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豊かな心と確かな学びを育む学校図書館の創造 
～主体的・対話的で、深い学びを支える学校図書館教育～ 

 

会 長   市 川  栄 子 

（ 鴻 巣 市 立 常 光 小 学 校 ） 

 各市町村教育委員会をはじめ、各学校及び学校図書館

教育に携わる皆様には、日頃より本会の活動にご支援と

ご協力を賜り心より感謝申し上げます。 

 さて、昨年度の小学校に続いて、いよいよ中学校の新

学習指導要領が全面実施となりました。各学校種の総則

には、「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を

図り、児童生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向

けた授業改善に生かすとともに、児童生徒の自主的、自

発的な学習や読書活動を充実すること」と明記されてい

ます。受け身型から探求型の学習への転換が強く求めら

れる中、学校教育のインフラである学校図書館は、「学

校図書館法」で示されているとおり、教育課程の展開に

寄与すること、児童生徒の健全な教養を育成すること、

という２つの目的を有し、子供たちの学びを支える重要

な役割を担っています。そのために策定された第５次「学

校図書館図書整備等５か年計画」も最終年度となり、図

書資料の整備、新聞配備、学校司書の配置等、一層の充

実が図られてきています。 

 このように子供たちを取り巻く読書環境が整備、改善

されつつある一方、昨年度はコロナ禍の猛威に翻弄さ

れ、各学校図書館でも感染症拡大防止と学びの保障を両

立させる手立てを創意工夫されたことと存じます。子供

たちに本を手渡すために何ができるか、関係の皆様の

様々なご尽力により、「感染拡大前よりも子供たちの読

書量が増えた」という調査結果も報告されています。制

約の多い生活を強いられ、思うように活動ができない

分、子供たちは本と向き合う時間を多くもつようにな

り、自分の世界を広げてくれる本と出会うことができた

のでしょう。これまで知らなかった世界や価値観を学

び、考え、未来に一歩踏み出す勇気を湧きあがらせるこ

とができたかけがえのない読書体験だと思います。 

学校図書館は、豊かな感性や情緒を育む読書センター

としての機能と、教育課程の展開を支える資料センター、

自ら学ぶ学習･情報センターとしての役割を担っていま

す。さらに、カリキュラム・マネジメントや GIGAスクー

ル 

ル構想による ICT 環境整備、電子メディアなどにも対応し

て、時代の求めに応じた新しい教育の中核となる学校図

書館に進化させることが求められます。社会の動きに伴っ

て本年４月に改訂された「学校図書館メディア基準」（全

国 SLA）は、蔵書の最低基準冊数、配分比率等を大幅に見

直し、印刷メディア（新聞・雑誌）、電子メディアそれぞ

れについても基準数を示しています。自校の学校図書館資

料を点検する際の指標となります。 

 本会では、未来社会を切り拓くための資質・能力の育

成を求めた新学習指導要領の趣旨を踏まえ、研究主題に

「豊かな心と確かな学びを育む学校図書館の創造」、副題

として「主体的・対話的で、深い学びを支える学校図書館

教育」を掲げ、４つの専門委員会が以下の活動方針に則り

研究を推進します。 

＜活動方針＞ 

（１）管理運営 

  学習･情報センターとしての学校図書館の充実に関す

る研究 

（２）利用指導 

  学び方を学ぶ情報活用能力を育成する指導の在り方

に関する研究 

（３）読書指導 

  生きる力と豊かな心を育む読書活動の指導の在り方

に関する研究 

（４）地域連携 

  学校、家庭、地域社会等の連携による読書活動の推進

の在り方に関する研究 

 また、本年度も読書感想文並びに読書感想画コンクール

を実施します。感性豊かな埼玉の子供たちの作品が数多く

応募されることを期待しています。２月には、これらの研

究内容を収録した研究集録と読書感想文・読書感想画コン

クール優秀作品を紹介する「真珠」を発行する予定です。 

 皆様には、今年度もより一層のご支援とご指導をお願

い申し上げます。 

ＮＯ．８９
■埼玉県連合教育研究会 ■埼玉県学校図書館協議会       令和３年７月
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令和３年度各部事業計画の概要  
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令和３年６月３日(金)、越谷市中央市民会館に於いて埼玉県学校図書館協議会第１回理事会並びに第１回

