
令和 3年度 学校図書館支援センター事業報告 

令和 4年 4月 

１ 基本情報 

（１）支援対象学校                                                               単位（校） 

新潟市立 北区 東区 中央区 江南区 秋葉区 南区 西区 西蒲区 計 

小学校 11 12 18 10 12 11 19 13 106 

中学校 8 8 8 6 6 6 8 6 56 

高等学校 ‐ ‐ 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 

中等教育学校 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 

特別支援学校 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 2 

計 19 21 29 16 18 17 27 20 167 

※ 内野小・中学校希望が丘分校は支援対象に含むが、数には含めない。 

（２）学校司書・雇用形態別                                              ※（ ）内は雇用別割合 

正規 
会計年度任用職員 

週 29時間 週 27.5時間 

5人（3％） 86人（51％） 76人（46％） 

２ 訪問                                                                       単位（校・回） 

 実績 
ZOOM対応 

（内数） 
備考 

指定校 60校・60回 （6校・6回） 新任及び異動学校司書勤務校との重複含む 

新任学校司書勤務校 14校・29回 ‐ 新任学校司書研修としての訪問を含む 

異動学校司書勤務校 22校・22回 （3校・3回）  

その他（要請など） 11校・15回 ‐ 対応事例：蔵書点検指導、除籍支援など 

参観：授業（白山小、上所小、亀田小、新通小） 

３ 相談 

 件数 （R2）  

業務相談  853件  （916件）  

授業相談 0件  （0件）  

レファレンス  371件  （480件）  

所蔵調査  2,979件   （3,920件） ※1 タイトル 1件とする。 

４ 資料提供（団体貸出・搬送） 

（１）団体貸出 

 件数（R2） 

学校貸出セット【オレンジ BOX】  申込 228件 148セット （申込 180件、貸出 83セット） 

うちどくブックリスト掲載図書セット 14件 （13件） ※申込件数 

学校等への団体貸出 45,004冊  ※前年度比 91.8％ （49,004冊） 

学校貸出セット【オレンジ BOX】4,724冊を含む。 

注 1：市立図書館全館での利用。 

注 2：対象は市立学校・教育相談センター・各区教育相談室・市内県立学校・新潟大学教育学部附属学校・私立学校 

（２）学校貸出図書搬送   対象は（1）注 2 と同様 

 貸出 返却 計 

全体 

（前年度比） 

件数 627件（91.7%） 567件（99.0%） 1,194件（95.0%） 

箱数 951箱（93.3%） 870箱（97.4%） 1,821箱（95.2%） 

冊数 20,195冊（90.0%） 18,616冊（93.5%） 38,811冊（91.6%） 



５ 研修 

（１）新任学校司書研修 延べ参加人数 85人 

回 月日・会場 内容 

第 1回 4月 2 日（金） 

白山小学校 

新潟小学校 

鳥屋野小学校 

小針中学校 

探調 TOOL DX操作研修 基本操作と進級処理 

講師：学校司書 

第 2回 4月 5日（月） 

中央図書館 

学校図書館の運営と学校司書の役割、オリエンテーションの実際、子どもと本

を結ぶ手立て①（講義）、市立図書館のサービス 

講師：学校図書館支援センター（以下 学図支 C）担当 

第 3回 5月19日（水） 

中央図書館 

選書、著作権、子どもと本を結ぶ手立て②（実習） 

講師：学図支 C担当 

第 4回 6月4日（金） 

※オンラインにより

実施 

学校図書館の役割、学校司書 10の基本、学校図書館の実際 

講師：学図支 C担当、学校司書 

第 5回 6月～8月 

※対象校を訪問し

実施 

除籍、修理、装備、業務相談 

講師：学図支 C担当 

第 6回 11月～12月 

※対象校を訪問し

実施 

蔵書点検、年度末業務、業務相談 

講師：学図支 C担当 

（２）学校司書実務研修 延べ参加人数 331人 

回 月日・会場 内容 

第 1回 6月28日（月） 

6月29日（火） 

7月  2日（金） 

※オンラインにより

実施 

「探究学習に役立つ図書館オリエンテーション」 

・講義 探究学習を進めるための学校図書館資料の活用について 

・模擬オリエンテーション 

小学 4 年生学習事項（百科事典、奥付、引用①、出典、要約 等） 

小学 5 年生学習事項（年鑑、新聞、引用② 等） 

小学高学年以上向け（著作権、インターネット検索 等） 

・ICT 機器の活用について 

第 2回 1月13日（木） 

1月18日（火） 

1月19日（水） 

※オンラインにより

実施 

「蔵書の廃棄と更新」 

・講義 蔵書の廃棄と更新について 

・感想発表 

・ICTの活用について 

（３）学校図書館システム「探調 TOOL DX」操作研修 

年度途中の採用司書を対象に、サポート代表校等による操作研修を随時実施した。(3回) 

（４）「探究に役立つ学校図書館運営」講座 参加人数 92人 ※ 総合教育センター主管研修への協力 

月日・会場 内容 

6月 11日（金） 

※オンラインにより実施 

講義  「GIGA スクール時代の教育実践と学校図書館」 

講師： 帝京大学教育学部初等教育学科教授 鎌田和宏氏 

 



