
 
第４４回北海道学校図書館研究大会函館大会の開催まで残すところあと２ヶ月となりました。今年度の研究大会は新

型コロナウィルス感染予防にしっかりと対応した新しい形の研究授業・分科会を全道の図書館人に発信します。 
  ９月３日（金）には、「学びを支え、豊かな心を育む学校図書館～そうだ、図書館へ行こう～」を研究主題とし、道南
の大会運営者（約６０名）と道協会役員により、開会式・分科会ⅠⅡを、函館市立大森浜小学校を会場に開催し、録画・
編集を行います。４日（土）には、セッション、閉会式を行い、同じく録画・編集を行います。９分科会の授業は、全て
授業校にて事前録画し、授業者が全道の皆様に一番見てほしい場面や児童・生徒のつぶやき、学習のねらいに迫る活動を
わかりやすく編集し、動画で提供します。 
  残念ながら、作家谷村志穂氏の講演会は実現できませんでしたが、コロナ禍における「新しい研究のかたち」を目指
し、大会成功へ向け運営委員一同目を輝かせて頑張っています。 
９／２３（木）～２６（日）の４日間で限定公開される本大会に、リモート参加という形で、私たちの熱のこもった研

究動画（授業・分科会等）をご覧いただきたいと心から願っています。皆様のご参加をお待ちしています。 
大会長     渡部 浩士（北海道学校図書館協会会長／札幌市立新川西中学校長） 
大会運営委員長 紺野 克典（函館市学校図書館研究会会長／函館市立大森浜小学校長） 

 
主催  公益社団法人全国学校図書館協議会 北海道学校図書館協会  

函館市学校図書館研究会 渡島学校図書館協議会 
 
主管  第４４回北海道学校図書館研究大会函館大会運営委員会 
 
後援  文部科学省 北海道教育委員会 函館市教育委員会  

北海道小学校長会 北海道中学校長会 北海道高等学校長協会 北海道特別支援学校長会 
    北海道国公立幼稚園・こども園長会 北海道私立中学高等学校協会  

北海道特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会 公益社団法人北海道私立幼稚園協会 
北海道公立学校教頭会 北海道高等学校教頭・副校長会  
北海道特別支援学校副校長・教頭会 北海道図書館振興協議会 
函館市小学校長会 函館市中学校長会 函館地区私立高等学校長会 

    函館市特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会 
道南地区私立幼稚園連合会 函館保育協会 
函館市小学校教頭会 函館市中学校教頭会 函館私立保育園ひまわり会 

    渡島管内図書館振興協議会 
 
期日  収録日    令和３年９月３日（金）４日（土） 
    動画公開期間 令和３年９月２３日（木）～２６日（日）４日間 オンライン開催 

（参加申込者のみ公開） 
 
会場 《第１日目》 函館市立大森浜小学校   開会式・分科会Ⅰ（授業）Ⅱ（提言）収録会場 

《第２日目》 函館市立大森浜小学校   セッション・閉会式         収録会場 
           
 
参加費 １，０００円 
 
 
 

・すべての動画コンテンツの視聴ができます。（４日間限定） 

・研究発表への意見、感想、質問等、投稿での参加ができます。 

・大会要項集録（１冊）が１２月頃送付されます。（参加費１０００円に含む） 

～動画の視聴及び投稿での参加方法等については、申込者に別途お知らせいたします。 
 



 
大会日程  公開保育・公開授業は、事前に各校にて実施、収録済みとなります。 

【第 1 日目】9 月３日(金) 大森浜小  
11:00 11:15   11:40   1２:40  13:00～16:00 （①13:00～14:00 ②14:00～15:00 ③15:00～16:00） 

【第 2 日目】9 月４日(土) 大森浜小 
9:00  ９:20                        11:20    11:40  

 
 
 
 
 

