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長野県図書館協会 

デジタル版 小中学校図書館部会だより 

第 129 号 （23 年度） 

 
 

図書館教育の充実に向けて 
長野県図書館協会小中学校部会 

部会長 綿内 良子 
  

今年度新ＣＳが小学校では完全実施され、言語活動の充実を図ることが示されていま

す。そのため読書活動の一層の重視と読書習慣の形成、学校図書館の活用や整備の重要

性も求められ、改めて“図書館教育の充実”を図る必要を感じます。 
こんな時、国より「国民生活に光を注ぐ交付金」の配当がありました。子ども達は新

刊本の並ぶコーナーで「今年は新しい本がいっぱいだね。」と喜んで手にしていました。

「これ面白いよ。」と 6 年生に手渡された「ガブールの勇者たち」、初めてファンタジ－

の世界の本を読んでみました。「おもしろい!」、子ども達の気持ちにちょっと近づいた

気がしました。でも、そのコーナーから離れた所の“ああ無情”“少女ポリアンサ” な
ど、小学校の頃読んで今も心に残って糧となっているのですが、手にとる子がいません。

幼児期から小中学生時代の本との出会は、その人の読書生活を決定づけるといわれてい

ます。子ども達の興味関心のある面白い本・名作と言われる本・調べたいことがよく分

かる本・人生で 3 回読む絵本などがバランスよくあり、課題図書や推薦図書も並んでい

る図書館であることを願っています。 
23 年度小中部会では、より一層学校図書館教育が充実することを目指して今年度の

事業を行っていきます。上田市真田町での県図書館大会、須高・木曽・諏訪の地区図書

館大会では、部会テーマ『豊かな学びの中核となる学校図書館』をも目指した講演・研

究協議等がもたれます。多くの方が参加されて研修を深め、専門性を高め、自校の図書

館教育の充実を図っていただけたらと思います。例年同様、読書感想文・感想画コンク

ール等の事業へのご協力をよろしくお願いします。 
司書教諭の先生と連携して図書館の環境も整え子どもへも温かい対応をしてくださ

っている司書の先生、また、本のよさだけでなく読み手の心までも伝わってくる読み聞

かせをしてくださる読書ボランティアの方々と共に、子ども達の豊かな読書生活が営ま

れるよう活動をしていきましょう。 
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役名 氏名 所属
部会長 綿内　良子 信里小学校