（５）学校司書のための ICT講座  ※ 希望制 総合教育センター出前講座による 

月日・会場 内容 

2月1日 （火） 

総合教育センター 

（中止）「iPad の基本操作説明と実習」 

講師： 総合教育センター 指導主事 

６ 授業における学校図書館活用の事例収集と相談対応 

学校図書館活用授業を推進するため、実践事例を新潟市立図書館ホームページに掲載するとともに、学校図

書館訪問での情報提供や授業に関する相談対応に生かす。 

【令和 3年度収集分】 

学年・教科 内容 

小学校 2～6年・特別支援学級 図書室へようこそ 

小学校 4年・国語 百科事典を使いこなそう 

小学校 4年・国語 リーフレットを作って伝統工芸のよさを伝えよう～図書館資料と Webか

ら伝統工芸を調べる～ 

中学校 2～3年・国語 Reading Workshop Writing Workshop 

７ 連携 

（１）うちどく（家読）関連の提供実績 

ブックリスト ロゴマーク※1 シンボルマーク※2 自校用に編集できるよう電子データを提供 

※1 うちどくロゴマーク 

※2 「第三次新潟市子ども読書活動推進計画」

シンボルマーク 

14校 3,105部 2校 8校 

（２）学校ボランティア支援 

月日 派遣先 内容 参加者数 

6月16日（水） 沼垂小学校 読み聞かせ研修 2人 

7月12日（月） 内野小学校 本の修理 8人 

（３）講師派遣 

月日 派遣先 内容 参加者数 

7月8日（木） 佐渡総合教育センター 
図書館教育担当者・学校図書館職

員合同研修会 

25人 

9月8日（水） 
新潟市小学校教育研究協議会学

校図書館部 

読書指導技能研修会（著作権、オレ

ンジ BOX紹介） 

143人 

（４）校長会・教頭会 

月日 団体名 内容 

5月17日（月） 

18日（火） 

20日（木） 

小学校長会（各区） 

学校図書館の活用推進や「第三次新潟市子ども読書活動

推進計画」について説明 

※ 中学校長会は資料送付に代えた。 5月18日（火） 中学校教頭会 

6月17日（木） 小学校教頭会（各区） 

11月16日（火） 小学校長会 

学校図書館の活用推進と学校図書館支援センターの取組に

ついて説明 

12月  3日（金） 中学校長会 

12月16日（木） 小学校教頭会（各区） 

12月17日（金） 中学校教頭会 

 



（5）特別支援学校の学校図書館連絡会 

月日 内容 

3月 

（会議なし） 
西特別支援学校の学校図書館活用推進事業における実践報告の共有、情報交換 

（６）学校図書館活用推進事業 ※学校支援課主管事業への協力 

月日 内容 

5月21日（金） 学校図書館活用研修会への協力 

2月  4日（金） 

8日（火） 

9日（水） 

15日（火） 

学校図書館活用推進校実践報告会への協力 

８ 運営 

学校図書館関係者連携協力会議の開催 

月日 内容 

3月 8日（火） • 令和 3年度の各課の取組について 

• 令和 3年度学校図書館支援センター事業について 

• 令和 4年度学校図書館支援センター事業について 

９ 発行等 

（１）各種利用案内 

タイトル  

『学校教育用団体貸出利用案内』（令和 3年度版）  

『令和 3年度版学校貸出セット【オレンジ BOX】図書リスト』 電子ファイルで提供 

（２）新潟市学校図書館支援センター通信の発行 

号数（発行月） 内容 

№21（6月） 巻頭言（学校支援課指導主事）/学校図書館でのタブレット端末活用事例/令和 3年度の

学校図書館訪問など 

№22（10月） ZOOMを利用した各種支援の実施/学校図書館活用事例/学校図書館でのタブレット端末活

用事例など 

№23（2月） 学校図書館活用事例・学校図書館でのタブレット端末活用事例/研修報告/学校図書館支

援センター事業評価アンケート結果など 

（３）Webページ 

新潟市立図書館ホームページ「新潟市の図書館」 https://www.niigatacitylib.jp/ に、学校図書館支援

センターのページを設け、随時更新。 

・ 学校図書館紹介ページの学校図書館（北区・東区）を更新 2月 

（４）令和 2年度版学校図書館支援センター年間報告 

（５）新潟市学校図書館実務マニュアル令和 3年度版 

   ・ 資料編の一部を、新潟市立図書館ホームページの学校図書館支援センターのページへ新たに掲載 

（６）その他 

・ 『ライブラリー・リソース・ガイド（2021年秋号）』「いま Library of the Year と向き合う」 

・ 『学校図書館』（2022年 3月号）に寄稿「新潟市における学校司書の配置について」 

祖父江陽子館長補佐 

  



１０ その他 

（１）学習支援のための図書購入等 

子どもたちが学校で調べ学習を行う際に密集・密接を避け、できるだけ少ない人数で図書が共有できるよう、

学校貸出セットの図書を拡充した。 

・ 購入資料冊数 487冊 

・ 運用開始日   １月 27日（木）から 

・ 拡充内容     既存セットの資料入替及びセット数の増設 

大型絵本セットの新設 

・ 『学校貸出セット【オレンジ BOX】図書リスト（令和 4年 1月更新）』（電子ファイル） 

（２）情報提供 

ア 以下の情報がホームページに掲載されたことについてお知らせ 4月 

〇文部科学省「図書館実践事例集～主体的・対話的で深い学びの実現に向けて～（学校図書館）」 

〇日本図書館協会「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」 

（2021年 2月 26日 更新版） 

〇日本図書館協会「図書館資料の取り扱い（新型コロナウイルス感染防止対策）について 

－人と資料を守るために－ 」（2021年 3月 1日改訂版） 

イ 佐渡市小学校社会科資料集『わたしたちの佐渡 2017年版』電子データの提供 1月 


