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第３８回東海地区学校図書館研究大会（名古屋大会） 

大会実行委員長 佐 橋 秀 俊  

第３８回東海地区学校図書館研究大会（名古屋大会）ご案内〈最終案内〉 

初夏の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
さて、このたび第３８回東海地区学校図書館研究大会を、下記開催要項のとおり名古屋市において開

催することになりました。日頃の研究と実践を携え、多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

開 催 要 項 

１ 大会主題  「未来への扉を開く 学校図書館の創造」～学びを広げ 心を育む 本との出会い～ 

 

２ 大会趣旨   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 期  日  平成２９年８月８日（火）・９日（水） 

 

４ 会  場  第１日（全体会）愛知県産業労働センター〈ウインクあいち〉 
第２日（分科会）愛知淑徳大学星が丘キャンパス 

 

５ 主  催  名古屋市学校教育研究会学校図書館研究部会 
東海地区学校図書館連絡協議会  公益社団法人全国学校図書館協議会 

 

６ 共  催  三重県学校図書館協議会  岐阜県学校図書館協議会  愛知県学校図書館研究会 

静岡県教育研究会学校図書館研究部  静岡県高等学校図書館研究会  中日新聞社 

 

７ 後  援  文部科学省  愛知県教育委員会  三重県教育委員会  岐阜県教育委員会 

静岡県教育委員会  名古屋市教育委員会  名古屋市立小中学校長会 
公益財団法人愛知県教育振興会  名古屋市教育会 
公益財団法人日本教育公務員弘済会愛知支部  一般財団法人愛知県退職教職員互助会 

 

 

 

  

学校図書館は、新たな情報を得たり、知識を深めたりすることができることから、

子どもたちの能動的な学習意欲を高めることができる場であります。また、子ども

たちが本との出会いを通して、想像を膨らませ物語の世界を楽しんだり、自分の想

いを広げたりして、豊かな心を育む場でもあります。 
さらに、学校図書館は、学びの質や深まりを重視するといった、次期学習指導要

領で重要な視点となっている「主体的・対話的な深い学び」を支える場としても注

目されています。 
本研究大会では、学校図書館に関わる教職員に限らず、図書館を支える様々な

方々が集い、講義、実践発表、ワークショップ、情報交換等を通して、子どもたち

の豊かな未来への扉を開く学校図書館の在り方、連携の図り方を共に考えていきた

いと思います。 

＜問い合わせ＞  第３８回東海地区学校図書館研究大会（名古屋大会）事務局 
名古屋市立白水小学校  蔭山 美穂子 
〒457-0808 名古屋市南区松下町 2-1 
TEL：052-612-3123   FAX：052-612-2663  
E-mail：kageyama.mihochan＠nagoya-c.ed.jp 
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８ 日  程 

第１日  ８月８日（火） 第２日  ８月９日（水） 

全体会  愛知県産業労働センター 

＜ウインクあいち＞ 

分科会  愛知淑徳大学星が丘キャンパス 

図書館見学：愛知淑徳中学校・高等学校 

名古屋市鶴舞中央図書館 

    

１２：００ 受 付 ９：００ 受 付 

１３：００ 

 

開会式 

報 告（全国ＳＬＡ） 

９：３０ 分科会（研究発表等） 

１１：３０ 昼 食／受 付 

１４：２０ 

 

１５：５０ 

記念講演 

 

 

１３：３０ 

 

分科会（研究発表等） 

図書館見学 

１５：３０ 

 

閉会式（各会場） 

 １６：１０ 分科会打ち合わせ会 

 

９ 報  告  「学校図書館の現状と課題」 

公益社団法人 全国学校図書館協議会 理事 

 

10 記念講演  講  師  宮 西 達 也 さん 

演  題  「ニャーゴのやさしさ・ティラノのおもいやり」 

講師紹介 

1956年静岡県生まれ。日本大学芸術学部美術学科卒業。人形美術やグラフィック

デザイナーを経て、絵本作家の道へ。 

講談社出版文化賞「絵本賞」を始め、けんぶち絵本の里大賞「大賞」や「びばか

らす賞」等、受賞歴も多い。『おまえうまそうだな』（ポプラ社）は、第１５回読

書感想画中央コンクールの指定図書になった。 

絵本のほか、紙芝居やプラネタリウム、エッセイ、小学校の教科書の挿絵なども

手掛けるなど、幅広いジャンルで活躍している。 

主な著書・編著書 

❐ 『にゃーご』鈴木出版 1997年 

❐ 『おとうさんはウルトラマン』学研プラス 1997年 

❐ 『きょうはなんてうんがいいんだろう』鈴木出版 1998年 

❐ 『おまえうまそうだな』ポプラ社 2003年 

❐ 『おれはティラノサウルスだ』ポプラ社 2004年 

❐ 『ぺんちゃんギンちゃんおおきいのをつりたいね！』 

ポプラ社 2005年 

❐ 『ふしぎなキャンディーやさん』金の星社 2007年 

❐ 『あいしてくれてありがとう』ポプラ社 2008年 

❐ 『シニガミさん』えほんの杜 2010年 

 

