平成２６年５月 中央図書館学校図書館支援センター発行
中央図書館学校図書館支援
〒950-0084 新潟市中央区明石２−1−10
TEL 025-246-7700
FAX 025-246
246-7722
E-mail
chuo.cl@city.niigata.lg.jp
担当区：東区・中央区

新潟市は全小・中学校・中等教育学校
中等教育学校に専任・専門の学校司書が配置されています
されています。その利点
を活かせるよう，学校図書館支援センターでは
センターでは，学校図書館の利活用の促進と学校司書
学校司書のスキル
アップになるような情報提供や研修
研修などに取り組んでいきます。

平成 26 年度中央図書館学校図書館支援センター事業計画
年度中央図書館学校図書館支援
事業計画
※ 期日が確定している場合は，日付を明記
明記しました。

５月

新採用者研修会①

3 日(水)

新採用者研修会②

13 日(火)
14 日(水)

小学校）
新採用者研修会③ （小学校
新採用者研修会③ （中学校
中学校）

20 日(火)

学校図書館関係課・機関連絡会議
機関連絡会議①

7 日(火)

１０

６月

第二次新潟市子ども読書活動推進
読書活動推進
計画策定有識者会議①

総合教育
センターと
協働

教諭と司書連携充実講座
司書連携充実講座
〜読書活動編
会場：総合教育センター
センター
講師：新潟大学教育学部准教授
新潟大学教育学部准教授
足立幸子 様

11

月

７月

中央図書館学校図書館支援センタ
中央図書館学校図書館支援
ー運営協議会①

学校図書館訪問②
②（新採用司書勤務校）
第二次新潟市子ども
ども読書活動推進
計画策定有識者会議
計画策定有識者会議②

月

学校図書館訪問①（〜８月
月）

学校司書実務研修会
学校司書実務研修会①

９月

４月

2 日(火)

月

12
学校図書館関係課・機関連絡会議
機関連絡会議②
第 39 回全国学校図書館研究大会
（甲府大会）実践発表

１月

6 日(水)
〜8 日(金)

学校司書実務研修会
学校司書実務研修会②
学校図書館訪問③
③ （新採用司書勤務校・

21 日(木)

教諭と司書連携充実講座
司書連携充実講座
〜授業づくり編
会場：白根学習館
教授
講師：帝京大学教育学部教授
鎌田和宏 様

26 年 度 の 担 当 は ，引 き 続 き ，小 林・青 野・石 栗 で す 。
よろしくお願いいたします。

中央図書館学校図書館支援センタ
中央図書館学校図書館支援
ー運営協議会②
センター運営検討
学校図書館支援センター
委員会

３月

総合教育
センターと
協働

２月

８月

要請校）

学校図書館関係課・機関連絡会議③
第二次新潟市子ども
ども読書活動推進
計画策定有識者会議
計画策定有識者会議③

日頃のちょっとした
疑問にもお応えします。
訪問時だけでなく，電話
や FAX でもお問い合わ
せください，

学校図書館を訪問し，校長先生や図書館主任，学校司書とお会いし
て当年度の学校図書館運営の方針や重点的な取組などをお聞きして
います。また，図書館資料を活用した授業の様子や教員と学校司書の
連携などの実践例も参考にさせていただいています。

26 年度は主に，学校図書館の整備状況として，書架を中心に閲覧スペースや司
書室（コーナー）の様子なども見せていただく予定です。
※ 新採用司書勤務校には年 3 回訪問する計画でおります。また，ご希望により別途訪問も行います。

「教諭と司書がどう協働していけばいいのか」
学校図書館を活用した授業を目指して，教諭と学校司書が一緒
に受講できる研修です。22 年度から図書館と総合教育センターの
共催で実施していましたが，26 年度からは総合教育センターの研

25 年度の感想より

修体系（専門研修１- 授業力向上研修）に入りました。本研修で
は具体的な手順や方法，実践例を学ぶことができます。
総合教育センターへの申込は 4 月 30 日で終了しましたが，2 次
募集があります。（別途，総合教育センターから学校へ案内）

