2014 学校図書館げんきフォーラム＠東京学芸大学

子どもたちの世界を広げる窓としての学校図書館
日時 2014 年 11 月 22 日（土） 10：00～16：15
受付開始 9:45
会場 国立大学法人 東京学芸大学

講義棟 S 棟・N 棟・C 棟

これまで学校図書館は、主に言葉と文字を通して子どもたちの世界を広げ
てきました。それは単にそこに本があるというだけでなく、司書教諭や学校
司書が良い本を選び、それを子どもたちにすすめ、子どもや教員のさまざま
な読書相談に応じてきたからこそのことです。
今や「デジタル時代」と言われています。しかしデジタル教材といえども
基本は言葉と文字です。また良いコンテンツを選び、紹介する人が必要です。
私たちは学校図書館の司書教諭や学校司書こそ、その役割にふさわしいと考
えています。
今回のフォーラムでは、本や紙芝居などとデジタル教材の両方を集めました。優れた紙の教材と優れ
たデジタル教材から、どのように豊かな教育を引き出すことができるのか、そこにどのように司書教諭
や学校司書が関わることができるのかを、考えていきたいと思います。

日時：2014 年 11 月 22 日(土)

受付開始 9：45（S 棟 1 階）
ブース展示 10：00～16：00

会場：東京学芸大学講義棟

S 棟・N 棟・C 棟

セミナー開始 10：15

終了 16：15

〒184-8501 東京都小金井市貫井北町 4-1-1

主催：東京学芸大学、活字文化推進会議
主管：読売新聞社
後援：文部科学省、日本教育大学協会、文字・活字文化推進機構、公益社団法人全国学校図書館協議会、
一般社団法人教科書協会
協賛：約 100 社（詳細は 4 ページ）

セミナーⅠ（10：15～11：00）
調査報告 ～韓国・台湾の教育事情～

東京学芸大学

前田 稔

困難な中でも笑顔はじけるカンボジアの読書教育

東京学芸大学

對崎奈美子

デジ読評価プロジェクト
評価検討委員会
絵本とおはなしの店
国分寺・おばあさんの知恵袋

川越市立南古谷小
中島 晶子

アプリは授業づくりに役立つか
昔話はどこから来たの？～昔話・神話・絵本の歴史～

三田村慶春
河野 広和
吉岡 裕子
司書教諭資格取得
科目受講学生

次世代の理科教育を支える学校図書館

東京学芸大学附属世田谷小学校

学生によるデジタルコンテンツを活用した授業提案 A

東京学芸大学

iPad のカメラ

小平市立小平第一小学校

大山 努

荒川区立第三峡田小学校
荒川区学校図書館支援室

大塚 昌志
吉田香奈子
神澤登美子

日々更新されるインターネット版百科事典の活用

株式会社ポプラ社

飯田 建

『デジ読評価プロジェクト』実践協力 in 小豆島

香川県土庄町立北浦小学校

岡

北欧に見る学校図書館の活用

川越市立高階小学校

山田万紀恵

読むって楽しい！-DAISY の活用

日本障害者リハビリテーション
協会情報センター

野村美佐子

理科で植物の観察

タブレット PC の導入と学校図書館の活用

亨

セミナーⅡ （11：10～12：00）
子どもと出会えるアイスブレイクの授業プラン

岐阜大学

今村 光章

世界にはばたく KAMISHIBAI 文化

株式会社童心社

橋口英二郎

三郷市教育委員会

福田 孝子

ブックガイドパッケージを作ろう（ワークショップ)

元中学校司書教諭

日髙 眞理

伝えたい！本の魅力を若者に

ヤングアダルト出版会

西村書店
西村 安曇

学校図書館における授業支援のカタチ
～学校図書館活用 DB からの考察～

東京学芸大学附属学校

附属学校司書部会

学生によるデジタルコンテンツを活用した授業提案 B

東京学芸大学

司書教諭資格取得
科目受講学生

授業でにぎわう図書館づくりとコンテンツ

中央大学附属中学校・高等学校

平野 誠

学校教育を変える情報の力
～学校図書館とタブレット PC の融合～

荒川区教育委員会

駒﨑 彰一
菅原千保子

タッチ、リサーチ、明治維新

川越市立川越西小学校

高柳 健二

司書教諭がコーディネートするデジタルコンテンツ
活用授業

群馬県甘楽町立小幡小学校

学生による知的に楽しいビブリオバトル

東京学芸大学

幼児の絵からデジタル紙芝居へ
～制作のコツ・音響編～

岡山県立岡山芳泉高等学校

その場ですぐできる読書会・読書ボードづくり
（ワークショップ)

