
 

                                                                          

                                      令和３年７月吉日 

関係各位                                   

第３１回北信越地区学校図書館研究大会 

                           第３０回富山県学校図書館研究大会 

                                         大会長    君波 敦子 

 

第３１回 北信越地区学校図書館研究大会 富山大会（オンライン開催） 

第３０回 富山県学校図書館研究大会           

大会主題 「新しい時代の図書館づくり」 
 

１  趣   旨    

近年、グローバル化の進展、絶え間ない技術革新等により、社会が急速に大きく変化し、予測が困難な

時代となっています。このような時代に、子供たちが直面する様々な変化を柔軟に受け止め、感性を豊か

に働かせながら主体的に学び、自分なりに試行錯誤したり、多様な他者と協働したりして、様々な情報を

見極め、新たな価値を生み出していくことが、学校教育に求められています。 

また、学校教育を取り巻く環境も変化しています。児童生徒数の減少に伴う環境の変化や「新しい生活

様式」への移行、子供たち一人一人の能力や適性に応じた学びを実現するための多様な学習等が、学校教

育に求められています。こうした変化に対応するため、ＩＣＴ活用も進められています。 

こうした時代に、学校図書館を活用した学習活動の在り方や「読書センター・学習センター・情報セン

ター」としての学校図書館の役割、地域の図書館との連携及び人材活用等について、研究・協議を深める

ことを目指します。 

 

２  期    日     令和３年１０月１日（金）～２２日（金） ＊オンライン期間限定配信 

 

３  主 催     富山県学校図書館協議会    北信越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   富山県教育委員会      

 

４  後   援    文部科学省          富山市教育委員会 

（予  定）    富山県小学校長会  富山県中学校長会  富山県高等学校長協会 

 

５  開催形式  オンライン開催（期間限定配信） 

 ・参加をご希望の場合、本大会専用フォームにて 申込登録の手続きが必要となります。 

 ・1 件のお申込みにつき、１アカウント（IＤ＋パスワード）が発行されます。 

  富山県内関係者は学校単位、県外関係者は 1 名単位でお申込み下さい。 

 ・配信期間中は、いつでも何度でも視聴することが可能です。 

  ただし、１アカウントで同時間帯に複数の人が視聴することはできません。予めご了承下さい。 

 

６  内容 

【全体会】 

① 動画または電子文書の配信で実施します。 

・大会長あいさつ  

・全国ＳＬＡ報告（３０分） 公益社団法人 全国学校図書館協議会理事長 設楽 敬一 氏 

 

 



【分科会】 

① 提案者からの研究発表（２２本） 音声付きプレゼン・動画等による報告とします。 

② 指導助言者からの指導助言      後日発行する大会報告集に掲載します。 

【大会冊子】 

① 大会期間は分科会発表の一部データのダウンロードが可能です。 

② 大会報告集を作成し、開催終了後に富山県内各校および希望者勤務校宛てに送付します。 

（留意事項） 

・動画の録音・録画・撮影・転用、資料の外部提供は固く禁止します。 

・申込登録の手続きがお済みでない場合、動画の視聴および資料の閲覧はできません。 

 

７  申込方法・日程 

① 本大会専用フォーム（ http://www.mwt-mice.com/events/toshokan31 ）よりお申込み下さい。 

申込期間中に内容変更・取消が生じた場合は、各自専用フォームより手続きをお願いします。 

締切後の変更・取消は、名鉄観光サービス（株）富山支店まで FAX にてご連絡ください。 

 申 込 期 間  ７月３０日(金) ～ ９月１０日(金)  

② 申込が完了すると、登録されたメールアドレスに『参加登録完了通知メール』が届きます。 

参加費振込のご案内を確認の上、指定の口座へ参加費をお振り込み下さい。なお、振込料 

はご負担願います。 

 振 込 期 限  ９月１７日(金)  

