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巻 頭 言

大阪府学校図書館協議会
会　長  　藤  田    弘

　会員の皆様方には、平素より本協議会の活動にご理解とご協力を賜り誠にあ
りがとうございます。また、日々それぞれの職場におかれましては、学校図書
館教育の推進や充実に熱心に取り組んでいただいていることに重ねてお礼申し
上げます。
　「学校図書館法の一部を改正する法律」が、平成２６年６月２７日に公布され、
平成２７年４月１日から施行されました。これは、専ら学校図書館の事務に従
事する職員を学校司書として位置づけ、これを学校に置くよう努めなければな
らない等について定めるものであります。
　近年、学校教育において、児童生徒の確かな学力の育成には、言語活動や探
求的な活動、読書活動等のための学校図書館の重要性が一層高まっていること
に鑑み、学校図書館の運営の改善・向上を図り、児童生徒及び教員による学校
図書館の利活用の一層の促進、機能向上の役割を担う人的な配置を強く訴えた
もので、これまで自主的に取り組みが進められてきていることに対してもう一
歩踏み込んだ形になりました。
　さて、平成２７年度は「近畿学校図書館研究大会」が、８月６日 ( 木 )・７日 ( 金 )
の２日間、大阪市中央公会堂・御堂会館を会場にして開催されます。本協議会
と大阪市学校図書館協議会が合同で運営に当たります。『ＩＣＴ時代の学校図
書館』を主題に近畿各府県からの魅力ある実践報告や記念講演、実習などを通
して会員の皆様方の新たな交流と発展に寄与し、ご期待に応える研究大会にな
るよう準備を進めています。大阪府・大阪市両協議会の密接な連携と、会員の
皆様方のご協力により、この研究大会を成功に導くと共に、これを良い機会と
して学校図書館教育の府下全域への広がりと実践内容のますますの充実と発展
を実現していきたいと考えています。
　最後になりますが、大阪が一つになって「学校図書館法の一部を改正する法
律」を追い風として、学校図書館教育をますます充実させてまいりたいと思い
ます。これからも皆様方のお力添えをいただきますよう何卒よろしくお願い申
し上げます。
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Ⅰ．各部報告
 事業部　報告

第 60 回大阪府青少年読書感想文コンクール
第 32 回大阪府読書感想画コンクール

事業部長　飯田　洋子（岸和田市立太田小学校　教諭）

　本年度の読書感想文コンクール・読書感想画コンクールは、府内の審査を経て、それぞれ優秀な作品が
全国コンクールに送られました。
　全国の審査の結果、応募作品の中から次の方が入賞されました。

第 60 回青少年読書感想文全国コンクール入賞者

優秀作品（毎日新聞社賞）
中学校　課題読書の部
　　かけがえのない存在
　　語りつぐ者  パトリシア・ライリー・ギフ・著　さ・え・ら書房
　　岸和田市立山直中学校　3 年　 春木　眞子

優良作品（全国学校図書館協議会長賞）
高等学校　自由読書の部
　　死のかたち
　　金色の野辺に唄う あさのあつこ・著　 　　　　　小学館
　　大阪府立茨木高等学校　2 年　 林下　真奈

第２６回感想画中央コンクール入賞者

優秀賞
高等学校　指定読書の部
　　再生のメロディ
　　ルーシー変奏曲 サラ・ザール・著 　　　　　小学館
　　帝塚山学院高等学校　3 年　木本　小百合
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第 60 回大阪府青少年読書感想文コンクール 　入賞数および審査対象数

類別
小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校 高等学校

合計
自由読書 課題読書 自由読書 課題読書 自由読書 課題読書 自由読書 課題読書 自由読書 課題読書

特選 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
優秀 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19
佳作 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
入選 42 50 53 46 53 48 50 24 9 6 381
選外 25 8 33
小計 47 55 58 51 58 53 55 29 39 18 463

府審査合計 322 84 57 463

府審査応募校数 223 67 31 321

応募点数 18,045 7,030 35,024 9,145 40,159 8,557 60,449 5,423 8,234 1,025 193,091
応募点数合計 117,960 65,872 9,259 193,091

応募校数 613 224 31 868

第 32 回大阪府読書感想画コンクール 　入賞数および審査対象数

類別
小学校低学年 小学校高学年 中学校 高等学校

合計
自由読書 指定読書 自由読書 指定読書 自由読書 指定読書 自由読書 指定読書

優秀 2 2 2 2 2 2 2 2 16
優良 4 4 4 4 4 4 4 4 32
佳作 8 8 8 8 8 7 8 3 58
選外 56 39 44 21 13 4 8 3 188
小計 70 53 58 35 27 17 22 12 294

府審査合計 216 44 34 294
府審査応募校数 95 18 9 122

応募点数 11,474 160 457 12,091
応募校数 195 25 9 229
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第 60 回大阪府青少年読書感想文コンクール  入賞作品
小学校　低学年　自由読書
特選 「こぎつね　元気でね。」 茨木市立中条小学校 1 年 米田　蘭々花
優秀 「まほうのじどうはんばいき」をよんで 泉南市立樽井小学校 1 年 甚野　桔平
優秀 「ちょっとだけ」をよんで 藤井寺市立藤井寺小学校 1 年 河内　悠良
佳作 「生きるよろこび」 賢明学院小学校 2 年 上田　麻裕
佳作 わすれられないおくりもの 堺市立茶山台小学校 1 年 三好　琴子

小学校　低学年　課題読書
特選 「ミルクこぼしちゃだめよ !」をよんで　 交野市立星田小学校 2 年 服部　宏栄
優秀 ひまわり 松原市立中央小学校 2 年 鳥屋尾　明日香
優秀 「ドーゾ」のなぞがとけた！ 高石市立東羽衣小学校 2 年 西尾　耕太朗
佳作 「ミルクこぼしちゃだめよ !」をよんで 守口市立橋波小学校 1 年 梅野　壮太
佳作 「ひまわり」をよんで 阪南市立西鳥取小学校 1 年 大西　美汎

小学校　中学年　自由読書
特選 「勇気を出してまず一歩」 茨木市立中津小学校 4 年 中島　里菜
優秀 「とべないほたる」を読んで 和泉市立和気小学校 3 年 辻　彬正
優秀 「ねむの花がさいたよ」を読んで 堺市立三原台小学校 4 年 香山　日向
佳作 私のひいばあちゃん 大阪狭山市立西小学校 4 年 花岡　千尋
佳作 「お母さんがお母さんになった日」 阪南市立桃の木台小学校 3 年 右馬　風花

小学校　中学年　課題読書
特選 自然を守ることは未来を守ること 高石市立加茂小学校 4 年 濱田　杏奈
優秀 「ただいま！マラング村」 八尾市立曙川小学校 4 年 畑中　真衣樹
優秀 幸せをねがって 高槻市立芥川小学校 4 年 貝戸　伊吹
佳作 国境をこえた友達 豊中市立東丘小学校 4 年 二宮　愛香
佳作 『よかたい先生』を読んで 熊取町立北小学校 4 年 免田　真由

小学校　高学年　自由読書
特選 ぼくの正義 賢明学院小学校 6 年 神崎　透哉
優秀 「歩きだす夏」を読んで 茨木市立水尾小学校 6 年 小山　夏実
優秀 「これがぼくらの五体満足」を読んで 堺市立三原台小学校 5 年 白井　陸
佳作 あたり前があたり前じゃない世界 河内長野市立川上小学校 6 年 松本　愛可
佳作 『名犬チロリ』を読んで 茨木市立西小学校 5 年 平山　景雲

小学校　高学年　課題読書
特選 宝物にこめる想い 阪南市立桃の木台小学校 6 年 桐山　愛梨
優秀 未来の自分って？ 羽曳野市立恵我之荘小学校 5 年 久保田　美空
優秀 「カブトムシ山に帰る」を読んで 茨木市立茨木小学校 5 年 阿南　亮汰
佳作 「マッチ箱日記の秘密」 大阪狭山市立南第二小学校 6 年 野末　樹
佳作 「ふたり」を読んで 八尾市立南高安小学校 6 年 川崎　杏

中学校　自由読書
特選 がんばらないということ 堺市立福泉南中学校 3 年 富村　千遥
優秀 生きるための夢 豊能町立東能勢中学校 3 年 坂口　裕佳
優秀 『昨夜のカレー、明日のパン』を読んで 島本町立第二中学校 2 年 武田　侑良々
佳作 「『赤毛のアン』と花子」を読んで 寝屋川市立第六中学校 2 年 岩井　渚沙
佳作 『ピアノはともだち』を読んで 交野市立第一中学校 1 年 前田　悠果

中学校　課題読書
特選 かけがえのない存在 岸和田市立山直中学校 3 年 春木　眞子
優秀 語りつぐこと、つながること 羽曳野市立峰塚中学校 1 年 熊谷　有希乃
優秀 自分達の奏でるメロディーが聞こえますか 堺市立原山台中学校 3 年 生賀　里菜
佳作 私だけの音楽をつくること 熊取町立熊取北中学校 3 年 柴田　希
佳作 小さな宝石 大阪教育大学附属天王寺中学校 1 年 林　奈々穂

高等学校　自由読書
特選 死のかたち 大阪府立茨木高等学校 2 年 林下真奈
優秀 私にとっての釘 大阪府立天王寺高等学校 2 年 赤坂知美
佳作 悟浄歎異－沙門悟浄の手記－ 大阪信愛女学院高等学校 2 年 古川恵
佳作 掘り出す仁王 大阪府立泉陽高等学校 1 年 伊川真弘

高等学校　課題読書
特選 集団と音楽と私 大阪府立茨木高等学校 2 年 廣瀨　瑞紀
優秀 私のまだ知らない愛 大阪府立茨木高等学校 2 年 池田　楓
優秀 人類と生きること 大阪府立泉北高等学校 2 年 豊川　裕弥
佳作 『アヴェ・マリアのヴァイオリン』を読んで 大阪府立寝屋川高等学校 2 年 谷口　杏実
佳作 「アヴェ・マリアのヴァイオリン」を読んで 聖母被昇天学院高等学校 2 年 黒田　あみ
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第 32 回大阪府読書感想画コンクール 　入賞作品
小学校低学年　自由読書の部
優秀 おにさん　こちら！ 茨木市立穂積小学校 2 年 矢田　呼遥
優秀 サーカスのライオン 茨木市立大池小学校 3 年 北田　雄大
優良 わたしのかいじゅう 和泉市立北松尾小学校 1 年 栁澤　彩香
優良 はらぺこあおむし 河南町立近つ飛鳥小学校 1 年 堤　八千琉
優良 ころ　ころ　ころ 堺市立錦小学校 3 年 財間　琴子
優良 五月は花笠！ 高槻市立土室小学校 2 年 山口　隼

小学校低学年　指定読書の部
優秀 宇宙って楽しいな 和泉市立北松尾小学校 1 年 吉村　幸香
優秀 宇宙でたこやき、おこのみやきパーティ 私立追手門学院小学校 3 年 松任　偲
優良 おーい、いっしょにあそぼうよ 茨木市立清溪小学校 2 年 下辻　綺菜
優良 宇宙であそびたいな 和泉市立北松尾小学校 1 年 樽角　水七友
優良 宇宙で遊びたいな 和泉市立北松尾小学校 1 年 舘川　誠一
優良 さかなはおこるかな？ 私立箕面自由学園小学校 1 年 妹尾　一太朗

小学校高学年　自由読書の部
優秀 百羽のツル 羽曳野市立古市小学校 6 年 渡邊　愛音
優秀 友情のボールよ！大きくなあれ 私立賢明学院小学校 4 年 角間　晴奏
優良 ごんぎつね 茨木市立大池小学校 4 年 丸山　英明
優良 じごくのそうべえ 岸和田市立八木南小学校 5 年 平井　愛弓
優良 ミダスをたおせ 私立大阪信愛女学院小学校 6 年 西田　真唯
優良 絵の具やパレット星の中 私立関西創価小学校 6 年 髙瀬　夢菜

小学校高学年　指定読書の部
優秀 セモリナ、キツネだー！！ 和泉市立南池田小学校 4 年 辻林　龍昌
優秀 通じ合う 1 人と１羽 守口市立庭窪小学校 6 年 八木　遥香
優良 みんながいるよ！ 茨木市立三島小学校 5 年 宗野　連大朗
優良 セモリナ、あぶない！！ 和泉市立南池田小学校 4 年 松谷　侑奈
優良 苦しみからの幸せ 河南町立近つ飛鳥小学校 5 年 丸川　夏萌
優良 夢の中のお姉さん 私立関西創価小学校 6 年 髙橋　和奏

中学校　自由読書の部
優秀 和菓子の時間 東大阪市立長栄中学校 2 年 太田　朋香
優秀 脂肪の塊と貴族たち 私立大阪女学院中学校 3 年 成冨　ちひろ
優良 階段途中の叫び 柏原市立堅下北中学校 1 年 安達　瑛梨
優良 宇宙での出会い 堺市立中百舌鳥中学校 2 年 細矢　梨華子
優良 父の正体と船虫 守口市立庭窪中学校 2 年 中村　洋祐
優良 目には見えない大切なもの 東大阪市立高井田中学校 2 年 大竹　賛美