閏間　昇 浅川小学校

木内　昇 後町小学校

常任幹事 小林　克雄 豊野東小学校

和田　敦 川田小学校

平野　誠 七二会中学校

池上　昭子 牟礼西小学校

篠原　隆之 優良図書研究所

島田　秀一 青木中学校

原田　淑子 木島小学校

庶務幹事 小林　正代 長野県図書館協会

支部 氏名 所属 支部 氏名 所属

佐久 武田　健司 八千穂小学校 佐久 中島　寛子 中佐都小学校

上小 島田　秀一 青木中学校 上小 早川とく江 神川小学校

諏訪 曽根原正樹 下諏訪南小学校 諏訪 手塚　香子 北山小学校

上伊那 塩澤　誠 宮田小学校 上伊那 大林美智代 伊那東小学校

下伊那 今村　貴美子 上久堅小学校 下伊那 伊藤　裕子 新野小学校

木曽 武居　繁定 王滝小中学校 木曽 北原　淳子 木祖小学校

塩筑 野村　洋子 生坂小学校 塩筑 末木　裕子 塩尻中学校

安曇野 丸山　行宏 豊科南小学校 安曇野 野本　雅代 三郷中学校

大北 鈴木　桂子 大町東小学校 大北 森田　奈苗 大町東小学校

更埴 宮坂　芳文 上山田小学校 更埴 中島はるみ 坂城小学校

須高 伴野　健 東中学校 須高 伊藤ふき代 井上小学校

中高 川久保あけみ 高丘小学校 中高 鈴木みどり 山ノ内東小学校

上水内 鎌野登美子 富士里小学校 上水内 楠　千恵子 牟礼東小学校

飯水 原田　淑子 木島小学校 飯水 久保島　桂 木島小学校

長野 閏間　昇 浅川小学校 吉田　真弓 篠ノ井西小学校

松本 細野ひろみ 会田小学校 高橋かず枝 篠ノ井東中学校
松本 森　祐子 波田中学校

平野　誠 七二会中学校
篠原　隆之 優良図書研究所

支部 氏名 所属 支部 氏名 所属
上小 山﨑　生穂 城下小学校 佐久 尾沼　暢彦 東中学校 

上伊那 上島　陽子 辰野中学校 諏訪 一ノ瀬文枝 湖東小学校
木曽 西路眞知子 王滝小学校 下伊那 藤垣　誠 旭ヶ丘中学校

安曇野 望月　信明 明科中学校 塩筑 山名　美子 塩尻西小学校
松本 橋詰みづほ 寿小学校 大北 大澤　隆行 仁科台中学校
更埴 竹内奈津美 埴生小学校 須高 野澤由理香 日野小学校
中高 山岸　智子 南宮中学校 飯水 渡邊　佳代 常盤小学校
長野 由井　尚美 篠ノ井西小学校 長野 米山　郁子 通明小学校
幹事 閏間　昇 浅川小学校 幹事 木内　昇 後町小学校

学校司書委員

24年度第62回県大会開催地区（飯水支部）

庶務、会計

学校司書委員会

司書教諭委員

推薦課題図書選定委員会、読書感想文･感想画コンクール

部会だより、読書感想文･感想画コンクール

推薦課題図書選定委員会、出版物利用促進

23年度第61回県大会開催地区（上小支部）

支部代表者

長野

幹事

推薦課題図書選定委員

副部会長

幹　　事

平成23年度　長野県図書館協会小中学校部会役員と業務分担

業務分担
県協会常務理事、SLA正会員

司書教諭委員会、SLA正会員

事務局、幹事・支部代表者会、SLA・北信越連絡

読書感想文･感想画コンクール
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平成 23 年度 事業計画 

１ 第 61 回 長野県図書館大会 （上田大会） 

（１） 期日 10 月 22 日（土）午前 10 時～午後 4 時（受付開始 9 時 30 分） 
（２） 会場 開会式・基調講演：上田市真田中央公民館 

分科会：上田市真田中央公民館 
上田市立真田中学校 
真田地域自治センター 
真田総合福祉センター 
上田市立真田図書館 

（３） 基調講演 午前 10 時 40 分～12 時 10 分 
    講師 富安陽子 氏 
    演題 やまんば母さんのないしょ話 
    経歴 作家 東京都生まれ 大阪在住 

絵本「やまんばのむすめ まゆのおはなし」シリーズ他多数 
（４） 分科会 

第 5 分科会 司書教諭の仕事 ワークショップ 講習･演習等 
第 6 分科会 司書教諭と学校司書 ワークショップ 講習･演習等 
第 7 分科会 学校司書の仕事 

～学習を支援する学校図書館に～ 
レポート発表 
グループ別研究協議 

第 8 分科会 読書指導の実践 レポート発表 
グループ別研究協議 

第 9 分科会 利用指導の実践 レポート発表 研究協議 
第 10 分科会 学校図書館の運営 レポート発表 研究協議 

 
（５）参加申込み･問い合わせ先 

長野県図書館大会事務局 上田情報ライブラリー 
〒386-0025 上田市天神 1-8-1 パレオ４F 
TEL 0268-29-0210 FAX 0268-29-0211 
 

２ 地区学校図書館教育研究会 

北信 須高支部 8 月 29 日（月）須坂市立仁礼小学校、東中学校 
中信 木曽支部 11 月 10 日（木）木祖村立木祖小学校、木祖中学校 
南信 諏訪支部 11 月 11 日（金）下諏訪北小学校、下諏訪中学校、第 5 保育園、 
 

