
                                                                     

令和 元年 ５月吉日 
九州.山口各県教育委員会 
各 県 教 育 事 務 所 長 
各 県市 ・ 町・ 村・ 長 
各 県小・中・高等学校長 

各 県 義務教育 学 校 長 

各 県 特別支援 学 校 長 
各 県  幼稚園・保育園長 
各 県市町村各種団体会長 
各 県 公 立 図 書 館 長 

                                                                                    第３第３第３第３９９９９回回回回九州地区学校図書館研究大会九州地区学校図書館研究大会九州地区学校図書館研究大会九州地区学校図書館研究大会    

        長崎長崎長崎長崎大会大会大会大会ののののごごごご案内案内案内案内（（（（最終最終最終最終案内案内案内案内）））） 
 

 
深緑の候、皆様方におかれましては、益々ご清祥のことと拝察いたします。 

     さて、第３９回九州地区学校図書館研究大会(長崎大会)を下記のように開催いたします。 

    つきましては、本研究大会の意義についてご理解をいただき、関係者各位の多数のご参加を賜り 

たく、ご案内申し上げます。 

 

 

 

心を心を心を心をつなぎつなぎつなぎつなぎ    学びを支えよう学びを支えよう学びを支えよう学びを支えよう    新しい時代の新しい時代の新しい時代の新しい時代の学校図書館学校図書館学校図書館学校図書館    

    

１１１１    期日期日期日期日  令和元年７月３０日(火)・３１日(水) 

 

２２２２    会場会場会場会場   長崎県諫早市  

 

 

３３３３    主催主催主催主催    

 

４４４４    後援後援後援後援   文部科学省 福岡県教育委員会 佐賀県教育委員会 熊本県教育委員会 大分県教育委員会 

宮崎県教育委員会 鹿児島県教育委員会 沖縄県教育委員会 山口県教育委員会 長崎県教育 

委員会  諫早市教育委員会 長崎新聞社 西日本新聞社 毎日新聞社長崎支局  ＮＨＫ長崎放 

送局  ＮＣＣ長崎文化放送  ＮＢＣ長崎放送 日本教育公務員弘済会長崎支部（申請中を含む） 

 

５５５５    資料資料資料資料代代代代  ４，０００円  

 

６６６６    大会日程大会日程大会日程大会日程 

    第１日 ７月３０日(火) 諫早文化会館                   ホテルグランドパレス諫早 
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受付 

開会行事 

基調提案 

全国ＳＬＡ報告 

アトラクション 

(諫農肥前太鼓) 

昼食・休憩 

記念講演 

寮 美千子氏 

次期開催県 

（熊本県） 

あいさつ 

移

動 

学校図書館を 

語る集い 

 

  第２日 ７月３１日(金) 諫早文化会館 
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受付 
分科会 

第１部 

分科会 

第２部 

閉会行事 

(各分科会場) 

研研研研    究究究究    主主主主    題題題題 

様 
九州地区学校図書館協議会 

長崎県学校図書館協議 会 

会 長  坂 口  浩 

（長崎県立諌早農業高等学校長） 

       （公印省略） 

諫早文化会館（全体会・記念講演会・分科会会場：諫早市宇都町９－２） 

ホテルグランドパレス諫早（図書館を語る集い：諫早市宇都町３－３５） 

長崎県学校図書館協議会 九州地区学校図書館協議会 公益社団法人全国学校図書館協議会 

  



    

７７７７    分科分科分科分科会会会会一覧一覧一覧一覧    

                        

    

記記記記号号号号    

    

分分分分    科科科科    会会会会    

    

校種校種校種校種    

    

発発発発    表表表表    者者者者    所所所所    属属属属    

    

職職職職    名名名名    

    

氏氏氏氏    名名名名    

助助助助    言言言言    者者者者    

所属所属所属所属・職名・職名・職名・職名    

                氏氏氏氏            名名名名    

    

１１１１PPPP    

    

図書館図書館図書館図書館運営運営運営運営    

        

小小小小    

鹿児島県霧島市立青葉小学校 司書 久保田智子 鹿児島市立西陵小学校 

校長 

郷田 厚洋 宮崎県宮崎市立潮見小学校 

宮崎市教育委員会 

教諭 
学校図書館支援

アドバイザー 

内山 千晴 

森田 祐代 

    

１１１１JJJJ    

            

図書館図書館図書館図書館運営運営運営運営    

    