中学校の指定読書の部
優秀 カンヴァスの向こう側 四條畷市立四條畷西中学校 3 年 橋口　りさ
優秀 ガラパゴス諸島の生態 堺市立陵南中学校 1 年 山崎　葵
優良 しあわせ 堺市立三国丘中学校 2 年 後藤　桃里
優良 見える先へ 守口市立大久保中学校 2 年 中井　真愛
優良 喜びの木 東大阪市立石切中学校 2 年 加藤　仁奈
優良 私にとっての絵 東大阪市立長栄中学校 2 年 太田　朋香

高等学校　自由読書の部
優秀 影の色彩 大阪府立港南造形高等学校 2 年 松浪　実希
優秀 瞳に映った英雄 大阪府立港南造形高等学校 2 年 本城　望恵
優良 真田十勇士 私立明浄学院高等学校 3 年 今田　佳奈実
優良 運命 私立明浄学院高等学校 2 年 中田　綾奈
優良 カラフルな世界 大阪府立港南造形高等学校 2 年 町屋敷　佳奈
優良 Ｔ rust eternal ～永遠の信頼～ 私立帝塚山学院高等学校 3 年 木本　小百合

高等学校　指定読書の部
優秀 田んぼと共に 私立大阪商業大学高等学校 1 年 宗石　歩己
優秀 再生のメロディ 私立帝塚山学院高等学校 3 年 木本　小百合
優良 もう一度 私立大阪商業大学高等学校 2 年 山口　愛華
優良 その手は 私立大阪商業大学高等学校 2 年 松村　直美
優良 悩みと成長 大阪府立港南造形高等学校 2 年 宮島　未菜美
優良 わたしたちの思い 大阪府立咲洲高等学校 2 年 沼澤　郁海
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研究部　総括

研究部長　廣部　京子（守口市立庭窪中学校　教諭）

　近畿学校図書館研究大会の準備が進む中、研究部にも様々な役割分担ができ、例年になく慌ただしい一
年でした。そのような中で、部員の皆様の変わらぬ熱意とご協力により、本年度の研究部活動も無事終わ
ることができました。
　まず、本年度の研究集会ですが、大阪府高等学校図書館研究会と共催させていただくというかたちで、 
春・秋２回の開催を行うことができました。小・中・高と、校種を越えた学校図書館の連携は今後ますま
す研究を要する課題となることが考えられます。高図研の皆様をはじめ、研究集会に携わっていただいた
多くの方々に感謝申し上げますとともに、引き続きご協力をいただけますようお願いいたします。
　図書館見学会では、場所を大阪市に変え、大阪市立中央図書館で「書評漫才」というおもしろい取り組
みを紹介していただきました。さらに、普段見ることができない貴重本書庫の見学など、司書の方々には
たくさんのことを教えていただき、大変参考になりました。紙面を借りて厚く御礼を申し上げます。
　また、近畿学校図書館研究大会の準備ための会合は大小合わせると十数回に及び、大変だった半面、大
阪市 SLA の先生方とお話しする機会が増え、新たな情報が得られたことも研究部活動にとっては心強い
出来事でした。今後もあらゆる方面の方々と交流する機会を増やしていきたいと思います。
　最後になりましたが、この一年間、様々な面で研究部活動を支えてくださった皆様ありがとうございま
した。

活動報告

Ⅰ　研究会等の開催および研究発表

１．「平成２６年度　大阪府学校図書館研究集会」
　日時　６月２５日（水）
　場所　大阪府私学教育文化会館
　内容
　　　実践報告１
　　　　「　学校図書館を利用した授業実践　　　～動物のひみつクイズ大会をしよう～　」
　　　　　　報告：豊中市立庄内小学校　太田　律子先生
　　　実践報告２
　　　　「　図書室から図書館へ　～支援学校における学校図書館の実践と取組み～　」
　　　　　　報告：大阪府立とりかい高等支援学校　森田　琢也先生（研究部）

２．「第１９回近畿学校図書館夏季セミナー（兵庫大会）」
　日時　８月２１日（木）・２２日（金）
　場所　神戸学院大学ポートアイランドキャンパス
　内容　大阪府からの提案は以下の通りです
　　　第１２分科会
　　　　「　学校図書館を利用した授業実践　　　～動物のひみつクイズ大会をしよう～　」
　　　　　　報告：豊中市立庄内小学校　太田　律子先生
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３．「平成２６年度　第２回大阪府学校図書館研究集会」
　日時　１０月２９日（水）
　場所　大阪府男女共同参画・青少年センター
　内容
　　　実践報告１
　　　　「　情報交換の手段としての高図研 SNS（仮称）の紹介と運用例　」
　　　　　　報告：大谷高等学校　樋田　道男先生（研究部）
　　　実践報告２
　　　　「　大阪府学校図書館協議会の Xoops サイトについて　」
　　　　　　報告：大阪府立北千里高等学校　西田　治先生（研究部）
　　　実践報告３
　　　　「　熊取中学校の図書委員会活動　～大阪府立佐野高等学校との連携～　」
　　　　　　報告：熊取町立熊取中学校　紀之定　美千代先生（研究部）

４．「第４８回大阪府・大阪市合同学校図書館研究集会」
　日時　１１月２８日（金）
　場所　高槻市総合センター
　内容　大阪府からの提案と研究部員の参加は以下の通りです
　　　小学校部会
　　　　「　みんなでつくろう！　のりものランド　～学んだことを活用した、言語活動の実践～　」
　　　　　　提案：茨木市立中津小学校　　　小山　梓先生
　　　　　　司会：吹田市立吹田第二小学校　古川　順子先生（研究部）
　　　　　　　　　吹田市立千里第二小学校　梶川　知子先生
　　　　　　記録：吹田市立南山田小学校　　野谷　好江先生
　　　中学校部会
　　　　「　生徒と本をどうつなぐか　～中学校での読書活動の支援をさぐる～　」
　　　　　　提案：高槻市立城南中学校　　　中村　沙姫先生
　　　　　　　　　高槻市立城南中学校　　　一井　やよ子先生
　　　　　　司会：高槻市立北日吉台小学校　信太　佐恵子先生
　　　　　　記録：高槻市立五領小学校　　　杉原　尊先生
　　　高等学校部会
　　　　「　図書館と教科の連携　」
　　　　　　提案：大阪府立とりかい高等支援学校　森田　琢也先生（研究部）
　　　　　　司会：大阪府学校図書館協議会　　　　冨田　忍先生（研究部）
　　　　　　記録：大阪府高等学校図書館研究会　　森本　寿先生

Ⅱ　研究部会

・第１回　日時 ４月１９日（土） 　　
　場所　大阪教育大学附属天王寺中学校
　案件　・6 月研究集会について
　　　　・研究部員間のメール通信について
　　　　・府 SLA 調査部アンケートについて
　　　　・近畿大会（大阪）について
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・第２回　日時　６月１１日（火）　
　場所　大阪府私学教育文化会館
　案件　・研究部の役割と年間計画
　　　　・「大阪府学校図書館研究集会」について
　　　　・近畿セミナー（兵庫）について
　　　　・近畿大会（大阪）について
　　　　・「大阪府・大阪市合同研究集会」について
　　　　・その他（情報交換＆連絡）
・第３回　日時 ６月２５日（水）　
　場所　大阪府私学教育文化会館
　案件　・見学会について
　　　　・「大阪府・大阪市合同研究集会」について
　　　　・10 月研究集会について
　　　　・各地区活動状況　他
・第４回　日時　９月１０日（水）
　場所　大阪市立中央図書館
　案件　・近畿大会について（部会と報告者、研究部の役割分担など）
　　　　・10 月研究集会について
　　　　・大阪市立中央図書館見学
　　　　・書評漫才グランプリについて
　　　　・その他（情報交換＆連絡）
・第５回　日時　１１月２８日（金）
　場所　高槻市総合センター
　案件　・近畿大会の発表者確認
　　　　・近畿大会での研究部の仕事について
　　　　・平成２７年度府 SLA 研究集会日程
　　　　・府 SLA 規約改正後の研究部体制
　　　　・その他（情報交換＆連絡）
・第６回　日時　平成２７年３月３０日（月）
　場所　大阪府立労働センター
　案件　・年度総括
　　　　・近畿大会での研究部役割分担
　　　　・新体制の確認
　　　　・平成２７年度研究集会実施要項

　次年度の「大阪府学校図書館研究集会」は、６月２５日（水）14:00 より、大阪府立労働センター（エ
ルおおさか）にて開催します。今回は、三島地区の研究集会でも優れた報告をしていただいている吉田　
恵美先生の実践を報告していただく予定です。吉田先生には、大阪を会場にして開催される「近畿学校図
書館研究大会」での発表をひかえ、いち早く皆様に実践報告をお聞きいただけるのではないかと期待が寄
せられるところです。また、「近畿学校図書館研究大会」（平成２７年８月６日・７日　大阪市中央公会堂
および御堂会館にて開催。詳しくは府 SLA ホームページをごらんください。）は他府県の優れた実践を学
ぶ大きなチャンスでもあります。こちらの集会にもふるってご参会くださいますよう、よろしくお願いい
たします。
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学校図書館実態調査 報告

編集部長　西田　治（大阪府立北千里高校　教諭）

　実態調査のご協力ありがとうございました。 この調査は、若干、内容を変えながら平成 4 年度分より、
引き続きおこなっているものです。昨年度は集計を報告できませんでした。昨年度と今年度をまとめ、集
計の結果を以下のようにまとめました。学校図書館教育の充実に役立てたいと思っていますので、今後も
ご協力をお願いいたします。

［小学校］

回収状況  
平成２５年 平成２６年

回収学校数（校） 630 645
対象学校数（校） 713 709
回収率（％） 88 91

Ⅰ．利用対象について答えて下さい（平均）
平成２５年 平成２６年

在籍児童（人） 455 446
全職員数（人） 33 33
クラス数（クラス） 16 15
  
Ⅱ．全蔵書冊数　年度末での現有冊数（平均）

平成２５年 平成２６年
公費購入分（冊） 7,624 7,424
私費その他（含む寄贈）（冊） 706 685
蔵書冊数合計（冊） 8,321 8,106
児童１人当たり蔵書数（冊） 18 18
　児童１人当たり蔵書数＝（蔵書冊数合計）÷（児童数）

Ⅲ．蔵書の増減　（平均）
平成２５年 平成２６年

受入れ冊数のうち公費購入分（冊） 327 298
受入れ冊数のうち私費その他（含む寄贈）（冊） 76 76
受入れ総冊数（冊） 398 373
廃棄冊数（冊） 173 207
増加図書（冊） 230 166
　増加図書 ＝（受入れ総冊数）－（廃棄冊数）

Ⅳ．図書購入費について　（平均）
平成２５年 平成２６年

公費（万円） 45 46
私費その他（含む寄贈）（万円） 4 5
図書購入費の計（万円） 49 51
１冊当たり単価 （円） 1,231 1,544
児童 1 人当たり購入費（円） 1,077 1,031
　１冊当たり単価 ＝（図書購入費の計）÷ ( 受入れ総冊数）
　児童 1 人当たり購入費＝（図書購入費の計）÷（児童数）
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［中学校］

回収状況
平成２５年 平成２６年

回収学校数（校） 280 305
対象学校数（校） 335 332
回収率（％） 84 92

Ⅰ．利用対象について答えて下さい（平均）
平成２５年 平成２６年

在籍児童（人） 486 500
全職員数（人） 39 40
クラス数（クラス） 14 14

Ⅱ．全蔵書冊数　年度末での現有冊数（平均）
平成２５年 平成２６年

公費購入分（冊） 10,007 10,315
私費その他（含む寄贈）（冊） 417 292
蔵書冊数合計（冊） 10,860 10,607
児童１人当たり蔵書数（冊） 22 21
　児童１人当たり蔵書数＝（蔵書冊数合計）÷（児童数）  

Ⅲ．蔵書の増減　（平均）
平成２５年 平成２６年

受入れ冊数のうち公費購入分（冊） 410 422
受入れ冊数のうち私費その他（含む寄贈）（冊） 37 28
受入れ総冊数（冊） 447 449
廃棄冊数（冊） 107 258
増加図書（冊） 227 212
　増加図書 ＝（受入れ総冊数）－（廃棄冊数）

Ⅳ．図書購入費について　（平均）
平成２５年 平成２６年

公費（万円） 62 62
私費その他（含む寄贈）（万円） 2 2
図書購入費の計（万円） 65 64
１冊当たり単価 （円） 1,454 1,469
児童 1 人当たり購入費（円） 1,337 1,240
　１冊当たり単価 ＝（図書購入費の計）÷ ( 受入れ総冊数）
　児童 1 人当たり購入費＝（図書購入費の計）÷（児童数）
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平成 26 年度地区別蔵書冊数等平均の一覧（小学校）