教員と司書が一緒に
参加できて，協働の仕
方が分かった。
具体例が分かりやす
かった。

受講対象は管理職・教諭・講師・学校司書（臨時も含む）です。

授業づくり編

読書活動編

日時： 8 月 21 日（木） 14:00 〜 16:40

日時： 10 月 7 日（火） 14:00 〜 16:40

会場：白根学習館

会場：総合教育センター

講義・演習：

講義・演習：

「学校図書館を活用した授業をつくるために」

「読書活動を協働してつくるために」

講師：帝京大学教育学部教授 鎌田和宏 様

講師：新潟大学教育学部准教授 足立幸子 様

※ 25 年度実績 ※

して，研修の構成を組み立てています。学校ボランティアと

女池小
白山小
山潟小

読み聞かせ（1 回）

鳥屋野小
紫竹山小
上所小

学校ごとに，地域教育コーディネーターや学校司書と相談
学校司書の連携を大切なことと考え，学校司書の経験に応じ
た役割分担をお願いしています。
例１：研修講師は支援センター職員が行い，読み聞かせの実演

読み聞かせ（2 回）
読み聞かせ，本の修理

を学校司書がする。
例２：学校司書が講師を行う際に，テキストなどの相談に応じる。

本研修の目的は，継続的に必要な
な知識や技術を学びながら他校の司書とも情報
情報共有するこ
とで，日々の業務を見直し，学校司書
学校司書としての役割を再認識して，モチベーションを
モチベーションを高める
ことです。また，学校司書同士の連帯感
連帯感の醸成やベテランから若手に経験と技術
技術を引き継ぐ
ことも大切なことと考えています。
。研修内容は，学校図書館訪問で確認できたことや
できたことや学校司
書の希望などを参考に計画し，26 年度は
年度 9 月と 1 月に実施予定です。

25 年度実施の様子
第1回

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「図書館だよりづくり」

平成 25 年 12 月 5 日（木）
実践発表
東山の下小学校 土田則子司書
舟栄中学校 東久美子司書
講義
グループ別協議

第2回

「学校図書館の活用のために
のために」

平成 26 年 1 月 30 日（木）
講演「手強いけどきっとできる
いけどきっとできる
〜授業への参画をめざして
をめざして〜」
学校支援課 菱田由美指導主事
実践発表
上山小学校
平野トモ
トモ子司書
鳥屋野中学校 小竹祐子司書

・・・・・・・・参加者
・・・・・・・・
参加者アンケートのまとめより・・・・・・・・
〈参加者 37 人

アンケート回収率 97.4%〉

全員が「大変良かった」，「良かった 」 と回答

感想
これまで「図書館だより」を学ぶ
ぶ機会がな
く，勉強になった。
著作権について理解を深められた
められた。
実践発表やグループ協議で学ぶことが
ぶことが多か
った。
読みやすく興味を持つように工夫
工夫していき
たい。

〈参加者 44 人

アンケート回収率
回収率 77.3%〉

97％の方が「大変良かった」，「 良かった」と回答
良

感想
学校図書館に関わる色々な立場の方の話
を聞くと，新しい視点で考えられ
えられ，参考に
なる。
全体的に日常の実務における心構えを示
してもらったように感じ，明日
明日から「また
頑張ろう」と思った。
毎日の業務に追われて，実践につなげるこ
実践
とは難しい。

アンケートから）
希望する研修テーマ （第 2 回アンケートから

オリエンテーション／蔵書構成・選書
選書／授業における図書館活用／著作権／ビブリオバトル
ビブリオバトル
地道で本当にすぐ役立つ実行できる
できる内容を／他校の取組みを紹介してほしい
してほしい など