青木いず美・坂爪理恵
吉田千恵子
高見 京子
生協読書マラソン
委員会
渡辺 隆之

講

演

（13：00～14：00）S410

赤堀

侃司

氏

「タブレットは紙に勝てるのか」

一般社団法人日本教育情報化振興会会長、白鴎大学教育学部長・教授
NPO 教育テスト研究センター理事、東京工業大学名誉教授

セミナーⅢ

（14：10～14：55）
相模原市立鵜野森中学校

村山 正子

鹿児島県瀬戸内町立伊子茂小学校
香川県土庄町立北浦小学校

森田 永寛
岡
亨

東京学芸大学附属世田谷中学校

桒原 智美
渡邊 裕

データベースも新聞も学校図書館で！
加計呂麻島＆小豆島：島における ICT 教育の有用性
（対談）

学校図書館と ICT を活用した授業提案

トークセッション（15：05～16：05）S410

「今日をふりかえる」
赤堀

侃司

一般社団法人日本教育情報化振興会会長

駒﨑

彰一

荒川区教育委員会統括指導主事

對崎奈美子

東京学芸大学特命教授

藤井

東京学芸大学副学長（司会進行）

閉会行事

健志

（16:05～16:15）S410

前田

稔

【申込方法】

東京学芸大学准教授

入場は無料ですが、講演については事前申込をお願いします。
他のセミナーは申込不要です。

■申込先

①はがき：〒100-8055（住所不要）読売新聞東京本社活字文化推進会議事務局
②FAX：03-3217-4309

③メール：katsuji@yomiuri.com

■記入事項

①赤堀侃司氏講演聴講申込

②郵便番号・住所 ③氏名 年齢 ④職業 ⑤電話番号

■申込締切

11 月 7 日(金)

■問い合わせ

読売新聞東京本社活字文化推進会議事務局
平日午前 10 時～午後 5 時

TEL：03-3217-4302

ブース展示

（10：00～16：00）

□「第 27 回よい絵本」全 249 点展示、複製原画展示、お話会、紙芝居の読み聞かせ
□日本児童図書出版協会加盟社
あかね書房、株式会社あすなろ書房、アリス館、株式会社岩崎書店、
（株）学研教育出版、
（株）金の星社、
くもん出版、国土社、（株）小峰書店、さ・え・ら書房、（株）少年写真新聞社、新日本出版社、
鈴木出版（株）、そうえん社、大日本図書（株）、株式会社童心社、徳間書店、農山漁村文化協会、
評論社、BL 出版株式会社、株式会社福音館書店、株式会社文溪堂、文研出版、光村教育図書

など

□ヤングアダルト出版会加盟社
河出書房新社、（株）晶文社、鈴木出版（株）、徳間書店、西村書店、評論社、（株）理論社 など
□その他の出版社など
朝倉書店、岩波書店、奥野かるた店、偕成社、子どもの未来社、筑摩書房、のら書店、星の環会、
公益社団法人伊藤忠記念財団、有限会社読書工房、（公財）日本障害者リハビリテーション協会
情報センター、玉川大学出版部、東京学芸大学出版会、絵本とおはなしの店・国分寺・
おばあさんの知恵袋 など
□教科書会社
一般社団法人教科書協会、学校図書株式会社、教育出版株式会社、株式会社新興出版社啓林館、
大日本図書（株）、株式会社帝国書院、東京書籍株式会社、光村図書出版株式会社 など
□ICT 教育関連企業
株式会社朝日新聞社、NTT アイティ株式会社、株式会社 NTT ドコモ、株式会社がくげい、（株）学研
ホールディングス、キハラ株式会社、教育開発出版（株）、シナノケンシ株式会社福祉生活支援機器
ビジネスユニット、シャープビジネソリューション株式会社、スズキ教育ソフト株式会社、ソニー
ビジネスソリューション株式会社、株式会社図書館流通センター、凸版印刷株式会社、日本電気株式
会社、株式会社筆まめ、（株）ポプラ社、毎日新聞社、ヤマハ株式会社、読売新聞東京本社、
株式会社リバネス

など

□その他
公益社団法人全国学図書館協議会、工学院大学附属高等学校、中央大学附属中学校・高等学校図書館、
岡山県立岡山芳泉高校、東京学芸大学附属学校司書部会、東京学芸大学司書教諭資格取得科目受講学生

合計

など

約 100 社

※セミナー・ブース展示は、10 月 1 日現在の予定です。変更になることもあります。

お問い合わせ

東京学芸大学

デジ読評価プロジェクト

〒184-8501 東京都小金市貫井北町 4-1-1
TEL/FAX
042-329-7449
E-mail
dejidoku@u-gakugei.ac.jp
HP

http://dejidoku.u-gakugei.com/