中中中中                    

佐賀県有田町立有田中学校 教諭 永尾 充子 沖縄市立美東小学校 

     校長 

    山城 勝美    沖縄県北中城村立北中城中学校 司書 津堅 智美 

    

１１１１HHHH    

    

図書館図書館図書館図書館運営運営運営運営    

    

高高高高    

福岡県立筑前高等学校 教諭 三苫  敏 久留米市立三潴図書館 

     館長 

    原   章 長崎県高文連図書専門部 教諭 

教諭 

長瀬 貴之 

中島  寛 

    

２２２２PPPP    

    

読書読書読書読書指導指導指導指導    

        

小小小小    

熊本県美里町立砥用小学校 

熊本県美里町立中央小学校 

教諭 

司書 

岡澤 仁美 

光井 美樹 

諌早市教委学校教育課 

     参事補 

    原  良拓 長崎県松浦市立御厨小学校 教諭 酒井 麻未 

    

２２２２JJJJ    

    

読書読書読書読書指導指導指導指導    

    

中中中中                    

宮崎県延岡市立南中学校 教諭 三輪 恵子 宮崎県教育庁義務教育課 

副主幹 

川﨑 昌彦 長崎県佐世保市立祇園中学校 教諭 藥王寺晶子 

    

２２２２HHHH    

    

読書読書読書読書指導指導指導指導    

    

高高高高    

大分県立日出総合高等学校 学校司書 小野 陽子 長崎県教育庁高校教育課 

     係長 

    高島 敦子 長崎県平戸市立平戸図書館 館長 森川 享子 

    

３３３３PPPP    

    

利用指導利用指導利用指導利用指導    

        

小小小小    

沖縄県与那原町立与那原小学校 教諭 金城由利佳 長崎県立長崎図書館 

企画・広域支援課 係長   

    高田 明子 長崎県長崎市立橘小学校 教諭 田原千佳子 

    

３３３３JJJJ    

    

利用指導利用指導利用指導利用指導    

    

中中中中                    

大分県大分市立鶴崎中学校 教諭 高山 岳士 大分大学大学院 

     准教授 

牧 英治郎 長崎県島原市立有明中学校 教諭 林田 修平 

    

３３３３HHHH    

    

利用指導利用指導利用指導利用指導    

    

高高高高    

佐賀県立唐津商業高等学校 教諭 吉原恵美子 佐賀県立唐津工業高等学校 

     校長 

船﨑 俊之 長崎県立島原商業高等学校 教諭 

学校司書 

坂下 里美 

藤村 恭子 

    

４４４４PPPP    
学校司書学校司書学校司書学校司書・・・・

司書教諭司書教諭司書教諭司書教諭    

との協働との協働との協働との協働    

        

小小小小    

福岡県須恵町立須恵第一小学校 教諭 城戸真理子 長崎県教育庁生涯学習課 

    指導主事 

    山下 慶子 長崎県西海市立雪浦小学校 

長崎県佐世保市立祇園中学校    

教諭 

学校司書 

大淵 淳子 

永尾真由美 

    

４４４４JJJJ    
学校司書学校司書学校司書学校司書・・・・    

司書教諭司書教諭司書教諭司書教諭    

との協働との協働との協働との協働    

    

中中中中                    

熊本県熊本市立東町中学校 司書業務補助 

教諭 
大神喜志子 

西川 尚美 

熊本市立麻生田小学校長

熊本県学校図書館協議会 

     会長 

木下 浩文 

長崎県長崎市立横尾中学校 教諭 若杉 雅子 

    

４４４４HHHH    
学校司書学校司書学校司書学校司書・・・・    

司書教諭司書教諭司書教諭司書教諭    

との協働との協働との協働との協働 

    

高高高高    

鹿児島県立指宿高等学校 司書 福冨早央里 長崎県立西彼杵高等学校 

     教頭 

    本村 暢子 長崎県立西陵高等学校 教諭 高橋 誠司 

    

    

    



８８８８    大会会場案内図・分科会会場大会会場案内図・分科会会場大会会場案内図・分科会会場大会会場案内図・分科会会場    

    

    
    

第１日第１日第１日第１日    全体会・記念講演全体会・記念講演全体会・記念講演全体会・記念講演        （諫早文化会館・大（諫早文化会館・大（諫早文化会館・大（諫早文化会館・大ホールホールホールホール））））    

第第第第１１１１日日日日    学校図書館を語る集学校図書館を語る集学校図書館を語る集学校図書館を語る集いいいい（（（（ホテルホテルホテルホテルグランドパレス諫早）グランドパレス諫早）グランドパレス諫早）グランドパレス諫早） 

