
 

 

 
 

■主 催 公益社団法人全国学校図書館協議会 

■会 場 学校図書館センター４F会議室 〒112-0003 東京都文京区春日 2-2-7 

■参 加 者 学校図書館の活動に興味関心のある方（大学生、大学院生も可） 

■定 員 50名 

■参 加 費 午前 1，000円・午後 1，000円   ※当日、会場にてお支払いください 

■日 程 午前の部 10:00～12:00（受付9:30～）  午後の部 13:30～15:30（受付13:00～） 

■内 容 

 

※各講座の内

容、持ち物、連

絡事項など詳

細は、当会 Web

サイトをご覧

ください 

 

※材料費がか

かる場合は、事

前に連絡し、別

途頂戴いたし

ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★＝持ち物ア

リ 

 

◆＝注意書き

をご確認の上、

お申し込みく

ださい 

 

開催日 午前の部 午後の部 

9月28日 

タブレット端末を活用した授業と 

電子書籍の導入★ 

鳴川浩子氏（玉川聖学院中等部・高等部情報セン

ター司書教諭） 

＜ワークショップ＞ 

読み聞かせのポイントと選書法★ 

福満芳枝氏（川越市立高階小学校教諭） 

10月26日 

意外と知らない新聞の話！～日本新聞博物館（ニュースパーク）見学 

村山正子氏（東京学芸大学非常勤講師、全国 SLA学校図書館ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ） 

＜ワークショップ＞学校図書館・授業での新聞活用と貸出学習キットの紹介 

守屋明美氏（大和市教育委員会指導室学校図書館ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ、神奈川県NIEｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 

◆日本新聞博物館（横浜市中区日本大通11）で開催  ◆１日<参加費2,000円>でのお申込み 

11月16日 

読書、授業の幅を広げよう 

「理科読」のすすめ 

土井美香子氏（ＮＰＯ法人ガリレオ工房理事） 

元ベテラン書店員が選ぶ 

子どもの本を知ろう！★ 

市川久美子氏（元ジュンク堂書店池袋本店児童書担

当、JPIC読書ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 

12月7日 

＜ワークショップ＞ 

簡単！クリスマス＆お正月＆冬の 

ディスプレイ小物作り★ 

さわださちこ氏（子どもの本コーディネーター） 

12/7は世界 KAMISHIBAIの日！ 

もっと活用しよう紙芝居 

酒井京子氏（株式会社童心社会長） 

2020年 

1月25日 

＜ワークショップ＞学習に適応したパスファインダー作り 

藤田利江氏（全国 SLA学校図書館ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ） 

＜ワークショップ＞調べ学習の選書をしてみよう 

守屋明美氏（大和市教育委員会指導室学校図書館ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ、神奈川県 NIE ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 

◆日販図書館選書センター（千代田区麹町 3-7-4 秩父屋ビル 4F）で開催（会場飲食禁止） 

◆1日<9：30（受付 9：00）～15：00、参加費 2,000円>でのお申込み 

2月22日 

学校図書館活用教育を推進する 

校内研修のすすめ 

藤田利江氏（全国 SLA学校図書館ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ） 

活動する学校図書館へ～年間計画の立て方★ 

千葉尊子氏（横浜市立矢向小学校司書教諭、全国

SLA参事） 

3月14日 
必見！情報モラルの指導 

森田盛行氏（全国 SLA顧問） 

学校図書館活用推進のための校内連携 

～コミュニケーションスキルを学ぼう 

小川三和子氏（聖学院大学非常勤講師、全国 SLA

参事） 

■申 込 

 

 

1日のみ、または午前・午後どちらかの参加も可能です。 

◆E-mail：①希望講座名、②氏名、③ご職業（学生は学年）、④連絡先電話番号、を明記の上、 

ito@j-sla.or.jp までメールをお送りください。折り返し受付メールをお送りします。 

※あらかじめ @j-sla.or.jp からのメールが届くように受信設定してください 

◆FAX：全国学校図書館協議会Webサイト（http://www.j-sla.or.jp/）より申込書をダウンロードして、

必要事項をご記入の上、FAX 03-5804-7546 にお送りください。折り返しFAXにて受付返信します。 

■申 込 締 切 各回とも、開講日の３日前までにお申し込みください。ただし定員に達し次第締め切ります。 

※申込状況は、当会Webサイト（http://www.j-sla.or.jp/）をご覧ください 

■参 加 取 消 参加を取り消す場合には、各回とも開講日の３日前までにお知らせください。 

■そ の 他 ・会場には駐車場はありませんので、電車をご利用ください。 

・会場での飲食は可能です。飲み物の自動販売機も近くにありますのでご利用ください。 

■お問い合わせ 公益社団法人全国学校図書館協議会 研究部：内海・井藤・米谷 

〒112-0003 東京都文京区春日２－２－７    Webサイト http://www.j-sla.or.jp/ 

電話 03-3814-4317 FAX 03-5804-7546  e-mail ito@j-sla.or.jp

   
      

