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年・月 活  動 流  れ 

93.12月 

 

 

94. 2月 

 

 

 

 

6月 

 

 

7月 

 

8月 

10月 

 

 

 

 

11月 

 

 

95.2月 

 

3月 

4月 

 

6月 

7月 

 

8月 

 

 

 

 

金沢おはなしの会の例会にて「学校図書館新 5

ヵ年計画」が話題となる。金沢市の実態を知る

ために会を作ることが決まる。 

ビデオ「本があって人がいて」上映会 

=石川・学校図書館を考える会発足 

金沢市学校教育課訪問 

 新 5ヵ年計画は一応先取り実施されているこ

とを知る。 

第 1回例会 ビデオ上映 現状報告 

金沢市立中央小学校見学 

金沢市立米泉小学校見学 

第２回例会 公共図書館司書、高校司書、市議

会議員等参加    会報 No.1 発行 

学図教 94石川大会参加 

第３回例会 

まなびピア富山 94「もっといきいき学校図書

館」に参加 塩見昇氏の講演を聞く 

文庫連絡会で学校図書館についての学習会を

もつ 

学習会「司書ってなあに」講師 広瀬黎子氏 

     元慶応大学付属中学校図書館司書 

          会報 No.2 発行 

みなこだ宝島文庫スタート 毎月第 2土曜日 

    金沢市立南小立野小学校図書室にて 

第 4回例会     会報 No.3 発行 

小松市立荒屋小学校に県内初の学校司書が入

る 

95総会 

科学あそびの会 

金沢市学校教育課訪問 会報No.4発行 

親子で楽しむ科学あそびの会  

         泉野図書館との共催 

富山・第 2回学校図書館を語るつどいに参加 

  講師 岡山市 藤原陽子氏 

金沢大学で司書教諭講習会が開かれる 

・ 初めは新５ヵ年計画について質問す

る目的だけでとりあえず会を作る。 

・ 石川県にはおはなしの会や文庫連絡

会があり、会員は金沢市に限らない

ため、名称は“石川”とする。 

・ 岡山のビデオを見て大きなショック

をうけ、本があっても人がいなくて

はだめだと言うことがわかる。第 1第

2 回の例会で様々な立場の人の参加

があり、学校図書館に人を求める声

をあげていこうという会の方向が決

まる。 

 

・ 石川県は高校司書の待遇も悪いこと

を知る。 

・ 会を作ったが何をしていいやらとま

どっているうちに一年が経つ。石川

県は司書のいる学校図書館の経験が

誰にもなく、まず、司書はどういう人

なのか、入るとどうなるのかを自分

たちが知るところからのスタートだ

った。 

・ 95 年度は①できるだけたくさんの人

に本の世界の楽しさと、司書のいる

学校図書館のイメージを伝えること

を目標にする。②会報の発行に力を

入れ、月に一度は世話人会を持ち集

まるようになる。③『ぱっちわーく』

も読み始める。 

・ 科学あそびの会は会員の津田妍子さ

んを講師に、会の PRもかねて計画す

る。 

・ ５月末、学校図書館法改正案が国会

に上程の動きがある。初めて学校図

書館法改正の事を知る。 



9月 

10月 

 

 

11月 

 

 

12月 

 

96. 1月 

 

 

2月 

 

3月 

 

 

4月 

 

5月 

6月 

 

 

7月 

 

 

9月 

 

 

 

 

10月 

 

 

 

11月 

 

 

