
新潟市の学校図書館・学校図書館支援センターの歩み（沿革） 

 

令和 2年 10 月 

１ 学校図書館支援センター設置まで（概要） 

 

西 暦
(年度) 

元 号
(年度) 

新潟市の学校図書館の動き 関連する動き 備考 

1948 
昭和 

23  

・「学校図書館の手引き」（文

部省） 
  

1950 25  

・全国学校図書館協議会結成 

・第 1 回全国学校図書館研究

大会 

 

1952 27 
・宮浦中学校の図書館に「事務助手」配置 

 （PTA予算による雇用） 
  

1953 28   
・学校図書館法制定（8月8日

公布） 
  

1954 29 ・白山小・山の下小・関屋中に「事務助手」配置 ・学校図書館法施行（4月1日）   

1956 31 
・市内中学校に勤務する 12 名が中学校司書

の会発足（名称は「事務助手部会」） 
    

1960 35  

・新潟県学校司書の会発足

（7月） 

・文部省通達「教育費に対す

る住民の税外負担の解消に

ついて」（12月）（昭和 36年 4

月 1 日の改正地方財政法の

施行に伴い，学校司書等の

人件費を住民に転化してはな

らないというもの） 

 

1961 36 
・ＰＴＡ雇用だった司書を市の予算による臨時

職員化（司書配置校：小 23校・中１3校） 

★新潟市で第 12回全国学校

図書館研究大会開催（10月） 
  

1963 38 
・司書 21人を定数内職員化 

 （以降，順次定数内化） 
    

1981 56 ・中学校司書の会 25周年記念誌『つみき』発行   

1985 60 
・『子どもと学校図書館－学校図書館白書』

発行（新潟市小・中学校司書の会）（4月） 
 

小 32人/60校 

中 17人/29校 

1992 
平成 

4 
  

・「学校図書館図書標準」設

定（文部省・3月） 
  

1997 9  

・学校図書館法改正（2003 年

から 12 学級以上の学校に司

書教諭配置へ） 

小 正30非24 /59

校 

中 正１７非 11/30

校 

1998 10 
・この年度までに市立小中学校全校に学校

図書館司書配置 （88校：正規 44人・非常勤

44人） 

  



西 暦
(年度) 

元 号
(年度) 

新潟市の学校図書館の動き 関連する動き 備考 

1999 11 
『ようこそ，学校図書館へ！－新潟市の学校

図書館記録集』発行（新潟市学校図書館司

書会）（7月） 

  

2000 
平成

12 

・市立図書館から学校への団体貸出開始 

 

・子ども読書年 

★旧黒埼町が新潟市と合併

（1月） 
 

2001 13 

・教育委員会内（教育委員会総務課）に「学

校図書館研究会」設置 

・学校図書館と公共図書館の連携について

のアンケート（11 月。学校指導課・沼垂図書

館） 

・子どもの読書活動推進法制

定（12月） 

★「平成 13 年東部地区学校

図書館活用フォーラム」（主

催：国立教育政策研究所，新

潟県）新潟市で開催 

 

2002 14 ・司書教諭研修始まる（総合教育センター） 

・「総合的な学習の時間」始ま

る 

・「学校図書館の現状に関す

る調査」（文部科学省）始まる 

・「子どもの読書活動の推進

に関する基本的な計画」（文

部科学省） 

 

2003 15 ・「学校図書館研究会」の「中間報告書」 

・学校図書館法改正施行 

 （12 学級以上の学校に司書

教諭配置義務化） 
 

2004 16   ★広域合併（3月・13市町村） 
 

2005 17 
・合併地域の全小中学校に司書配置始まる 

・教育委員会内に「司書勉強会」 

 （教育総務課・市職労） 

★広域合併（10月・旧巻町） 

★新潟市教育ビジョン策定（3

月） 

・文字・活字文化振興法制定

（7月） 

 

2006 18 
・合併地域の全小中学校に司書配置完了 

・学校図書館蔵書充実のための追加予算措 

置始まる（学務課） 

★新潟市教育ビジョン前期実

施計画（3 月・学校図書館支

援センター設置を明記） 
 

2007 19 

・教育委員会内に「学校図書館支援センター 

運営検討委員会」設置 （教育総務課・小中

校長・司書教諭・学校司書・学校支援課・中

央図書館） 

・夏休みの学校図書館の地域開放始まる 

（９校） 

★新潟市立中央図書館開館

（10月） 

・「子どもの読書活動の推進

に関する基本的な計画」（第

二次）（文部科学省） 

小 正 20 非・臨 94 

/114校 

中 正9  非・臨48 

/57校 

  



２ 学校図書館支援センター設置後 

西 暦
(年度) 