2019年度＜9月～3月＞ 

すぐに役立つ！実践的で 

バラエティに富んだ内容企画

奮ってご参加ください！ 

学学学   校校校   図図図   書書書   館館館   実実実   践践践   講講講   座座座 

http://www.j-sla.or.jp/
http://www.j-sla.or.jp/
mailto:takemura@j-sla.or.jp


（申込み用FAX番号） 

ＦＡＸ ０３－５８０４－７５４６ 
Ｅメールでの返信をご希望の方は、メールに各項目をお書きの上 
ito@j-sla.or.jp までお申し込みください。 

※@j-sla.or.jp からのメールが届くようにあらかじめ受信設定してください。  

 

●お問い合わせ 公益社団法人全国学校図書館協議会 研究部：内海・井藤・米谷 

電話 03-3814-4317  FAX 03-5804-7546  e-mail：ito@j-sla.or.jp 

学校図書館実践講座 2019年度＜９月～３月＞ 

参 加 申 込 書 

一括申込み、 
１回ごとの
申込み、いず
れでも可 
 
 
※参加費は、

当日会場にて

お支払いくだ

さい 

※各講座の内

容、持ち物、

連絡事項など

詳細は、当会

Webサイトを

ご覧ください 

 

★＝持ち物ア

リ 

◆＝注意書き

をご確認の

上、お申し込

みください 

開催日 午前の部 午後の部 

9月28日 
□ タブレット端末を活用した授業

と電子書籍の導入★ 
□ 〈ワークショップ〉 

読み聞かせのポイントと選書法★ 

10月26日 
□ 意外と知らない新聞の話！～日本新聞博物館（ニュースパーク）見学 

〈ワークショップ〉学校図書館・授業での新聞活用と貸出学習キットの紹介 

◆日本新聞博物館（横浜市中区日本大通11）で開催  ◆１日<参加費2,000円>でのお申込み 

11月16日 
□ 読書、授業の幅を広げよう 

「理科読」のすすめ 
□ 元ベテラン書店員が選ぶ 

子どもの本を知ろう！★ 

12月7日 
□ 〈ワークショップ〉簡単！クリス

マス＆お正月＆冬のディスプレイ

小物作り★ 

□ 12/7は世界 KAMISHIBAI の日！ 

もっと活用しよう紙芝居 

2020年 
1月25日 

□ 〈ワークショップ〉学習に適応したパスファインダー作り 

〈ワークショップ〉調べ学習の選書をしてみよう 

◆日販図書館選書センター（千代田区麹町 3-7-4 秩父屋ビル 4F）で開催します（会場飲食禁止） 

◆1日<9：30（受付 9：00）～15：00、参加費 2,000円>でのお申込みとなります 

2月22日 
□ 学校図書館活用教育を推進する

校内研修のすすめ 
□ 活動する学校図書館へ 

～年間計画の立て方★ 

3月14日 □ 必見！情報モラルの指導 
□ 学校図書館活用推進のための校内

連携～コミュニケーションスキルを

学ぼう 

ふりがな 

お名前 

 
職名又は 

ご職業 

 

勤務先 
又は 

お住まい 

 

連絡先 

電 話          ―         ― 

ＦＡＸ          ―         ― 

※ＦＡＸで受付の返信ご希望の方は、必ずご記入ください。 

この講習会の開催は、何で知りましたか。 

 （ ）全国ＳＬＡ機関誌     （ ）全国ＳＬＡホームページ 

（ ）全国ＳＬＡメールマガジン （ ）都道府県ＳＬＡからの情報  （ ）チラシ  
（ ）知人の紹介         （ ）その他［                 ］ 

連絡欄 

 

この申込書に記入された個人情
報は、次の目的に使用する場合

があります。 

①当会の発行する機関誌への原稿執筆依頼 

②当会の主催する研究会・研修会等の発表・講義依頼及び募集要項等の送付 

mailto:ito@j-sla.or.jp