回答校 在籍数 クラス数 蔵書冊数 受入れ冊数 図書購入費
（公費）

豊中市 22 549 17 11,491 576 68
池田市 11 483 15 6,927 317 45
箕面市 14 544 18 12,371 503 53
豊能町 0
能勢町 5 75 5 3,200 144 21
吹田市 35 462 15 6,697 351 37
摂津市 10 453 15 8,940 480 55
茨木市 21 516 17 9,314 606 88
高槻市 37 444 14 9,286 166 14
島本町 4 431 14 11,900 580 55
守口市 18 372 12 7,577 306 49
枚方市 45 500 16 7,823 385 62
寝屋川市 24 497 16 8,265 372 46
大東市 12 546 17 10,700 263 25
門真市 14 439 15 6,686 565 94
四條畷市 7 495 16 6,486 293 43
交野市 10 455 14 7,740 338 36
東大阪市 54 461 16 6,969 273 35
八尾市 28 468 15 7,425 448 50
柏原市 10 360 13 9,280 271 38
松原市 15 428 17 7,367 407 60
藤井寺市 7 484 16 6,557 284 32
羽曳野市 14 450 15 8,621 367 35
富田林市 16 370 14 9,475 321 35
河内長野市 12 402 14 9,517 713 56
大阪狭山市 7 471 17 9,757 556 64
東部ブロック 8 249 10 6,975 265 36
堺市 75 472 19 9,455 555 73
泉大津市 8 584 20 7,800 283 31
和泉市 21 558 20 10,014 60 68
高石市・忠岡町 7 452 16 6,714 344 34
岸和田市 24 475 16 5,513 442 47
貝塚市 11 535 18 7,936 176 23
泉佐野市 13 418 15 5,938 430 43
泉南市 10 394 13 7,220 282 27
阪南市 10 313 11 6,190 303 26
泉南郡 6 442 15 7,683 418 36
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平成 26 年度地区別蔵書冊数等平均の一覧（中学校）

回答校 在籍数 クラス数 蔵書冊数 受入れ冊数 図書購入費
（公費）

豊中市 7 525 15 9,757 593 81
池田市 5 513 14 11,337 596 71
箕面市 6 528 15 14,217 483 64
豊能町 0
能勢町 1 221 6 500 500 50
吹田市 18 526 15 10,950 436 47
摂津市 5 463 14 10,280 482 55
茨木市 14 567 16 11,700 894 145
高槻市 14 525 15 17,271 177 18
島本町 2 395 12 11,750 670 75
守口市 9 403 12 27,967 367 73
枚方市 19 587 16 11,342 585 92
寝屋川市 12 530 14 10,100 368 52
大東市 8 436 12 7,627 379 51
門真市 6 548 15 11,580 761 136
四條畷市 4 467 13 8,888 425 74
交野市 4 601 16 14,700 215 34
東大阪市 26 492 14 9,434 401 60
八尾市 15 511 14 8,113 695 98
柏原市 7 302 9 10,586 323 51
松原市 7 517 17 8,999 264 80
藤井寺市 0
羽曳野市 6 564 15 7,517 222 23
富田林市 8 399 13 8,650 379 40
河内長野市 7 405 13 9,714 610 88
大阪狭山市 3 552 15 11,367 440 81
東部ブロック 3 339 10 8,500 437 55
堺市 41 512 14 9,708 812 101
泉大津市 3 846 22 14,567 440 42
和泉市 10 606 17 4,630 685 50
高石市・忠岡町 2 571 16 19,600 280 38
岸和田市 11 538 15 7,973 338 49
貝塚市 5 571 15 4,680 232 45
泉佐野市 5 597 16 9,260 332 47
泉南市 4 519 15 6,875 183 32
阪南市 5 351 10 8,540 374 40
泉南郡 3 470 13 12,567 347 41
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Ⅱ．各地区研究会報告

［豊能地区］ 

豊中市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・学校図書館専任職員（学校司書）の配置
・とよなかブックプラネット事業による支援
・「とよなか読書活動支援システム
 （蔵書管理・情報共有掲示板・授業活用データベー
ス）」の運用
・学校、公共図書館間の週二回の物流便の運行
・学校図書館支援ライブラリーにおける調べ学習
サポートパックや教員用図書の貸出。

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・市の教育研究会（市教研）学校図書館部会
4 月　年間計画
5 月　各学校の指導計画の交流
6 月　ポップを作ってみよう
7 月　ビブリオバトルをやってみよう
9 月　豊中市読書感想文コンクール等
11 月　実践報告「思考ツールを使った授業」
12 月　大阪国際児童文学振興財団より講師招聘
1 月　新しい国語の教科書
3 月　国語の教科書会社の人から話を聞く

・とよなかブックプラネット事業推進員会
学校図書館と公共図書館の連携強化を図る。

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例
・学校図書館利用指導（オリエンテーション）
・読書活動支援 ( 読み聞かせ、ブックトーク等 )
・図書館資料の利用指導
・調べ学習等の授業支援と関連資料の提供
・教員向け資料の案内と提供
・読書週間などの計画・運営・支援

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・H25 年 4 月より蔵書管理を電算化。全小中各
校と公共図書館がオンラインで繋がり相互貸借可
能。

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・読書振興課が学校図書館教育の支援として、学
校図書館システムの管理や市全体の図書館教育に
関する行事や研修を実施。
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箕面市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・学校図書館司書は小中学校とも全校配置

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・教職員自主研究組織である箕面市教育研究会の
「学校図書館部会」に各校の司書教諭、図書館教
育担当者、学校図書館司書が入り、月 1 回部会
を開催している。
　今年度の研究テーマは「読書好きな子どもを育
てるための図書館の時間の使い方」である
・学校図書館司書は、毎月「司書連絡会」で交流
や研修を実施している
・学校図書館司書は、2 か月に 1 回「司書連携会議」
で市立図書館司書と交流や研修を実施している

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・コンピュータ管理

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・市内の全小中学校図書館間で、相互貸借及び、
資料提供が充実している
・市立図書館との連携により配本サービスが充実
している

池田市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・各校１名の専任司書の配置（市費アルバイト）
・勤務時間内における研修会参加への配慮
・市立図書館との連携（団体貸し出し、年間１０
回の研修会）

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・池田市教育研究会（市立小・中学校教員が参加）
図書部会で各学校の年間計画や情報交換を行って
いる。

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・読書週間やボランティアの読み聞かせを設定し、
本に関する興味関心を高めている。
・図書館だよりの発行
・学校図書館司書によるブックトーク

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・逆ブラウン方式で貸し出しの学校が多い。
・図書台帳のコンピュータ化を進めている。市教
育センターによる図書館システムに移行作業中で
あるが、市立図書館を含め蔵書のＰＣ検索が可能
になってきた。
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豊能町

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
　豊能町内（小４、中２）各校に学校司書を配置
　　　９: ３０～１５: １５開館

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
　学校図書館協議会（各校担当１名と担当校長）
を年４回開催
　第１回　新年度メンバー紹介、活動計画、各校
の交流
　第２回　読書感想文コンクールについて
　第３回　読書感想文の審査会（府・町）
　第４回　年度のまとめ

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・学校図書館司書との連携
・朝の読書
・読書指導
・調べ学習

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
豊能町子ども読書活動推進事業（2012 ～ 2014）
・うちどく推進
・うちどくポスター作成
・本のソムリエ認定講習会
・講演会開催など

能勢町

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・司書の配置はありません

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・朝の読書
・読書指導
・調べ学習

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・貸し出しカードによる把握

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・地域の読み聞かせグループとの連携
・地域ボランティアによる朝の読み聞かせ
　（英語の本も含む）
・地域ボランティアの方々が全校生の読書した冊
　数をカウントし、学期ごとに表彰をする
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［三島地区］

吹田市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
小学校
・第２図書室 ( 低学年用図書室 ) の設置（全小学校）
・読書活動支援者の配置 ( 小学校は２校に１名 )
中学校
・読書活動支援者の配置（中学校は２校ないしは
３校に１名配置）

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
小学校
吹田市小学校教育研究会　学校図書館部
部長：吹田市立吹田第二小学校　古川　順子教諭
活動：月１回（第３水曜日が多い）午後
・三島地区の SLA に関する活動
・年間計画による活動（今年は「図書館管理のハ
ンドブック」の改定作業）
・読書感想文コンクールの地区審査
中学校
吹田市中学校教育研究会　学校図書館部
部長：吹田市立山田東中学校　　水野壽子教諭
活動：三島地区学校図書館協議会関連の活動しか
できていない。

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
小学校
・コンピュータ化（サーバーは教育センターにあ
り。データを共有している）
　ソフトは LB@SCHOOL（FUJITSU）
中学校
・蔵書をデータ化し、コンピュータにより管理し
ている。

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
小学校
・従来の図書室の他、1 教室分の広さで低学年用
図書室が全小学校に設置
中学校
・今年度特別予算が付き、学校図書館標準蔵書数
についてすべての学校が１００％となる見通しが
できた。

摂津市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
小学校
・１２学級以上の小中学校には学校司書１人以上
配置
・小学校１０校に読書サポータを配置
中学校
・読書活動推進サポータの配置（各校 1 名）

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
小学校
市教研学校図書館教育部会
・月１回会議
・１２月に読書感想文表彰式

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
小学校
・市教研　教研集会
中学校
・特にありません。

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
小学校
・コンピュータ化（蔵書データ共有）
中学校
蔵書管理は各校、コンピュータ化
・情報 BOX ライブラリーサーチ
・MARC

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
小学校
　小中学校の各校に１名サポータを配置している
中学校
　読書活動推進サポータ間での交流をもとに、図
書館運営、図書だより等の活動の充実と、生徒へ
の啓発に取り組んでいること。
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茨木市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・図書館支援員の全校配置

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
茨木市教育研究会　図書館部会
　部長　川村健雄　先生　茨木市立豊川小学校
　５月　市教研総会　年間計画
　６月　部会　講習会
　６月　三島地区図書館協議会総会・夏季研修会
　９月　読書感想文審査会　　
１０月　三島地区図書館協議会総会・秋季研修会
１１月　読書感想画の審査と研修
　２月　研究授業
　２月　活動報告のまとめとして冊子作成

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・休み時間の図書館の開館
・図書の整理
・調べ学習
・図書委員による読み聞かせ
・読書週間での取り組み
（学校図書館を利用した授業・読書活動を豊かに
するための実践）
・「テレビとの付き合い方」（説明文）
　　　茨木市立穂積小学校　𠮷田　恵美先生
・のりもののことを調べよう　「いろいろなふね」
　　　茨木市立穂積小学校　小山　梓　先生
・生活科「あしたへジャンプ」
　　　茨木市立中津小学校　橘　詠子　先吉吉生

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・図書館管理ソフト「りいぶる」による蔵書管理

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・各校の蔵書をデータ化し、オンライン化するこ
とで相互検索ができる。
・物流システムにより、中央図書館を含み相互貸
し出しができる。
・従来から茨木市は図書館教育に熱心な教師が多
く実践発表など多く取り組み、府の図書館協議会
でも報告を行ってきた。

・昨年度より図書館支援員さんが来て、図書の環
境も整ってきている。
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高槻市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
小学校
・高槻は各小学校に市費で図書館支援員を各校に
一人配置している。中学校には中学校読書活動協
力員を配置。（研修のあり方など現場の意志や要
望が反映されにくいのが現状。司書・支援員を育
てたり、互いに研鑽して授業や図書業務に生かす
サポート体制の充実が望まれる）
・公立図書館の連携として「まちごと子ども図書
館」（各校への長期貸し出し）として各校１５０
冊～２００冊貸し出し。調べ学習への利用を目的
とした「テーマ別セット貸し出し」。団体貸し出
しを連絡便で運搬している。
・服部図書館開館（Ｈ２５）阪急上牧（Ｈ２６）
駅前に自動図書貸し出し返却コーナー開設など。
読書環境の整備。
中学校
・読書支援員の配置（週２回　１２：００から
１６：５５くらい）

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
小学校
・図書館支援員の連絡会、研修会が、高槻市教育
委員会主催で年に 3 回ほどある。
・学校図書運営協議会が３部会に分かれて活動。
「事業部」「図書館教育部」「運営・管理部」この
下に各部の活動。
中学校
・三島地区での研修・研究を行っている。
・第１部会「事業」、第２部会「図書館教育」、第
３部会「運営・管理」に分かれ活動を行っている。

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
小学校
・全学年で図書の時間には絵本の読み聞かせ、紙
芝居、本の紹介を行っている。
・全学年に読み聞かせのボランティアを招き月１
回読み聞かせの時間をとっている。
・学校館内の図書の貸借だけではなく高槻市立図
書館との仲介も行い、調べ学習の選書と貸出もし
ている。
・週４日開館し、１０分、２０分休みに貸し出し