11 分 科 会  ３・４ページの「分科会構成一覧」をご覧ください。 

 

12 大会参加費（資料代）  ４，０００円 

 

13 参加申し込み 

○ 申し込みは、すべてインターネットを通じて行います。５ページの「申込要項」をご覧ください。 

２ 
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分科会構成一覧 
Ａ 午前の部（９：３０～１１：３０） 
 
講座記号 講 師・提 案 者 研 究 主 題 会 場 

Ａ１ 
(120名) 

小・読書 

名古屋市立森孝西小学校 
教諭 西川 希美 

本を通して，自信をもって表現できる児童の育成 
－表現する場の工夫と認め合う活動を通して－ 1 号館 

１５Ａ 豊田市立小清水小学校 
教諭 田中 佐知 

表紙からはじめよう！小学 1 年生のブックスタート 
－いろいろな本を手に取り読む子を目指して－ 

Ａ２ 
(120名） 

小・情報 

三島市立北水小学校 
教諭 増島 由華 

知識をつなげ 学びをひろげる学校図書館をめざして 
－図書館に親しみ，調べ学習の下地をつくる－ 1 号館 

１５Ｂ 名古屋市立西山小学校 
教諭 小林 眞由美 

学校図書館の資料を活用するスキルを身に付ける指導 
－新聞づくりを通して－ 

Ａ３ 
(120名) 
小・運営 

亀山市教育委員会 
学校図書館活用 
アドバイザー 川口 恭子 

子どもと本，子どもと学びをつなぐ学校図書館づくり 
－司書教諭と学校司書の協働を軸に－ 1 号館 

１５Ｃ 
藤枝市立青島東小学校 

教諭 村松 伸哉 子どもの学びを支え・広げる図書館教育をめざして 

Ａ４ 
(100名) 

中・読書 

弥富市立弥富中学校 
教諭 山田 美緒 

自ら読書を楽しむ生徒の育成 
－新しい本との出会いの場をつくる－ ４号館 

４２Ａ 紀北町立紀北中学校 
教諭 竹内 かおり 

読書に親しむために 
－図書館司書との協働－ 

Ａ５ 
(100名) 

中・情報 

豊川市立代田中学校 
教諭 守田 琴美 

学びをつくる学校図書館  
－本を通して伝え合う学習－ ４号館 

４２Ｂ 名古屋市立川名中学校 
教諭 吉田 高寛 

総合的な学習 
－職場体験に向けての調べ学習－ 

Ａ６ 
(100名) 
中・運営 

静岡市立竜爪中学校 
教諭 黒川 亞弓 

自ら学ぶ力を育てる学校図書館の運営 
－生徒の心を育て 興味を伸ばす学校図書館を目指して－ 

４号館 
４２Ｆ 

鈴鹿市立白鳥中学校 
教諭 鈴木 則子 

私市立鈴鹿中学校 
教諭 古川 彰弘 

鈴鹿市立公立中学校の学校図書館運営の現状 
 
ラーニング・コモンズの利用の仕方 
－協働学習のできる図書館のあり方－ 

Ａ７ 
(50名) 
高・読書 

岐阜県立羽島北高校 
教諭 尾下 桂 

「朝の 10 分間読書」を行って 
－朝読書の現状と課題－ ４号館 

４２Ｃ 三重県立津商業高校 
教諭 北尾 健 

津商業高校における読書活動推進の取り組みについて 
－図書館利用率を高めるために－ 

Ａ８ 
(50名) 

高・情報 

岐阜県立大垣北高校 
教諭 佐藤 徹 生徒の進路実現をサポートする図書情報館の活動 ４号館 

４２Ｄ 三重県立松阪工業高校 
学校司書 米本 芳樹 三重県立聾学校の読書活動について 

Ａ９ 
(50名) 

高・運営 

岐阜県立華陽ﾌﾛﾝﾃｲｱ高校 
学校司書 山北 縁里 

学校法人富田学園岐阜東高校 
学校司書 澤田久美子 

“惹きつける紙面と掲示”を考えてみた 
－図書館だよりに関する考察と実践－ ４号館 

４２Ｅ 
三重県立津西高校 

教諭 鬼頭 さやか 
学校司書 内藤 環 

脱学習室 
－学校図書館の活性化－ 

Ａ１０ 
(120名) 

