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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 14７号 （平成２９年度） 

 

 

豊かな学びを支える学校図書館の創造に向けて 

                                                      長野県図書館協会小中学校部会 

                               部会長  和田 敦 

 

 学校図書館の持つ機能「読書センター」「学習センター」「情報センター」の機能については

すでに周知の事柄です。今回の学習指導要領の改定では、このセンター機能活用と併せて「児

童の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かす」（第１章総則第３の１（７）

より）「学校における言語活動や探求活動の場となり、主体的・対話的で深い学びの実現に向け

た授業改善に資する役割が一層期待されている」（総則解説より）と示されています。これらを

ふまえて『学校図書館整備等５カ年計画』も２９年度からスタートしています。これまで以上

に学校図書館の利活用が重視されてきていることがわかります。 

 

 本年度、小中部会では「豊かな学びを支える学校図書館～司書教諭と学校司書との連携によ

る読書・学習・情報センター～」をテーマに活動を進めて行きます。 

 １ 創造力を培い、豊かな心を育む「読書センター」としての学校図書館 

  ・推薦図書の選定と情報提供ならびに読書感想文・読書感想画の募集と資料提供 

 ２ 知的活動を促し、自ら学ぶ力を育てる「学習センター」としての学校図書館 

 ・授業のねらいにそった学習図書、資料の情報提供、学校司書と連携した授業づくり 

 ３ 情報活用能力を伸ばす「情報センター」としての学校図書館 

  ・図書館資料を活用した児童生徒や教員のニーズへの対応 

 ４ 司書教諭と学校司書等とが協働して教育力を高める学校図書館 

  ・司書教諭と学校司書等との一層の連携及び資質向上の研修推進 

 ５ 学校図書館法改正に伴う学校司書の適切な配置に向けての活動 

 ６ 県図書館協会と連携、図書館研究大会の推進 

  ・第 67 回県大会及び第 29 回北信越地区学校図書館研究大会（長水支部担当）との連携 

 ７ 第 29 回北信越地区学校図書館研究大会（長野大会）の開催  

 

 11 月 10 日、11 日の２日間に渡って県大会と併せて第 29 回北信越地区学校図書館研究大会

（長野大会）が開催されます。全国的な動向や他県の実状を知るよい機会となります。ふるっ

てご参加ください。本年度もよろしくお願いいたします。 
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役名 氏名 所属

