第 69 回長野県図書館大会
ご 案 内
期
時

日
間

令和元年（2019 年）１１月９日（土）
午前１０時～午後３時３０分
（受付開始：午前９時３０分）

開催地

東御市

旧北国街道海野宿（国重要伝統的建造物保存地区）

長野県図書館大会企画運営委員会

第 69 回長野県図書館大会のご案内
令和元年度の長野県図書館大会を１１月９日（土）に東御市で開催します。
「学びと自治の力で拓く新時代」「主体的・対話的で深い学び」や情報技術の変化に対応して、地域と共に知り、共に
創る図書館のあり方と役割について、関係者をはじめ県民の皆様と一緒に考える大会にしたいと願っております。
多くの皆様がご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。
令和元年７月
第６９回長野県図書館大会
大会長 宮下明彦（長野県図書館協会長）

第 69 回長野県図書館大会開催要項
１

大会テーマ
『地域と共に知り、共に創る』

２

大会趣旨

地域経済社会や情報技術の変化が、私たちが「働くこと」や「学ぶこと」を
大きく変えています。
早く激しい環境変化に応えて幸せに暮らしていくために生涯学び続けること、地
域社会の存続のために人々とつながり対話し共に課題に取り組むこと、地域の情報
を入口に実践的に地域の人々と共に問いを置いて学ぶこと…
公共図書館も学校図書館もそうした「知ること」
「学ぶこと」の変化にどう応える
かを問われています。
そんな今だからこそ、あらゆる館種を超えてつながり、地域社会と共に知り、共
に明日を創る図書館を目指します。
１

公共図書館は、生涯学び続けるための拠点として（１）地域づくりや生活に
役立つ地域情報の拠点（２）コミュニティの創成に寄与する場（３）学校での
学びを支え、情報活用能力向上を促す役割を目指す。
２ 学校図書館は、学校図書館法の改正や新しい学習指導要領の主体的・対話的
な深い学びという新しい教育の視点をふまえて、学校図書館の役割やあり方を
考える。
そのために、読書センター・学習センター・情報センターとしての機能を一
層充実させるとともに、司書教諭・学校司書はじめ学校全体で図書館を活用す
る授業づくりを考え、児童生徒の成長過程における学びとの接続を意識した図
書館づくりを進める。
３

大学図書館は、知識と情報の蓄積・流通・発信を担う基盤として、高等教育
機関における教育・研究の進展とともに、地域における知の共有や創出に貢献
するための取り組みを進める。

４

３

それぞれの図書館は「学び」が「自治」にとって不可欠な要素であるとの
認識に立ち、人々をつなぎ、図書館活動への市民参画・協働を実現する。

期

日

≪期 日≫令和元年（2019 年）１１月９日(土)
≪時 間≫午前１０時から午後３時３０分 受付開始時間
４

会

午前９時３０分から

場

（１）開会式・講演会会場
東御市文化会館サンテラスホール(東御市常田 505-1

℡:0268-62-3700)

（２）分科会(第 1～第 14)会場
東御市立東部中学校 (東御市常田 300-2 ℡:0268-62-0145)
５ 主 催
長野県教育委員会
長野県図書館協会
共 催
東御市教育委員会
上小・東御図書館協会
長野県高等学校図書館協議会
公益社団法人信濃教育会
小県上田教育会
上小校長会
後 援
長野県市町村教育委員会連絡協議会
長野県 PTA 連合会
長野県小学校長会
長野県中学校長会
長野県高等学校長会
長野県社会福祉協議会
上小市町村教育委員会連絡協議会
６ 参加者
公共図書館 公民館図書室 小学校・中学校・高等学校の図書館
大学・短期大学等附属図書館 議会･病院・団体等の図書館 幼稚園・保育園
その他読書施設に勤務する者 教育委員会 図書館協議会の関係者 議会議員
保護者会・婦人会・婦人文庫・高齢者クラブ・ボランティア・NPO 等の方々や
企業関係者など、どなたでも参加できます。

7 日

程

9:30 10:00

受付

10:20

開会式

10:30

休憩

12:00

基調講演
広沢里枝子先生

13:00

移動
・
昼食

東御市文化会館サンテラスホール

15:10 15:30

分科会

第 1～第 14⇒東部中学校

大ホール

８

まとめの会

(徒歩２分)

基調講演
演

題

「社会がつくる障害

社会がなくせる障害

～視覚障害者の立場から、
お話と越後瞽女唄（えちごごぜうた）」
講

師

広沢里枝子

氏
プロフィール
SBC ラジオ「里枝子の窓」パーソナリティ
長野大学 非常勤講師
越後ごぜうたグループ「さずきもん」会員
静岡県生まれ。長野大学福祉学科卒。
網膜の病気のため長野大学在学中に急速に視力が低
下。卒業後、
「名古屋ライトハウス点字図書館」に勤務。
1984 年結婚し、長野県に根を下ろす。26 才で失明
したが、
盲導犬を得て２人の幼い息子たちと共に積極的
に街に出るようになる。
４代目盲導犬ジャスミンと共に各地へ出かけ、
障害者
と非障害者の架け橋として人権講演や越後瞽女唄
（えち
ごごぜうた）の演奏など幅広く活動中。
単行本『みえないってどんなこと』（高橋実監修/一橋出
版）、単行本「しなやかに生きる

