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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 132 号 （24 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  閏 間  昇 

  

本年度長野県図書館協会小・中学校図書館部会は、『豊かな学びの中核となる学

校図書館～司書教諭と学校司書との緊密な連携を図って～』をテーマに活動を行いま

す。 

 新指導要領が小・中学校でいよいよ完全実施され、学校図書館が読書センターとし

てはもちろんのこと、各教科の学習支援の中心、学習・情報センターとしても機能する

ことが求められてきました。それぞれの学校での整備状況と効果はどうでしょうか。 

 司書教諭の先生が、校内の図書館教育に関わる様々な行事を企画運営してくださり、

そのことと連携して図書館司書の先生が、図書館の環境を整え、子どもたちへ温かい

対応をしてくださっていること、そして、読書ボランティアの方々が、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の活動をしてくださることにより、子どもたち

の課題解決的な学習への豊富な資料提供による支援や日常的で豊かな読書生活が、

さらに期待されるところです。 

 毎年行われている、青少年読書感想文全国コンクールにおいて、平成２２年度には

中信地区小学校４年生が、平成２３年度には北信地区中学校３年生がそれぞれ入賞

することがでました。賞をいただくことだけが目的ではありませんが、先生方のご指導の

おかげで読書の質が少しずつ向上し、子どもたちの全人的な教育に成果をあげつつ

あるように思います。 

 今年度の長野県図書大会は飯水地区飯山市で開催されます。また、上伊那・安曇野

両支部でもそれぞれ地区図書館大会が開催されます。新指導要領に対応する新しい

図書館教育の方向や情報を得るためにも積極的なご参加をお願いしたいと思います。

特に県大会においては、司書教諭の分科会と学校司書の分科会へ多くの方々が参加

して研修を深め、専門性を高めて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。 

 今年度も、学校図書館教育がより一層充実することを目指して事業を行っていきます。

ご協力をよろしくお願いします。 
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役名 氏名 所属
部会長 閏間　昇 浅川小学校

木内　昇 後町小学校

鈴木　明 豊栄小学校

常任幹事 和田　敦 川田小学校

西尾　邦彦 芋井小学校

高橋　幸彦 塩崎小学校

湯本　和子 朝陽小学校

篠原　隆之 優良図書研究所

原田　淑子 木島小学校

中村　豊 池田小学校

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 小林　克雄 中込中学校 佐久 中島　寛子 中佐都小学校

上小 滝澤　俊明 浦里小学校 上小 早川とく江 神川小学校

諏訪 小林　洋子 湊小学校 諏訪 湯本真理子 中洲小学校

上伊那 塩澤　誠 手良小学校 上伊那 竹村　歌子 赤穂南小学校

下伊那 今村　貴美子 上久堅小学校 下伊那 伊藤　裕子 川路小学校

木曽 村本まみゑ 南木曽中学校 木曽 北原　淳子 木祖小学校

塩筑 塩原　義郎 坂井小学校 塩筑 関　陽子 塩尻西部中学校

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 中村　豊 池田小学校 大北 田邊　敦子 池田小学校

更埴 児玉　孝義 南条小学校 更埴 中島はるみ 南条小学校

須高 鎌野登美子 日滝小学校 須高 成田　千波 日滝小学校

中高 村田　公希 山ノ内中学校 中高 鈴木みどり 中野小学校

上水内 水上　勇 三水第一小学校 上水内 鎌倉　靖 信濃中学校

飯水 原田　淑子 木島小学校 飯水 市川由紀子 栄小学校

長野 竹平　康功 中条小学校 米山　郁子 通明小学校

松本 山田　幸江 安曇小中学校 亀子　明子 裾花中学校
松本 森　祐子 波田中学校

高橋　幸彦 塩崎小学校
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 林　美穂 浦里小学校 佐久 花岡　直美 野沢中学校 

上伊那 澤田　知穂 東中学校 諏訪 一ノ瀬文枝 湖東小学校
木曽 松木　徳子 日義小中学校 下伊那 北村かをり 旭ヶ丘中学校

安曇野 望月　信明 明科中学校 塩筑 大塩　貴子 朝日小学校
松本 橋詰みづほ 寿小学校 大北 遠藤　綾子 大町北小学校
更埴 大日野亜希子 治田小学校 須高 野澤由理香 日野小学校
中高 青木美智子 山ノ内中学校 飯水 渡邊　佳代 飯山養護学校
長野 深澤　純子 加茂小学校 長野 山崎　久子 北部中学校
幹事 鈴木　明 豊栄小学校 幹事 木内　昇 後町小学校

