
第４７回近畿学校図書館研究大会 

和歌山大会 

   

今大会は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、和歌山市での開催は中止となりました。 

全体会は、登録 ID とパスワードによるオンデマンド配信にて Web 視聴（期間限定）となります。また、 

分科会は、すべて紙面発表で実施いたします。例年とは異なる形での開催となりますが、多数の方々のご 

参会のもと、学校図書館教育がますます充実しますことを願いつつご案内申し上げます。 

 

１ 開催形式  全体会：オンデマンド配信による Web 視聴 

         報  告 「学校図書館の現状と課題」 全国学校図書館協議会理事長 設楽 敬一 

           記念講演 「日本の水とそこに棲む生き物の不思議」 写真家 内山りゅう 

          分科会：「大会集録」による紙面発表 

２ 主  題 「新しい時代にふさわしい学校図書館とは」 

～学校図書館が期待されること、地域との連携・融合などを探求する～ 

  ３ 主  催  和歌山県学校図書館協議会 近畿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 

４ 後  援  文部科学省 和歌山県教育委員会 和歌山市教育委員会 福井県教育委員会 

滋賀県教育委員会 京都府教育委員会 大阪府教育委員会 大阪市教育委員会  

兵庫県教育委員会 奈良県教育委員会 

５ 参 加 費  2,000 円（資料代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 分科会一覧 

校

種 

第１分科会 

リーディング・ ラーニング 

第２分科会 

クリエイティヴ 

第３分科会 

ネットワーク 

小

学

校 

低

学

年 

本が借りたくなる図書館づくり 

 斑鳩町立斑鳩小学校 清瀬 知香 

 

 

「主体的・対話的で深い学び」の実

現に向けた学校図書館のあり方 

   宝塚市立末成小学校 宮崎 真弓 

子どもの読書活動を豊かにする

取組（仮） 

  福知山市立遷喬小学校 山路 未紗 

 

図書館と連携した授業作り 

    高槻市立南平台小学校 川﨑 伸夫 

図書館って楽しいよ。便利だよ。 

―つながって読む読書環境作り― 

紀の川市立田中小学校 田中 理砂 

 

つながる学校図書館 

  大津市立石山小学校 山口 靖巴 

小

学

校 

高

学

年 

学校司書教諭と学校司書との連

携による学習支援活動 

 堺市立熊野小学校 司書教諭 花岡 智子 

 

資質・能力の育成と学校図書館 

 京都市立唐橋小学校 早川 幸佑 

学校だからできる 

～授業を創る～ 

  三田市立すずかけ台小学校 森安 修子 

 

Let’s go だいすき！学校図書館 

 大阪市立育和小学校 吉岡 望 

未来を拓く学校図書館 

～多様な連携を目指して～ 

福井市立羽生小学校 笹島 美紀子 

福井市立文殊小学校 山川 香代子 

本と友達になろう！～西小コミュ

ニティ学びっ子部会とともに～ 

 香芝市立真美ケ丘西小学校 米田 美穂 

 

 

中

学

校 

 

調べ学習における「デジタル」と

「アナログ」の使い分けについて 

～「公民的分野・現代社会」での調べ

学習を通して考える～ 

神戸市立本多聞中学校 岩浅昴汰・道浦百合 

学校図書館における理科授業実践

～読み解く力の育成を通して～ 

 長浜市立木之本中学校 丸本 高祥 

地域とともに歩む図書館 

─本と人とのつながり─ 

田辺市立上芳養中学校 黒田 和秀 

 

一人一人に優しい図書館を目指

して 

坂井市立春江中学校 坪川 由依 

学校図書館はどこと繋がれる

か！？ 

 大阪市立中学校 教育メディア部 

 

「学習のための読書法」 

～必要な情報を得る読み方～ 

 舞鶴市立城北中学校 小谷 美佐子 

 

 

高  

 

校 

 