第第第第２２２２日日日日    分科会分科会分科会分科会    第第第第 1111 部部部部（諫早文化会館）（諫早文化会館）（諫早文化会館）（諫早文化会館）    第第第第２２２２日日日日    分科会分科会分科会分科会    第２部第２部第２部第２部（諫早文化会館）（諫早文化会館）（諫早文化会館）（諫早文化会館）    

    

記号記号記号記号    

    

分分分分    科科科科    会会会会    

    

校種校種校種校種    

    

会会会会                場場場場    

    

定員定員定員定員    

    

記号記号記号記号    

    

分分分分    科科科科    会会会会    

    

校種校種校種校種    

    

会会会会                場場場場    

    

定員定員定員定員    

    

１１１１PPPP    

    

図書館図書館図書館図書館運営運営運営運営    

        

小小小小    

    

中ホール中ホール中ホール中ホール    

    

330330330330    

    

２２２２PPPP    

    

読書指導読書指導読書指導読書指導    

        

小小小小    

    

中ホール中ホール中ホール中ホール    

    

330330330330    

    

１１１１JJJJ    

            

図書館図書館図書館図書館運営運営運営運営    

    

中中中中                    

    

    展示室展示室展示室展示室１１１１    

    

54545454    

    

２２２２JJJJ    

    

読書指導読書指導読書指導読書指導    

    

中中中中                    

    

    展示室展示室展示室展示室１１１１    

    

54545454    

    

１１１１HHHH    

    

図書館図書館図書館図書館運営運営運営運営    

    

高高高高    

    

展示室展示室展示室展示室２２２２    

    

54545454    

    

２２２２HHHH    

    

読書指導読書指導読書指導読書指導    

    

高高高高    

    

展示室展示室展示室展示室２２２２    

    

54545454    

    

３３３３PPPP    

    

利用指導利用指導利用指導利用指導    

        

小小小小    

    

展示室展示室展示室展示室４４４４    

    

72727272    

    

４４４４PPPP    

    

学校司書学校司書学校司書学校司書・司書教・司書教・司書教・司書教

諭との協働諭との協働諭との協働諭との協働    

        

小小小小    

    

展示室展示室展示室展示室４４４４    

    

72727272    

    

３３３３JJJJ    

    

利用指導利用指導利用指導利用指導    

    

中中中中                    

    

展示室展示室展示室展示室３３３３    

    

54545454    

    

４４４４JJJJ    

    

学校司書学校司書学校司書学校司書・司書・司書・司書・司書    

教諭との協働教諭との協働教諭との協働教諭との協働 

    

中中中中                    

    

展示室展示室展示室展示室３３３３    

    

54545454    

    

３３３３HHHH    

    

利用指導利用指導利用指導利用指導    

    

高高高高    

    

練習室練習室練習室練習室１１１１    

    

54545454    

    

４４４４HHHH    

    

学校司書学校司書学校司書学校司書・・・・司書司書司書司書    

教諭教諭教諭教諭との協働との協働との協働との協働 

    

高高高高    

    

練習室練習室練習室練習室１１１１    

    

54545454    

ホテルグランドパレス諫早 

諫早 

球場跡



９９９９    記念講演記念講演記念講演記念講演    演題・講師紹介演題・講師紹介演題・講師紹介演題・講師紹介    

    

演題演題演題演題「「「「詩が詩が詩が詩が開いた心の扉～奈良少年刑務所開いた心の扉～奈良少年刑務所開いた心の扉～奈良少年刑務所開いた心の扉～奈良少年刑務所    絵本と詩の教室絵本と詩の教室絵本と詩の教室絵本と詩の教室」」」」    

講師講師講師講師    寮寮寮寮    美千子美千子美千子美千子    氏氏氏氏    

作家・詩人。1955 年、東京生まれ。1986 年、毎日童話新人賞を受賞し

てデビュー。2005 年、泉鏡花文学賞を受賞。2006 年、首都圏をはなれ奈

良市に移住。2007 年～2016 年、奈良少年刑務所で社会性涵養プログラム

「物語の教室」講師。幼年童話から絵本・純文学・ノンフィクションまで幅広

く執筆。 近刊に『あふれでたのはやさしさだった 奈良少年刑務所 絵本と

詩の教室』『写真集 美しい刑務所 明治の名棟瓦建築 奈良少年刑務所』（西

日本出版社）、『世界はもっと美しくなる 奈良少年刑務所詩集』（ロクリン社）、絵本『イオマンテ 

めぐるいのちの贈り物』『平太郎のおばけやしき 稲生物怪録絵巻より』『父は空 母は大地 イン

ディアンからの伝言』（ロクリン社）、『絵本古事記 よみがえり イザナギ イザナミ』（国書刊行

会）、読み物『いじめられたお姫さま 中将姫物語』『へいきの平太郎 稲生物怪物語』（ロクリン

社）、論考集『アイヌ民族否定論に抗する』（共著 河出書房新社）など。 

 

