
◎講師・報告者・パネリスト　○発表者
中ホール 会議Ｈ風 交流ホール 1001-2 映像ホール 904 908 910 1001-1 1002 1003 1101 1202

1 11 6 10 2 9 9 9 10 10 10 11 12
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700（Ｍ1200） 300（Ｍ500） 258 180 99 72 72 138 120 72 60 45 48 90

受付
開会式

13Ｐ A-①講演（合同） B-①②シンポジウム（合同） C-①②フォーラム（合同） D-①講義（合同） E-①活動報告（合同） F-①研究討議（高） G-①研究討議（中高） H-①研究討議（小） I-①研究討議（小中） J-①研究討議（合同） K-①研究討議（小） L-①問題提起（合同） M-①研究討議（中）
14Ｐ

13:30

◎宮西達也 ◎○○○○ ◎夏目聡美 ◎平久江祐司 ◎岡田寛子 ○吉田正治 ○小野田文雄 ○平松美稚子 ○古根川千寿子 ○湊　弘一 ○目時文江 ◎二村　健 ○和田幸子

14:50 児童文学作家 　　子どもの未来を考える 静岡県総合教育センター 筑波大学 長崎県教育庁生涯学習課 静岡県立沼津東高等学校 湖南市立石部中学校 (元）静岡市立長田東小学校 岬町立岬中学校 　　秋田大学教育文化学部 沼津市立静浦小学校 明星大学 袖ヶ浦市立昭和中学校
議員連盟 ◎望月道浩 ◎稲垣達也 ○福富恵子 ○佐藤清子 ○林　尚江 附属小学校 ○山口国之 ○沖田綾子

◎肥田美代子 琉球大学教育学部 東久留米市立第三小学校 熊本県立蘇陽高等学校 　　学校法人城北学園 茅野市立米沢小学校 ○植田恭子 韮崎市立韮崎小学校 荒川区立第五中学校
文字・活字文化推進機構 ◎福満芳枝 城北中・高等学校 大阪市立昭和中学校

A-②講演（合同） ◎小川三和子 川越市立川越西小学校 D-②講義（合同） E-②研究討議（合同） F-②研究討議（小） G-②研究討議（小） H-②講義（合同） I-②研究討議（小） J-②研究討議（高） K-②ワークショップ（合同） L-②研究討議（中高） M-②研究討議（合同）
新宿区立津久戸小学校 ◎山本惠美子

◎井上一郎 島根県立出雲商業高等学校

15:10 京都女子大学発達教育学部
◎大久保雅人

◎スズキコージ 札幌市立石山南小学校 ◎中村孝一 ○榊原有香 ○安藤典子　○日浦雅代 ○齊藤宏美 ◎足立幸子 ○鈴木朝子 ○太田克子 ◎片岡則夫 ○五月女保幸 ○落合江美

16:30 絵本作家 常葉学園大学 名古屋市立御園小学校 新温泉町立浜坂西小学校 静岡市立千代田小学校 新潟大学教育学部 沼津市立門池小学校 群馬県立高崎商業高等学校 清教学園中・高等学校 川口市立神根中学校 静岡県立浜松特別支援学校
○徳田悦子 ○中山美由紀 ○野口明子 ○大沼田眞理子 ○橘千代子　○勝山万里子 ○伊藤史織 ○冨澤亨子
(元)川越市立南古谷小学校 　　東京学芸大学附属 大山町立中山小学校 松本市立芳川小学校 茨城県立佐和高等学校 玉川学園　学園マルチメディア 　　筑波大学附属

小金井小学校 　リソースセンター 視覚特別支援学校
A-③講演（合同） B-③④シンポジウム（合同） C-③④フォーラム（合同） D-③講義（合同） E-③研究討議（小中） F-③研究討議（中） G-③ワークショップ（合同） H-③研究討議（小） I-③研究討議（高） J-③研究討議（合同） K-③講演（合同） L-③研究討議（合同） M-③研究討議（小）

9:20

◎柳田邦男 ◎織茂篤史 ◎大平睦美 ◎対崎奈美子 ○山下隆代 ○田沼恵美子 ◎塩谷京子 ○須田妙子 ○長谷川裕一 ○谷川晴峰 ◎齋藤友紀子 ○竹村和子 ○田代　司

