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福岡県学校図書館協議会 発行

福岡市博 多区束公園 8番 l子

福岡市立十代小学校 内

2018年 度「学校図書館用図書平均単価」

1小 学校  1720日 (昨年度 1793円 )   |
1中 学校   1928円 (昨 年度 1927円 )   |
1高 等学校  1 8 6 3Pl(昨年度 1977円 )   |
:                       |

平成 30年 9月 28日 (金 )

第 74子

1第
41口 全 国学校 図書

貿 薔 密炎倉 )終 ゎ る

平成 30年 8月 8日 (金 )か ら 10日 (日 )ま での 3日

間、「 これからの学校図書館 をデザインする」 を研究主

題に して、第41口全国学校図書館研究大会が、官山県

民会館、ウイングウイング高固で開催 されました。

本大会の趣 旨は、「グローバル化、人工知能 (AI)な ど

急速に変化する現代社会 を生きてぃ く子 どもたちには、

自ら課題 を設定 し、情紙 を取捨選択 してFun題 を解決する

力が求められています。次期学習指導要領の改訂の報告

を踏まえ、その趣 旨を推進 し、現代の変化に対応 したこ

れからの学/1A図 書館の役 311や あ り方について、全国各地
の実践や研究に学、ぶことより、参加者相互の理解 と交流

を深め、学校図書館の一層の充実 。発展 を目指 します。
」 とい うもので した。

また、「大会基調提案」では、「ずい、S:ん 前から『せ

界は小 さくなった』 といわれていますが、今年 もロシア

でサ ッカーのW杯 が繰 り広げられ、国境 を越 えて多くの情
報がや ってきて、世界を身近に感 じることができます。
一中略一 まさにグローパル化が進展 しつつある現代社会

を感 じます。～中略～児童・生徒が一人ひとり自主的、
自発的に学ぶ力を身に着けるには、教室の中だけでは目

標達成がなかなか難 しい状況であ り、今こそわれわれは

学校図書館 とい う空間をいかに して活用 してい くか を積
極的に発信 していかなければなりません。 これまで も確

かに読書だけでな く、調べ学習などで学

校図書館が11用 されてきま したが、 これ

らの『深い学び』 に対 し、 多種 多様 なメ

デ ィアが組織化 され、、S、 んだんに提供で

きる学校 図書館 が始要 となって きていま

す。」 と言われま した。

更に、「この変化の時代において学校図書館は『主体
的・対話的で深い学び』を実現するために、書籍や統
計資料の整備はもちろんのこと、視聰覚教材やデジタ
ル未材、インターネット環境の整備などハー ド・ソフ

トの両面において、ますます児童・生徒一人ひとりの

要望に応えるべき存在にならなくてはぃけません。こ

れまで以上に、学習センターであり、情報センタ‐と

しての役lllを 果たしていくことが求められているので

す。」と、学校図書館に携わる私たちへの積極的な提
案がなされました。

記念講演は、国語学者 金田一寿穂先生

による「本 と日本語」 を演題 として、講演

がありました。

第 25口 福岡県学校 図書館研究大会

第 11回 福岡地 区学校図書館研究大会

◇開催期日 平成30年 11月 29日 (木 )

◇研究主題 「豊かなミを育む学校図書館の倉1造」

◇会  場 なみきスクエア、博多高等学校

◇記念誌演 「絵本をとおして見える世界J

絵本作家 きたむら さとし 様

☆「ミリーのすてきなばうし」は光村図書の小学2年 の

教科書に掲載されている。

※r・lい合わせ 福岡市立香雄浜小学校 枚長 西ノ:1秋生

電話 0'2-672-3511 FAX 092-672-8510

器
全国学校図書館協議会が 2018年 1月 ～ 6月 期に学校 図

書館向 き図書のIIB定会議において選定された図書 を対象に

算出 しているものです。図書購入予算 を立てる際にご活用 く

ださい。

コ ン ク ー ル に 応 募 を !

◇第64口全九州学校図書館コンタール

第69口福岡県学校図書館コンタール

※ 10月 1日 締め切り

(自 己評価水を県事務局へ)

※ 奨励賞は10月 31日 締め切り

(各地区事務局へ)

◇第

“

口青少年読書感赳文全国コンタール

※ 10月 19日 (集 計表と共に、県事務局必着)

※ 原稿用紙を袋とじにしホッチキスでとめ、應募票を右

月に上に付けてご応暮ください。字数を超えた場合、失

格となります。ご注意ください。

※ 今年度より、全児童数・生徒数の報告を集計表に

記入することをお願ヽヽしております。

※ 応募資716等のチェックを確実にお願いします。

◇第62口 西日本統書感超画コンタール
※ 11月 7日 締め切り(集 計表と共に、県事務局踏着 )

※ 必要事項を記入した応募票を、応募作品の襄右上

に絵の上下に合わせて相付けしてください。

※ 作品を描く上で工大したり薔ヽしたりしたことを、原

稿用紙200字 程度にまとめて襄に貼ってください。

いよいよ読書の秋到来です。子 どもたちの豊かなぬ

を育むためにも各校でのすばらしい実践 を期待 してい

ます。