３ 第 34 回長野県読書感想文コンクール実施計画 

（１） 支部審査 
・各校では学年別、類別（1～3 類）に、原則として各学級 1 点を応募できる。 
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・各支部で審査員を委嘱し、小学校低･中･高学年及び中学校の別に審査し、各

類別に 5 点以内を選出し県図書館協会事務局へ送付する。 
（２） 県審査 

・県審査員は司書教諭委員と推薦課題図書選定委員を中心に委嘱する。 
・県審査への応募しめきり 9 月 30 日（金） 
・第 1 回審査会 10 月 4 日（火） 
・最終審査会 11 月 8 日（火） 

（３） 入賞作品は学年（小低･小中･小高･中学）毎に各類（1～3 類）で金賞 5 作･銀

賞 10 作･銅賞 10 作とする。 
（４） 金賞作品集「ひろがる読書」の発行 

・金賞作品を掲載し、2 月下旬に発行予定。金賞受賞者に贈呈のほか、県下小

中学校へ 1 冊寄贈する。 
・銀賞･銅賞の作品は題名･氏名･学校名のみ掲載する。 

（５） 金賞作品から優秀作品を全国コンクールへ出品する。 
 

４ 読書感想画コンクール実施計画 

（１） 小学校低学年･高学年･中学校の部があり、それぞれに自由読書と指定読書の

区分がある。一人で両方とも応募できる。 
（２） 用紙・絵の具については自由。版画･はり絵も可。 
（３） 応募しめきり 平成 24 年 1 月 6 日（金） 提出先 県図書館協会事務局 
（４） 審査会 1 月 20 日（金）幹事会で実施 
（５） 優秀作品を 38 点選び、その中から中央コンクールへ出品する。 

 

５ 各委員会の活動計画 

（１） 司書教諭委員会 
・県図書館大会分科会での発表 
・「司書教諭と学校司書 力を合わせて図書館教育」の活用と普及 
・県読書感想文審査 
・図書館職員等ステップアップ研修への協力 

（２） 学校司書委員会 
・県図書館大会分科会での発表 
・「学校図書館実務マニュアル」の活用と普及 
・図書館職員等ステップアップ研修への協力 

（３） 推薦課題図書選定委員会 
・推薦図書の選定（年 2 回）と紹介（小低・小中・小高・中学・学習図書） 
・推薦図書は県図書館協会ホームページに掲載し、支部を通じて各校へメール

配信する。 
・県読書感想文コンクール課題図書の選定（推薦図書の中から） 
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・県読書感想文審査への協力 
・毎日新聞社「本はともだち」執筆（全国課題図書の紹介） 
 

６ 「部会だより」発行計画 

（１） 部会だよりを年 3 回発行する。 
・第 129 号（7 月）本年度事業計画ほか 
・第 130 号（12 月）県大会・地区大会報告ほか 
・第 131 号（2 月）本年度まとめ、支部だよりほか 

（２） 本年度より支部を通じて各校へメール配信 
 

７ 図書館職員等ステップアップ（専門）研修 

№ 月日 会場 テーマ 
１ 7 月 9 日（土） 県立長野図書館 司書教諭基礎講座と読書感想文 
２ 7 月 11 日（月） 上田情報ライブラリ－ 情報検索の知識と技術をアップする 
３ 8 月 4 日（木） 須坂市立図書館 製本修理講習 
４ 8 月 10 日（水） 長野市立南部図書館 学校司書基礎講座 
５ 9 月 12 日（月） 飯田ゆめみらいＩＣＴ

カレッジ 
図書館システムと情報技術 
国立国会図書館マークの活用 

６ 11 月 7 日（月） 駒ヶ根市立図書館 図書館と著作権 
７ 11 月 12 日（土） 上田市立真田図書館 ブックトーク 
８ 12 月 5 日（月） 安曇野市中央図書館 図書館経営制度論 
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歳入決算額 1,989,637 円