学校向けほんぽーと中央図書館
中央図書館利用案内
学校向け団体貸出利用案内
右記の案内 3 点を学校に送付しました
しました。

学校貸出セット【オレンジ BOX】図書リスト
BOX

26 年度の変更点はつぎのとおりです
はつぎのとおりです。

学校貸出セット【オレンジ BOX】に
BOX
「郷土料理」セットを追加しました
しました。
26 年度の搬送事業者は 株式会社第一製品流通 です。
）

オレンジ BOX

「郷土料理
郷土料理」 セット

対象：26 年度新採用者および 25 年度中途採用のうち未受講者
年度中途採用
計 16 人

今年度から実施回数を 5 回に増やし
やし，内容の充実
坂井輪小学校での
「探調 TOOL」

を図りました。第 1 回の会場を学校図書館
学校図書館としたこ
とで，実際にコ ンピ ュ ー タ操作 を 体 験できました。
業務を学び，図書館
第 3 回では，学校司書から日常業務
主任から学校図書館運営に関する講義
講義（26 年度新規）
を受けることが でき ， 有 意義な時
時 間になりました。
間
また，会場校の校長先生からは期待
期待を込めたご挨拶

「新潟市職員としての
服務について」
教育総務課
鳥屋野中学校での
鳥屋野中学校
「
「学校図書館の運営」

をいただきました。
第1回

4 月 2 日（水）14:00〜 16:30

第３回

（
５月 13 日（火）
・14 日（水）14:00〜16:30

会場：小針小学校，坂井輪小学校，小針中学校
小針中学校

会場：万代長嶺小学校，鳥屋野中学校
鳥屋野中学校

内容：学校図書館システム「探調 TOOL」
TOOL

内容：学校図書館の運営

講師：小 針 小 学 校
坂井輪小学校
小針中学校
第2回

講師：万代長嶺小学校
鳥屋野中学校

加藤恵子 司書
渡邊実和 司書
野上三奈 司書

安達惠子 教諭
石川 哲 教諭

学校図書館の実際
講師：坂井輪小学校
鳥屋野中学校

4 月 3 日（木）14:00〜 16:30

渡邊実和 司書
小竹祐子 司書

会場：中央図書館研修室 2
について
内容：新潟市職員としての服務について
講師：教育総務課 源川 純 職員係長
学校図書館の運営と学校司書の役割
役割 など

第４回

14:00
６月１８日（水） 14:00〜16:30

会場：中央図書館研修室２
内容：子どもと本を結ぶ手立て （講義・実習）

※ 第 5 回は，12 月頃に学校図書館
学校図書館システム「探調 TOOL」の補充研修を予定
予定しています。

文部科学省から平成 26 年 3 月に，
，学校図書館に関わる報告が公表されました
されました。
平成 25 年度 全国学力・学習状況調査
学習状況調査 報告書・調査結果資料
⇒ http://www.nier.go.jp/13chousakekkahoukoku/index.html

読書と
と学力の相関関係

『これからの学校図書館担当職員
学校図書館担当職員に求められる役割・職務及びその資質能力
資質能力の
向上方策等について（報告）』
⇒

http://www.mext.go.jp/b̲menu/shingi/chousa/shotou/099/houkoku/1346118.htm

新潟市立中央図書館が，平成 26 年度
子どもの読書活動優秀実践図書館として
として

新潟市の事例が掲載される

『図書館実践事例集

『文部科学大臣表彰』 を受賞
を

〜人・まち・社会を育む情報拠点を目指して
して〜』文部科学省

新潟市立図書館のブックスタート 事業や

文部科学省が全国各地の図書館
図書館による様々

学校図書館支援事業が，優れた取り組
組みとし

な特徴的な取組を事例集としてまとめ
としてまとめました。

て文部科学省から表彰されました。

新潟県の推薦を受けて，
「新潟市
新潟市の学校図書館

4 月 23 日（水），国立オ
リンピック記念青少年総合
センターにおいて行われた
授賞式に，山川正士中央図書
館長が出席しました。

支援センターの取り組み」が掲載
掲載されていま
す。下記 URL から，ぜひご覧
覧ください。
⇒ http://www.mext.go.jp/a̲menu/shougai/tosho/jirei/