返却をしている（真上小）
・ボランティアの力を借りて５日間開館。（五領小）
中学校
・読書感想文表彰式

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
小学校
・蔵書はコンピュータ化されています（ＴＲＣの
ＭＡＲＣを利用しています）（真上小、川西小）
・購入本については本のデータと一緒にすべてコ
ンピュータ管理されている。（阿武野小）
・寄与本は各校によってコンピュータ管理されて
いる学校とされていない学校に別れる。
・富士通ビジネスシステムのスクール－ＬＩＢに
よる蔵書管理。購入図書の書誌・所蔵登録はＴＯ
ＯＬ－ｉｓのデータを利用。（北大冠小、上牧小）
中学校
・コンピュータ
　　ピッコロ、ＴＲＣのＴｏｏｌ－ｉｓを使用

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
小学校
・隙間読書を定着させるためにクラス貸出の読み
物を準備した（教科書で紹介されている本）
・高槻市は図書標準冊数を達成している。
・地域の市立図書館との密な連携がある。
・司書の学校訪問による読み聞かせや支援員への
アドバイス。
・2011 年大型予算により、全校で貯蔵基準値達
成した。
事業部（第一部会）
・大阪ＳＬＡ、三島ＳＬＡ関係の事業担当
・高槻市読書感想文関係の担当。大阪府読書感想
文コンクールならびに読書感想画中央コンクール
の地区予選を行う。
図書館教育部（第二部会）
・読書指導、調べ学習に関すること。
・読書指導の研修。
運営・管理部（第三部会）
・司書教諭、公立図書館との連携
・学校図書館の管理、運営の事務手続き。
中学校
・町ごと図書館
　高槻市の図書館から本を借りて貸し出ししてい
る。
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島本町

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
小学校図書館担当職員（計３名）
中学校図書館担当職員（計２名）

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
図書館教育部会　２６年度　研究テーマ
・「読書へ誘う」ブックトーク
・「読書の楽しみにつなげる」アニマシオン
定例部会
５月　定期部会　２６年度研究テーマについて
　　　町立図書館・学校図書館交流会
６月　各校の図書館運営方針
　　　図書館年間計画の確認
　　　「アニマシオン」学習会
７月　「アニマシオン」を取り入れた授業案作成
のヒント
９月　大阪府読書感想文コンクール審査
１１月　各校の授業取り組みの報告・検討会　
　　　三島地区読書感想文審査
　　　全国読書感想画コンクール審査
　　　各校の授業取り組みの報告・検討会　
１２月　本年度のまとめ・課題の検討
　　　次年度の研究テーマ素案　検討
小学校
・春・秋の読書週間の実施
・児童による本の紹介カード作成の取り組み
・図書館専属職員による読み聞かせ
・ブックトーク
・学校校行事に合わせた調べ学習への対応
・アニマシオンを利用した授業実践
　　　　　（第二小学校　１～６年）
・図書や図書室を使った調べ学習（各小学校）
中学校
・春・秋の読書週間の実施
・「しおりつくり」・「ブックラリー」など来館者
を増やす取り組み
・読書ボランティアサークルによる春・秋の読み
聞かせ（第一中学校）
・国語科・美術科の授業利用でのブックトーク（第
一中学校）
・郊外学習での事前調べ学習（第一中学校・２年）
・夏休みの調べ学習レポートへの資料提供（２年・
保健／２年・理科）

・生徒委員会（図書委員会）による、ブックフェアー
の取り組み（第二中学校）
・社会科　調べ学習での利用（第二中学校）

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
小学校
・第二小学校　校内夏季研修会
　　「学校図書館専属職員との連携」
　　　第二小学校　図書館専属職員　下元　康子
・ゆめ本部・学習アドバイザー交流研究会
　　「読み聞かせ講習会」
　　　第四小学校　図書館専属職員　柏原　伸子
中学校
・高槻ケーブル TV（JCOM）『しまもとプラザ』
１０月上旬放送分

『島本町学校図書館の紹介』（１５min）
　　　教育委員会　課長　中村里香
　　　第一中学校　国語科教諭　　　大野晃宏
　　　　　　　　　図書館専属職員　青木由記
　　　第二中学校　図書委員会
　　　　　　　　　図書館専属職員　辻上和代

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
　島本町全ての小中学校でデータ管理化済み。

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
小学校
・町内全校で図書室を利用した授業の計画的運用
を開始。
・利用者・貸出冊数ともに増加傾向。
・参観・学校公開時の保護者への貸出を試行。（第
四小学校）
中学校
・先行して図書館専属職員が配置され、司書常駐
が定着。参観・学校公開には、来校者の入室見学
を始めている。
・専属職員の役割が教諭に周知され始め、授業資
料図書の依頼、図書室を利用した授業が増加傾向。
・町の学校支援ボランティア団体にお手伝いを依
頼することもある。（第二中学校）
・図書ボランティアサークルが、生徒委員会（図
書委員会）の読み聞かせ活動への指導協力してい
る。（第一中学校）
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［北河内地区］

守口市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・図書館司書（有償ボランティア）を各中学校区
に 1 名配置している。（９中学校区）

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について

（形態）
・守口市立学校図書館教育主担者会
  市内各小中学校から図書館教育担当者により構
成されている。（小１７、中９、計２６名）
会長、副会長は担当管理職が務める。

（活動）
・図書館運営について
・読書感想文コンクールへの取り組み
・読書感想画コンクールへの取り組み
・情報交換  など

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・昼休みの図書室開放や貸出し
・放課後学習会
・地域ボランティアによる図書室環境整備
・地域ボランティアによる読み聞かせ会開催
など、各学校単位で取り組んでいる。

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・一部コンピュータ化している学校もあるが、紙
媒体での管理が多い。

枚方市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
小学校
・19 中学校区のうち 3 中学校区が枚方市の図書
館教育の研究指定校になり、各校区に 1 名の司
書の配置を受けている。

（中学校での勤務を基本とし、小学校での勤務は
校区ごとに決定）
中学校
・公共図書館から図書の団体貸し出しを行ってい
る。
・３中学校区に学校司書を配置している。また、
司書の研修期間として 1 年間、中央図書館より
定期訪問のサポートがある。

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
枚方市小学校図書館教育研究会
・年間１回、独自の研修会を行う
・今年度は枚方市立中央図書館と連携し、「読み
聞かせ」、図書館の配架等に関しての研修会を実
施した。（会場：枚方市立中央図書館）
・今年度の担当者
　枚方市立中宮北小学校　　垣東　教諭

枚方市中学校図書部会
（顧問）　桜丘中学校　校長　　　下山栄治
（部長）　桜丘中学校　司書教諭　賀藤陽子　
（副部長）蹉跎中学校　司書教諭　大石麻由
・活動　年間３回
　　　中学校の図書室の見学
　　　各中学校の図書館業務に関する情報交換
　　　公共図書館との連携事業
　　　今年度は司書配置校の報告と、司書配置
　　　先進校（箕面市立東小学校）の見学

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・小学校数校がバーコードでの貸し出し管理を
行っている。
・中学校ごとに、台帳による管理を行っている。
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５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば、お答えください。
中学校
・今年度より、枚方市学校図書館充実事業を実施。
　目的は、市内 3 中学校区に学校司書を配置し、
学校図書館の整備と読書活動の充実を図る。
　３中学校では、公共図書館とオンラインで蔵書
閲覧が可能。（予定）

寝屋川市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
小学校
・図書購入費を支給されている。各校で司書免許
を持った教員に口頭発令を行っている。
中学校
・毎年図書費を支給されているが、充分ではない。
司書も配置されず、各校で司書免許を持った教員
がそれにあたる。

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
小学校
・図書館研究会等の活動は特に行っていない。
・各校で地域ボランティアに来ていただき、読み
聞かせ活動を行っている。
中学校
・年間を通して、図書館研究会等の活動はない。
各校で生徒会委員活動や地域ボランティアを活用
した活動を行っている。

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・半数の学校で、コンピュータ管理をしている。

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
小学校
　市の図書館が各校に図書の貸し出しを行ってい
る。( 希望制 )
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大東市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
小学校
・月２回、市立図書館から派遣していただき、本
の貸し出し業務や整理をしてもらっている。
・学校規模に応じて毎年図書購入費が配当されて
いる。
中学校
・平成２５年度より夏休み中に市内中学校の担当
者の連絡会が持たれるようになった。
・学校司書の配置はない。
・学校ごとに大東市より「図書購入予算」が配当
されている。

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
中学校
・市内８中学校のうち、非常勤講師の担当者がい
るのは５校であり、残りの３校は時間的な措置も
なく交替などで運営している。
・図書室の運営は（本の整備、発注、管理）や読
書環境づくりは非常勤講師が行っています。
・生徒の図書委員会の指導は委員会担当教諭が
行っている。

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
中学校
・四条中学校は数年前に文科省の読書優良校であ
り、大阪府の研修会で報告を行った。
　　　　　　　　　　（四条中学校　青木先生）
・平成２５年度研究大会（近畿）、平成２４年度（大
阪市、大阪府の研修会で主に「図書館クイズ」に
関する報告を行った　（住道中学校　津田先生）
・本の貸し出しも大切であるが、調べ学習もより
多く取り入れるようにしている。
・昼休みの図書館の開館
・貸し出し数が増えるための生徒への興味・関心
づけの工夫
・図書館が生徒にとり心が安らぐ魅力的な空間で
あるような努力

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
小学校
・コンピュータ化し、図書をバーコードで管理（貸
し借りも含めて）している。
中学校
・ＴＲＣから図書を購入しているため装備、ＭＡ
ＲＣを使用している。　　
・蔵書管理は探調ソフトを使用している。
・「ＯＥＣ学校図書館システム探調ＴＯＯＬ」に
よってコンピュータ化されている。またこのソフ
トによって年１回蔵書点検を行っている。購入図
書のデータを「ＴＯＯＬｉ – ｓ」によりダウンロー
ドし、上記ソフトに取り込んで使用している。

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば、
中学校
・教職員（事務員、校務員さんも含む）も本を借
りてよく読まれるので割に幅広い蔵書の内容に
なっている。
・地域・保護者にも開放している。
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門真市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
　学校司書の配置については、中学校１校、小学
校５校の計６校に３名の司書を配置している。

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
　組織がありません

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
　特に発表をしていませんが、
・読書ボランティアによる読み聞かせの実施
・高学年児童による低学年児童への読み聞かせの
実施
・読書マラソンの取組
をおこなっている学校があります。

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
　市の事業として、中学校１校、小学校１校にバー
コードシステムを導入しています。

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば、お答えください。
　児童文学評論家の　赤木かん子さんによる、学
校図書館のリニューアルを小学校３校で実施、中
学校開校時に図書館をプロデュース

四條畷市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・図書購入費（小学校：３８５～８５７千円　　
中学校：７１５～８１６千円）学校規模に応じて
・各小中学校に学校司書免許を持つ図書担当者が
1 名以上配置（専任教諭はいない）

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について

四條畷市学校図書館協議会
構成
　各小中学校から 1 名（小７、中 4）の 11 名
　市立図書館から 3 名
　管理職から 2 名
　　会長　竹村正光（四條畷西中学校）
　　副会長　市場成之（四條畷東小学校）
　　　　　　　　　　　　　　　計 16 名
活動
・図書館運営について
・全校読書の実施について
・市立図書館からのお知らせ
・学校図書館実態調査
・読書感想文コンクールについて
・読書感想画コンクールについて

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・一部の小中学校でコンピュータ化を実施してい
る。
・市レベルで全小中学校のコンピュータ化とネッ
トワーク化の構想はある。
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交野市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・学校司書は市全体で３名おり、４校（１校あた
り週２～３日）に学校司書が配置されている。

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
交野市学校図書館協議会（役員会・運営委員会）
・役員選出・活動計画等について
・学校図書館実態調査について
・大阪府青少年読書感想文コンクールについて
・読書感想文コンクール交野地区審査
・情報交換
・本年度のまとめ

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・図書ボランティア（保護者・地域等）を組織し、
学校図書館の環境整備、図書の貸出・返却、読み
聞かせなどを行う。
・学校司書が配置されている学校では、市図書館
との連携が進み、調べ学習では教員のオーダーを
受け、市図書館の蔵書を活用している。
・「子どもに読ませたい１００冊の取組（読書マ
ラソン）」を行うなど、読書活動の充実を図る
・各小学校では、読み聞かせの活動として、「お
話会（地域ボランティア）」「読書会（市図書館司
書）」などを行う。

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・平成２５年度よりコンピュータ化がスタートし、
今年度までに市内小・中学校全１４校中、８校が
コンピュータ化された。次年度以降、市内小・中
学校全１４校がコンピュータ化される予定であ
る。

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・市が「本の森プロジェクト」として、幼児期の
読書習慣、学校図書館の活用、子どもたちの成長
に応じた読書指導のほかに、地域の図書ボラン
ティア・各種団体による絵本を通じての読書活動
の活性化など、市民参加型事業を行う。

［中河内地区］

東大阪市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・WIN 書庫を活用した学校図書館蔵書管理システ
ムの運用
・小学校における学校間での図書交換

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
　市教育研究会に東大阪市立小・中学校図書館教
育研究会がある。小学校、中学校それぞれの総会
および講演会・研修会に加え、8 月には小中合同
研修会を実施している。