歳出決算額 1,829,238 円

差引決算額 160,399 円　（次年度へ繰越）

歳入 　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
科目 予算額 決算額 増減 説　　明

部会費 560,000 560,000 0 本会計より

研究協力費 1,000,000 1,000,000 0 優良図書研究所より

県立長野図書館より地区大会共催負担金として12,800

全国SLAより読書感想画審査費として50,000

助成金 40,000 40,000 0 全国SLAより研究助成金として

雑収入 0 15,938 15,938 全国SLA原稿料4,410 冊子販売収入23冊11,500 利息28

繰越金 310,899 310,899 0 前年度繰越

合計 1,973,699 1,989,637 15,938

歳出
科目 予算額 決算額 増減 説　　明

地区研究会費 240,000 240,000 0 １地区120,000×2地区

県大会費 50,000 46,000 -4,000 参加費2,000×23名（第2回支部代表者会）

コンクール費 270,000 256,931 -13,069 感想文審査費、感想文賞状印刷、課題図書

中央会議費 0 0 0

研究委員会費 500,000 508,650 8,650 図書選定委員会、学校司書委員会、司書教諭委員会

会議費 200,000 164,740 -35,260 幹事会、支部代表者会

北信越大会費 0 0 0

全国大会費 80,000 66,190 -13,810 静岡大会 発表者2名 参加費、旅費、宿泊費

印刷費 370,000 378,420 8,420 部会だより126、127、128号、推薦図書目録、実務マニュアル

負担金 62,050 61,650 -400 全国SLA負担金

事務費 80,000 72,019 -7,981 通信費、宅配便料金

雑費 30,000 15,178 -14,822 図書館大会企画委員会旅費、消耗品、振込手数料等

予備費 91,649 19,460 -72,189 図書館大会運営委員会旅費

合計 1,973,699 1,829,238 -144,461

平成22年度　小中学校図書館部会決算報告　　　　

補助金 62,800 62,800 0
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歳入予算額 1,824,000 円

歳出予算額 1,824,000 円

差引　残額 0 円

歳入 （単位：円）
科目 予算額 前年度予算額 増減 説　　明

部会費 560,000 560,000 0 本会計より

研究協力費 1,000,000 1,000,000 0 優良図書研究所より

県立長野図書館より地区大会共催負担金として12,800

全国SLAより読書感想画審査費として50,000

助成金 40,000 40,000 0 全国SLAより研究助成金として

雑収入 801 0 801 冊子販売収入、利息

繰越金 160,399 310,899 -150,500 前年度より

合計 1,824,000 1,973,699 -149,699

歳出

科目 予算額 前年度予算額 増減 説　　明

地区研究会費 360,000 240,000 120,000 １地区120,000×3地区

県大会費 50,000 50,000 0 参加費2,000×25名（第2回支部代表者会）

コンクール費 270,000 270,000 0 感想文審査費、感想文賞状印刷、課題図書（1セット）

中央会議費 0 0 0

研究委員会費 450,000 500,000 -50,000 図書選定委員会、学校司書委員会、司書教諭委員会

会議費 200,000 200,000 0 幹事会、支部代表者会

北信越大会費 60,000 0 60,000 三条大会発表者2名分

全国大会費 0 80,000 -80,000

印刷費 147,000 370,000 -223,000 実務マニュアル印刷代残金

負担金 62,000 62,050 -50 全国SLA負担金

事務費 80,000 80,000 0 通信費、宅配便料金

雑費 30,000 30,000 0 消耗品、振込手数料等

予備費 115,000 91,649 23,351

合計 1,824,000 1,973,699 -149,699

平成23年度　小中学校図書館部会予算（案）　　　

補助金 62,800 62,800 0

 
 

今年度より部会だよりは 

メール配信になりました。 

長野県図書館協会 小中学校図書館部会だより 第 129 号 

発行日 平成 23 年 7 月 27 日 
発行者 長野市若里 1-1-4 県立長野図書館内 
長野県図書館協会 小中学校図書館部会（代表 綿内良子） 