10:40 ノンフィクション作家 横浜市立青葉台中学校 堺市教育委員会事務局学校教育部 東京学芸大学 浜松市立佐藤小学校 　　（元）お茶の水女子大学 関西大学初等部・ 大阪市立高見小学校 静岡県立浜松商業高等学校 平戸市立中野小学校 　　国立国会図書館 桜川市立羽黒小学校 宮古市立川井西小学校
◎山崎仁資 ◎設楽敬一 ○植松初美　○佐野五十鈴 附属中学校 中高等部（兼務） ○前田真奈美　○濵野涼子 ○平野　誠 ○本林初代 国際子ども図書館 ○佐藤まどか　○後藤和江 ○播谷純子
　　静岡県教育委員会 （社）全国学校図書館協議会 中央市立田富中学校 ○鈴木有実 ◎小林路子 下関市立江浦小学校 中央大学附属中学校・ 豊田市立竜神中学校 宮城県立仙台南高等学校・ 神戸市立東舞子小学校

社会教育課 ◎村山　功 旭川市立常盤中学校 慶應義塾大学・ 高等学校 佐沼高等学校
◎稲垣達也 　　静岡大学大学院 市川市学校図書館

A-④講演（合同） 東久留米市立第三小学校 教育学研究科 D-④講義（合同） E-④研究討議（中高） F-④研究討議（小中） G-④ワークショップ（合同） H-④研究討議（小中） I-④研究討議（小） J-④研究討議（小中） K-④研究討議（中高） L-④研究討議（合同） M-④研究討議（合同）
◎山本みづほ ◎山上　優

佐世保市立旭中学校 横浜市立東山田中学校

11:00 ◎松本美智子
杉並区立杉並第一小学校・

◎桂　文我 杉森中学校（兼務） ◎清野愛子 ○田中潤子　○池田万里子 ○中島晶子 ◎塩谷京子 ○渡邉不二子 ○小金澤陽子 ○平松奈緒子 ○奥野周子 ○岡本悦子 ○児島陽子

12:20 落語家 荒川区立町屋図書館 横浜市立中川西中学校・ 川越市立川越小学校 関西大学初等部・ 境港市立中浜小学校 袋井市立袋井東小学校 沼津市立第五中学校 浜松市立細江中学校 守山市立守山小学校 鳥取大学附属特別支援学校
横浜市立早渕中学校 ○日高真理 中高等部（兼務） ○日野弘子　○德居未来 ○勝田知栄子 ○横山柳子 ○山中規子 ○永井博子 ○池田芳子

○鴉　裕子 武蔵野市立第三中学校 ◎小林路子 松山市立姫山小学校・ 松江市立城北小学校 新宮町立新宮小学校千葉県立印旛明誠高等学校 千葉市立みつわ台中学校 　　（元）八王子市立
愛媛県立西条高等学校 慶應義塾大学・ 松前町立岡田中学校 元八王子中学校

市川市学校図書館
A-⑤講演（合同） B-⑤著者との対話（合同） C-⑤講義（合同） D-⑤研究討議（合同） E-５研究討議（小） F-⑤講演（合同） G-⑤研究討議（小） H-⑤ワークショップ（合同） I-⑤研究討議（小中） J-⑤研究討議（高） K-⑤共同研究（合同） L-⑤研究討議（合同） M-⑤研究討議（合同） N-⑤⑥視察（合同）

13:30

◎落合恵子 ◎富安陽子 ◎鎌田和宏 ○原田由紀子 ○松下藤子 ◎磯谷桂介 ○山口浩美 ◎足立幸子 ○木村千賀子 ○塚田薫代 ◎村山　功 ○北野玲子 ○宮原由佳 視察校１

14:50 作家 児童文学者 帝京大学文学部  東出雲町教育委員会 西予市立宇和町小学校 文部科学省児童生徒課 富士市立伝法小学校 新潟大学教育学部 　　富士宮市立 静岡県立こども病院図書室 　　静岡大学大学院 西宮市立平木中学校 静岡県立中央特別支援学校 静岡市立葵小学校
学校図書館支援センター ○桐畑美登利 ○杉本　洋 富士宮第四中学校 ○赤澤有里 教育学研究科 ○湊　丈司 ○浅野多佳子 視察校２
○藤田利江 横浜市立東俣野小学校 笛吹市立一宮西小学校 ○熊谷一之 山梨県立山梨高等学校 奈良県立高円高等学校 福岡県立福岡養護学校 静岡市立城内中学校
　　荒川区教育委員会 川口市立飯仲小学校

学校図書館支援室
A-⑥講演（合同） B-⑥講義（合同） C-⑥講義（合同） D-⑥講義（合同） E-⑥研究討議（高） F-⑥研究討議（中） G-⑥実演・試演（幼小） H-⑥研究討議（中高） I-⑥研究討議（小） J-⑥研究討議（中高） K-⑥研究討議（小） L-⑥ワークショップ（合同） M-⑥研究討議（合同）