元 号
(年度) 

新潟市の学校図書館・支援センターの動き 関連する動き 学校司書配置 

2008 
平成 

20 

・西蒲区学校図書館支援センターを西川図

書館に試行設置（担当：西蒲区）  

・「これからの学校図書館の活

用のあり方等について」 

 （文部科学省「こどもの読書

サポーターズ会議」報告・3

月） 

正規    2 4 人 

非常勤  58 人 

臨時    8 9 人 

（計   171 人） 

小学校  114 校 

中学校   57 校 

2009 21 
・北区学校図書館支援センターを豊栄図書

館に試行設置（担当：北区） 

★新潟市子ども読書活動推

進計画策定（3月） 

★新潟市立図書館ビジョン策

定（同・学校図書館支援セン

ターを計画化） 

★新潟市教育ビジョン後期実

施計画策定（同） 

★中央区高志中等教育学校

開校（4月） 

★江南区酒屋小学校・割野

小学校閉校（3月） 

正規    22 人 

非常勤  63 人 

臨時    8 7 人 

（計   172 人） 

小学校  114 校 

中学校  57 校 

中等教育学校1校 

20１0 22 

・南区学校図書館支援センターを白根図書

館に試行設置（担当：南区） 

・市立図書館の「学校貸出図書搬送事業」開始 

 （対象：市立小中学校・市立高校・市立特別

支援学校・新大附属小中学校など 190校） 

・学校図書館に電算システム導入開始 

 （24年度までの 3年計画） 

 （22年度導入 102校） 

・支援センターのホームページ開設 

・学校図書館活用研修「リテラチャー・サーク

ルの講義と演習」（西蒲区）（7月・総合教育セ

ンター共催） 

・県内公共図書館児童部門研究集会「西蒲

区学校図書館支援センターの取組」事例発

表 

・国民読書年 

・「住民生活に光をそそぐ交

付金」 （総務省。図書館の蔵

書整備に活用） 

★江南区両川小学校開校（4

月） 

★秋葉区市之瀬小学校閉校

（3月） 

正規    1 5 人 

非常勤  70 人 

臨時    8 6 人 

（計   171 人） 

小学校  113 校 

中学校  57 校 

中等教育学校1校 

2011 23 

・中央図書館に学校図書館支援センターを

設置し，全市を対象に本格実施（担当 中央

図書館：東区・中央区・江南区，豊栄図書館：

北区，白根図書館：秋葉区・南区，西川図書

館：西区・西蒲区） 

・豊栄図書館学校図書館支援センター，中

央図書学校図書館支援センター，白根図書

館学校図書館支援センター，西川図書館学

校図書館支援センターに名称変更 

・学校団体貸出冊数制限を 100冊から 150冊

に拡大，貸出期間の延長（2週間）試行 

・学校貸出図書搬送事業の対象を，市内の

県立高校と私立高校まで拡大（219校） 

・学校図書館図書標準を全小中学校で達成 

・学校図書館電算システム導入 （2 年目，導

入 29校） 

・「住民生活に光をそそぐ交

付金」 （総務省。図書館の蔵

書整備に活用） 

・「学校図書館図書整備等５

か年計画」（第四次）（文部科

学省・12月） 

★秋葉区荻川小学校開校（4

月） 

 

正規    1 2 人 

非常勤  74 人 

臨時    8 5 人 

（計   171 人） 

小学校  113 校 

中学校  57 校 

中等教育学校1校 



西 暦
(年度) 

元 号
(年度) 

新潟市の学校図書館・支援センターの動き 関連する動き 学校司書配置 

201１ 
平成 

23 

・学校図書館活用研修「リテラチャー・サーク

ルの講義と演習」（秋葉区・南区）（7 月・総合

教育センター共催） 

・教諭と司書連携研修（西区・西蒲区）（8 月・

総合教育センター共催） 

・『学校図書館』（全国学校図書館協議会発

行 2012 年 1 月号）に「学校司書の全校配置

を生かした支援と連携を目ざして－新潟市立

中央図書館学校図書館支援センター」を掲載 

 
 

2012 24 

・担当区の変更（江南区を豊栄図書館が担

当し，各支援センターが 2区を担当） 

・新潟市教育フォーラム 2012「読書が育む子

どもの未来～家庭・学校・地域で～」開催（6月） 

・学校貸出セット【オレンジＢＯＸ】運用開始（7月） 

・学校図書館活用研修「リテラチャー・サーク

ルの講義と演習」（北区・江南区）（7 月・総合

教育センター共催） 

・「教諭と司書連携研修会」全市小中学校対

象に開催（8月・総合教育センター共催） 

・『新潟市学校図書館実務マニュアル』発行

（3月） 

・学校図書館電算システム導入全校終了（3

年目，導入 39校） 

 

