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第64回広島県学校図書館研究大会広島大会  
大会会長 実行委員長    山垣内 俊行  

                                           

 

第 32回中国地区学校図書館研究大会広島大会 
第 64回広島県学校図書館研究大会広島大会 

〔最終案内〕 
 

初秋の候 皆様におかれましてはますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 
さて，標記の研究大会を令和３年11月４日（木）・ ５日（金）の 2日間を予定していましたが，コロナ禍のため参集しての通常開

催は中止し，大会要項・研究集録（冊子）による誌上発表といたします。 
 

大 会 主 題 
 
 
 
 
 
 

１ 大会形態  誌上発表 ただし，公開研究授業は広島市または会場近郊の限定公開 
  

２ 主 催 広島県学校図書館協議会  中国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 

 

３ 共 催 広島県小学校教育研究会 広島県中学校教育研究会 広島県高等学校教育研究会 

 

４ 後 援 文部科学省（申請中） 広島県教育委員会 島根県教育委員会 鳥取県教育委員会 岡山県教育委員会  

山口県教育委員会 広島市教育委員会 広島県連合小学校長会 広島市小学校長会 

広島県公立中学校長会 広島市公立中学校長会 広島県公立高等学校長協会  

広島県私立中学高等学校協会校長会 広島県ＰＴＡ連合会 広島市ＰＴＡ協議会 広島県高等学校ＰＴＡ連合会 

広島県公共図書館協会 （公財）日本教育公務員弘済会広島支部 

 

５ 大会参加費（資料代） 

  1,000円（広島大会要項，研究集録，郵送料） 

 

６ その他 大会要項・研究集録は別冊とし，研究集録が出来上がり次第，年度内に発送いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな心を育み，主体的・対話的で深い学びの基盤となる学校図書館 

～学校図書館を意図的・計画的に活用した授業と読書活動の充実を通して～ 



公開授業・研究協議一覧（広島市のみ限定公開）  
（１）広島市立皆実小学校  

記号 学年 教科 授業内容 授業者 指導助言者 

小-特 特支 自立活動 楽しく運動しよう 

正田千香子 

原 千代子 

指導員 

森貞  純 

秦  禎宏 

広島市教育委員会 

学校教育部特別支援教育課 

指導主事 柳原 涼子 

小-ア １年 国  語 じどう車くらべ 上田 亜紀 

広島市教育委員会 

学校教育部指導第一課 

指導主事 大下 あすか 

小-イ ２年 生活科 作って ためして 岩佐 優大 
前広島市立早稲田小学校校長 

佐和 真由美 

小-ウ ３年 国  語 すがたをかえる大豆 下田  歩 

広島市教育委員会 

学校教育部指導第一課 

主任指導主事 三本松 千恵 

 

（２）広島市立東原中学校（広島市のみ限定公開）  

記号 学年 教科 授業内容 授業者 指導助言者 

中-ア ２年 国  語 古典作品の背景を探る 小坂  剛 

広島市教育委員会 

学校教育部指導第二課 

指導主事 与座 淳 

中-イ １年 社  会 
現在とのつながりに着目し， 

中世までの日本についてまとめる 
東  昌孝 

広島市教育委員会 

学校教育部指導第二課 

指導主事 伊木 勇介 

中-ウ １年 数 学 社会の事象を数学的に捉える 林  由梨 

広島市教育委員会 

学校教育部指導第二課 

指導主事 日浦 聡一 
      

（３）広島県立廿日市高等学校（会場近郊のみ限定公開）  

記号 学年 教科 授業内容 授業者 指導助言者 

高-ア １年 
芸術 

（美術） 
立体ＰＯＰ制作 近藤 和喜 広島県教育委員会 

高校教育指導課 

指導主事 岡田 真由 高-イ １年 
公民 

（現代社会） 

図書を活用した主体的・対話的な 

授業づくり 
吉野 鉄平 

記号 学年 教科 授業内容 授業者 指導助言者 

小-エ ４年 総  合 発見 広島 大崎とも美 

広島市教育委員会 

学校教育部指導第一課 

主任指導主事 黒田 真司 

小-オ ５年 国  語 
固有種が教えてくれること 

グラフや表を用いて書こう 
廣重佳代子 

広島県教育委員会 

義務教育指導課 

指導主事 藤本 哲平 

小-カ ６年 社  会 町人の文化と新しい学問 原田  啓 

広島市教育委員会 

学校教育部指導第一課 

指導主事 権藤 義則 



 