「絵本読み聞かせ技術講習会」 

～幼稚園教諭、保育士、面接においての

自己表現力向上を目指す生徒に向けて～ 

 大阪市立汎愛高等学校 藤井 豊 

和歌山県第１ブロック各校での特

色ある取り組みについて 

和歌山県立伊都中央高等学校 西浦 博之 

和歌山県立紀北工業高等学校 北山 浩司 

生徒の読書実態を探り、読書意

欲を高めるための研究 

滋賀県立伊香高等学校 上津 さよ子 

 

本校の図書館の実態と課題につ

いて 

奈良県立奈良北高等学校 橋之爪 桜 

大阪府の ICT 活用の現状につ

いて 

大阪府高等学校図書館研究会役員  

冨田 忍 

地域や他の図書館との連携 

  福井県立大野高等学校 櫛桁 公博 

 

 

全

校

種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

「ちょっと気になる図書館」をめざ

して 

和歌山県立箕島高等学校 小阪 直美 

和歌山県立向陽高等学校 古谷 みわ 

学校図書館をつくりたい！ 

～子供も大人も楽しめる学びの場

をめざして～ 

和歌山市立宮小学校 志場あゆみ 

「連携」をキィワードに進める図

書館教育の充実 

海南市立日方小学校 森本 浩輝 

 

「オンライン充実委員会」の実践

研究 

和歌山県立新宮高等学校 倉谷 亘宏 

 

記念講演「日本の水とそこに棲む生き物の不思議」 

写真家 内山りゅう氏 
プロフィール 

1962 年東京生まれ。ネイチャーフォトグラファー。 

“水”に関わる生き物とその環境の撮影をライフワークとしている。 

とくに淡水にこだわり、写真集や図鑑、写真絵本などを精力的 

に発表する。1999 年、美しい水環境を求めて和歌山県に移住。 

主な写真集に 『水のこと～水の国、わかやま。』（講談社エディ 

トリアル）、『青の川 奇跡の清流 銚子川』（山と渓谷社）、 

『アユ 日本の美しい魚』（平凡社）、『大山椒魚』（ビブロス）などがあり、主な著書に 『田んぼの生き物図鑑』『日本の

淡水魚』（山と渓谷社）、『水の名前』（平凡社）、写真絵本に 『水のコレクション』（フレーベル館）、『ウナギのいる川 い

ない川』『ヘビのひみつ』『たんぼのカエルのだいへんしん』（ポプラ社）他多数がある。『さかなのたまご』（ポプラ社）では、

第 65 回産経児童出版文化賞を受賞。平成 22 年度和歌山県文化奨励賞を受賞。  

公式 HP http://uchiyamaryu.com 

http://uchiyamaryu.com/


■お申込み 

本大会への参加申し込みは、インターネット上のホームページよりお申し込みください。 

   ※お申し込みの際には、お申込者本人のメールアドレスをご用意ください。 

  

１）申込受付期間：令和３年８月２０日（金）～９月３０日（木） 

     申込後はキャンセルされましても参加費が発生いたします。  

 

２）申込専用 URL https://www.mwt-mice.com/events/sla-kinki2021 

 

３）お支払い方法 お支払いは、指定の銀行口座にてお願いいたします。 

     支払期日は、令和３年９月３０日（木）となっております。 

それ以降の支払いはできませんのでご注意ください。 

     

 

 

 

４）参加費２,０００円には、「第４７回近畿学校図書館研究大会和歌山大会集録」の資料代・ 

郵送費ならびに全体会のオンデマンド配信視聴料が含まれています。 

 

５）全体会の報告・記念講演動画視聴について 

  参加登録申込、参加費のお支払いを済ませた方のみ視聴可能です。 

配信開始の約１週間前に、ID とパスワードを通知します。 

     視聴期間：令和３年１０月１日（金）～１０月１５日（金） 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県 PR キャラクター「きいちゃん」  

                                 

 

〈大会事務局〉 

〒640-8311  和歌山県和歌山市寺内４２６   

和歌山市立岡崎小学校   西本 三夫 

         TEL 073-471-1750  FAX 073-471-8900 

 

 

  三菱 UFJ 銀行 新東京支店 普通 ３３１８７１１ 

  口座名義 名鉄観光サービス株式会社 

 