正 規   9 人 

非常勤  72 人 

臨時    8 8 人 

再任用   2 人 

（計   171 人） 

小学校  113 校 

中学校  57 校 

中等教育学校1校 

2013 25 

・新潟県公共図書館児童部門研究集会「図

書館ディスプレイ」事例発表（6月） 

・学校図書館活用研修「リテラチャー・サーク

ルの講義と演習」（東区・中央区・西区）（7

月・総合教育センター共催） 

・教諭と司書連携研修「教諭と司書の協働で

創る探究型学習」（8月・総合教育センター共催） 

・『新潟市学校図書館実務マニュアル』改訂

版発行（2月） 

・『学校図書館支援センター全市展開までの

歩み－試行期間中（Ｈ20 年→Ｈ22 年）の資

料集－』発行（2月） 

・『初等教育資料』（文部科学省 2014 年 1 月

号）に寄稿「新潟市学校図書館支援センター

の取組」 

・『図書館実践事例集～人・まち・社会を育む

情報拠点を目指して～』に掲載「新潟市学校

図書館支援センターの取り組み」 文部科学

省 3月発行 ＨＰ掲載 

・「子どもの読書活動の推進

に関する基本的な計画」（第

三次）（文部科学省・5月） 

・「これからの学校図書館担

当職員に求められる役割・職

務及びその資質能力の向上

等について」（文部科学省『調

査研究協力者会議』報告・3

月） 

★中央区舟栄中学校・二葉

中学校閉校（3月） 

正規     9 人 

非常勤  73 人 

臨時    87 人 

再任用   2 人 

（計   171 人） 

小学校  113 校 

中学校   57 校 

中等教育学校1校 

2014 26 

・学校を通して児童生徒に市立図書館の貸

出カード作成案内を配付 

・各支援センター運営協議会委員に新たに

学校司書が加わる 

・第 39 回全国学校図書館研究大会（甲府大

会）で「新潟市学校図書館支援センターの取

組み」実践発表（8月） 

★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「文部科学大臣

表彰」受賞（4月） 

★第二次新潟市子ども読書活 

動推進計画策定（3月） 

★新潟市立図書館ビジョン後

期実施計画策定（3月) 

正規    7 人 

非常勤  77 人 

臨時    8 4 人 

再任用   2 人 

（計   1 70 人） 

小学校  113 校 

中学校   56 校 

中等教育学校 1 校 



西 暦
(年度) 

元 号

(年度) 
新潟市の学校図書館・支援センターの動き 関連する動き 学校司書配置 

2014 
平成 

26 

・総合教育センター研修「教諭と司書との連

携充実」〈授業づくり編〉（8 月 21 日），〈読書

活動編〉（10月 7日）に協力 

・特別支援学校の学校図書館整備検討準備

会（12月,2月,3月） 

・『新潟市学校図書館実務マニュアル』改訂

版発行（3月） 

★新潟市教育ビジョン第 3 期

実施計画策定（3月)  

・学校図書館法改正 学校司

書の法制化（6月） 

★中央区新潟柳都中学校開

校（4月） 

★中央区豊照小学校・湊小

学校・栄小学校・入舟小学校

閉校（3月） 

 