15:10 視察校１
静岡市立東中学校

◎野口　健 ◎堀田龍也 ◎堀川照代 ◎瀬田祐輔 ○矢崎香織 ○河野隆一 ◎酒井京子 ○渡辺　徹 ○戸塚実枝子 ○名古友子 ○柳田典子 ◎山家亜紀子 ○野口武悟 視察校２

16:30 登山家 　　玉川大学大学院 島根県立大学短期大学部 愛知教育大学教育学部 山梨県立韮崎高等学校 関西学院中学部 童心社 金蘭千里高等学校・中学校 浜松市立北浜南小学校 さいたま市立浦和中学校 京都市立上賀茂小学校 札幌静修高等学校 専修大学文学部 静岡市立高等学校
教育学研究科 ○田　怜紗 ○山上　優 ○斎藤　純 ○菅野千鶴子 ○森　陸史 ○藤原友和 ○野村美佐子

文華女子中学校・高等学校 横浜市立東山田中学校 川崎市立南大師中学校 高畠町立亀岡小学校 山梨県立身延高等学校 函館市立戸井西小学校 　　財団法人日本障害者
リハビリテーション協会

A-⑦講演（合同） B-⑦講義（合同） D-⑦講義（合同） E-⑦海外レポ（合同） F-⑦研究討議（高） G-⑦活動報告（合同） H-⑦研究討議（小） I-⑦研究討議（中高） K-⑦研究発表（合同） L-⑦研究討議（中高） M-⑦活動報告（合同）

 9:20

◎赤川次郎 ◎田中孝一 ◎須永和之 ◎山田万紀惠 ○古屋美代 ◎松﨑雅恵 ○鈴木敏子 ○若林千鶴 ◎野口久美子 ○佐藤敬子 ◎磯部延之

10:40 作家 文部科学省初等中等教育局 國學院大學 川越市立高階小学校 山梨県立甲府昭和高等学校 中野区立啓明小学校 藤枝市立青島小学校 大阪市立北稜中学校 大妻女子大学 札幌市立発寒中学校 （社）全国学校図書館協議会

○足立朊子 ○福満芳枝 ○板垣正彦 ○谷口初江
同志社中学校・高等学校 川越市立川越西小学校 　　学校法人椎野学園 石狩翔陽高等学校

米沢中央高等学校
A-⑧講演（合同） B-⑧講義（合同） D-⑧講演（合同） E-⑧研究討議（高） F-⑧研究討議（中） G-⑧研究討議（合同） H-⑧研究討議（小中） I-⑧実演・試演（合同） K-⑧研究発表（合同） L-⑧活動報告（合同） M-⑧活動報告（合同）

11:00

◎佐藤　学 ◎有元秀文 ◎五十嵐絹子 ○橋本　純 ○萩田純子 ○勝山　高　○山崎幸子 ○佐藤浩子 ◎村上淳子 ◎野口武悟 ◎徳永隆憲 ◎成田喜一郎

12:20 東京大学教育学部 国立教育政策研究所 　　（元）鶴岡市教育委員会 静岡県立藤枝北高等学校 袋井市立袋井中学校 　　静岡県読み聞かせ 山形市立西小学校 静岡文化芸術大学 専修大学文学部 （社）全国学校図書館協議会 東京学芸大学
鶴岡市立図書館 ○丹治静子　○中野偉津子 ○村山正子 ネットワーク・ ○牧野裕子 ◎林　良子