部会長 和田　敦 安茂里小学校

松下　寿 小川中学校

宮尾　弘子 浅川小学校

常任幹事 吉越　秀之 川田小学校

伊賀　千冬 松ヶ丘小学校

浅井かよ子 小川小学校

橋本　郁子 芋井小学校

畑　純子 優良図書研究所

河原　節子 清野小学校

青木裕美恵 富県小学校

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 横澤　泰志 東小学校 佐久 花岡　直美 野沢中学校 

上小 塚田　量 城下小学校 上小 白井　真希 和田小学校

諏訪 上澤　浩 原小学校 諏訪 小林　亜友美 上の原小学校

上伊那 青木裕美恵 富県小学校 上伊那 西村　敦子 箕輪北小学校

下伊那 矢﨑　基 和田小学校 下伊那 林　宏美 丸山小学校

木曽 林　一之 開田中学校 木曽 大屋　洋介 福島小学校

塩筑 宮川源三郎 生坂小学校 塩筑 下沢　孝司 塩尻中学校

安曇野 中村　弘文 穂高北小学校 安曇野 布山　晶子 穂高北小学校

大北 松尾　修 小谷小学校 大北 加藤　未帆 松川小学校

更埴 山根　義夫 戸倉上山田中学校 更埴 越野　敦子 東小学校

須高 宮坂ゆかり 井上小学校 須高 加藤　敦子 高山小学校

中高 小林　妙子 科野小学校 中高 中村　仁志 中野小学校

飯水 竹田　　肇 泉台小学校 飯水 徳武　清花 栄小学校

長野 河原　節子 清野小学校 丸山　潔子 浅川小学校

松本 小沢　智子 菅野小学校 目黒　哲朗 飯綱中学校

松本 鷲見　美奈 安曇中学校

浅井かよ子 小川小学校

畑　純子 優良図書研究所

支部 氏名 所属 支部 氏名 所属

佐久 高橋　美嘉 佐久穂小学校 佐久 原田由香利 佐久穂中学校

上小 冨田　弓子 塩田中学校 上小 宮島　恭子 塩田中学校

諏訪 伊藤　光恵 湖南小学校 諏訪 今井　裕美 湖南小学校

上伊那 平澤　真美 赤穂南小学校 上伊那 米山　篤美 赤穂南小学校

安曇野 高橋　映子 豊科北小学校 安曇野 遠藤愛莉香 豊科北小学校

松本 神戸真由美 源池小学校 松本 中嶋　和恵 源池小学校

須高 海野　明美 旭ヶ丘小学校 中高 土屋美江子 科野小学校

長水 山岸由美子 信更中学校 長水 長沢　訓子 豊野西小学校

幹事 宮尾　弘子 浅川小学校 幹事 松下　寿 小川中学校

庶務、会計

支部代表者 推薦課題図書選定委員

長水

幹事

司書教諭委員 学校司書委員

事務局、幹事・支部代表者会、SLA・北信越連絡

幹　　事

読書感想文･感想画コンクール

推薦課題図書選定委員会

部会だより

推薦課題図書選定委員会、出版物利用促進

29年度第67回県大会開催地区（長水支部）

30年度第68回県大会開催地区（上伊那支部）

平成29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

副部会長
司書教諭委員会

学校司書委員会
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平成２９年度  事 業 計 画 

１ 第６７回 長野県図書館大会・第２９回北信越地区図書館研究大会   

 （長野上水内大会） 

（１） 期日 11 月 10 日（金）午後 1 時 30 分～午後 4 時 00 分（受付開始 1 時 00 分） 

      11 月 11 日（土）午前 9 時 30 分～（受付開始 9 時 00 分）  

（２） 会場 １日目：長野市立湯谷小学校（長野市上松 4-28-38） 

       長野市立豊野中学校（長野市豊野町豊野 814） 

       県立図書館（長野市若里 1-1-4） 

２日目：県立図書館・信州大学工学部（長野市若里 4-17-1） 

    ホクト文化ホール（長野市若里 1-1-3） 

記念講演：11 月 11 日（土）午後 14 時 10 分～16 時 00 分 

     講師  片山 善博 氏  （早稲田大学院教授 元鳥取県知事）    

     演題 「大切な図書館を充実させるには―地方自治から図書館を考える」 

     経歴  鳥取県知事時代に、「図書館は地域の知の拠点」として鳥取県立図書館

における先進的な運営・施策を進めた。鳥取県立図書館は、現在、学

校図書館支援にも積極的に取り組んでいる館としても知られている。 

（３） 分科会 

第５分科会 いきいきとした学校図書館を創造

する司書教諭の役割 

レポート発表・ワークショップ 

第６分科会 学校司書の立場からの授業 

～できるところからはじめよう～ 

レポート発表・グループ討議 

第７分科会 図書館の管理･運営のあり方 

～ソフト･ハードの両面からの図書館づくり～ 

レポート発表・グループ討議 

第８分科会 学習センターとしての機能を推進

するための取組 

レポート発表・グループ討議 

第９分科会 情報センターとしての機能を推進

するための取組 

レポート発表・グループ討議 

（４）参加申込み･問い合わせ先 

第６７回長野県図書館大会事務局  

〒380-0843 長野市長門町 1097-3 長野市立長野図書館 

TEL 026-232-3558    FAX 026-232-3541 

   E-mail：library@city.nagano.lg.jp 

 

２ 地区学校図書館教育研究会 

中信 大北支部 10 月 24 日(火)  小谷村立小谷小学校・小谷村立小谷中学校 

南信 諏訪支部 11 月  2 日(木)  原村立原小学校・原村立原中学校・原村図書館 

東信 上小支部 11 月 17 日(金)  上田市立北小学校・上田市立第三中学校 

  

３ 第４０回長野県読書感想文コンクール実施計画 

（１） 支部審査 
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・各校では学年別、類別（1～3 類）に、原則として各学級 1 点、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 

・県審査員は原則各支部より 1 名選出し委嘱する。 

・県審査への応募しめきり 10 月 10 日（火） 

・第 1 回審査会 10 月 13 日（金） 

・最終審査会 11 月 16 日（木） 

（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（以内）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 30 年 1 月 9 日（火）予定  

（４） 提出先 県立図書館内読書感想画コンクール事務局 

（５） 審査会 1 月 11 日（木） 幹事会で実施 

（６） 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 

・ 長野県図書館大会・北信越地区学校図書館研究大会への参画（分科会の運営等） 

・ 「学校図書館実務マニュアル」「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 

・ 図書館協会専門研修・学校図書館ステップアップ研修への参画 

・ 司書教諭の実態調査並びに課題に対する方策の検討 

（２） 学校司書委員会 

・ 長野県図書館大会・北信越地区学校図書館研究大会への参画（分科会の運営等） 

・ 授業に活かせる図書館のあり方を多角的に求め、実践例の収集、実践を行う。 

・ 司書教諭と学校司書の連携に関わる事例の収集と紹介 

・ 「新鮮で使いやすい図書館に－学校図書館実務マニュアル－改訂版」「司書教諭と

学校司書 力を合わせて図書館教育」の有効利用についての実践 

・ 図書館協会主催の研修事業への協力 

・ 県図書館大会への参画(分科会での発表) 