研究員研究協議会を開催した。これに先立ち、総会を書面表決として無事承認された。コロナ対応で２部制

の入れ替わり形式にし、理事会と研究員研究協議会を並行して行い、活発な協議がなされた。 

 

〈総務部〉 

部長  さいたま市立与野本町小学校  

森  裕子 

総務部は、さいたま市の役員で構成され、「令和

３年度埼玉県読書感想文コンクール」・「同読書感想

画コンクール」を担当します。 

昨年度は、コロナ感染予防の観点から、審査の仕

方及び出品数や入賞数を大きく変えざるを得ませ

んでしたが、今年度はほぼ一昨年度並の規模に戻し

てコンクールを行う予定です。 

本コンクールは、「子どもたちが読書の楽しさやす

ばらしさを味わい、読書の感動を文章や絵にして表

現することをとおして、豊かな人間性や考える力を

育むこと」を目的としています。長引く自粛生活の中

で、読書に勤しみ、心に残るすばらしい本と出会った

ということもあるでしょう。自分が感じた世界を感

想文や感想画に思う存分表現した作品が集まってく

ることをお待ちしています。 
 

〈研究部〉 

部長  三郷市立彦糸小学校  

宮﨑 正子 

 研究部では、「豊かな心と確かな学びを育む学校図

書館の創造～主体的・対話的で深い学びを支える学

校図書館教育～」に向けて、４つの研究部委員会（管

理運営、利用指導、読書指導、地域連携）が各々のテ

ーマを設け研究を推進しております。 

本会では、各地区から推薦または主体的に学校図

書館教育を学びたい・学校図書館の運営方針の手立

てを深めたい方にも参加いただいております。 

研究部の主な事業は、夏季研究大会、（今年度のみ

研究協議会）１１月予定の授業研究会、年２回の研

究員研修会を開催いたします。多くの先生方と実践

研究の成果を共有し、学校図書館教育の充実を目指

してまいります。 

 

〈情報部〉 

部長  川越市立寺尾中学校  

天達 新一  

情報部では、次の３点について真摯に取り組んで

まいります。 

 １点目は、学校図書館に関する調査及び資料の収

集・集約です。集約したものは本会広報誌「埼玉Ｓ

ＬＡ」の誌面で、広く会員の皆様に提供できるよう

努めてまいります。２点目は「図書館と県民のつど

い２０２１」(主催：県図書館協会)への協力です。

県内外からも多数の来場をいただき、例年好評をい

ただいている催しです。現在、令和３年１２月１１

日（土）に桶川市民ホール・さいたま文学館で開催

予定ですが、新型コロナウイルスの感染拡大状況に

より、オンライン開催となるかもしれません。ぜひ

会員皆様のご参加をお待ちしています。３点目は、

読書感想文コンクール審査の速報版の作成です。正

確で迅速な速報を発出できるよう担当一同努めてま

いりますので、速報に必要なデータの提供に御協力

をお願いいたします。 

〈出版部〉 

部長  深谷市立南中学校  

柴﨑 勇二 

出版部では、刊行物の編集や出版、販売などの事業

を中心に行います。本年度も読書感想文・読書感想画

優秀作品集「真珠」を刊行し、県内の小･中･特別支援

学校に配付してまいります。これは、埼玉県コンクー

ルの優秀作品、審査結果や審査員の審査評を掲載し、

各学校で読書感想文や読書感想画の指導をする際に

参考としたり、活用したりできるものです。また、「研

究集録」を発行します。これには本会の研究の成果や

協議の内容等を掲載し、各校で学校図書館教育推進に

役立つように情報発信いたします。 

 さらに、読書指導、利用指導、学校図書館の管理･運

営等の参考資料として「司書教諭ガイドブック改訂

版」｢すぐできる読書指導｣を刊行しております。「真

珠」とともに活用の促進を図ってまいります。 
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 研究員研究協議会 協議内容  

◆管理運営委員会（ 委員長 杉山綾子 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆利用指導委員会（ 委員長 滝沢 慎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆読書指導委員会（ 委員長 伊藤あゆみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理運営委員会では「学習・情報センターとしての学校図書館の充実」をテーマに、より良い学校図書館運営に向けて工夫改