平成24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

学校司書委員会

長野

幹事

推薦課題図書選定委員

副部会長

幹　　事

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

学校司書委員

25年度第63回県大会開催地区（大北支部）

庶務、会計

司書教諭委員会

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

24年度第62回県大会開催地区（飯水支部）

支部代表者
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平成 24 年度 事業計画 

１ 第 62 回 長野県図書館大会 （飯山大会） 

（１） 期日 10 月 20 日（土）午前 10 時～午後 3 時 40 分（受付開始 9 時 30 分） 

（２） 会場 開会式・基調講演：飯山市民会館かまくらホール 

分科会：飯山市立城北中学校 

（３） 基調講演 午前 10 時 50 分～12 時 20 分 

    講師 山根基世 氏 

    演題  

    経歴 山口県生まれ 元 NHK アナウンス室長 「ことばの杜」代表 

著書に『ことばで「私」を育てる。』等 

（４） 分科会 

第 4 分科会 司書教諭の仕事 ワークショップ 講習･演習 

第 5 分科会 司書教諭と学校司書 ワークショップ 講習･演習 

第 6 分科会 学校司書の仕事 ワークショップ 講習･演習 

第 7 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 8 分科会 利用指導の実践 レポート発表 研究協議 

第 9 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 市立飯山図書館 

〒389-2253 飯山市大字飯山 1421 

TEL 0269-62-1118  FAX 0269-81-3656 

 

 

２ 地区学校図書館教育研究会 

中信 安曇野支部 11 月 13 日（火）豊科北小学校、豊科北中学校 

南信 上伊那支部 11 月 16 日（金）赤穂南小学校、赤穂中学校、赤穂南幼稚園 

 

 

３ 第 35 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。 

・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。 
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・県審査への応募しめきり 9 月 28 日（金） 

・第 1 回審査会 10 月 4 日（木） 

・最終審査会 11 月 6 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 25 年 1 月 9 日（水） 提出先 県図書館協会事務局 

（４） 審査会 1 月 18 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） 

・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） 
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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 132 号（7 月）本年度事業計画ほか 

・第 133 号（12 月）県大会・地区大会報告ほか 

・第 134 号（2 月）本年度まとめ、支部だよりほか 

（２） 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 6 月 15 日（金） 上田市立真田図書館 製本修理講習会（１） 

２ 7 月 9 日（月） 上田情報ライブラリ－ レファレンスに必須の新聞データベー

ス活用術 

３ 8 月 1 日（水） 安曇野市豊科交流センター 新学習指導要領と学校図書館 

４ 8 月 3 日（金） 上田市立丸子図書館 新学習指導要領と学校図書館 

５ 8 月 7 日（火） 塩尻市民交流センター 司書教諭と学校司書の協働 

６ 8 月 8 日（水） 市立岡谷図書館 製本修理講習会（２） 

７ 9 月 25 日（火） 松本大学短期大学部 NII（国立情報学研究所）特別講座 

８ 10 月 5 日（金） 小布施町立図書館 地域資料の活用とデジタル化 

９ 11 月 12 月（月） 飯田市立中央図書館 読書活動によるいきいき図書館づくり 
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歳入決算額 1,887,219 円

歳出決算額 1,523,755 円

差引決算額 363,464 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 801 64,020 63,219 冊子販売収入128冊64,000 利息20

繰越金 160,399 160,399 0 前年度繰越

合計 1,824,000 1,887,219 63,219

歳出
科目 予算額 決算額 増減 説　　明

地区研究会費 360,000 360,000 0 １地区120,000×3地区

県大会費 50,000 44,000 -6,000 参加費2,000×22名（第2回支部代表者会）

コンクール費 270,000 280,025 10,025 感想文審査費、感想文賞状印刷、課題図書

研究委員会費 450,000 338,990 -111,010 図書選定委員会、学校司書委員会、司書教諭委員会

会議費 200,000 152,310 -47,690 幹事会、支部代表者会

北信越大会費 60,000 39,040 -20,960 三条大会 発表者2名　旅費、宿泊費

全国大会費 0 0 0

印刷費 147,000 147,000 0 実務マニュアル印刷代残金

負担金 62,000 63,100 1,100 全国SLA負担金

事務費 80,000 51,572 -28,428 宅配便料金

雑費 30,000 27,718 -2,282 図書館大会企画運営委員会旅費、振込手数料等

予備費 115,000 20,000 -95,000 支部研修会補助

合計 1,824,000 1,523,755 -300,245

平成23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 2,007,000 円

歳出予算額 2,007,000 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 20,000 40,000 -20,000 全国SLAより研究助成金として

雑収入 736 801 -65 冊子販売収入、利息

繰越金 363,464 160,399 203,065 前年度より

合計 2,007,000 1,824,000 183,000

歳出

科目 予算額 前年度予算額 増減 説　　明

地区研究会費 240,000 360,000 -120,000 １地区120,000×2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 280,000 270,000 10,000 感想文審査費、感想文賞状印刷、課題図書

研究委員会費 450,000 450,000 0 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 0 60,000 -60,000

全国大会費 100,000 0 100,000 鳥取県米子大会

印刷費 0 147,000 -147,000

負担金 42,000 62,000 -20,000 全国SLA負担金、正会員費20,000

事務費 80,000 80,000 0 宅配便料金

雑費 30,000 30,000 0 図書館大会企画運営委員会旅費、振込手数料等

予備費 535,000 115,000 420,000

合計 2,007,000 1,824,000 183,000

平成24年度　小中学校図書館部会予算（案）　　　

補助金 62,800 62,800 0

 
 

部会だよりは長野県図書館協会ホ

ームページでもご覧いただけます。 

。 

長野県図書館協会 小中学校図書館部会だより 第 132 号 

発行日 平成 24 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 閏間昇） 

 