１０１０１０１０    学校図書館を語る集い学校図書館を語る集い学校図書館を語る集い学校図書館を語る集い    

    

        日日日日    時時時時：：：：令和令和令和令和元年元年元年元年７７７７月月月月３０３０３０３０日（日（日（日（火火火火））））    １７：３０～１９：００１７：３０～１９：００１７：３０～１９：００１７：３０～１９：００    

        会会会会    場場場場：：：：ホテルグランドパレス諫早ホテルグランドパレス諫早ホテルグランドパレス諫早ホテルグランドパレス諫早（諌早市宇都町３－３５ 電話 0957-24-3939） 

  参加費：参加費：参加費：参加費：４，０００４，０００４，０００４，０００円円円円    

    

大会に参加した学校図書館に関わる方々と親睦を深め、情報を交換する集いです。 

志を同じくする仲間と県や校種を超えて大いに語り合い、学校図書館の未来を育む会にしましょう。

多数の皆様のご参加をお待ちしております。お気軽にお申し込みください。 

 

１１１１１１１１    お申し込み方法お申し込み方法お申し込み方法お申し込み方法    

すべての参加する皆様は、宿泊の有無にかかわらず宿泊の有無にかかわらず宿泊の有無にかかわらず宿泊の有無にかかわらず、別紙「お申し込みのご案内」を参照のうえ、

別紙「参加申込書」に必要事項をご記入いただき、下記取扱店別紙「参加申込書」に必要事項をご記入いただき、下記取扱店別紙「参加申込書」に必要事項をご記入いただき、下記取扱店別紙「参加申込書」に必要事項をご記入いただき、下記取扱店JTBJTBJTBJTB係まで必ず係まで必ず係まで必ず係まで必ずFAXFAXFAXFAXにて送信、申にて送信、申にて送信、申にて送信、申

し込みをしてください。申し込み締め切りはし込みをしてください。申し込み締め切りはし込みをしてください。申し込み締め切りはし込みをしてください。申し込み締め切りは６６６６月月月月１４１４１４１４日（日（日（日（金金金金））））です。です。です。です。 

お申し込み受付が終了次第、随時「請求書」「宿泊確認書」「お弁当引換券」「学校図書館を語

る集い参加券」「分科会参加券」等を7月上旬までに送付いたします。ご利用代金は、取扱店から

の請求により、指定の口座へお振り込みください。 

大会大会大会大会参加のお申し込み・参加のお申し込み・参加のお申し込み・参加のお申し込み・おおおお問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先    

株式会社JTBビジネスネットワーク法人事業部九州エリアＭＩＣＥサポートチーム 

「第39回九州地区学校図書館研究大会長崎大会」係   

〒810-0072 福岡市中央区長浜1－1－35 新KBCビル５F 

TEL092-751-2102 FAXFAXFAXFAX092092092092----751751751751----4098409840984098    午前9:30～午後5:30（土日祝日休業） 

    

１２１２１２１２    その他その他その他その他    

    ２日目の分科会は原則として先着順に受付をいたしますが、分科会場の定員の関係でご希望に添

えないことがございます。 

 昼食については、会場周辺に食事ができる店舗等ありませんので、できるだけお弁当の注文をお

願いします。 

    

★★★★★★★★★★★本大会に関するお問い合わせ先・大会事務局★★★★★★★★★★★     

第第第第39393939回回回回九州地区学校図書館九州地区学校図書館九州地区学校図書館九州地区学校図書館研究研究研究研究大会長崎大会大会長崎大会大会長崎大会大会長崎大会事務局事務局事務局事務局（長崎県学校図書館協議会事務局） 

   〒854-0043 諫早市立石町１００３番地 長崎県立諌早農業高等学校内 事務局長 二宮 暢久 

   TEL 0957－22－0050 ／ FAX 0957－22－2825 ／ E-mail :    sla@news.ed.jp    