みえない女たち』（高

橋実監修/博文館新書）、文集『あきとまさきのおはなし
のアルバム』などがある。

９

分科会構成一覧

第１分科会～第 14 分科会

テーマ

№

形態

準備・運営

会場

定
員

発表者等
課題提起
平賀 研也（県立長野図書館長）

①

公共図書館における広域連携の可
能性

実践報告
クロストーク

公共図書館部会

東部中学校

100

実践報告
鈴木 康之（坂城町立図書館長）
辻井 まどか（茅野市図書館長）
宮下 裕司（飯田市立上郷図書館長）
コーディネーター

②

“みんなの学校図書館”のつくりかた
～未来の学びを体験、発見！～

体験会
意見交換

公共図書館部会

東部中学校

朝倉 久美 （県立長野図書館）

40

篠田 尚利（長野県教育委員会文化
財・生涯学習課）
発表者 笠原 佳子（松本市立鎌田中学校）
井原 智美（松本市立鎌田中学校）
岩上 渚（飯山市立城南中学校）

いきいきとした学校図書館を創造す

③

る司書教諭の役割

レポート発表

小中学校図書館

ワークショップ

部会

東部中学校

川﨑 絢（飯山市立城南中学校）

35

～学校司書との連携のあり方～

小池 智恵（長野市立裾花中学校）
司会者 三崎 眞一（大町市立仁科台中学校）
記録者 宮坂 豪人（松本市立女鳥羽中学校）
助言者 広川 芳守（長野市立清野小学校）
発表者 児玉 晶子（東御市立東部中学校）
池田 健一（東御市立東部中学校）
宮下 庸子（伊那市立西箕輪小学校）

ここからはじめる学校司書の働き方

④

レポート発表

改革
グループ討議

小中学校図書館

東部中学校

部会

降籏 美来（伊那市立西箕輪小学校）
35

山崎 裕子（長野市立櫻ケ岡中学校）
小笠原 さおり（池田町立高瀬中学校）

～だいじょうぶ ひとりじゃないよ～

司会者 学校司書部会担当
記録者 伊藤 光恵（諏訪市立湖南小学校）
助言者 浅井 かよ子（更級小学校）
発表者
塩尻市学校図書館委員会（代表）小口 恵美子

⑤

レポート発表

小中学校図書館

グループ討議

部会

図書館の管理・運営のあり方

東部中学校

（塩尻市立広陵中学校）
35

古澤 万喜美（安曇野市立三郷中学校）
司会者 武田 道子（上田市立丸子北中学校）
記録者 平澤 真美（駒ヶ根市立赤穂南小学校）
助言者 岡田 泰輔（長野県総合教育センター）
発表者 玉井 君枝（飯田市立竜丘小学校）
黒野 しのぶ（飯田市立竜丘小学校）

⑥

学習センターとしての機能を推進す
るための取組

レポート発表

小中学校図書館

グループ討議

部会

東部中学校

35

小島 夕貴（須坂市立常磐中学校）
司会者 宮島 卓朗（屋代高校附属中学校）
記録者 中村 仁志（中野市立中野小学校）
助言者 久保 貴史（北信教育事務所）
発表者 三井 純世（木祖村立木祖小学校）

⑦

情報センターとしての機能を推進す
るための取組

レポート発表
グループ討議

小中学校図書館

東部中学校

部会

鈴木 知恵（佐久市立望月中学校）
35

司会者 越智 寿美（長野市立芹田小学校）
記録者 吉沢 愛美（飯山市立東小学校）
助言者 目黒 哲朗（東信教育事務所）
発表者 小林 國弘（白馬高等学校）

⑧

地域とつながる高校図書館

レポート発表

高等学校図書館
部会

東部中学校

35

羽田 美乃里（上田染谷丘高等学校）
司会者 小田 聖魅（上田高等学校）
記録者 蓬田 美智子（小諸高等学校）

⑨

大学図書館の広報活動：図書館広
報誌と SNS の活用

レポート発表

大学専門図書館

ワークショップ

部会

発表者 佐藤 有妃（佐久大学図書館）
東部中学校

35

塩原 則子（松本歯科大学図書館）
記録者 宮﨑 歩美（長野県立大学）
発表者 神農 史織（東御市立図書館）
坂口 真理子（東御市立図書館）

⑩

公共図書館から保育園・幼稚園への
読書支援

実践発表
意見交換

(開催地企画)

東部中学校

東御市立図書館

20

司会者 伊藤 理恵（読書アドバイザー）
記録者 下條 武志（東御市子育て支援課）
助言者 月岡 栄子（くるみ幼稚園長）
小林 己和子（和保育園長）
発表者 上原 泉（おはなし はらっぱ）
実演者 小川 竹子（同上）