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
講演会（小学校）：「教科につながる調べ学習」
　　　　　　四天王寺大学非常勤講師　山田幸和
研修会（中学校）：

「『朝読』の効果～『朝読』って意味あるの？～」
　　　東大阪市教育委員会　指導主事　諸角裕久
小中合同研修

「教科につながる調べ学習」
　　～学校図書館を活用したワークショップ～
　　　　　　　大阪成蹊大学　准教授　辻村敬三
研究発表会（小学校）：
　「立松和平 いのちのシリーズ」を読んで読書会
　　　　　　　東大阪市立八戸ノ里小　日高崇史
読書感想文応募総数
　・小学校　9,201 編　・中学校　8,838 編
読書感想画応募総数
　・中学校　14 編（大阪府コンクール入賞 9 編：
　　優秀 1・優良 3・佳作 5）、

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
　市立全小中学校でデータベース化がほぼ完了。
平成 26 年 7 月以降、各校でバーコードによる貸
出業務を順次開始している。
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八尾市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・各小学校に週１６時間、中学校には週８時間、
図書館サポーターが配置されている。
・市立図書館からの長・短期貸し出しを利用でき
ており、また、市立図書館図書のネットによる検
索、予約、新着図書の紹介など、連携を進めてい
る最中である。

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・市教育研究会に学校図書部会があり、各小中学
校から代表が集まり、会議、読書感想文選定、実
践報告、研修会と年数回行っている。

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて

【実践報告】
「児童・生徒の読書意欲を高める読書指導」
曙川中・亀井中・桂小・八尾小

（事例）
　朝読書、ビブリオバトル、学級ごとの小型図書
館、地域・ＰＴＡボランティアによる読み聞かせ、
スマホ蔵書管理アプリを利用しての図書選定など

【研修会】
「学校図書館の運営について」
　　八尾市立山本図書館司書　喜多由美子氏
　現在の図書館事情、法律に関わるところ、選書
問題などについていろいろ教えていただいた。

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・市の教育サポートセンターが管轄し、各学校の
蔵書をデータベース化し、バーコードによる貸し
出し業務を行っている。

柏原市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・読み聞かせのボランティアが派遣されている。
・市立図書館との連携に努めている。
　①私立図書館で、司書に講師となっていただき、
　　本の修繕方法やブッカーのかけ方を実習する
　　研修会を行った。
　②学校にない本の用意や、クラスごとにブック
　　トークをしていただいた。　など

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・市教育研究会に図書館教育部会があり、月一度
程度で集まっている。また、部員を中心とした研
修を年２回程度行っている。
・読書感想文・感想画の審査会。
読書感想文　　小学生の部　１１４５点
　　　　　　　中学生の部　１０５６点
読書感想画については応募が少なく、時期の検討
が必要。
・本年度は情報交換に力を入れた。写真など資料
を持ち寄り、各校の取り組みの交流をした。

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
研修会‥「図書の補修」市立図書館員
　具体的にどんな本を修繕すべきか、どのように
修繕するか、実際に持ち寄った本の修繕に取り組
んだ。
研修会‥「楽しい図書館の使い方・本の廃棄の見
極め方」大阪教育大学・大阪芸術大学等
　　　　　　　　　　　非常勤講師　村田正廣
　長年図書館教育に携わって来られたことから、
多くの示唆をいただいた。廃棄の仕方については、
全市で共通理解の必要性を学んだ。

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・図書原簿（契約時点で書店がデータ作成するこ
とになっている。）による。学校単位で一部コン
ピュータ化している学校もある。
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［南河内地区］

松原市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・学校図書室ボランティア（週３時間）が配置さ
れている

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・市教研図書館部会（月１回）
研修や実態交流、読書感想文・読書感想画の選定

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・週１時間学習時間の確保
・教員による読書啓発（おすすめの本紹介）
・昼休み、放課後の図書室開放
・朝読書
・ボランティアによる読み聞かせ
・児童生徒による図書活動（本の整理、貸し出し・
返却、ポスターづくり、読み聞かせなど）

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・現在、１２校が電子化済み（今後、順次電子化
の予定）

藤井寺市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・平成２５年度より、学校司書が配置されている
・保護者によるボランティア（ブックママ）によ
る図書室の環境整備や読み聞かせ

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・市教研図書館部会
おすすめの本リストの作成、読書会などの教員研
修会など

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・平成２５年度　南河内地区研究会にて発表
（西村壽雄さんを講師に招き、科学読み物の見方・
考え方について講演をしていただいた）

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・電子化されている（学校によって相違がある）

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・ブックママ
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羽曳野市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・学校司書が配置されている（少人数校１校を除
く）
・公共図書館とネットワークでつながっているの
で、情報のやりとり（蔵書のあるなし）ができる
・連絡者が、１年に８０回、学校間と公共の資料
を運んでくれる

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
市教研図書館部会（月１回）
・研究テーマ「図書館を活用して子どもの自ら学
ぶ力を育てる」
・学習会、実践交流、コンクール作品選考、研究
授業等

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
読書活動につなげる取組についての学習
・読み語りの工夫
・アニマシオンの活用
・ビブリオバトルの実践報告
・リレー家読の実践報告

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・電子化されている（ＭＡＲＣ使用）

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
と
・学校司書が配置されているので、子どもや教員
音ニーズに即対応してもらっている
・図書館を使った調べ方コンクールや読書感想文
コンクールへの応募数が多い

富田林市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・「富田林子ども読書活動推進計画」が策定され
ている
・司書教諭もしくは、司書資格を持つ「学校図書
館教育支援員」が全校に配置され、教員と連携し
て、読書活動や調べ学習の発展と充実に努めてい
る
・交付金、ふるさと寄付金を活用し、学校図書館
の蔵書の充実・エアコン設置などを行っている

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
市教研図書館部会（月１回の定例部会）
・各校の読書活動の報告・交流
・読書感想文の書き方交流
・読書感想文・読書感想画の選考
・絵本の読み聞かせ研修
・図書館教育支援員との交流

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・小学校での週１時間の図書の時間の実施
・調べ学習資料、学級文庫などの収集、設置
・図書の選定、発注、受け入れ、配架、管理
・図書館の利用指導、分類の話
・百科事典、辞書、図鑑の使い方指導
・多読者の表彰
・しおり、感想画、本の帯コンクールなどイベン
トを開催

４．各学校図書館の蔵書管理方法についてお答え
ください。
・図書台帳による管理

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・図書館教育支援員が配置されているため、教員
や児童の要望に迅速に対応できている。
・朝読書の実施
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河内長野市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・学校司書が配置されている
・市立図書館から、学習支援図書の貸し出しや配
送を行ってもらっている

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・市教研図書館部会

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・新入生へのオリエンテーション
・たくさん読んだで賞表彰
・図書だより配布
・図書委員活動（おすすめ本のポスター掲示、新
聞やｐｏｐの作成、読書習慣の取組み

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・蔵書データは、100% コンピュータ化（新刊は、
納品後、ただたちに登録）
　ソフト　：　Ｊ　ＢＯＸ（教育システム社）
　ＭＡＲＣ：　日書連ＭＡＲＣ
・年に一度、蔵書点検を実施

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
　卒業生（小６・中３）向けブックリストの作成・
配布　→　市内司書全員で選書
　小６に紹介した本を、中学校の図書室で展示

大阪狭山市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・各校に、常駐の学校司書が配置されている

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・市教委主催で、司書連絡会を実施している

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・市立図書館との連携（定期的な図書の借り入れ）
・視聴覚委員からの図書だより（不定期）
・選定図書に、生徒からのリクエストＢＯＸを常
時設置
・夏休みに、図書室一般開放美を設定

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・ＦＵＪＩＴＳＵ　　ＬＢ＠ＳＣＨＯＯＬ　で、
コンピュータシステム管理

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・読書ｅプラン
・「朝読書」「読書習慣」などの読書活動、「調べ
る学習」を全学年で計画的に実施
・ブックマラソン、調べる学習コンクールの実施、
読書感想文の作成　→　子どもフェスティバルで
発表・表彰
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東部ブロック

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・図書購入予算は多く確保されている

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・東部図書館部会で読書感想文の選考会

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・朝読大会強化月間の開催やイラストコンクール
の実施

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・太子町・・・・電子化の途中
・千早赤坂村・・２年前より電子化

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・千早赤阪村・・・毎年６月に巡回図書、週に１
回地域ボランティアによる読み聞かせ

［泉北地区］

堺市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・学校図書館サポーターの全校配置 ( 年間 80 回 )
・全児童・生徒への「読書ノート」の配布
・研究校の学校図書館職員の巡回訪問
・市立図書館による団体貸し出しの実施 ( 運搬も
行う )、子ども読書の日の読み聞かせ、図書館見
学の実施

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・堺市学校図書館協議会　（会長、副会長、監事、
顧問、代表幹事、会計幹事、幹事、委員）
　読書感想文コンクール業務
　読書感想画コンクール業務
委員については、
　小学校　各校より司書教諭など学校図書館関係
職員
　中・高校　学校図書館部会運営委員
・初等教育研究部会、中学校教育研究部会に図書
館部会を設置
　全教員が任意で各部会の研究部員となり、月一
回研究会を開いている

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・堺市立月州中学校区 ( 小中合わせて４校 ) を、
学校図書館教育研究校に指定している。
　その成果を、初研や中教研部会で発表。
・初研の夏季研究大会に於いて、「学校図書館整
備と学習支援のあり方」と題し、学校図書館部会
が全体発表を行った。
・「堺・子ども “ ゆめ ” フォーラム」に於いて、ビ
ブリオバトルを開催 ( 中百舌鳥小 )
・初研、中教研部会で、授業研究を実施している。

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・コンピュータ化している学校が増えつつある。
・ソフト購入時は市教委に報告し、各校の状況に
合わせて実施ししている。市教委による予算化は
していない。
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５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・堺市学校図書館協議会主催の「読書感想文コン
クール」表彰式を開催。
　入選、特選の作品集を作り全校配布。
　年に１回、「学校図書情報」( リーフレット ) を
全校配布し、読書感想文コンクール、感想画コン
クールの入賞者一覧や、協議会会長、市教委、初
研・中教研部会代表による寄稿文を掲載している。

泉大津市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・小中学校に図書館司書を各１名配置。雇用形態
は有償ボランティア。週４日午前中勤務。

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・組織化はされていないが、管理職の顧問を中心
に、各校の図書館教育担当者が年３～４回集まり、
読書感想文等の業務、情報交換等を行っている。

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・教育支援センター内に専用サーバーを設置し、
学校間ＬＡＮを活用して小中学校図書室をコン
ピュータで結んでいる。蔵書はコンピュータで管
理し、貸し出し業務を行っている。他校の蔵書も
検索でき、学校間の貸し借りも可能。

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・図書館司書は、コンピュータによる蔵書管理業
務の他、図書室だよりの発行、児童への読書指導
や読み聞かせを行っている。
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和泉市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・学校図書館支援司書を各校に１名配置している。

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
小学校
・和泉市小学校教育研究会図書館教育部会
　年７回の研究会を開き、本の紹介、講師を招い
ての研究、大学図書館等の見学等を行う。

中学校
・年４回の研究会を通じて、研究課題につて協議・
検討し、学校図書館のあり方について考える。

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
　コンピュータ化については、小学校２１校中３
～４校行っている。

高石市・忠岡町

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・学校司書の配置、学校図書館サポーターの活動
内容や人数は学校によって異なる。

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・小学校教育研究会図書館部会（高石市・忠岡町）

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・コンピュータ化、蔵書データのＭＡＲＫ使用。
台帳管理。

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・読書ノートの利用
　（１～４年　１００冊分、５～６年　２０冊分）
　書名と感想を書き、ノート１冊分記入すると表
彰する。
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［泉南地区］

岸和田市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・図書館コーディネーターの配置
　　　各校一人　小学校５ｈ２回／週
　　　　　　　　中学校５ｈ／週

２．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・市の学校図書館協議会
小中学校それぞれ図書館主任と司書教諭が所属。
会長・副会長・書記・会計ブロック委員で構成。

「本を読もう」「読書感想文」「読書感想画」など
仕事を役割分担し活動している。
活動内容
・総会の開催
・学校図書館実態調査
・読書感想文コンクール審査
・読書感想画コンクール審査
・「本を読もう」の発行

３．各学校図書館の具体的な活動例について
　全クラス週に一時間図書の割り当てがある。
　低・中学年を中心にコーディネーターの方に読
み聞かせ、ブックトークをしてもらっている。

（委員会活動）
・本の貸し出し・返却
・おすすめの本を紹介、ポスター作り
・児童集会での発表
　　
４．各学校図書館の蔵書管理方法について
　コンピューター化している学校とまだしていな
い学校がある。コンピューター化に取り組み始め
ている学校もある。

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・岸和田市子ども文庫連絡会が年に一回学校を訪
問し、4 学年に「お話し会」をしてくれるという
活動がある。
・図書館から遠い学校には、岸和田市立図書館よ
り移動図書館（なかよし号）が月一回来校。