分科会 （誌上発表）  

 Ａ分科会 「学校図書館の運営・連携」 

分科会・記号 

会場・定員 
 小学校 〔指導助言〕 広島市教育委員会学校教育部指導第一課 指導主事 宮崎 理恵 

Ａ－小 

<発表１> （広島県） 

広島市立落合小学校 

 教諭 山崎 由華 

広島市立長束小学校 

教諭 苅屋田 ひとみ 

広島市立東浄小学校 

教諭 齋藤 美香 

読書に親しむ子どもを育む学校図書館を目指して 

<発表２> （山口県）  

山口市立嘉川小学校 

教諭 筒井 志保 

「ライぶらり」の実践と 教師・地域等の連携でつくる  

コロナ禍２年目の学校図書館 

分科会 

番号 
 中学校・高等学校 〔指導助言〕 島根県教育庁松江教育事務所 指導主事 西村 勝美 

Ａ－中・高 

<発表１> （広島県） 

広島県高等学校教育研

究会 図書館部会 研究

員会 代表 

広島県立油木高等学校

主幹図書教諭  

山﨑 由美 

広島県の学校図書館リニューアル 

<発表２> （島根県） 

島根県松江市立義務教

育学校玉湯学園 

教諭 土江 良子 

義務教育学校における学校図書館の運営・連携 

   

Ｂ分科会 「主体的・対話的で深い学びを支援する学校図書館」 

分科会 

番号 
 小学校  〔指導助言〕岡山県教育庁義務教育課 指導主事 後藤 直之 

Ｂ－小 

<発表１> （広島県）  
北広島町立八重東小学校 

教諭 矢野 典子 

本に親しみ主体的に調べ学ぶ児童の育成 

<発表２> （岡山県） 

岡山市立牧石小学校 

教諭 武田 綾子 

岡山市立御野小学校 

教諭 西森 友美 

主体的に学び合う授業を支える学校図書館 

 

 Ｂ分科会 「主体的・対話的で深い学びを支援する学校図書館」 

分科会 

番号 
 中学校  〔指導助言〕 広島県教育委員会義務教育指導課 指導主事 藤本 哲平 

Ｂ－中 

<発表１> （広島県） 

福山市立鞆の浦学園 

教諭 山口  悠 

教諭 世良 千夏 

ＩＣＴ時代の学校図書館の在り方 

<発表２> （鳥取県） 

鳥取市立河原中学校 

教諭 河村 英樹 

学校司書 小河久美子 

子どもの学びを支える学校図書館 



分科会 

番号 高等学校  〔指導助言〕 山口県教育庁高校教育課 指導主事 原 文映 

Ｂ－高 

<発表１> （広島県） 

広島県立安古市高等学校 

主幹図書教諭 齋藤 多恵 

利用者とともに成長する学校図書館 

 ～本校図書館の実践から～ 

<発表２> （山口県） 

山口県立大津緑洋高等

学校日置校舎 

教諭 山本 美乃 

生徒と一緒につくる図書館 

   

 Ｃ分科会 「生涯学習の基盤としての学校図書館」 

分科会 

番号 
 小学校  〔指導助言〕前鳥取県米子市立福米西小学校 校長 井口 恵美子 

Ｃ－小 

<発表１> （広島県） 

府中町立府中小学校 

校長 竹下 比登美 

自立的な読み手を育てる読書活動の推進 

<発表２> （鳥取県） 

米子市立車尾小学校 

教諭 矢吹 なおみ 

本を介して，他者とつながる読書指導 

～他者との交流を図った授業づくり～ 

分科会 

番号 
 中学校・高等学校 〔指導助言〕東広島市教育委員会指導課 指導主事 松田 文男 

Ｃ－中・高 

<発表１> （広島県） 

東広島市立磯松中学校 

教諭 樫原 玲那 

学校図書 部谷 佳子 

本との対話を育む学校図書館―内言の表出を目指して― 

<発表２> （岡山県） 

岡山県立岡山南高等学校 

教諭 畝岡 睦実 
岡山県立玉野高等学校 

司書 吉岡 亜希子 

探究的な学習」を未来に繋げる図書館 

～岡山県学校図書館活用研究委員会からの提言～ 

   