2015 27 

・学校図書館活用推進校事業開始（学校支

援課主管，30校） 

・総合教育センター講座「教員と司書との連

携充実」〈探究学習編〉（8 月 7 日），〈読書活

動編〉（10月 6日）に協力 

・教育相談センター・教育相談室への団体貸

出搬送開始（11月） 

・学校図書館電算システムバージョンアップ

開始（76校） 

・特別支援学校における学校図書館整備検

討会（5月,7月,9月），報告書を提出 

・『新潟市学校図書館実務マニュアル』改訂

版発行（3月） 

・「学校図書館の整備充実

に関する調査協力者会議」

（文部科学省・27 年 5 月～

28年 10月） 

★中央区日和山小学校開

校（4月） 

★西蒲区潟東東小学校・潟

東西小学校・潟東南小学校

閉校（3月） 

正 規   ７ 人 

非常勤   79 人 

臨時    80 人 

再任用   １ 人 

（計   167 人） 

小学校  110 校 

中学校  56 校 

中等教育学校1校 

2016 28 

・学校図書館活用推進校事業 2 年目（学校

支援課主管，33校） 

・総合教育センター講座「教員と司書との連

携充実」〈図書館活用推進編〉（8月5日），〈探

究的な学習編〉（9月 16日）に協力 

・学校図書館電算システムバージョンアップ

（28校） 

・特別支援学校における学校図書館整備検

討会（8 月,10 月,12 月,2 月,3 月），報告書を

提出 

・『新潟市学校図書館実務マニュアル』改訂

版発行（11月，3月） 

・「学校図書館の整備充実

について（通知）」（文部科

学省・11月） 

★西蒲区潟東小学校開校

（4月） 

★秋葉区満日小学校閉校

（3月） 

・「学校図書館等の更なる整

備充実について（通知）」

（文部科学省・3月） 

正規   5 人 

非常勤  79 人 

臨時  78 人 

再任用   3 人 

（計    165 人） 

小学校 108 校 

中学校    56 校 

中等教育学校1校 

201７ 29 

・東・西特別支援学校，明鏡高等学校に学校

司書配置（4月） 

・学校図書館活用推進校事業 3 年目（学校

支援課主管，34校） 

・関東地区公共図書館協議会総会・研究発表 

大会（新潟大会）事例発表「こんにちは！学 

校図書館支援センターです－公共図書館を 

拠点とした学校図書館の支援」（6月） 

・総合教育センター講座「教員と司書との連

携充実」〈図書館活用推進編〉（8 月 3 日），〈探

究的な学習編〉（8月 24日）に協力 

 

正規   6 人 

非常勤  80 人 

臨時  78 人 

再任用   4 人 

（計    168 人） 

小学校  107 校 

中学校    56 校 

特別支援学校2校 

中等教育学校1校 

高等学校   2 校 

 

 

 

  



 

西 暦
（年度) 

元 号

(年度) 
新潟市の学校図書館・支援センターの動き 関連する動き 学校司書配置 

2017 
平成 

29 

・図書館サービス向上委員会による「りぶしる

―図書館をつなげる情報サイト」に取材協力 

・「変わる！学校図書館」シリーズ（ミネ

ルヴァ書房）への写真提供の協力 

・第 19回図書館総合展フォーラム「市町村

図書館による学校図書館支援」にて事例発表

（11月） 

・学校図書館電算システムバージョンアップ（42校） 

・特別支援学校における学校図書館整備連絡会

（11月30日） 

・『新潟市学校図書館実務マニュアル』改訂

版発行（9月，3月） 

★北区太田小学校閉校 

（3月）  

2018 30 

・学校図書館活用推進校事業 4年目（学校支

援課主管，36校） 

・『Better  Storage』（Vol.209）の特集/図

書館で「公共図書館を拠点とした学校図書館

の支援」を掲載（４月） 

・佐渡市学校図書館担当者・学校図書館事

務職員合同研修会講師派遣（6月） 

・第 41回全国学校図書館研究大会（富山・ 

高岡大会）実践発表「新潟市における学校図 

書館支援の取組」（8月） 

・総合教育センター講座「教員と司書との連

携充実」〈図書館活用推進編〉（8 月 3 日），〈探

究的な学習編〉（8月 20日）に協力 

・特別支援学校における学校図書館整備連絡会

（1月24日） 

・『新潟市学校図書館実務マニュアル』改訂

版発行（3月） 

 

正規     5 人 

非常勤   80 人 

臨時    77 人 

再任用   5 人 

（計   167 人） 

小学校  106 校 

中学校   56 校 

特別支援学校 2校 

中等教育学校 1校 

高等学校    2校 

2019 
令和

元 

・学校図書館活用推進校事業 5年目（学校支

援課主管，30校） 

・第 49回「学校図書館賞」実践の部受賞 

実践発表「「新潟市子ども読書活動推進計

画」に基づく学校図書館の整備充実」(6月) 

・総合教育センター講座「教員と司書との連

携充実」〈探究的な学習編〉（8 月 22 日）〈図書

館活用推進編〉（9月 19日）に協力 

・第 30 回北信越地区学校図書館研究大会

（新潟市大会）・第 52回新潟県学校図書館研

究大会（新潟市大会） 実践発表「市立図書

館が取り組む学校図書館支援」（9月） 

・日本教育事務学会中部ブロック地域研究集

会新潟集会 実践発表「市立図書館が取り組

む学校図書館支援」（11月） 

・学校図書館電算システムバージョンアップ（21校） 

・『新潟市学校図書館実務マニュアル』改訂

版発行（3月） 

・小学校教科書採択替えに伴い，学校貸出 

セット【オレンジ BOX】を改訂 

★北区笹山小学校閉校 

（3月） 

正規        5 人 

非常勤     81 人 

臨時       77 人 

再任用      4 人 

（計   167 人） 

小学校   106 校 

中学校    56 校 

特別支援学校 2校

中等教育学校 1校 

高等学校    2 校 

 

注：「関連する動き」の★は，新潟市の動き。 
 