善を図るべく研究を進めていく。 

この第１回研究協議会での話題は①バーコード化②新型コロナウイルス感染症対策③研究授業の形式④学校図書館だよりの

活用の、大きく分けて４つであった。①まだバーコード化がされていない学校図書館が、予算を抑えながらもバーコード化を進

めていくにはどうすればよいのか。実際に導入するプロセスを追い、それが共有できるとよい。②コロナ禍の様々な制限がある

中で、どのように児童の読書環境を守り、読書活動を推進していくのか。各校の具体的な工夫や取組を情報交換できるとよい。

③研究授業を行うにあたり、たくさんの先生方に参観していただくためのより良い方法はあるか。過去に参観した研究授業での

良さを出し合い、参考にできるものを探った。④学校図書館だより等を活用して、読書活動や図書委員会の活動をより活発化さ

せている先生から、学校図書館だよりを見せてもらいながら実践例の話を聞くことができた。 

今後は、各校の事例を持ち寄り、参会者全員の学校図書館がより良くなるよう研究を進めていくこととなった。 

地域連携委員会では、「学校、家庭、地域社会等の連携による読書活動の推進の在り方」をテーマに、各学校における家庭・

地域社会との連携実践について情報交換を行った。 

公共図書館との連携については、団体貸出や調べ学習コンクール等をしている地域があり、詳しい連携内容について話し合っ

た。また図書主任会に公共図書館長も参加し連携している地域や、セカンドブックとして市から児童へ図書をプレゼントしてい

る地域もあった。 

家庭・地域との連携については、読み聞かせボランティア等との連携について情報交換を行った。地域によっては、職場体験

学習から近隣の書店との連携が始まり、中学生が POPを作成し、書店に置いてもらっている例もあった。また、コロナ禍で安全

対策を講じながら家庭・地域とどのように連携しているか、情報交換を行った。今後は、今までの実践事例を持ち寄り、より良

い連携方法について研究を進めていく。 

 読書指導委員会では、「生きる力と豊かな心を育む読書活動の指導の在り方」をテーマに、これまで各学校で取り組んできた

読書指導の工夫について情報交換を行った。 コロナ禍の中で制限されているため、やりたいけれどできないという悩みが多く

出され、密を避けてどのように読書指導をしているのかが話し合われた。 

 図書の貸し出しの仕方では、休み時間を学年で割り振って来館人数を減らしたり、椅子を減らしたり、図書委員でなく教師が

分担して貸し出しをしたりするなどの制限を設けている学校もあった。委員会の活動もイベントなど人を集めることが難しく、

しおりや POP作りで本の紹介をしている活動などが出された。また読書指導の仕方では、図書館から学年用に本を借りてきて、

教室近くにミニ図書館を作ったり、授業に合わせて並行読書を取り入れ本に親しませたりする工夫や、図書館の机にパーテーシ

ョンを設置し利用するなどの工夫も出された。 

どの学校、教師からも、読書活動を止めずに継続させ、本に親しませたいという思いが伝わって 

くる話し合いとなった。 

利用指導委員会は、専門委員、研究員に新たなメンバーを加え、本年度のテーマ「学び方を学ぶ情報活用能力を育成する指導

の在り方」について、研究内容の共通理解を図った。研究を進めるに当たって、本年度の活動計画をもとに、各自の今後の取組

を確認した。 

研究内容がより実践的となるように、各市や学校の情報交換を行う。年度当初の利用指導の工夫や特色ある取組（読書マラソ

ンカード、ランドセルブック、家読ゆうびんコンクールなど）に触れるとともに、本年度は、GIGAスクール元年でもあり、ICT機

器を活用した指導法の研究や児童生徒、一人ひとりに貸与されているタブレット型 PCをいかに活 

用していくのか、協議を進めた。市により,iPad,chromebook、Windowsと、採用機器が異なるが、 

それぞれの利点を生かしながら、研究を進めることで一致した。 

今後は、これまでの実践資料を持ち寄り、利用指導の研究を深めていく。 

◆地域連携委員会（ 委員長 高橋 義樹 ）  

 

 

 

 