講義 

愛知淑徳大学人間情報学部 
教授 伊藤 真理 

海外の学校図書館活動から考える学校司書養成 
 

1 号館 
１３Ｂ 

Ａ１１ 
(120名) 
実演 

ワークショップ 

JPIC 読書アドバイザー 
東海図書館サービス 
代表取締役 山村 眞午 

学校図書館でワークショップ 
－学校図書館でトリックアート工作を児童・生徒と一緒に
作ってみよう！－ 

1 号館 
１３Ｃ 

Ａ１２ 
( 名) 
実演 

ワークショップ 

十六文庫 
石原 ゆみ 

本を使って調べもの名人になろう！ 
－百科事典を知る，使う－ 

1 号館 
１３Ｄ 
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Ｐ 午後の部（１３：３０～１５：３０） 
 
講座記号 講 師・提 案 者 研 究 主 題 会 場 

Ｐ１ 
(120名) 

小・読書 

下呂市立金山小学校 
教諭 板津 佑乃 本好きな子を育む図書館づくり 

1 号館 
１５Ａ 津市立北立誠小学校 

教諭 山塙 渚  
司書教諭 奥山 五子 

読む・知る・調べる，楽しい世界 
－出会いとふれあいでつながる図書館－ 

Ｐ２ 
(120名) 

小・情報 

犬山市立東小学校 
教諭 三宅 祐衣 人をつなげ 学びを広げる学校図書館を目指して 1 号館 

１５Ｂ 羽島市立小熊小学校 
教諭 中島 悦子 

自ら読書活動に取り組み，読書の喜びを知る。目的に応じて
本を選び，情報を収集し学びに活かす。 

Ｐ３ 
(120名) 

小・運営 

名古屋市立植田南小学校 
教諭 畠山 美砂 

学校図書館を活用したことばの力の育成 
－学校図書館司書と連携して－ 1 号館 

１５Ｃ 中津川市立付知北小学校 
教頭 美濃羽 誠 つながる図書館・ひろがる読書 

Ｐ４ 
(100名) 

中・読書 

湖西市立白須賀中学校 
教諭 池田 倫子 読書の楽しさを学びにつなげる読書指導 

４号館 
４２Ａ 中津川市立第二中学校 

教諭 小林 一枝 
学校司書 岩久由香理 

「本がある日常」を目指して 
－生徒の主体性を生かした読書活動－ 

Ｐ６ 
(100名) 

中・運営 

名古屋市立上社中学校 
教諭 内山 忍 学校図書館司書を活用し，幅広い言語力を育てる 

４号館 
４２Ｆ 東海市立富木島中学校 

教諭 青木 泰枝 
教諭 井村 明子 

生徒が自ら学ぶことができる学習センター作り 
－図書館資料を活用し，考えをまとめ，表現する力の育成を
目指して－ 

Ｐ７ 
(50名) 

高・読書 

静岡県立静岡中央高校 
教諭 大川 るみ 

憧れレシピのクッキング 
－本の世界と生活をつなぐ－ ４号館 

４２Ｃ 愛知県立中村高校 
教諭 川口 恭子 中村高校 読書会の歩み 

Ｐ８ 
(50名) 

高・情報 

静岡県立三島長陵高校 
教諭 丸本 千草 図書館をリソースとしたアクティブラーニングの実践 

４号館 
４２Ｄ 愛知県立杏和高校 

教諭 渡辺 堅二 

杏和高校の図書室の１年 
－図書館だより１年を振り返り杏和高校図書室の今後の行方
を探る－ 

Ｐ９ 
(50名) 

高・運営 

沼津学園飛龍高校 
学校司書 上原 美樹 

「学校図書館の分類を変える，学びが変わる。」 
－児童生徒の視点や動線と，授業者の導きたい導線を考えた
分類による学びの変化－ 

４号館 
４２Ｅ 

愛知県立長久手高校 
教諭 東埜 真紀 

生徒を育てる図書委員会活動 
－生徒と教員でつくる図書館－ 

Ｐ１１ 
( 名) 
実演 

ワークショップ 

愛知淑徳大学 
全国 SLA 学校図書館スー
パーバイザー 小林 達也 

国語の授業でできる読書指導 
－読書の技が身につく読書会－ 

1 号館 
１３Ｃ 

Ｐ１２ 
( 名) 
実演 

ワークショップ 

株式会社ポプラ社 
図書館事業局事業推進室 
室長 飯田 建 

百科事典を使いこなす 1 号館 
１３Ｄ 

Ｐ１３ 
(30名) 

図書館見学 

１２：４５～１５：００ 
市立図書館見学 
 名古屋市立鶴舞中央図書館 

館内見学 
説明会 名古屋市の図書館の全容・サービス，図書館と学校との連携，

保有する書籍について 
Ｐ１４ 
(30名) 