分科会Ⅰ・Ⅱ（公開保育・公開授業者、函館地区の提言者、助言者）大会1日目13:00～16:00に収録 

セッション 大会２日目 9:２0～1１:２0に収録 

 セッション名 内    容 発表者 司会者 

１ 
公立図書館の 
世界 

何故、函館に貴重な資料があるのか 
図書館の生みの親 岡田健蔵について語る 

函館中央図書館館長 
丹羽 秀人 氏 

函館市立大森浜小学校 
司書教諭 福崎  梢 

２ 
心に届ける 
声の表情 

生き生きと読み、話すための音声表現の
コツをプロの話し手であり、 読み聞か
せ等の活動も行っている講師から学ぶ。 

読み語りの会「花音」 
代表  犬童いづみ 氏 
副代表 安澤 智子 氏 

函館市立港小学校 
教諭 丸山 恭子 

３ 
絵本作りの 
アトリエから 

上湯川保育園 50 周年事業で来函する
大阪市在住の絵本作家から絵本作りの
スタートから完成までのお話を聞く。 

絵本作家 
小西 英子 氏 

函館市立高丘小学校 
教諭 中村 こず恵 

４ 
学校司書  
よ(読)もやま 

ばなし 

平成 30 年度から初めて函館市に登用さ
れた学校司書が、その活動の歩みと課題
を語り合う。 

函館市内小中学校の 
第1期の学校司書 4 名 
竹浦 裕美 溝口美由紀 
須田 利恵 安井 依里 

函館市立深堀中学校 
学校司書 キーン温子 
函館市立本通中学校 
学校司書 川上 真葉 

５ 
映画の街・函館を
目指して 

ミニシアターを経営しながら函館出身
の作家佐藤泰志の小説の映画化に尽力
された講師がその魅力を語る。 

函館シネマアイリス 
代表 菅原 和博氏 

函館市立えさん小学校 
教諭 加茂 有希子 

 

受付 開会式 

(収録) 

昼食 準備 
分科会Ⅰ（授業について）分科会Ⅱ（提言について）を一緒に行う。 

１０分科会を３グループに分け、各１時間開催し、収録する。 

・授業者・提言者・助言者（函館のみ） 

・運営者、記録者 

受付 

5 セッションを開催し、収
録する。 
・講師 
・運営者、記録者 

閉会式 
(収録) 

 学校種別 授業･保育の内容 学年 授業者 提言者 助言者 

１ 小中高 管理・運営 

 

 

