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北海道学校図書館協会
青森県学校図書館協議会
岩手県学校図書館協議会
宮城県学校図書館協議会
秋田県学校図書館協議会
秋田県高等学校教育研究会学校図書館部会
山形県小中学校教育研究会学校図書館部会
山形県高等学校教育研究会図書館部会
福島県学校図書館協議会
茨城県教育研究会学校図書館研究部
茨城県高等学校教育研究会図書館部
栃木県学校図書館協議会
群馬県小学校中学校教育研究会学校図書館部会
群馬県高等学校教育研究会図書館部会
埼玉県学校図書館協議会
埼玉県高等学校図書館研究会
千葉県教育研究会学校図書館教育部会
千葉県高等学校教育研究会学校図書館部会
東京都学校図書館協議会
神奈川県学校図書館協議会
横浜市学校図書館協議会
新潟県学校図書館協議会
富山県学校図書館協議会
石川県学校図書舘協議会
福井県学校図書館協議会
山梨県学校図書館教育研究会
山梨県高等学校教育研究会学校図書館部会
長野県図書館協会小中学校図書館部会
長野県高等学校図書館協議会
岐阜県学校図書館協議会
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
愛知県学校図書館研究会
名古屋市学校図書館協議会
三重県学校図書館協議会
滋賀県学校図書館協議会
京都府学校図書館協議会
大阪府学校図書館協議会
大阪市学校図書館協議会
兵庫県学校図書館協議会
奈良県学校図書館協議会
和歌山県学校図書館協議会
鳥取県学校図書館協議会
島根県学校図書館協議会
島根県高等学校図書館研究会
岡山県学校図書館協議会
広島県学校図書館協議会
山口県学校図書館協議会
徳島県学校図書館協議会
香川県学校図書館協議会
愛媛県教育研究協議会学校図書館委員会
愛媛県高等学校教育研究会図書部会
高知県学校図書館協議会
福岡県学校図書館協議会
佐賀県学校図書館教育研究会
長崎県学校図書館教育研究会
熊本県学校図書館協議会
大分県学校図書館協議会
宮崎県学校図書館協議会
鹿児島県学校図書館協議会
沖縄県学校図書館協議会
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小石川後楽園

東京ドーム

五洋建設
後楽賓館

後楽交番
歩道橋

至新宿

飯田橋駅
至九段下

至御茶ノ水

JR 総武線

◉JR総武線飯田橋駅（東口）/地下鉄東西線・有楽町線・南北線・大江戸線飯田橋駅
下車徒歩13分
◉地下鉄丸ノ内線・南北線後楽園駅下車徒歩10分
◉都営大江戸線・三田線春日駅
下車徒歩11分（後楽園駅と連絡）

学校図書館センター

公益社団法人

全国学校図書館協議会

〒112-0003 東京都文京区春日2-2-7
T E L 03-3814-4317（代）
FAX 03-3814-1790
http://www.j-sla.or.jp
e-mail info@j-sla.or.jp

公益社団法人

全国学校図書館
協議会
Japan School Library Association

子どもと本の
幸せな出会いのために……

学校図書館は、さまざまな情報・メディアを活用して自ら
学ぶ力を育てる「学習センター」「情報センター」として、
また、読書を通して豊かなこころを育む「読書センター」
としての役割が求められています。公益社団法人全国学校
図書館協議会（略称・全国 SLA）は、学校図書館及び青少
年の読書の振興を図るとともに、各都道府県学校図書館研
究団体（各県 SLA）と連携し、学校教育の発展のために
多様な活動を行っています。

全国 SLA とは
全国 SLA は、61 の各都道府県学校図
書館研究団体の会長などからなる正会員

1950（昭和25）年

援しており、理事会・総会の議決に従っ
て業務を遂行しています。
学校図書館の研究、充実運動の拠点と
して建設された学校図書館センターには、
全国 SLA 事務局のほか、学校図書館研
究資料室、会議室があり、各種の研究会
等で活用されています。
研究・研修事業、
図書の選定等の事業