貝塚市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・学校図書館司書の配置　配置なし

2．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・子ども読書活動推進連絡協議会

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・地域ボランティアによる絵本の読み聞かせや蔵
書の整理、本の修理など
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泉佐野市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・学校図書館司書の配置　小中学校に週１回配置

2．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・子ども読書活動推進連絡協議会
・学校図書館担当者会議
　　学期に 1 回程度開催

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・保護者、地域向けに学校図書館ボランティア募
集のチラシを配布

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・1 校のみ電子化

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・地域ボランティアによる絵本の読み聞かせなど

泉南市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・学校図書館司書の配置　配置なし

2．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・子ども読書活動推進連絡協議会
・学校図書館担当者会議
　　学期に 1 回程度開催

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・地域ボランティアによる絵本の読み聞かせなど
　地域の読み聞かせボランティア「ねっこの会」
による２０分程の読み聞かせを各学年、月に一回
実施
・図書委員会による活動
　週に２日、図書室での本の貸し出し
長期休業に入る前に、図書委員が選ぶ「おすすめ
の本」を紹介
　たくさん本を読んだ児童を学年末に表彰
　図書室の本の整理
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阪南市

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
・学校図書館司書の配置　複数校に兼任で配置

2．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・子ども読書活動推進連絡協議会

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・地域ボランティアによる絵本の読み聞かせなど

泉南郡

１．各市町村の学校図書館に関する具体的方策や、
行政からのサポートについて
熊取町
・学校図書館司書の配置
　　全校に、1 名非常勤の配置
　　連絡会を月 1 回開催（熊取町）
田尻町
・学校図書館司書の配置　全校に配置
岬町
・学校図書館司書の配置　3 小に一人

2．各市町村の学校図書館関係の組織の形態と活
動について
・子ども読書活動推進連絡協議会
対象年齢別の部会に分かれ、年 2,3 回研修会や会
合を行なう（熊取町）。
・泉南郡小学校教育研究会国語・図書館部

３．各市町村の学校図書館の具体的な活動例につ
いて
・年度初め各学年に図書担当が、図書室の使い方
のオリエンテーションをする（岬町）

４．各学校図書館の蔵書管理方法について
・電子データにしてコンピュータによってネット
でも蔵書の閲覧可能に（岬町）。
・帳簿による管理・逆ブラウン方式（熊取町）。

５．各市町村の学校図書館に関して、特徴的なこ
とがあれば
・地域ボランティアによる絵本の読み聞かせなど
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［私立小学校］

平成２６年度　私立小学校図書館研究会　活動報告

報告者：賢明学院小学校　森本　浩美
月　日 活動名 場　所 活動内容

５月２３日 第５６回西日本私立
小学校教員研修会

四天王寺学園小学校 テーマ
「心を耕す」読書活動をめざして」
講演

「半音のない世界で
　　―今子どもの本にできること」
　　　講師：清水眞砂子氏

８月１９日
～８月２１日

第５８回日私小連
全国教員夏季研究会

オータニマンハッタン
クレイン
追手門学院小学校
関西大学初等部

テーマ
「子どもの心をつかむ学校図書館」
講師：岡田淳　氏（児童文学作家）
　　　村上郁　氏
　　　川上博幸先生
　　　塩谷京子先生

９月２０日 読書感想文コンクール
私小連審査会

大阪私小連事務局 全応募作品より，各部門３点
　　　　　　　　計９点を選出。

９月２０日 西日本私立小学校
読書感想文審査会

大阪私小連事務局 全応募作品より，奨励賞１２作品を選出。
各校応募作品は，感想文集にまとめて発
行

１１月６日 西日本私立小学校
半日研修会

関西創価小学校 講演：竹田清美先生
紙芝居実演・講演：古橋理絵氏

１月１０日 読書感想画コンクール
私小連審査会

大阪私小連事務局 全応募作品より，各部門５点
　　　　　　　　計２０点を選出。

１月３１日 西日本私立小学校
読書会

追手門学院小学校 テーマ「本当の友だち」
　・泣いたあかおに
　・糸子の体重計
　・ふたりはともだち
　・みどパン協走曲
　・バッテリー　１巻
　・きみにあえてよかった
　・ふたり
　・ともだちは海のにおい
　・ムーンランナー
　・僕たちの旅の話をしよう
以上の本を題材に，グループに分かれて
実施。

（その他）
＊第３９回全国学校図書館研究集会分科会において，発表。
　　８月６日～８日　山梨県甲府市
　　　主題「日々の積み重ねから育つ読書感想文の指導」
　　　　　　　　　　　　　　　　　提案者：賢明学院小学校　森本　浩美
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［私立中学校］

２０１４年度　私立中学校活動報告

　今年度は 5 月 21 日に私学総会を実施した。その際、国語教諭で朗読家でもいらっしゃる小林　晶子先
生に「ワークショップ　心に届く発声＆講師による朗読」という演題で講演をして頂いた。正しい腹式呼
吸や発声の仕方を教えて頂き、参加者全員で実践し、先生の朗読を聞かせて頂いた。また、私立小林聖心
女子学院学習センターの司書教諭でいらっしゃる飯田　寿美先生には「“ 学校図書館 ” を創る　～学校図
書館って何ですか？～」という演題で、先生がお勤めの学校図書館での仕事内容や学校図書館の持つ意味
やあるべき姿をお話し頂いた。
　７月７日には夏期研修会として灘中学校・高等学校の図書館を見学させて頂いた。
　また、１０月に読書感想文コンクール審査会を行い、１２月３日には冬期研修会として、あべのハルカ
ス美術館で開催されておりました「新印象派展」を見学に行っている。
　３月 1 日には私立学校読書感想文コンクール入賞作品を掲載した読書感想文集を発行した。
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［高等学校］

平成 26 年度　大阪府高等学校図書館研究会　活動報告

総会
　5月 28日 ( 水 )	 会場：府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）

大阪府学校図書館協議会　総会
　6月 11日 ( 水 )	 会場：私学教育文化会館

第１回　研修会（府ＳＬＡ合同開催）
　6月 25日 ( 水 )	 会場：私学教育文化会館
　内　容：
　　「学校図書館を利用した授業実践	―動物のひみつクイズ大会をしよう―」	
　　　　報告者　豊中市立庄内小学校　教諭　太田律子　先生
　　「図書室から図書館へ」～支援学校における学校図書館の実践と取組み～
　　　　報告者　大阪府立摂津支援学校・とりかい高等支援学校　教諭　森田琢也　先生

第１回　役員会
　7月 2日 ( 水 )	 会場：府立東淀川高等学校

司書部　地区代表者会議
　７月９日 ( 水 )	 会場：大阪府立港高等学校

司書部　夏期研修会
　7月 22日 ( 火 )	 会場：大阪府教育会館（たかつガーデン）
　内　容：
　　午前の部　実習　「消しゴムハンコで、オリジナルのしおりやブックカバーを作ろう！」
　　　　　　　講師　大阪府立枚方津田高等学校　柴原真佐子　先生
　　午後の部　講演　「	Library が Living	Roomに」～フィンランドの図書館と教育～
　　　　　　　講師　大阪府教育委員会事務局　教育振興室高等学校課教務グループ　香月孝治　氏

全国学校図書館研究大会（山梨大会）
　8月 6日 ( 水 ) ～ 8月 8日 ( 金 )　会場：山梨県甲府市　山梨学院大学　他

司書部第４地区主催　夏期研修会
　8月 20日 ( 水 )	 会場：桃山学院高等校
　内　容	：	「折り紙でブックマーク・しおり・ブックカバー製作及び講演会」

近畿学校図書館夏季セミナー（兵庫大会）
　8月 21日 ( 木 )	22 日 ( 金 )	 会場：神戸学院大学（ポートアイランド）

第２回　役員会
　9月 3日 ( 水 )	 会場：府立東淀川高等学校

大阪府高等学校図書館研究会　交流会
　9月 17日 ( 水 )	 会場：府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）
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第６０回　大阪府青少年読書感想文　コンクール
　10月 10日 ( 金 )	 締切	 	 	 明星高等学校
　10月 15日 ( 水 )	 高等学校　一次審査	 明星高等学校
　10月 22日 ( 水 )	 高等学校　二次審査	 府立労働センター（エル・おおさか）

第２回　研修会（府ＳＬＡ合同開催）
　10月 29日 ( 水 )	 会場：府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）
　内　容：
　　　（１）　情報交換の手段としての高図研 SNS（仮称）の紹介と運用例
　　　　　　　　大谷高等学校　司書教諭　樋田道男　先生
　　　　　　情報発信・共有の手段としてのHP	の活用
　　　　　　　　府立北千里高等学校　教諭　西田治　先生
　　　（２）　熊取中学校の生徒図書委員の活動（佐野高校との連携）
　　　　　　　　熊取町立熊取中学校　司書教諭　紀之定美知代　先生

第４８回　大阪府・大阪市合同学校図書館研究集会（三島）
　11月 28日 ( 金 )	 会場：高槻市総合センター
　高等学校部会　　図書館と教科の連携
　　　　　提案　大阪府立とりかい高等支援学校　森田琢也　先生
　講演会　演題　「もっとたのしく本との出会いを」
　　　　　講師　	二宮　由紀子さん（絵本作家）

司書部　地区代表者会議
　12月３日 ( 水 )	 会場：大阪府立港高等学校

第６０回　大阪府青少年読書感想文コンクール　表彰式
　12月 6日 ( 土 )	 会場：府立労働センター（エル・おおさか）

第３回　役員会
　1月 14日 ( 水 )	 会場：府立東淀川高等学校
	 	 	
第３２回　大阪府読書感想画コンクール
　1月 15日 ( 木 )	 応募締切	 岸和田市立八木北小学校
　1月 17日 ( 土 )	 審査	 	 岸和田市立八木北小学校
　2月 7日 ( 土 )	 表彰式	 	 会場：府立労働センター（エル・おおさか）

司書部　総会
　3月 4日 ( 水 )	 会場：大阪府教育会館（たかつガーデン）

第４回　役員会
　4月 15日 ( 水 )	 会場：府立高津高等学校

　　※　大阪府高等学校図書館研究会Ｗｅｂサイトでは、活動報告の詳細を公表しております。
　　　　　　　　　　URL：　http://ohs-lib.org/
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Ⅲ．第 48 回大阪府・大阪市合同研究集会（三島）の報告

－　開催要項　－

研究主題
「本っておもしろい！本ってすごい！」

～学びを支える学校図書館～

　昨年度から、小・中・高等学校で完全実施となりました新学習指導要領の総則の中に、小・中・高等学
校すべての校種において、「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、
意欲的な学習活動や読書活動を充実すること」とされ、学校図書館の重要性が強調されています。
学校図書館は「読書センター」機能及び「学習・情報センター」機能という２つの柱を持つものとして捉
えられてきました。これからの学校図書館は読書の場としての機能に加え、子どもたちの「学びを深め」
獲得した「知識を活かし」ていく力を培うことにより「豊かな育ち」を保障する「学校教育の中核的な役
割を担う場」であることが期待されます。
　各学校、地域でも学校図書館の活性化に向けて新たな取り組みや、これまでの取り組みの充実が図られ
ています。
　本研究集会は子どもの読書活動を支援し、言語活動の充実をはかり、情報の収集・選択・活用能力を育
成するため、学校図書館のあり方について実践発表や交流の場として研究を深めていく場です。こうした
学校図書館の重要性が国として認識されているときに、大阪府・市の学校図書館関係の先生方に数多く参
加していただき、より充実した新しい学校図書館を目指して、ともに研究を進めていきたいと存じます。

　・日時	 平成２６年１１月２８日（金）　午後１時５０分～４時５０分
　・場所　	 高槻市総合センター
	 	 　　〒 569 － 0067　高槻市桃園町 2番 1号
	 	 　　TEL　072 － 674 － 7111
　・主催	 大阪府学校図書館協議会・大阪市学校図書館協議会
　・後援　	 大阪府教育委員会・大阪市教育委員会
　・時程　	 １：５０～　　　　　　受付
	 　	 ２：１０～３：３０　　部会
	 　	 ３：４０～４：５０　　講演会
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部会の構成

小学校　Ｃ 1401 東西会議室 (14 Ｆ )
「みんなでつくろう！のりものランド」
　　～学んだことを活用した、言語活動の実践～
　　　提案　茨木市立中津小学校　　　　小山　梓　先生
　　　司会　吹田市立吹田第二小学校　　古川　順子　先生
　　　　　　吹田市立千里第二小学校　　梶川　知子　先生
　　　記録　吹田市立南山田小学校　　　野谷　好江　先生
「わくわく発見、きらきら笑顔、だいすき！学校図書館」
　　　提案　大阪市立中本小学校　　　　菅　　朋子　先生
　　　司会　大阪市立東淡路小学校　　　中村　文　先生
　　　記録　大阪市立諏訪小学校　　　　須田　妙子　先生