 Ｄ分科会 「特別な教育的ニーズのある児童生徒を支える学校図書館」 

分科会 

番号 
 高等学校・特別支援学校 〔指導助言〕広島県教育委員会高校教育指導課 指導主事 岡田真由 

Ｄ－高・特支 

<発表１> （広島県） 

広島県立府中東高等学校 

教諭 後藤 皐汰 

学校図書館機能の再検討 

<発表２> （島根県） 

島根県立松江養護学校 

教諭 松原 加代 

 

幅広い実態や年齢層の子どもたちの読書活動を支える取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大会実行委員会】 

    実行委員長  広島県立広島皆実高等学校 校長 山垣内 俊行 

    事 務 局 長  広島県立広島皆実高等学校 教諭 白濱 泰史 

           〒734-0001 広島県広島市南区出汐２丁目４番76号 

                 TEL 08２-251-6441 FAX 082-251-6442 

                 E-mail： y-shirahamak873964@hiroshima-c.ed.jp 



◆大会要項・研究集録の申し込み(新規の申し込み)について◆ 

 

大会要項・研究集録の取り扱いは、第32回中国地区学校図書館研究大会実行委員会が指定した「株式会社ＪＴＢ広島支

店」が担当します。ＪＴＢ広島支店を通じて申込み等を行ってください。申込・変更・取り消しは『インターネットウェ

ブサイト』によるものとなります。 

 

■大会申込方法 

 

 

 

・大会参加費（資料代） １人 １，０００円（広島大会要項，研究集録，郵送料） 

・大会参加費は、お振込み後は一切返還できませんので、予めご了承ください。 

 

☆インターネットウェブサイトからのお申込みでは、以下のことが可能です。 

・お申込みがその場で完了し、登録等をした結果をウェブで確認できます。 

・お支払い（クレジット等）がウェブサイト内で決済できます。 

・ご登録のメールアドレス（ID）とパスワードにて個人情報を認識します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記のインターネットウェブサイトからの申込となります。 
各募集要項についてもウェブサイトに掲載がございますので、ご確認の上、お申し込みください。 

https://amarys-jtb.jp/gakkoutoshokan/ 

ウェブサイトの入力は、令和３年１０月１日(金)から入力可能となります。 

お申込締切 令和３年１０月２４日(日) 

 

https://amarys-jtb.jp/gakkoutoshokan/


 

◆既にお申込いただきました方のお手続き(変更・取消)について◆ 
 

 変更・取消 

 
大変お手数をお掛けしますが、上記ウェブサイトからお手続きをお願い致します。 
お電話での変更・取消はできません。 
マイページにログイン後、「変更」ボタンで下記どちらかに変更をお願い致します。 

・資料購入 

・参加取消(参加不要)  

資料購入の場合、参加費1,000円を差し引いてご返金させていただきます。 
参加取消(参加不要)の場合は、参加費4,000円は全額返金させていただきます。 
※ホテル・お弁当の申込につきましては、広島での開催中止に伴い、全てキャンセル手続きをこちらで行っております
のでご安心ください。 

 
 

 ご返金手続き 

 

上記、「変更」が終了後、返金操作が可能となります。システムより、ご入力をお願い致します。 

【操作方法】 

ウェブサイトにログイン→マイメニュー「支払い状況の確認（払い戻し）」→ご返金先情報のご入力 

・クレジット決済の方 
決済されたクレジットカードへ返金いたします。上記操作方法に沿ってウェブサイトでクレジットカード情報をご登
録ください。返金のご確認はお客様ご契約のクレジットカード会社が発行するご利用明細書をもって代えさせていた
だきます。  
 

・銀行振込またはコンビニ決済の方 
銀行振込にて返金いたします。上記操作方法に沿ってウェブサイト上で振込口座をご登録ください。 
尚、ご購入時にご負担いただきました手数料「収納代行手数料」「払込手数料」につきましては払戻しの対象ではご
ざいませんのでご了承ください。 
お振込み完了まで3週間程度要します。ご不便をおかけいたしますがご了承いただきますようお願いいたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 お申込お問合せは 

 

㈱JTB 広島支店 営業第二課 
『第３２回中国地区学校図書館研究大会デスク』 担当／ 水原・繁田 
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2－2－2 

TEL 082-542-2721 FAX 082-542-2738  営業時間／平日9:30～17:30 
営業時間 平日／９：３０～１７：３０ （土曜・日曜・祝日休業）    
E-mail：taikai_hij@jtb.com 

 

 

 

ウェブサイトの変更・取消は、令和３年１０月１日(金)から入力可能となります。 

変更・取消締切 令和３年１０月２４日(日) 

※資料発送の都合上、ご協力をお願い致します。 

 


