
第５５回 北海道 

学校図書館 

研修講座  

のご案内 
 

主  催●北海道学校図書館協会 

後  援●北海道教育委員会   

札幌市教育委員会 

趣  旨●学校図書館の運営及び情報活用能力の育成、並びに読書指導に関する基本的事項について理解
を深めるとともに、学校図書館の目指す方向と役割についての見識を深め、学校図書館の機能
の向上を図ることを目的とする。 

日  時●2023（令和 5）年 1 月 5 日（木）～ 7 日（土） 

会  場●北海道立道民活動センター（かでる２・７） 札幌市中央区北 2 条西 7 丁目 ℡（011）204-5100 

             ※1月 5日の受付・開講式・講演は４F 大会議室です。5 日午後より研修終了まで、本部は 10 階 1050 研修室です。 

参加資格●学校図書館及び読書指導・情報活用能力の育成に関わっている方ならどなたでも参加できます。 

定  員●Ａ共通講座（講演）：80 名、Ｂ選択講座（ファーストコース）：40 名、 
     Ｃ選択講座（ステップアップコース）、Ｄ選択講座（実践討議）、E 指導者研修講座：各 20～30 名程度 

         ※すべての講座を先着順で受付いたします。 

 ※新型コロナウィルスの感染拡大状況により、会場定員が緩和された場合はその範囲内で定員を増やす可能性があります。 
 

1 月５日（木）  １月６日（金）  1 月７日（土） 

9:30－ 10:00－ 10:25-12:00  13:15－15:45  9:30－12:00  13:15－15:45  9:30－11:30 －11:50 

受付 開講式 A．講演 

昼 B1.管理運営／B2.図書館活動  C3.伝え方 昼 B3.読書指導／  D1.討議＜小＞ 閉講式 

 C1.情報活用能力の育成指導  C4.ブックトーク  B4.情報活用能力  D2.討議＜中高＞ 閉講式 

食 C2.読書アニマシオン  C5.レファレンス 食 C6.一人一台端末  D3.討議＜特別支援＞ 閉講式 

 E1.指導者研修講座  E2.指導者研修講座  C7.学校司書の研修       
  
参 加 費● 4000 円  ※参加費はイベント申し込みサービス Peatix で事前にお支払いください。 

           ※領収書は、Peatix の Web サイトから印刷する領収データでの発行となります。経費精算等で使用できな

い場合は、主催者から「北海道学校図書館協会」名の領収書を発行することもできますので「領収書付

きチケット」をお申し込みください。その場合、領収書は会場で受付時にお渡しします。 

参加申込●参加ご希望の方は、12月 1日（木）～14日（土）の期間に、 

イベント申し込みサービス Peatix で お申し込みください。 

https://55douslakensyu.peatix.com 

 Peatix（ピーティックス）での申し込みについて  

〇申し込みは、パソコン・スマートフォンなどから可能です。※電話、メール、スマートフォン以外の携帯電話（（フィーチャーフォン）からは申し込みできません。 

〇申し込みには、Peatix アカウント（※）または、Twitter/Facebook/Google/Apple アカウントが必要です。 

いずれかのアカウントをご用意ください。（※Peatix アカウント作成は無料です。） 

〇お支払いは、各種クレジットカード、コンビニ・（ ATM（(ペイジー)・Paypal（ が利用できます。 

〇手続き・操作の詳細は、「Peatix（HELP（参加者ガイド」をご覧ください。 

https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/solutions/44000452611 

できるだけ、メール、またはＦＡＸでの問い合わせにご協力ください。 

問い合わせ先   浅村 麻姫子 メールアドレス：hokkaidosla2021@gmail.com 

FAX：011-684-5738（札幌市立稲積中学校） 

北海道学校図書館協会 会長 佐 藤  正 行 

 第 55 回北海道学校図書館研修講座は、常日ごろ学校図書館に携わる皆

様の熱意の後押しにより、3 年ぶりに集合形式での開催といたしました。

関係各位と北海道 SLA 各支部のご支援に対しましても、心より感謝申し

上げます。 

研修講座の日程につきましてはコロナ前と同じく 3 日間の予定です。感

染対策は継続するため、開催時間や参加定員、使用会場を制限してコンパ

クトに実施いたします。コンパクトと言っても画面越しではない場を、空

気を、仲間と共有しながらリアルなやり取りができる研修に、大きな期待

を寄せるところです。皆様と久しぶりに顔を合わせ、笑顔で学びを深めた

いと思います。正月気分が明ける頃の 3 日間、参加をお待ちしています。 

 

申し込み開始日前にはアクセスでき

ませんので、ご注意ください。 

https://55douslakensyu.peatix.com/
https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/solutions/44000452611
mailto:hokkaidosla2021@gmail.com