静岡県立大井川高等学校・ 相模原市立鵜野森中学校 　　掛川市子どもの 飯田市立旭ヶ丘中学校 松江市立宍道小学校
静岡県立藤枝北高等学校 読書活動を考える会

閉会式

教育大学協会（学校図書
館部会）の活動報告

～

12：30～

司書教諭はどのように活
動するか

学校図書館ボランティ
アとどのように連携す
るか

読書意欲を高める読書
活動をどのように行う
か

ブックトーク 特別支援学校
学校図書館活動推進委
員会の活動報告

効果的な情報サービス
をどのように行うか

子どもの読書と学校図書
館の現状

～

分
科
会
⑧

「読書の歓び、学びの
快楽」ー学び舎の中
心としての図書室ー

ＰＩＳＡ型読解力と
学校図書館

全校を巻き込む学校図
書館のビフォー・アフ
ター

効果的な情報サービスを
どのように行うか

アメリカ海外視察報告
司書教諭はどのように活
動するか

読書活動推進の取り組
み

読書意欲を高める読書
活動をどのように行う
か

読書感想文をどのように
指導するか

読書指導

パスファインダーを学
習に活かそう

特別な教育的ニーズを
もつ児童・生徒のため
のマルチメディア
ＤＡＩＳＹ～

6日
(金)
午
前

分
科
会
⑦

本の世界を旅して～
「読む」から「書く」
へ

新学習指導要領と読書活
動

司書教諭ステップアッ
プ講座
学校図書館と読書指導

全校で取り組む情報活用
能力の育成をどのように
行うか

楽しい紙芝居
全校の読書指導をどの
ように進めたらよいか

読書感想文をどのように
指導するか

司書教諭、学校司書、
担任とどのように連携
するか

読書習慣確立のために
学校と地域・家庭はど
のように連携するか

特別な教育的ニーズを
もつ児童・生徒を支え
る学校図書館を活用し
た取り組み

学校図書館視察
小・中学校

～

学校図書館視察
中・高等学校

分
科
会
⑥

富士山から日本を変え
る

学校図書館と情報教育
学校司書ステップアップ
講座
学校図書館活動

学校司書ステップアッ
プ講座
学校図書館メディアの
組織化

情報活用能力の育成を
どのように行うか

司書教諭はどのように
活動するか

リテラチャー・サーク
ルの意義と指導法

学校図書館は学習指導を
どのように支援するか

学校司書はどのように
活動するか

新教育システム開発プ
ログラムの研究成果

読書感想画をどのよう
に指導するか

特別な教育的ニーズを
もつ児童・生徒が本に
親しむための読書活動
の推進～

5日
(木)
午
後

分
科
会
⑤

本の処方箋……心を育
て、心に効く本たちの
話

著書について語る
司書教諭ステップアップ
講座
学校図書館と学習活動

学校図書館支援セン
ターの機能をどのよう
に活用するか

全校で取り組む情報活用
能力の育成をどのように
行うか

文部科学省の学校図書館
施策

情報活用能力の育成Ⅱ
主張を伝えるレポート
のまとめ方

全校の読書指導をどの
ように進めたらよいか

学校図書館は学習指導を
どのように支援するか

学校司書はどのように
活動するか

読書習慣確立のために
学校と地域・家庭はど
のように連携するか

公共図書館とどのよう
に連携するか

学校図書館をどのように
作ったか

国際子ども図書館の
新全国サービス

学校図書館評価基準を
どのように活用するか

地域ぐるみの読書活動を
どのように推進するか

～

分
科
会
④

落語で広がる笑いの輪
ＹＡサービスの現在と
未来

読書意欲を高める読書活
動をどのように行うか

児童生徒図書委員会を
どのように指導するか

学校司書ステップアッ
プ講座
情報サービス

司書教諭、学校司書、
担任とどのように連携
するか

学校図書館の環境を
どのように整備したか

情報活用能力の育成Ⅰ
テーマの決め方

全校の読書指導をどの
ように進めたらよいか

学校図書館は学習指導を
どのように支援するか

学校図書館が支援する
読解力の向上

総合学習：
インタビューでテーマ
を考える

学校図書館は探究的な
学習をどのように支え
るか

特別な教育的ニーズを
もつ児童・生徒が利用
しやすい図書館づくり

～

5日
(木)
午
前

分
科
会
③

ネット社会と子どもの
心
～絵本は心育てのバイ
ブル～
です。

子どもの読書活動推進計
画をどのように具体化す
るか

学校図書館は情報教育と
どのように連携するか

学校司書はどのように
活動するか

～

分
科
会
②

旅と絵本
「読書力」を育てる
国語科授業

情報活用能力を学習にど
のように生かすか

学校図書館の環境を
どのように整備したか

学校図書館は学び方を
育むためにどのように
支援するか

パートナー読書の実践
情報活用能力の育成を
どのように行うか

学校図書館は総合的な
学習をどのように支援
するか

模擬授業
司書教諭による模擬授
業

情報活用能力の育成を
どのように行うか

学校図書館はＮＩＥと
どのように連携するか

ＰＩＳＡ型読解力の
向上を目指す読書活動
をどのように行うか

Education 2.0 の可能
性と司書教諭・学校図
書館の対応

ニャーゴのやさしさ・
ティラノのおもいやり

学校図書館と
「国民読書年」

司書教諭・学校司書はど
のように専門性を高める
か

司書教諭ステップアッ
プ講座
学校図書館の経営：
計画立案の理論と方法

学校図書館の活性化を
どのようにするか

学校図書館の環境を
どのように整備したか

定員

4日
(水)

9：00～
10：00～

4日
(水)
午
後

分
科
会
①
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