函館市教育委員会 
主査 外﨑 洋亮 

函館市立大森浜小学校 
司書教諭 福崎  梢 

北海道教育庁渡島教育局 

社会教育指導班 

主査 柴田 快憲 

２ 幼・保 読書指導 
年長 認定こども園函館上湯川保育園 

教諭 矢原 彩香 
認定こども園うみの星保育園 
主幹教諭 杉浦 めぐみ 

認定こども園函館上湯川保育園 
園長 奥山 早苗 

３ 小学校 読書指導 
６年 函館市立北美原小学校 

教諭 森  紗織 
函館市立神山小学校 

司書教諭 加藤 真穂 
函館市立亀田小学校 

校長 山本 良子 

４ 小学校 
情報活用能力 
の育成 

４年 
函館市立大森浜小学校 
教諭 森田 眞人 

北斗市立浜分小学校 
教諭 嶋田 祐介 

北海道教育庁渡島教育局 

義務教育指導班 

指導主事 道幸 篤史 

５ 小学校 資料活用 
６年 函館市立大森浜小学校 

教諭 吉田 智宏 
今金町立今金小学校 
教諭 鈴木 裕子 

函館市立鱒川小中学校 

校長 須田 秀樹 

６ 中学校 読書指導 
１年 

遺愛女子中学校 
教諭 南 時子 

今金町立今金中学校 
教諭 喜尾 初美 
教諭 村島 優太 

函館市立旭岡小学校 

校長 後藤 昌樹 

７ 中学校 
情報活用能力 
の育成 

２年 函館市立巴中学校 
教諭 丹藤 詩織 

八雲町立八雲中学校 
教諭 西川 祐里 

函館市教育委員会 

指導主事 櫛田 朝子 

８ 中学校 資料活用 
２年 道教大附属函館中学校 

教諭 森谷  剛 
函館市立桔梗中学校 
教諭 阿曽 優吾 

函館市立亀田中学校 

校長 吉田 敬三 

９ 
高等 
学校 

資料活用 
２年 遺愛女子高等学校 

教諭 勝海 安奈 
北海道函館中部高等学校 

教諭 本田 義典 
北海道教育大学函館校 

准教授 山口 好和 

10 
特別 
支援 

読書指導 
知的

学級 
函館市立大森浜小学校 
教諭 小野 真理 

道教大附属特別支援学校 
教諭 中村 耕太郎 

道教大附属特別支援学校 

副校長 太田 千佳子 

・収録日の２日間は、道南の大会運営者（約６０名）と道
協会役員のみの参加となります。 

・３日は、分科会ⅠⅡの授業者、提言者、助言者、運営者、
記録者による収録となりますが、参観も可能です。 

・４日は、５セッションの発表者、司会者、記録者による
収録となりますが、参観も可能です。 



お申し込み受付デスク 名鉄観光サービス株式会社函館支店 担当：森 

函館市田家町７-２３ TEL 0138-44-1234 FAX 0138-44-1235 

営業時間 平日 9：30～17：00 メール gakkoutosho-hkd@mw.co.jp 

 
分科会Ⅰ・Ⅱ（全道各地区の提言者、助言者）大会要項集録に掲載 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大会事務局 
  
 

 

 
 
参加申込について 
 

（1）参加費１，０００円 

 

（2）申込方法 

   1) 右にあるQRコードを読み取り、参加申込専用サイトからログインして 

必要な手続きを行って下さい。 

2) 北海道学校図書館協会のホームページ上の新着情報 
■「第44回北海道学校図書館研究大会函館大会」２次案内 

     参加申込はこちらから  

参加申込をクリックして参加申込専用サイトからログインして 

必要な手続きを行ってください。 

     北海道学校図書館協会のホームページ http://sla.gr.jp/~hokkaido-sla/ 
     

   お申込後の変更・取消は申し込み画面の中で行って下さい。 

   （但し、参加費振込み後の返金はできません） 

   お申込の締め切りは、令和３年８月２７日（金）までです。 

   以降の変更取消はできません。 

 

（3）支払方法 

   申込完了メールに表示される振り込み先へ ９月３日（金）までにお振込みください。 

   （振込手数料はご負担をお願いします） 

 

 学校種別 授業･保育の内容 提言者 助言者 

1 小中高 管理・運営 
札幌市立栄南中・栄町中 
学校司書 児玉 優子 

全国 SLA スーパーバイザー 
野村 邦重 

2 幼・保 読書指導 
学校法人聖公会北海道学園 

認定こども園聖ミカエル幼稚園 
主任教諭 石渡 秀子 

全国SLAスーパーバイザー 
大久保 雅人 

3 小学校 読書指導 
砂川市立空知太小学校 
司書教諭 古関 亮子 

旭川市立緑新小学校 
校長 佐藤 聖士 

4 小学校 
情報活用能力
の育成 

紋別市立南丘小学校 
司書教諭 森下 和樹 

全国SLAスーパーバイザー 
佐藤 敬子 

5 小学校 資料活用 
苫小牧市立拓勇小学校 
司書教諭 渡部 奈津帆 

苫小牧市立拓勇小学校 
校長 松井 操人 

6 中学校 読書指導 
小樽市立北陵中学校 
司書教諭 佐藤 淳子 

札幌市立澄川中学校 

校長 横道 幸紀 

7 中学校 
情報活用能力
の育成 

帯広市立帯広第四中学校 
教諭 嘉藤 麻里 

小樽市立朝里中学校 
校長 森 万喜子 

8 中学校 資料活用 
旭川市立永山南小学校 
司書教諭 吉井 華菜 

札幌市立中央中学校 
校長 木村 佳子 

9 
高等 
学校 

資料活用 
札幌龍谷学園高等学校 
教諭 吉本 拓郎 

市立札幌大通高等学校 
校長 廣川 雅之 

10 
特別 
支援 

読書指導 
室蘭市立本室蘭中学校 
教諭 遠藤 睦月 

札幌市立新陵小学校 
校長 猪股 嘉洋 

第４４回 北海道学校図書館研究大会函館大会 事務局長 小林 徹也 

〒041-0804  北海道函館市赤川町１２５番地 函館市立市立赤川中学校内   

       TEL ０１３８－４６－０４８６ FAX ０１３８－４６－０４１９ 

http://sla.gr.jp/~hokkaido-sla/