Ａ：共通講座・講演 ～ 教育・学校図書館を取り巻く現状と展望について学びましょう。 

「民主主義社会と学校図書館（―「図書館の自由に関する宣言」と関連して」 

                            元藤女子大学（教授（ （渡邊（重夫氏 

Ｂ：選択講座・ファーストコース ～ 学校図書館に関して基礎から学びたい方におすすめのコースです。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｃ：選択講座・ステップアップコース ～もう一歩深めたい方におすすめのコースです。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．講義「」    小学校 教諭  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

D：校種別選択講座・討議          E：指導者研修講座（第 59 回全道研究部長会）  

～校種別に分かれ、実践発表を元に討議を行います。 

 

 

 

 

 

 
 

１． 「楽しく進める情報活用能力の育成指導（ 2022」 

（公社）全国学校図書館協議会 学校図書館スーパーバイザー 佐藤 敬子氏 

「情報資源を活用する学びの指導」つまり情報活用能力の育成指導は、楽しく進めなくては！皆で教科書を持ち寄って何や
ら楽しく研修を進めましょう。現在、自校で使っている国語科の教科書をお持ちくださいね。（何年生でも、何冊でもかま
いません。） 

４.  

 若林 みずほ氏 

流れるように本をつないで紹介し、読書意欲を向上させる
ブックトークの方法を学びましょう。基本的な実施方法を
確認した後、実習を行います。SDGs をテーマにして紹介
したい本を 2 冊ご持参ください。SDGs の１７の目標や、
本の分類は自由です。 

２．  

 佐藤 広也氏 

日本児童文芸家協会「児童文芸」のアニマシオン特集をも
とに、だれでもできるアニマシオンをします。「はらぺこあ
むし」「あいたかったよ」「ピーターラビットのおとうさん
のアニマシオン」。翻訳の問題も考えます。 

６．交流「学校図書館と一人一台端末」 

（ （浅村（麻姫子氏 

「ハイブリッドな学校図書館」の必要性が言われています
が、一人一台端末の活用の実際はどうでしょうか。活用例
や課題に感じていること、知りたいことなどを持ち寄って
交流しましょう。 

７．交流  

（ （ （児玉 優子氏 

どんな研修があったら学校図書館で生かせるスキルが身に
付くでしょう？各地の研修プログラムを参考に、学校司書
の研修について考えます。どんな力を磨きたいか、そのた
めに何が必要か、たっぷりと語り合いましょう。 

１．講義「管理・運営」 

 野村 邦重氏 
子どもが育つ、学びが変わる、学校が変わる。そのために
学校図書館を活かすには？管理・運営の基本について、実
例を交えながら学びます。 

３．講義「読書指導」 

札幌市立北郷小学校 司書教諭 山田 佳子氏 
教育課程の展開に合わせた読書指導とは？学級や全校で取
り組める具体的な方法は？読書指導の基本的な考え方から
学びます。 

２．講義「図書館活動」             

北海道七飯高等学校 司書教諭 加藤 孝志氏 
貸し出しの仕方や館報の作り方、委員会活動など様々な例
から学び、それぞれの学校にあった図書館づくりを考えま
す。 

１．討議「図書館資料の活用とその指導～小学校」  
札幌市立平岸高台小学校 教諭 （ （ 和 田  誉氏 

２．討議「図書館資料の活用とその指導  
             ～中・高等学校」（  

北海道教育大学附属札幌中学校（教諭（ （ 小笠原（太郎氏 

３．討議「図書館資料の活用とその指導～特別支援」（  
前 札幌市立手稲東中学校 教諭（ （ （ 遠藤   薫氏 

４． 
 

１．第４５回北海道学校図書館研究大会（苫小牧大会）について  

２．支部研究交流  

各支部研究部長 

北海道学校図書館協会研究部長 山田 佳子 
（札幌市立北郷小学校 司書教諭） 

北海道学校図書館協会事務局長 新津 智哉 
（札幌市立西陵中学校 校長） 

５．講義・実習「調べる力をつける学校図書館のレファレンス」  

北海道学校図書館協会研究部 新田 裕子氏 

学校図書館のレファレンス業務は、疑問に応えるだけでな

く回答にたどり着くための利用指導を含めた対応が必要で

す。本講座では実例を示しながらさまざまな情報源の種類

や利用法について学びます。 

 

３．講義・実習「プロに学ぶ伝え方のコツ」※先着 12 名 

Office Manzaki 代表・声とことば塾主宰 

（アナウンサー・音声言語指導者）（萬崎（由美子氏 

人前でのスピーチや朗読など、自分もマスターし、子ども
たちにも指導したい、勉強したい、という方向けの講座で
す。姿勢を整えるための身体法、呼吸法、発声法、母音調音
法、など基本的なことから学びます。 

４．講義「情報活用能力の育成指導」             

恵庭市立和光小学校（ （ 司書教諭 井上 陽子氏 

学びの指導体系表、調べ学習、引用、著作権、GIGA スクー
ル構想に対応した授業などについて学びます。 