あとがき 
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令和３年度 埼玉県学校図書館協議会役員一覧 

事務局 〒３４３－０８２３ 越谷市相模町 3 ｰ 165 越谷市立大相模中学校内   中井美穂 

                TEL  ０４８－９８７－２１１１      FAX ０４８－９８７－２１１４ 
本部役員   

 

昨年度は様々な活動が制限され、６月３日の理事会・研究員研究協議会が久しぶり

の開催となりました。関ブロ茨城大会もリモートですが開催されます。学校図書館へ

の関心がより深まることを期待して広報を発信させていただきます。原稿をお寄せ頂

いた皆様のご協力に感謝いたします。 

埼玉 SLA 情報部  

川越市立芳野中学校   天達 新一 

川越市立高階北小学校  冨澤 浩子 

川越市立南古谷小学校  中島 晶子 

川越市立高階北小学校  池上 由美 

川越市立霞ヶ関東中学校  島田 祐介 

氏名 職名 学校名 〒 住所 電話 FAX

会長 市川　栄子 校長 鴻巣市立常光小学校 365-0025 鴻巣市下谷369 048-541-5739 048-542-3164

副会長(西） 天達　新一 校長 川越市立寺尾中学校 350-114１ 川越市寺尾1068 049-245-6701 049-240-1774

副会長(さいたま） 森　   裕子 校長 さいたま市立与野本町小学校 338-0003 さいたま市中央区本町東3ｰ5-23 048-852-4444 048-852-9223

副会長(北) 柴﨑　勇二 教頭 深谷市立南中学校 366-0818 深谷市萱場320 048-572-8373 048-572-9638

副会長(東) 宮﨑　正子 校長 三郷市立彦糸小学校 341-0003 三郷市彦成3-10-23 048-957-0201 048-957-0202

顧問 木村　直美 前会長

事務局長 中井　美穂 教諭 越谷市立大相模中学校 343-0823 越谷市相模町3ｰ165 048-987-2111 048-987-2114

事務局幹事 櫻井亜莉沙 教諭 越谷市立富士中学校 343-0857 越谷市新越谷1-85 048-966-0317 048-966-0836

事務局会計 清宮なつみ 教諭 吉川市立北谷小学校 342-0036 吉川市高富857 048-982-5158 048-984-5273

事務局会計 佐々木菜摘 教諭 三郷市立彦糸中学校 341-0003 三郷市彦成3-14-4 048-957-1215 048-959-5579

監査 監事 高橋　義樹 教頭 川口市立安行小学校 334-0057 川口市大字安行原2020 048-295-1803 048-295-1975

総務部部長 森　   裕子 校長 さいたま市立与野本町小学校 338-0003 さいたま市中央区本町東3ｰ5-23 048-852-4444 048-852-9223

総務部副部長 日比　圭都 教頭 さいたま市立上落合小学校 338-0001 さいたま市中央区上落合4ｰ14ｰ24 048-852-5381 048-852-0150

総務部副部長 木和田美佐 教頭 さいたま市立八王子中学校 338-0006 さいたま市中央区八王子4ｰ２ｰ１ 048-854-8381 048-854-8382

総務部 宮澤　拡子 教諭 さいたま市立仲町小学校 330-0061 さいたま市浦和区常盤8-18-4 048-831-4781 048-835-1355

総務部 塚本　直子 教諭 さいたま市立美園中学校分教室 336-0963 さいたま市緑区大門1030 048-878-1262 048-878-1262

総務部 吉田　紗恵 教諭 さいたま市立新和小学校 339-0027 さいたま市岩槻区尾ヶ崎1252 048-798-0003 048-798-8732

総務部 澤浦　美砂 教諭 さいたま市立春岡小学校 337-0008 さいたま市見沼区春岡2-29-1 048-683-3281 048-683-8974

総務部 石田　桃子 教諭 さいたま市立善前小学校 336-0015 さいたま市南区太田窪2500-1 048-882-7871 048-811-1329

総務部 林　   恵子 教諭 さいたま市立与野本町小学校 338-0003 さいたま市中央区本町東3ｰ5-23 048-852-4444 048-852-9223