図書館見学 

１３：１５～１５：００ 
学校図書館見学 

愛知淑徳中学校 
高等学校図書館 

館内見学 
説明会 図書館と授業の連携，図書館内の整備，広報活動や利用・活用

しやすい図書館の工夫 
 



大会（全体会・分科会）参加・弁当・宿泊等申込要項 
 

１ 申し込み方法 

申し込みについては、全てインターネットを通じたエントリーシステム AMARYS（以

下「AMARYS」）をご利用ください。（スマートフォン専用画面にはなりません。） 

AMARYS URL  https://amarys-jtb.jp/38nsla 
２ 申し込み期間 

平成２９年６月２1日(水)１０：００ ～ 平成２９年７月３１日(月)１８：００ 

 

３ 申し込み内容について（詳細・条件・取消料は AMARYS 内でご確認ください。） 

⑴ 大会（全体会・分科会）参加 

① 大会参加費（資料代）：４，０００円 

② 大会役員・実行委員会委員及び分科会役員（司会者・提案者・記録者・会場責任

者）の方も申し込みをしてください。 

③ 申し込みは先着順です。分科会ごとに、定員になり次第、申し込みができなくな

りますので、ご注意ください。 

⑵ 図書館見学〈８月９日(水)〉 

① 愛知淑徳中学校・高等学校については、分科会会場と隣接していますので、徒歩

での移動になります。 

② 名古屋市鶴舞中央図書館については、バスでの移動になります。 

(一人当たり３００円・往路のみ・先着順３０名）利用予定バス：名鉄観光バス 

⑶ 弁当について〈８月９日（水）希望者のみ〉 

一人当たり１,０００円（消費税込/お茶付） 

※ 助言者の方は、申し込みの必要はありません。 

⑷ 宿泊について 

※ 名古屋駅周辺のホテルをご案内いたします。宿泊プランの詳細については、

AMARYS 内でご確認ください。 

 

４ 支払いについて 

⑴ 銀行ＡＴＭ、インターネットバンキング、コンビニエンスストア店頭支払いのいず

れかになります。詳細は、AMARYS 内でご確認ください。 

⑵ 入金期限は、平成２９年８月１日（火）までです。 

⑶ 入金された大会参加費等は、返金できません。当日欠席の場合は、大会資料等を送

付させていただきます。 

 

５ 参加券、確認書等について 

参加券や確認書等の郵送はしません。各自、必要な参加券や確認書等をプリントアウ

トの上、当日ご持参ください。 

５ 

https://amarys-jtb.jp/


６ 問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪エントリーシステム AMARYS の操作方法についてご不明な場合≫ 

株式会社プロアクティブ「第３８回東海地区学校図書館研究大会」FAX：078-332-2506 E-mail：info@pac.ne.jp（営業時間：9:30～17:00〈土日祝休業） 

 

≪旅行企画・実施≫ 

株式会社ＪＴＢ中部 提携販売事業部名古屋支店 担当：田中 三千洋 

〒451-0045 名古屋市西区名駅二丁目 27番 8号 名古屋プライムセントラルタワー９Ｆ 

TEL：052-561-0150 FAX：052-583-9893 営業時間：10:00～18:00(土日祝祭日は休業) 

≪大会運営協力≫ 

株式会社アトラス 旅行事業部    担当：栗田 静 

〒466-0058 名古屋市昭和区白金三丁目 18番 26号 ＡＴＧ西館２Ｆ 

TEL：052-833-2833 FAX：052-883-3229 営業時間：9:30～17:00(第２土・日祝祭日休業) 

愛知県産業労働センター 
〈ウインクあいち〉 

名古屋市中村区名駅四丁目 4-38 
★ JR名古屋駅桜通口から 
    ミッドランドスクエア方面 徒歩 5分 
★ ユニモール地下街 5番出口 徒歩 2分 

愛知淑徳大学星が丘キャンパス 
愛知淑徳中学校・高等学校 

名古屋市千種区桜が丘 23 
 
★ 地下鉄東山線 「星ヶ丘」下車 

3番出口より東(左)へ徒歩約 3分 

 

≪受託販売≫ ※お申込み先・お申込み手続き・変更取消に関するお問い合わせ 

株式会社ＪＴＢサポート中部 中部ＭＩＣＥセンター 『第３８回東海地区学校図書館研究大会』係 

〒460-0002 名古屋市中区丸の内 1-17-19 キリックス丸の内ビル７Ｆ 

TEL：052-218-2007 FAX：052-218-2005 営業時間：9:45～17:45(土日祝祭日は休業) 

６ 

※各会場周辺には、十分な駐車スペースはありません。 
公共交通機関でお越しください。 大会（全体会・分科会）会場のご案内 

※ キャンパス内には、 
 一切駐車できません。 

TEL:052-2833
TEL:052-2833
TEL:052-2833