中学校　Ｃ 602 会議室（６Ｆ）
生徒と本をどうつなぐか
　　～中学校での読書活動の支援をさぐる～
　　　提案　高槻市立城南中学校　　　　中村　沙姫　先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一井　やよ子　先生
　　　司会　高槻市立北日吉台小学校　　信太　佐恵子　先生
　　　記録　高槻市立五領小学校　　　　杉原　尊　先生
こんな授業もおもしろいなあ！
　　～卒業前の調べ学習～
　　　提案　大阪市立瑞光中学校　　　　栢木　かおる　先生
　　　司会　大阪市立瑞光中学校　　　　門　　京子　先生
　　　記録　大阪市立高倉中学校　　　　立野　陽子　先生

高等学校　Ｃ 601 会議室（６Ｆ）
図書館と教科の連携
　　提案　大阪府立とりかい高等支援学校　森田　琢也　先生
　　司会　大阪府学校図書館協議会　　　　冨田　忍　先生
　　記録　大阪府高等学校図書館研究会　　森本　寿　先生

講演会　Ｃ 1401 東西会議室（14Ｆ）
演題　「もっとたのしく本との出会いを」
講師　	二宮　由紀子　さん（絵本作家）
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Ⅳ．平成 26 年度協議会　事務局報告

平成 26年度　現勢一覧
市町村 校種 校種 校数 市町村 校種 校種 校数

小 41 小 ・ 15

中 18 ・ 中 7

 小 74 小 11 小 80 小 ・ 7

 中 33 中 5 中 37 ・ 中 3

一貫 2 小 12 計 117 小 ・ 14

 計 109 中 6 ・ 中 6

2 小 ・ 16

小 4 ・ 中 8

中 2 小 ・ 13

小 6 ・ 中 7

中 2 小 ・ 7

小 ・ 35 ・ 中 3

・ 中 18 小 ・ 8

 小 122 小 ・ 10 ・ 中 3

 中 57 ・ 中 5 小 ・ 91

 計 179 小 ・ 32 ・ 中 42

・ 中 14  小 129 2

小 ・ 41  中 59 小 8

・ 中 18 一貫 2 中 3

小 ・ 4  計 190 小 ・ 21

・ 中 2 ・ 中 10

小 17 小 9

中 9 中 4

 小 129 小 ・ 45 小 ・ 24

 中 62 ・ 中 19 ・ 中 11

 計 191 小 ・ 24  小 77 小 11

・ 中 12  中 35 中 5

小 ・ 12  計 112 小 13

・ 中 8 中 5

小 ・ 14 小 10

・ 中 6 中 4

小 ・ 7 小 10

・ 中 4 中 5

小 ・ 10 小 9

・ 中 4 中 5

小 ・ 54 小 ・ 17

・ 中 26  計 79 ・ 中 62

 小 93 小 29 小 ・ 3

 中 48 中 15  計 6 ・ 中 3

 計 141 小 10

中 7

◆南河内

◆泉北

◆泉南枚方市

守口市

寝屋川市

高槻市

島本町

小中一貫校

◆三島

◆北河内

地区

豊中市

池田市

豊能町

能勢町

◆豊能

八尾市

柏原市

箕面市

吹田市

摂津市

茨木市

大東市

門真市

四條畷市

東大阪市

交野市

◆中河内

小中一貫校

◆私立

松原市

藤井寺市

羽曳野市

富田林市

岸和田市

貝塚市

大阪狭山

東部ブロック

堺市

会員校数 1324

泉佐野市

泉南市

阪南市

泉南郡

地区

◆国立

高等学校 200

泉大津市

和泉市

高石市・忠岡町

河内長野
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平成 26年度　役員一覧

役割 役　職　名 氏　　名 学　　　　　校 職　名 〒 所　　在　　地

役

員

会長 藤田　　弘 岸和田市立山直中学校 校長 596-0808 岸和田市三田町 1030

副会長 ( 小 ) 竹中　廣司 泉大津市立旭小学校 校長 595-0036 泉大津市昭和町 2-27

副会長 ( 中 ) 加藤　　暢 泉大津市立東陽中学校 校長 595-0024 泉大津市池浦町 4-4-1

副会長 ( 高 ) 村田　　徹 大阪府府立高津高等学校 校長 543-0016 大阪市天王寺区餌差町 10-47

事務局長 高林				昇 岸和田市立八木北小学校 校長 596-0811 岸和田市下池田町 3-6-4

会計 斉藤　佳代 東大阪市立縄手南小学校 校長 579-8061 東大阪市六万寺町 2-3-17

会計監事 寺田　孝志 堺市立八下中学校 校長 591-8012 堺市北区中村町 977-20

会計監事 尾崎　正敏 関西大倉中・高等学校 校長 567-0052 大阪府茨木市室山 2-14-1

会計補佐 丹野　千恵美 堺市立福泉小学校 教諭 590-0821 堺市西区菱木 2-2186-1

会計補佐 佐藤　滋子 大阪私立中学校高等学校図書館研究会 589-0005 大阪狭山市狭山 5-2247-1-301

事務局次長（小） 勝浦　美代子 高槻市立赤大路小学校 指導教諭 569-1146 高槻市赤大路町 15-1

事務局次長（中） 小山　秀樹 東大阪市立長栄中学校 教諭 577-0055 東大阪市長栄寺 12-30

事務局次長（高） 森田　琢也 府立とりかい高等支援学校 教諭 566-0062 摂津市鳥飼上 1-1-15

事務局次長（残留）森本		　寿 大阪府高等学校図書館研究会 賛助会員 595-0071 泉大津市助松町 3-1-31-508

編集部長 西田　　治 府立北千里高等学校 教諭 565-0873 吹田市藤白台 5-6-1

研究部長 廣部　京子 守口市立庭窪中学校 教諭 570-0002 守口市佐太中町 4-1-7

事業部長 飯田　洋子 岸和田市立太田小学校 教諭 596-0831 岸和田市畑町 3-12-1

参与 冨田　　忍 大阪府高等学校図書館研究会 賛助会員 596-0836 岸和田市行遇町 1-169

評

議

員

豊　能 大屋　由子 豊中市立南桜塚小学校 校長 561-0882 豊中市南桜塚 2-2-1

三　島 濵岡　恭子 茨木市立畑田小学校 校長 567-0028 茨木市畑田町 3-31

北河内 内海　高広 枚方市立蹉跎小学校 校長 573-0064 枚方市北中振 2-11-21

中河内 蛇草　真也 柏原市立国分小学校 校長 582-0021 柏原市国分本町 6-11-4

南河内 畠山　久子 松原市立松原南小学校 校長 580-0014 松原市市岡 4-1-5

泉　北 竹中　廣司 泉大津市立旭小学校 校長 595-0036 泉大津市昭和町 2-27

泉　南 上中　和則 泉南市立東小学校 校長 590-0514 泉南市信達金熊寺 553

私立小 森本　浩美 私立賢明学院小学校 教諭 590-0812 堺市堺区霞ヶ丘町 4-3-27

私立中 草木　均 関西大倉中・高等学校 教諭 567-0052 大阪府茨木市室山 2-14-1

国　立 山根　雅子 大阪教育大学附属天王寺中学校 教諭 543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 4-88

高　校 森本　　寿 大阪府高等学校図書館研究会 賛助会員 595-0071 泉大津市助松町 3-1-31-508

平成 26年度　代議員
地区 市町村 校種 氏　　名 学　　　　校 職　名 郵便番号 所　　　在　　　地

豊

能

豊中市 小 中 川畑　存映 豊中市立中豊島小学校 司書教諭 561-0802 豊中市曽根東町 6-13-1

池田市 小 中 岡村　修治 池田市立北豊島小学校 校長 563-0036 池田市豊島北 2-12-1

箕面市 小 中 山下　千恵 箕面市立萱野東小学校 校長 562-0027 箕面市石丸 1-18-1

豊能町 小 中 上田　博子 豊能町立東ときわ台小学校 教諭 563-0103 豊能郡豊能町東ときわ台 5-17

能勢町 小 中 山本　倫未 能勢町立久佐々小学校 教諭 563-0341 豊能郡能勢町宿野 866

三

島

吹田市 小・ 百々	真紀子 吹田市立吹田第二小学校 教諭 564-0041 吹田市泉町 3-15-18

・ 中 堀川　修臺 吹田市立第六中学校 校長 564-0042 吹田市穂波町 16-1

摂津市 小・ 鈴木　友二 摂津市立別府小学校 教諭 566-0046 摂津市東別府 5-1-33

・ 中 高山　歩 摂津市立第五中学校 教諭 566-0065 摂津市鳥飼新町 1-10-1

茨木市 小・ 橘　詠子 茨木市立中津小学校 教諭 567-0824 大阪府茨木市中津町 10-15

・ 中 川﨑　友理 茨木市立彩都西中学校 教諭 567-0085 茨木市彩都あさぎ 4-6-7

高槻市 小・ 杉原　尊 高槻市立五領小学校 教諭 569-0016 高槻市五領町 12-1

・ 中 佐藤　美帆 高槻市立第八中学校 教諭 569-1109 高槻市紅茸町 5-1

島本町 小・ 清水　彩華 島本町立第四小学校 教諭 618-0012 島本町高浜 2-2-1

・ 中 青木　由記 島本町立第一中学校 講師 618-0014 島本町水無瀬 1-19-4
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北

河

内

守口市 小 金田　孝雄 守口市立八雲東小学校 校長 570-0021 守口市八雲東町 2-77-7

中 蔵楽　信策 守口市立庭窪中学校 校長 570-0002 守口市佐太中町 4-1-7

枚方市 小・ 内海　高広 枚方市立蹉跎小学校 校長 573-0064 枚方市北中振 2-11-21

・ 中 下山　栄治 枚方市立桜丘中学校 校長 573-0018 枚方市桜丘町 65-1

寝屋川市 小・ 古野　勝治 寝屋川市立西小学校 校長 572-0051 寝屋川市高柳 3-1-27

・ 中 大森　友清 寝屋川市立第六中学校 校長 572-0004 寝屋川市成田町 3-6

大東市 小・ 坂下　賢治 大東市立四条小学校 校長 574-0015 大東市野崎 4-6-1

・ 中 山内　敏弘 大東市立北条中学校 校長 574-0011 大東市北条 2-19-30

門真市 小・ 中野　勢子 門真市立門真小学校 校長 571-0041 門真市柳町 4-1

・ 中 小寺　弘明 門真市立第四中学校 校長 571-0012 門真市江端町 3-1

四條畷市 小・ 市場　成之 四條畷市立四條畷東小学校 校長 575-0021 四條畷市南野 6-1-25

・ 中 竹村　正光 四條畷市立四條畷西中学校 校長 575-0031 四條畷市蔀屋 285-21

交野市 小・ 伊賀　　治 交野市立星田小学校 校長 576-0016 交野市星田 3-33-4

・ 中 岸本　秀樹 交野市立第一中学校 校長 576-0035 交野市私部南 3-1-1

中

河

内

東大阪市 小・ 藤川　佳己 東大阪市立三ノ瀬小学校 校長 577-0849 東大阪市三ノ瀬 1-7-7

・ 中 秦　悦子 東大阪市立俊徳中学校 校長 577-0843 東大阪市荒川 2-32-40

八尾市 小 中 水谷　希亮 八尾市曙川東小学校 校長 581-0020 八尾市曙川東 8-136

柏原市 小 中 蛇草　真也 柏原市立国分小学校 校長 582-0021 柏原市国分本町 6-11-4

南

河

内

	
	