総務部 塚田　   萌 教諭 さいたま市立海老沼小学校 337-0032 さいたま市見沼区東新井701-5 048-686-2125 048-686-5350

総務部 横山　志穂 教諭 さいたま市立大砂土小学校 331-0802 さいたま市北区本郷町１ 048-663-7005 048-663-9886

研究部部長 宮﨑　正子 校長 三郷市立彦糸小学校 341-0003 三郷市彦成3-10-23 048-957-0201 048-957-0202

研究部副部長 土井　純子 校長 和光市立新倉小学校 351-0115 和光市新倉2-2-39 048-461-2108 048-461-2144

管理運営委員長 杉山　綾子 教諭 所沢市立小手指小学校 350-1147 所沢市小手指元町2-29-2 04-2948-2215 04-2948-1274

専門員 江原　美華 教諭 富士見市立鶴瀬小学校 354-0033 富士見市羽沢2-1-1 049-251-0149 049-255-9958

専門員 荒川　琴美 教諭 熊谷市立大原中学校 360-0812 熊谷市大原3-4-1 048-521-0049 048-521-8428

利用指導委員長 滝沢　   慎 校長 三郷市立前谷小学校 341-0044 三郷市戸ヶ崎2丁目６００ 048−955−9331 048-955-9332

専門員 古舘　恵里 教諭 越谷市立東中学校 343-0023 越谷市東越谷9-3160 048-962-2366 048-962-2737

専門員 佐藤　悠美 教諭 川越市立大東東小学校 350-1118 川越市豊田本4-16-1 049-243-3105 049-240-1767

専門員 吉田　育代 教諭 本庄市立中央小学校 367-0043 本庄市緑1-16-1 0495-21-2361 0495-23-3307

読書指導委員長 伊藤あゆみ 校長 久喜市立栗橋小学校 349-1103 久喜市栗橋東3-3-1 0480-52-2114 0480-52-2194

専門員 八代　和泉 教諭 川越市立霞ヶ関西小学校 350-1175 川越市笠幡3971-4 049-232-8500 049-239-1093

専門員 斎藤　智香 教諭 吉川市立美南小学校 342-0038 吉川市美南4-17-3 048-984-3730 048-983-5268

地域連携委員長 高橋　義樹 教頭 川口市立安行小学校 334-0057 川口市大字安行原2020 048-295-1803 048-295-1975

専門員 八代　徳子 教諭 三郷市立丹後小学校 341-0018 三郷市早稲田5-3 048-957-1217 048-957-1218

専門員 荒木　沙織 教諭 三郷市立瑞木小学校 341-0021 三郷市さつき平1-6-1 048-957-1310 048-957-1311

専門員 手島　博美 教諭 鴻巣市立田間宮小学校 365-0059 鴻巣市糠田2985 048-596-0617 048-597-0262

情報部部長 天達　新一 校長 川越市立寺尾中学校 350-114１ 川越市寺尾1068 049-245-6701 049-240-1774

情報部副部長 冨澤　浩子 教諭 川越市立南古谷小学校 350-0016 川越市木野目1451 049-235-2150 049-230-1024

情報部 中島　晶子 教諭 川越市立新宿小学校 350-1124 川越市新宿町6-9-1 049-246-4227 049-240-1757

情報部 池上　由美 教諭 川越市立高階北小学校 350-1137 川越市砂新田1-16-1 049-244-0988 049-240-1763

情報部 島田　祐介 教諭 川越市立霞ヶ関東中学校 350-1101 川越市的場2706 049-232-4606 049-239-1099

出版部部長 柴﨑　勇二 教頭 深谷市立南中学校 366-0818 深谷市萱場320 048-572-8373 048-572-9638

出版部 牛込　孝憲 主幹教諭 熊谷市立三尻中学校 360-0843 熊谷市大字三ヶ尻2743 048-532-3657 048-533-2064

出版部 荒木　佑実 教諭 深谷市立明戸小学校 366-0015 深谷市蓮沼413 048-571-0868 048-571-7954

出版部 分須美智子 教諭 鴻巣市立赤見台第二小学校 365-0064 鴻巣市赤見台2-6-1 048-596-6571 048-597-0266

出版部(会計) 清水　洋子 教諭 熊谷市立成田小学校 360-0012 熊谷市上之2810-1 048-521-0276 048-520-2890
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