③ 開催が近付きましたら、登録メールアドレスに『動画視聴ページ URL』をお知らせします。 

動画の視聴・資料の閲覧は、配信期間中に終えて下さい。 

 視 聴 ご 案 内  ９月２７日(月)前後  

 （留意事項） 

  ・申込の翌日を過ぎても登録完了通知メールが届かない場合は、名鉄観光サービス（株）富山支店 

までご連絡ください。 

  ・ご入金確認ができない場合、動画視聴ページ URL のご案内は送信されませんのでご注意下さい。 

 

 

８  参 加 費   記録集希望の場合 １，５００円／１名  不要の場合 １，０００円／１名 

                                

９  問い合わせ先 

◇ 大会内容・申込区分等について 

【大会事務局】富山県立富山いずみ高等学校内大会事務局 事務局長 谷川 淳 

〒939-8081 富山県富山市堀川小泉町１-２１-１ 

      Tel 076-424-4274 Fax 076-424-4275  

      メールアドレス tanikawa-atsushi@ed.pref.toyama.jp 

◇ 専用フォーム・お申込み方法について 

【専用フォーム運営】名鉄観光サービス株式会社富山支店 (担当) 稲垣・橋谷田 

〒930-0004 富山県富山市桜橋通り 1-18 北日本桜橋ビル内 

      Tel 076-431-8056 Fax 076-431-2056 

      メールアドレス toyama@mwt.co.jp 
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分科会および発表者・指導助言者 

 

部会 分科会 県 所属校 名前 助言者 

A 読書セン

ターとして

の学校図書

館の在り方 

小学校 

 

富山 高岡聴覚総合支援学校 澤田 武則（教諭） 上越市教育委員会 

学校教育課指導主事 

内藤 雅代 
富山 滑川市立寺家小学校 千葉 奈津江（教諭） 

富山 射水市立金山小学校 吉田 佳央梨（教諭） 

新川 絵里（学校司書） 

長野 須坂市立須坂小学校 返町 美里（学校司書） 

山口 美直（教頭） 

中学校 

 

富山 入善町立入善中学校 梅津 詩織（教諭） 長野市立裾花小学校 

校長 宮島 卓朗 
富山 氷見市立南部中学校 米田 香麗（教諭） 

新潟 上越市立名立中学校 小林 恵  (教諭) 

高校 富山 県立福岡高校 四日 正樹（教諭） 石川県立小松明峰高校 

教頭 小篠 聡  
富山 県立となみ野高校 越田 早央里（教諭） 

長野 県立長野西高校 宮下 由夫（教諭） 

田中 和彦（学校司書） 

Ｂ  学習・情

報センター

としての学

校図書館の

在り方 

小学校 富山 富山市立蜷川小学校 奥井 優理（教諭） 加賀市立山中小学校 

校長 後藤 弘美 
富山 高岡市立成美小学校 山下 彩菜（教諭） 

新潟 上越市立宝田小学校 田中 雅人（教諭） 

中学校 富山 南砺市立吉江中学校 河合 仁美（教諭） 南砺市立吉江中学校 

校長 島田 博英 
石川 加賀市立片山津中学校 

加賀市立山中中学校 

隅田 亜紀子（教諭） 

堀川 憲大（教諭） 

長野 長野市立朝陽小学校 山﨑 裕子（学校司書） 

高校 富山 県立入善高校 多賀 陽介（教諭） 長野県立松本工業高校 

校長 高嶋 邦夫 
石川 県立金沢二水高校 

県立小松商業高校 

中村 里江子（教諭） 

駒田 洋子（学校司書） 

新潟 県立高田北城高校 吉村 良紀（教諭） 

Ｃ  図書館運

営の在り方 

（小中高合同） 

小学校 石川 志賀町立志賀小学校 岡山 佳代（教諭） 上越教育事務所 

学校支援第 2 課指導主事 

田中 枝利子 
中学校 富山 富山市立速星中学校 池原 久瑠美（教諭） 

高校 富山 県立富山北部高校 亀澤 政喜（教諭） 

 

 