松原市 小・ 芝田　和代 松原市立中央小学校 指導教諭 580-0044 松原市田井城 3-72-2

・ 中 渋谷　志穂 松原市立松原第四中学校 教諭 580-0005 松原市別所 3-19-28

藤井寺市 小・ 小西　貴大 藤井寺市立藤井寺小学校 教諭 583-0035 藤井寺市北岡 1-2-29

・ 中 鈴木　香緒梨 藤井寺市立藤井寺中学校 教諭 583-0021 藤井寺市御舟町 2-9

羽曳野市 小・ 上田　尚子 羽曳野市立埴生南小学校 教諭 583-0872 羽曳野市はびきの 6-6-1

・ 中 荒木　基実 羽曳野市立高鷲中学校 教諭 583-0881 羽曳野市島泉 9-15-4

富田林市 小・ 藤井　ゆかり 富田林市立高辺台小学校 教諭 584-0072 富田林市高辺台 3- １- １

・ 中 佐伯　厚子 富田林市立貴志中学校 教諭 584-0001 富田林市梅の里 1-7-1

河内長野市 小・ 楠　万依 河内長野市立長野小学校 教諭 586-0016 河内長野市西代町 14-1

・ 中 石川　泰之 河内長野市立長野中学校 教諭 586-0022 河内長野市本多町 3-1

大阪狭山市 小・ 奥野　歩 大阪狭山市立南第二小学校 教諭 589-0023 大阪狭山市大野台 3-23-1

・ 中 宮島　仁美 大阪狭山市立第三中学校 講師 589-0013 大阪狭山市茱萸木 2丁目 397

東部

		ブロック

小・ 坂田　真弓 河南町立中村小学校 教諭 585-0034 南河内郡河南町大字神山 19

・ 中 赤木　里絵 太子町立中学校 教諭 583-0991 南河内郡太子町春日 1479

泉

北

堺市 小・ 五十川　昌恵 堺市立東深井小学校 教諭 599-8237 堺市中区深井水池町 3214

・ 中 黒田　佳美 堺市立福泉中学校 教諭 593-8316 堺市西区山田２丁 55

泉大津市 小 中 竹中　廣司 泉大津市立旭小学校 校長 595-0036 泉大津市昭和町 2-27

和泉市 小・ 川野	優美子 和泉市立光明台南小学校 教諭 594-1111 和泉市光明台 3丁目 8番 1号

・ 中 川合　康介 和泉市立郷荘中学校 教諭 594-0064 和泉市寺門町 1-14-35

高石市
・忠岡町

小 中 石本　秀樹 忠岡町立東忠岡小学校 教頭 595-0804 泉北郡忠岡町馬瀬 2-17-1

泉

南

岸和田市 小・ 北野　有希子 岸和田市立春木小学校 教諭 596-0024 岸和田市春木宮川町 11-13

・ 中 古川　佳世 岸和田市立桜台中学校 教諭 596-0823 岸和田市下松町 1255

貝塚市 小 中 角倉	眞由美 貝塚市立二色小学校 教諭 597-0091 貝塚市二色 1-3-1

泉佐野市 小 中 東出　千亜希 泉佐野市立佐野中学校 教諭 598-0046 泉佐野市羽倉崎 4-3-12

泉南市 小 中 辻　　英明 泉南市立雄信小学校 教諭 590-0526 泉南市男里 3-11-1

阪南市 小 中 大辻　秀樹 阪南市立箱作小学校 教諭 599-0232 阪南市箱作 2320

泉南郡 小 中 辻野　香織 熊取町立北小学校 教諭 590-0422 泉南郡熊取町希望が丘 4-14-1

私立
小・ 下伊豆　彩 大阪聖母女学院小学校 教諭 572-8531 寝屋川市美井町 18-10

・ 中 草木　均 関西大倉中・高等学校 教諭 567-0052 大阪府茨木市室山 2-14-1

国立 小 中 松尾　澄英 大阪教育大学附属天王寺中学校 教諭 543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 4-88

高校
森本　　寿 大阪府高等学校図書館研究会 賛助会員 595-0071 泉大津市助松町 3-1-31-508

佐藤　滋子 大阪私立中学校高等学校図書館研究会 賛助会員 589-0005 大阪狭山市狭山５-2247-1-301
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年	月　日（曜日） 事　業　内　容 担　当 会　場
2014.　4.19（土）第 1回研究部会 研　究　部 大阪教育大附属天王寺中学

	5.	7（水）役員会 事　務　局 私学教育文化会館

6.	6（金）第 1回事業部会 事　業　部 岸和田市立八木北小学校

6.11（水）
成 26年度大阪府学校図書館協議会	総会 事　務　局

私学教育文化会館
第 2回研究部会 研　究　部

6.13（金）第 3回全国ＳＬＡ　総会 全国ＳＬＡ 学校図書館センター

6.24（火）第 44回近畿学校図書館研究大会（大阪大会）打合せ会 府市運営委員 大阪市立桜宮中学校

6.25（水）
府学校図書館研究集会（第１回）（府高図研と共催）
第 3回研究部会

研　究　部 私学教育文化会館

7.18（金）府市合同研究集会打合せ会 三島地区 高槻市教育会館

8.	4（月）第 44回近畿学校図書館研究大会（大阪大会）打合せ会 府市運営委員 大阪市立桜宮中学校

8.6（水）～	8（金）第 39回全国学校図書館研究大会（甲府大会） 全国ＳＬＡ 山梨学院大学他

8.20（水）
府市合同研究集会打合せ会	 府・市ＳＬＡ 府立男女共同参画・青少年センター

（ドーンセンター）第 1回評議員会 事　務　局

8.21（木）22（金）第 19回近畿学校図書館夏季セミナー（兵庫大会） 近畿ＳＬＡ 神戸学院大学

9.	4（木）第 44回近畿学校図書館研究大会（大阪大会）打合せ会 府市運営委員 大阪市立桜宮中学校

9.10（水）第 4回研究部会 研　究　部 大阪市立中央図書館

10.10（金）第 60回大阪府青少年読書感想文コンクール応募締切り
泉南地区
事　業　部
府高図研

（小学校・中学校）
　岸和田市立八木北小学校
（高等学校）	明星高等学校

10.14（火）第 2回事業部会 事　業　部 岸和田市立八木北小学校

10.15（水）
第 60回大阪府青少年読書感想文コンクール
　　　　　　　　　　　　　　高等学校の部一次審査

泉南地区
事　業　部
府高図研

明星高等学校

　10.22（水）

第 60回大阪府青少年読書感想文コンクール
　　　　　　　　　　小・中学校の部一次・二次審査
　　　　　　　　　　　　　　高等学校の部二次審査	

事業部・役員	
府高図研	 府立労働センター（エルおおさか）

第 3回事業部会 事　業　部

10.29（水）
大阪府学校図書館研究集会（第２回）
（府高図研と共催）

研　究　部
府立男女共同参画・青少年センター
（ドーンセンター）

11.12（水）第 2回評議員会 事　務　局 府立労働センター（エルおおさか）

11.19（水）第 4回事業部会 事　業　部 岸和田市立八木北小学校

11.28（金）
第 48回大阪府・大阪市合同学校図書館研究集会（三島） 府・市ＳＬＡ

高槻市総合センター
第 5回研究部会 研　究　部

11.28（金）第 60回全国青少年読書感想文コンクール締切り 全国ＳＬＡ 学校図書館センター

12.	6（土）第 60回大阪府青少年読書感想文コンクール表彰式 事業部・役員 府立労働センター（エルおおさか）

12.	9（火）第 44回近畿学校図書館研究大会（大阪大会）打合せ会 府市運営委員 大阪市立桜宮中学校

2015.	1.	15（木）第 32回大阪府読書感想画コンクール応募締切り 事　業　部 岸和田市立八木北小学校

　1.17（土）
第 32回大阪府読書感想画コンクール審査会 事業部・役員

岸和田市立八木北小学校
第 5回事業部会 事　業　部

1.23（金）第 26回読書感想画中央コンクール提出日 全国ＳＬＡ ㈱毎日企画サービス

2.	5（木）各県ＳＬＡ事務局長会議 全国ＳＬＡ 学校図書館センター

2.	6（金）第 60回全国青少年読書感想文コンクール表彰式 全国ＳＬＡ 経団連会館

2.	7（土）第 32回大阪府読書感想画コンクール表彰式 事業部・役員 府立労働センター（エルおおさか）

2.25（水）合同会議 事　務　局
府立男女共同参画・青少年センター
（ドーンセンター）

2.27（金）第 26回読書感想画中央コンクール表彰式 全国ＳＬＡ 如水会館

3.	5（木）第 44回近畿学校図書館研究大会（大阪大会）打合せ会 府市運営委員 大阪市立桜宮中学校

3.30（月）第 6回研究部会 研　究　部 府立労働センター（エルおおさか）

3.31（月）会報 56号　発行 編　集　部

平成 26 年度　事業報告
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Ⅴ．個人情報保護方針
　大阪府学校図書館協議会（以下「当協議会」）は、個人情報保護の重要性を認識し，個人情報保護法の
規定に基づいて、以下のとおり個人情報保護方針を策定する。

（法令等の遵守）
１．当協議会は、個人情報保護法及びその他の関連する法令等を遵守する。

（組織内体制）
２．当協議会は、個人情報の取扱いに関する規定を策定し、個人情報を保護するための体制を構築する。

（組織内体制の継続的見直し）
３．当協議会は、個人情報の取扱いに関する規定及び個人情報を保護するための体制について、継続的に
見直すとともに必要に応じて改善を図る。

（個人情報の収集）
４．当協議会は、個人情報を収集する際には利用目的を明示し、その利用目的を達成するために必要な範
囲の情報を、本人の承諾を受けた上で収集する。

（個人情報の利用）
５．当協議会は、個人情報を取り扱うに当たり、明示した利用目的の範囲内でのみ利用する。

（正当性の確保）
６．当協議会は、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう更新に努める。

（安全管理措置）
７．当協議会は、収集した個人情報を厳重に管理し、不正アクセス・紛失・改ざん・漏洩のないように努
める。

（第三者への提供の制限）
８．当協議会は、法令等に定める正当な理由のある場合を除き、本人の同意を得ることなく個人情報を第
三者に提供することはない。

（個人情報の開示等）
９．当協議会は、保有する個人情報に関して該当する本人から開示及び訂正等の要望があった場合、合理
的且つ可能な範囲内において対応する。

（個人情報の共同利用）
１０．当協議会は、他の団体と共催する事業について、その事業の実施に関して取得し又は保有する個人
情報を、法令等の定める範囲内において、共催する団体に提供しこれを共同利用することがある。
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Ⅵ．大阪府学校図書館協議会会則
　　第１章　総則
第１条（名称）
　本会は大阪府学校図書館協議会と呼ぶ。
第２条（事務所）
　本会の事務所は事務局長在任校に置く。
第３条（目的）
　本会は大阪府下における学校図書館の研究と充実を図って、学校教育の発展に資することを目的とする。
第４条（事業）
　本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
　１．	 研究会・協議会・展示会
　２．	 会報の発行
　３．	 その他必要と認める事業

　　第２章　会則
第５条（会員）
　本会の会員は、大阪府下の学校図書館研究団体とする。
　但し、未組織地域については、各学校とする。

　　第３章　役員
第６条（種類　任期）
　本会に次の役員を置く。
　役員の任期は１年とし、重任を妨げない。
　補欠による役員任期は残存期間とする。
　１．	 会長　　　　１名
　２．	 副会長　　　若干名
　３．	 会計監事　　２名
　４．	 事務局長　　１名
　５．	 事務局次長　若干名
　６．	 幹事　　　　若干名
　７．	 参与　　　　若干名
第７条（選出）
　役員の選出の方法による。
　１．	 会長・副会長・会計監事・事務局長・事務局次長は総会で選出する。
　２．	 幹事・参与は会長が委嘱する。
第８条（顧問）
　本会は顧問を置くことができる。
　顧問は役員会の推薦によって会長が委嘱する。
第９条（任務）
　役員の任務は次の通りとする。
　１．	 会長は会務を総括し、本会の代表者とする。
　２．	 副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時これに代る。
　３．	 会計監事は会計監査に当たる。
　４．	 事務局長・事務局次長と幹事は事務局を構成し、会務を執行する。
　５．	 参与は必要に応じて事務局会議に出席し、本会運営の重要事項に参画する。
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　　第４章　会議
第１０条（種別）
　本会の会議は次の４種とする。
　１．	 総会
　２．	 評議員会
　３．	 地区連絡協議会
　４．	 役員会
第１１条（総会）
　総会は毎年１回開き、本会運営の重要事項を決議する。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
　１．	 総会は、役員・代議員によって構成し、委任状を含め、定員の半数以上で成立する。
　２．	 代議員は団体会員の代表として、小・中学校は郡市ごとに各１名、高等学校は５名以内とする。
第１２条（評議員・地区連絡協議会）
　評議員は本会運営の重要事項を審議する。
　１．	 評議員は代議員の地区別推薦によって各１名選出する。
　２．	 評議員は地区連絡協議会を主宰し本会事業の推進に当る。
　３．	 地区連絡協議会は地区内の代議員と事務担当者で構成し、研究活動の総合援助・情報交換にあた
る。
第１３条（役員会）
　役員会は本会の運営にあたる。

　　第５章	 会計
第１４条（経費）
　本会の経費は会費・事業収入・補助金および寄付金をこれに当てる。
　会費は１校当たり金 1,000 円とする。
第１５条（予算決算）
　本会の予算および決算は、役員会・評議員会議を経て総会の承認を受ける。
第１６条（会計年度）
　本会の会計年度は４月１日より始まり翌年３月３１日に終る。

　　第６章	 付則
第１７条（会則の改正）
　本会則の改正は総会の決議による。
第 18条
　本会則は平成６年４月１日から実施する。
　昭和３３年１月２７日成立。
　昭和３７年５月２２日成立。
　昭和４６年５月２６日成立。
　昭和４７年５月２４日成立。
　昭和４９年６月１２日成立。
　昭和５０年６月４日成立。
　昭和５３年５月３１日成立。
　昭和５６年５月２７日成立。
　昭和６０年６月１２日成立。
　昭和６１年６月１１日成立。
　昭和６２年６月１０日成立。
　平成３年６月５日成立。
　平成５年６月 16日改正。
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平成２７年３月３１日

大阪府学校図書館協議会
事務局　岸和田市立八木北小学校
　　　　岸和田市下池田町３- ６- ４
　　　　　TEL	072-443-6631
印　刷　南海印刷株式会社
　　　　大阪市浪速区桜川３－８－３７
　　　　　TEL	06-6568-5454
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