学校図書館や読書に
関する調査

各県 SLA の活動の
支援・推進

●学校図書館の充実
○図書費の増額
学校図書館の蔵書の充実のために、図書整備費の
予算化を自治体に要請しています。
会長

銭谷眞美

・全国学校図書館協議会創立
・第１回全国学校図書館研究大会開催
・機関誌
『学校図書館』創刊

1951（昭和26）年
1953（昭和28）年

・学校図書館向き図書選定開始
「学校図書館法」公布

1954（昭和29）年

・機関紙
『学校図書館速報版』
創刊

1955（昭和30）年

・第１回青少年読書感想文全国
コンクール

1963（昭和38）年

・「学校読書調査」開始

1970（昭和45）年

・第１回学校図書館賞

1977（昭和52）年

・第１回
「よい絵本」発表

1989（平成元）年

・第１回読書感想画中央コンクール

1990（平成２）年

・写真ニュース
『としょかん通信』創刊

1991（平成３）年

・全国SLA「学校図書館憲章」制定

1993（平成５）年

文部省「学校図書館図書標準」
制定

1997（平成９）年

学校図書館法改正

1998（平成10）年

・社団法人認可

1999（平成11）年

・第１回学校図書館出版賞

2000（平成12）年

・創立50周年
・学校図書館センター竣工

2001（平成13）年

学校図書館や読書に
関する出版物の刊行

○学校図書館の専門職員の配置
司書教諭や学校司書が学校図書館の専門職員とし
て十分に活動できるように、専任化や担当時間の
確保を要請しています。

●調査
○学校読書調査

「文字・活字文化振興法」
公布

2012（平成24）年

・公益社団法人認可

2014（平成26）年

学校図書館法改正

○選定図書
き、新刊図書の中から学校図書館向けの図書を選
定し、機関誌『学校図書館速報版』で発表してい
ます。
○よい絵本
子どもたちにぜひ読んでほしい絵本を選び、
『よ
い絵本』としてウェブ上で発表しています。
○夏休みの本（緑陰図書）
夏休みにぜひ読んでほしい本を 40 冊選び、
『夏
休みの本』（緑陰図書）として発表しています。

●顕彰・表彰
○学校図書館賞

子どもたちの１か月の読書冊数、読書環境、読ま

学校図書館の優れた理論的研究、運動の推進、実

れている本などを調査し、読書の現状と変遷を分

践研究や実践活動を顕彰します。

析し発表しています。
○学校図書館調査
予算、蔵書冊数、施設設備、職員などを調査し、
学校図書館の現状と変遷を分析し発表しています。
○自治体調査
学校図書館予算、子どもの読書にかかわる環境な

○日本絵本賞
１年間に出版された絵本の中から特に優れた絵本
を顕彰します。
○学校図書館出版賞
１年間に出版された学校図書館向けの優良な出版
企画を顕彰します。

ど全自治体にアンケート調査し発表しています。

●研究・研修
○全国学校図書館研究大会
全国の学校図書館関係者 2000 〜 3000 人が一
堂に会して学び合う研究会です。（隔年開催）
○地区学校図書館研究大会
北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国
・四国・九州の９地区で隔年に開く大会です。
○読書会コーディネータ養成講座
読書会の企画・運営を行うコーディネーターを
養成する講座です。
○学校図書館を活用するための講座
学校図書館の経営・運営に役立つ理論やスキルを
講義・実習で学ぶ講座です。
○学校図書館研究視察
海外・国内の優良な学校図書館などを訪問し、学
校図書館の経営・専門職員・施設などを学びます。

「子どもの読書活動の推進に関する
法律」公布

2005（平成17）年

●図書の選定・推薦
月２回、現場の先生、研究者による選定会議を開

全国 SLA の沿革と
学校図書館の歴史

で組織されています。ほかに個人・法人
などからなる賛助会員が全国 SLA を支

全国 SLA の主な事業

●コンクール
○青少年読書感想文全国コンクール
読書の楽しさ、すばらしさを体験させ、考える力、
表現する力を育てるコンクールです。
○読書感想画中央コンクール
読書の感動を絵画で表現することで感じる力、表
現する力を育てるコンクールです。

