。

・各会ともマイクは司会・進行担当者から指示がない限り、ミュートでご参加ください。

資料販売
例年の大会では各支部の資料やグッズが販売されていますが、オンラインでの開催の今年は、資料販売を通信販売で
行います。
ご注文は、大会申し込み時に一緒にご注文ください。お支払いは大会参加費と合わせて請求になります。
お届けは7月末を予定しています。
代金は商品金額の合計+送料２5０円です。（いくつ注文しても送料は２5０円です。）

宮崎健太郎講演録

1

ナジラのマスキングテープ

幅18ｍｍ長さ7ｍ

￥250

大会キャラクターナジラのマスキングテープで
す。長野大会参加記念に是非どうぞ！

4

学校図書館の司書が選ぶ
小中高生におすすめの本３００
￥1485

ぺりかん社刊・B6判・187p

2

YA世代にとっての図書館

A5 フルカラー ７６ページ

￥600

現代高校生の実態、学校図書館運営はどうあ
ればよいかたっぷり語っていただきました。

5

もっとある！学校図書館の司書が
選ぶ小中高生におすすめの本220

ぺりかん社刊・B6判・145p

￥1584

3

学校図書館はボードゲームを
どう使えるか

A5判・90ｐ

￥５００（大会特価）

最近静かに注目を集めているボードゲームと
の付き合い方を考えてみませんか？

6

探究に役立つ！学校司書と
学ぶレポート・論文作成ガイド
￥1440

ぺりかん社刊・B6判・126p

（大会特価）

（大会特価）

（大会特価）

「東京・学校図書館スタンプラリー」参加校の学

第二弾！「東京・学校図書館スタンプラリー」は

探究スキルを学校司書が解説。実践報告Ⅱの

校司書・司書教諭おすすめブックガイド！

実践報告Ⅱの報告者が代表をしています。

報告者も作成メンバーの一人です。

7

ブックガイド小冊子 2022版
A5

￥100

「東京・学校図書館スタンプラリー」参加校のお
すすめ本ガイド、今年選定分！

8～１０ 神奈川大会Tシャツ
白 S・M・Lサイズ

各￥１０００

バックに「本を読むクマと子ども」のイラストと
「学校図書館」の文字が入っています。図書館
イベントにいかがでしょう。

１１ 神奈川大会マスキングテープ
幅15㎜長さ７m

￥３００

神奈川大会ロゴ「あ！」のマスキングテープ
です。

1２～１３
文庫サイズ

笑う学校図書館
各￥１５０

わちゃわちゃ楽しい学校図書館を紹介する冊
子です。昨年神奈川支部内でひっそり出した
第６弾と新作第７弾をお届けします。

16

たかおかゆみこさんの

1４

￥200

15

たかおかゆみこさんの

兵庫支部30年史
A4判 125ページ

クリアファイル2枚セット

￥８００

30年分の支部報を元に、兵庫支部の歴史を
理念・活動・人などの項目別にまとめました。

A4サイズ

￥300

マーサとリーサや児童書のさし絵などで活躍
中、たかおかさんのイラストファイルです。

17 「魅力的な図書館を作るための

18 「魅力的な図書館を作るための

コツとグッズデータ集」中高校版

コツとグッズデータ集」小学校版

ポストカード４枚セット
はがきサイズ

学校図書館問題研究会

CD-R 1枚

￥500

CD-R 1枚

￥500

子どもたちの生き生きした姿は、ポストカード
としてだけでなく、館内の掲示にも活用できま
すよ。

書架サイン・しおりPOP・本の帯など、明日か

中高校版の収録内容はそのまま、言葉などを小

ら使えるグッズデータを10種類以上収録！

学生にもわかりやすいものに。読み仮名対応。

19 文豪クリアファイル（イエロー）

20 文豪クリアファイル（ホワイト）

A4

￥150

森鷗外、小泉八雲、芥川龍之介、志賀直哉、司
馬遼太郎をキャラ化したファイルです。

A4

21

￥150

文豪しおり８枚セット

148mm×52mm

19の別バージョン。裏面のデザインにもこだ
わっています。イベント景品にどうぞ！

19、20にも登場した文豪のキュートなキャラ
クターのしおり。楽しい小ネタ付き！

お申し込み期間 : 202２年5月９日（月） → 6月30日（木）
＊ 申し込み期間を過ぎての注文はできません。

たくさん注文してね

必ず6月30日までにご注文ください。

学図研の出版物は学図研HPからお申し込みください。
学図研HPはこちら

⇒

￥150