（３） 推薦課題図書選定委員 

・ 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） 
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・ 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） 

・ 教科学習図書の選定 

 

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１４７号（7 月）本年度事業計画ほか 

・ 第１４８号（12 月）県大会・北信越大会・地区大会報告・参加者の声ほか 

・ 第１４９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 長野県図書館協会専門研修 

分  野 月 日 会   場 テーマ・内容 

学校図書館 

13：30～ 

8/7（月） 
小諸市市民交流センタ

ーステラホール 

特別講演会  講師：塩谷 京子さん 

実践発表・意見交換会 

7/19（水） 

2～4時間目 

研修 15：45 

上田市立丸子北小学校 

図書館を使った調べる学習（１） 

モデル授業の公開と教職員対象の研修 

   講師：藤田 利江さん 

7/31（月） 
茅野市家庭教育センタ

ー 

図書館を使った調べる学習（２） 

   講師：熊谷 一之さん 

10/14（土） 安曇野市豊科図書館 

図書館を使った調べる学習（３） 

アクティブラーニング先進事例の紹介 

  講師：鴇田 道雄さん 

8/25（金） 
駒ヶ市立赤穂南小学校 

ＰＣルーム・図書館 

パスファインダー作成・活用講習会（１） 

  講師：篠原 由美子さん 

     望月 美江子さん 

9/29（金） 
長野市立篠ノ井西小学

校ＰＣルーム・図書館 

パスファインダー作成・活用講習会（２） 

  講師：西入 幸代さん 

     望月 美江子さん 

絵本講座 

13：00～ 
9/30（土） 県立長野図書館 

絵本学入門 

講師：小林いせ子さん 

もっと楽しく

読み聞かせ 

講座 

13：00～ 

8/26（土） 高森町図書館 絵本の先の読み聞かせ 

講義と「なぞり聞かせ」の実習 

   講師：堀内 京子さん 10/31（火） 飯山図書館 

10/14（土） 朝日村図書館 小さい子への絵本の読み聞かせ 

講義と読み聞かせの実習 

   講師：下沢 洋子さん 1/13（土） 伊那図書館 
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歳入決算額 2,145,671 円

歳出決算額 1,557,007 円

差引決算額 588,664 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50000

助成金 20,000 20,000 0 全国SLAより研究助成金として

雑収入 331 2,002 1,671 冊子販売収入4冊2,000 利息2

繰越金 500,869 500,869 0 前年度繰越

合計 2,144,000 2,145,671 1,671

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 40,000 -10,000 参加費2,000×20名

コンクール費 440,000 417,511 -22,489 感想文審査費、感想文賞状印刷、課題図書

研究委員会費 440,000 379,128 -60,872 図書選定委員会、学校司書委員会、司書教諭委員会

会議費 210,000 173,000 -37,000 幹事会、支部代表者会

北信越大会費 0 0 0

全国大会費 150,000 57,600 -92,400 兵庫県神戸大会

印刷費 0 0 0

負担金 45,000 44,500 -500 全国SLA負担金

事務費 90,000 54,950 -35,050 宅配便料金

雑費 50,000 30,318 -19,682 図書館大会企画運営委員会旅費、振込手数料等

積立 100,000 100,000 0 北信越大会用

予備費 329,000 20,000 -309,000 下伊那支部夏の学習会補助

合計 2,144,000 1,557,007 -586,993

平成28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 2,232,000 円

歳出予算額 2,232,000 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 20,000 0 全国SLAより研究助成金として

雑収入 536 331 205 利息

繰越金 588,664 500,869 87,795 前年度より

合計 2,232,000 2,144,000 88,000

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 440,000 440,000 0 感想文審査費、感想文賞状印刷、課題図書

研究委員会費 440,000 440,000 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 210,000 210,000 0 幹事会、支部代表者会

北信越大会費 200,000 0 200,000 授業校へ補助　100,000×2校

全国大会費 0 150,000 -150,000

印刷費 0 0 0

負担金 45,000 45,000 0 全国SLA負担金、正会員費

事務費 90,000 90,000 0 宅配便料金

雑費 50,000 50,000 0 図書館大会企画運営委員会旅費、振込手数料等

積立 0 100,000 -100,000 北信越大会用

予備費 347,000 329,000 18,000

合計 2,232,000 2,144,000 88,000

平成29年度　小中学校図書館部会予算　　　

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。 

。 
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