「おはなしの不思議な世界を体験しよう」

宇野 みつ子（同上）

～図書館との連携とボランティアグループの
個性を生かして～ おはなし子ども会の実演

⑪
～子育て世代の絵本離れ、おはなし離れを

実践発表

(開催地企画)

実演

おはなしボランティ

意見交換

ア

長澤 郁子（同上）
東部中学校

30

柳沢 美恵子（同上)
青山 寛子（同上）
司会者 飯島 貞夫（紙芝居のくりくり矢）

改善するためにおはなしボランティアができ

記録者 依田 なお子（東御市立図書館）

ること～

助言者 飯島 美鈴（紙芝居のくりくり矢）
宮嶋 千春（おはなしたまご）
公募型分科会

⑫

地域情報と人を結び直し、資産を創り・活

⑬

地域資料の収集、保存と有効活用

⑭

児童書の配架方法について考える

レポート発表

～一般資料との混配の実践から～

意見交換

用する

東部中学校

２0

東部中学校

２0

発表者 諸田 和幸（高遠ぶらり制作委員会）

公共図書館部会

～県内全域の視点で～

１０

ワークショップ
公募型分科会
ワークショップ

発表者 山崎 まゆみ（県立長野図書館）

公共図書館部会

柳沢 磨三代（県立長野図書館）

公募型分科会

発表者 井出 明子（NPO 法人本途人舎）
東部中学校

公共図書館部会

２0
田中 利恵子（NPO 法人本途人舎）

参加申込要領

（１） 参加費(参加資料代を含む)
２，０００円(ただし、ボランティアで活動されている方は無料)
※申し込み後の参加費は、原則としてお返しできません。(大会資料はお届けします)
※発表者と助言者の参加費は無料とさせていただきます。
（２） 参加申し込みについて
ア 小・中学校司書･教職員の参加者
〇 申込方法 別紙の参加申込書を各支部の小中学校図書館部会の代表に提出してください。
(図書館部会代表への提出期限 9 月６日・金)
〇 各支部代表の皆様へ(支部でのとりまとめのお願い)
分科会の参加者を調整のうえ各支部で取りまとめて、参加申込書(エクセル版)にて
下記メールアドレス(大会事務局)へお申し込みください。
（申込期限 ９月 13 日・金）
E-mail：library@city.tomi.nagano.jp
分科会に変更がある場合は支部に連絡しますので、事前に本人へお知らせください。
イ 幼稚園･保育園・高校・大学・公共図書館の司書･職員、および一般の参加者
〇 申込方法
①参加申込書(エクセル版)にて

下記メールアドレス(大会事務局)へお申し込みください。
（申込期限 ９月 13 日・金）
E-mail：library@city.tomi.nagano.jp
参加申込書（エクセル版）は東御市立図書館ホームページからダウンロードできます。
メールでの申し込みができない場合は FAX 又は郵送で参加申込書をお送りください。
②インターネット申込み
東御市ホームページ トップページ右下「電子申請・ダウンロード」内からお申込みく
ださい。
(３) 参加費送金方法について
ア 小・中学校司書･職員の参加者
〇各支部へ申込みの際、参加費を参加申込書に添えてください。
〇各支部代表の皆様は、大会事務局まで銀行振込でお願いします。
イ 幼稚園･保育園・高校・大学・公共図書館の司書･職員、および一般の参加者
〇大会事務局まで銀行振込でお願いします。(不可能な場合は現金書留でお願いします。)
振込手数料はご負担願います。領収書は銀行の受取りで代えさせていただきます。
請求書・領収書が必要な場合は申込用紙にその旨記載願います。
振込先：八十二銀行 本店営業部 普通口座 １２１７７３１
口座名義 長野県図書館大会企画運営委員会 委員長 宮下明彦
（ナガノケントショカンタイカイキカクウンエイイインカイ イインチョウ ミヤシタアキヒコ）

入金期限 ９月 30 日（月）
(４) 昼食等について
お弁当（お茶付）1,000 円の予約を承ります。参加申込書にご記入ください。代金は当日、
受付にてお願いします。お申し込み後のキャンセルは 11/1 迄に大会事務局にご連絡くださ
い。昼食場所については各分科会会場をご利用ください。ホールでの飲食はご遠慮ください。
※本大会では≪ゴミ持ち帰り≫に取り組んでいます。環境に優しい大会運営にご協力ください。

１１

諸連絡

（１）東部中学校の分科会 (第１～第 14)会場へは、上履きと下足袋をお持ちください。
（２）駐車場は裏面地図の駐車場をご利用ください。
（３）禁煙にご協力ください。
（４）大会資料は、当日、受付(東御市文化会館サンテラスホール ロビー)でお渡しします。
（５）長野県図書館協会のホームページでも大会のご案内を掲載しています。

≪参加申し込み・問い合わせ先≫
第６９回長野県図書館大会事務局
東御市立図書館
〒389－0592 東御市県 281-2
電話番号：０２６８-６４-５８８６
FAX
：０２６８-６２-１１１８
E-mail:library@city.tomi.nagano.jp