●募金

○広く募金を集め、全国の学校図書館・各県 SLA・
特に支援を必要とする学校図書館・本会の行う公
益事業等に使用します。

●機関誌・刊行物

機関誌『学校図書館』（月刊）
機関紙『学校図書館速報版』
（月２回刊 )

●支援

個人、団体、各県ＳＬＡなどの学校図書館や読書に
関するさまざまな活動を支援しています。

写真ニュース『としょかん通信』
（月刊）
学校図書館に関する実践や研究に利用する図書
集団読書テキスト

全国 SLA の刊行物
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北海道学校図書館協会
青森県学校図書館協議会
岩手県学校図書館協議会
宮城県学校図書館協議会
秋田県学校図書館協議会
秋田県高等学校教育研究会学校図書館部会
山形県小中学校教育研究会学校図書館部会
山形県高等学校教育研究会図書館部会
福島県学校図書館協議会
茨城県教育研究会学校図書館研究部
茨城県高等学校教育研究会図書館部
栃木県学校図書館協議会
群馬県小学校中学校教育研究会学校図書館部会
群馬県高等学校教育研究会図書館部会
埼玉県学校図書館協議会
埼玉県高等学校図書館研究会
千葉県教育研究会学校図書館教育部会
千葉県高等学校教育研究会学校図書館部会
東京都学校図書館協議会
神奈川県学校図書館協議会
横浜市学校図書館協議会
新潟県学校図書館協議会
富山県学校図書館協議会
石川県学校図書舘協議会
福井県学校図書館協議会
山梨県学校図書館教育研究会
山梨県高等学校教育研究会学校図書館部会
長野県図書館協会小中学校図書館部会
長野県高等学校図書館協議会
岐阜県学校図書館協議会
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
愛知県学校図書館研究会
名古屋市学校図書館協議会
三重県学校図書館協議会
滋賀県学校図書館協議会
京都府学校図書館協議会
大阪府学校図書館協議会
大阪市学校図書館協議会
兵庫県学校図書館協議会
奈良県学校図書館協議会
和歌山県学校図書館協議会
鳥取県学校図書館協議会
島根県学校図書館協議会
島根県高等学校図書館研究会
岡山県学校図書館協議会
広島県学校図書館協議会
山口県学校図書館協議会
徳島県学校図書館協議会
香川県学校図書館協議会
愛媛県教育研究協議会学校図書館委員会
愛媛県高等学校教育研究会図書部会
高知県学校図書館協議会
福岡県学校図書館協議会
佐賀県学校図書館教育研究会
長崎県学校図書館教育研究会
熊本県学校図書館協議会
大分県学校図書館協議会
宮崎県学校図書館協議会
鹿児島県学校図書館協議会
沖縄県学校図書館協議会

N

冨坂警察署

小石川後楽園

東京ドーム

五洋建設
後楽賓館

後楽交番
歩道橋

至新宿

飯田橋駅

至御茶ノ水

JR 総武線
至九段下

◉JR総武線飯田橋駅（東口）/地下鉄東西線・有楽町線・南北線・大江戸線飯田橋駅
下車徒歩13分
◉地下鉄丸ノ内線・南北線後楽園駅下車徒歩10分
◉都営大江戸線・三田線春日駅
下車徒歩11分
（後楽園駅と連絡）

学校図書館センター

公益社団法人

全国学校図書館協議会

〒112-0003 東京都文京区春日2-2-7
T E L 03-3814-4317
（代）
FAX 03-3814-1790
http://www.j-sla.or.jp
e-mail info@j-sla.or.jp

公益社団法人

全国学校図書館
協議会
Japan School Library Association

子どもと本の
幸せな出会いのために……