金沢市立押野小学校見学 会報No.5 発行 

科学遊びの会 

金沢市立犀生中学校見学 

金沢市立押野小学校公開授業参加 

石川県図書館大会参加 

  講師 北陸学院短大 高島涼子氏 

           会報No.6発行 

学習会「おはなし宅急便をはこんで」 

小松市図書館友の会活動報告 竹内のり子氏 

富山・学校図書館講演会に参加 

  講師 岡山市 長崎 司氏 

           会報No.7発行 

学習会「高校司書の立場から」 

  講師 県立西高校学校司書 国田直子氏 

学図法改正案について文教委員あてに要望書

を出す 

親子で楽しむ科学あそびの会 

小松市立向本折小学校に学校司書が入る 

           会報No.8発行 

小松市立荒屋小学校見学（文庫連主催） 

96総会 

小松市立向本折小学校見学 

富山市に学校司書配置はじまる 

富山・学校図書館講演会に参加 

  講師 岡山市学校司書 後藤氏・鹿野氏 

           会報No.9発行 

松任市長（細川久米夫氏）と語る会に参加 

「松任市の学校図書館に人を」の願いを訴える 

金沢市議会で山野之義氏が学校図書館につい

て質問する      会報No.10発行 

参議院文教委員馳浩氏に合う 

学習会「いきいき図書館へようこそ」 

 講師 向本折小 教諭・益本氏 司書・北氏 

北陸学院中学校見学 

小松市立荒屋小学校研究発表会に参加 

松任市長と語る会に参加 

石川県図書館大会に参加（松任市） 

  第 3分科会「学校図書館を考える」 

 

 

 

・ 北陸学院短大では司書資格を取るこ

とができる。 

・ 豊中市の実践記録「いいとこみーつ

けた」を読みあう。 

 

・ 長崎さんのお話からたくさんの活動

のヒントと元気をいただく。「現状を

固定的に考えずノーテンキに！教育

委員会と仲良く、まずは仲間を 3 人

作る」等。 

・ 高校司書の実践を聞いて力が出る。

学校司書のすばらしさを知り、正当

な評価を受けていないことに憤りを

感じる。 

 

 

 

 

・ 96 年度は学校司書のいる小松市を大

いに PRすることになる。 

・ 小松市の学校図書館を実際に見学し

て、これまでわかっていると思って

いたことが全くそうでなかったこと

を知る。子ども達の様子がすばらし

く、石川のすべての子ども達に一日

も早く人のいる学校図書館をと益々

背中を押される気持ちになる。 

・ 小松市の司書は嘱託職員ではある

が、専任で、子ども達だけでなく先生

方ともとてもいい関係が生まれてい

る。学校長と図書係の先生の力も大

きい。研究校でもあった。 

 

 

 



 

 

12月 

 

97.１月 

 

 

２月 

 

 

 

 

4月 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 

6月 

 

 

 

7月 

 

石川県学校図書館研究大会に参加（加賀市） 

 SLA事務企画部長 笠木幸彦氏の話を聞く 

松任市立中学４校に学校司書配置決定  

           会報No.11発行 

岡山「学校図書館に人を置こう！」 

全国の運動を語り合う集い 97」参加  

分科会で会の活動報告 

岡山の会の報告会   会報No.12発行 

学習会「いま『学校図書館』を考える」 

  講師 豊中市 安達みのり氏 （小松市） 

向本折小学校報告集「大好き！みんなの図書

館」できる 

松任市に 5人の学校司書配置がある（松任・笠

間・北星・光野の全中学校と石川小学校） 

小松市に１人追加配置がある（符津小学校） 

辰口町に事務職と兼務で正規職員の配置があ

る。（辰口中学校） 

富山県高岡市でも配置が始まる 

学校図書館を考える会全国連絡会第 1回集会開

かれる。（不参加） 

学校図書館法改正案再び上程される 

学校司書歓迎会    会報No.13発行 

学校図書館法の一部を改正する法律が成立 

97総会 

辰口中学校、辰口町教育委員会訪問 

松任市広報で来年度の学校司書 5名を募集 

会報号外 No.1 発行  会報 No.14 発行 

 

・ SLA の考えを少しお聞きできたが、

学図法改正については懸念が残る。 

・ 松任市に思いがけず司書配置が決ま

り大喜びしたクリスマスだった。 

・ 岡山では石川から 5 人が参加し、た

くさんの方に出会い、学び、元気をい

ただく。 

 

・ 安達さんの合言葉は「市の方針・現場

の頑張り・市民の応援」 

・ 小松市のお母さんたちも少しずつ動

きはじめる。 

 

・ 県内の学校司書は 9人となる。 

・ 石川小で始まった大規模改修にあた

り「図書館を家具とレイアウトで生

きかえらせる―カラーパネル編－」

（平湯文夫著）を紹介してもらう。 

 

・ 2003 年４月からは 12 学級以上の学

校に司書教諭の配置が義務化される

ことになる。 

・ 97 年度は①配置された学校司書を応

援すること②司書が入った学校図書

館を多くの人に知ってもらうことを

活動目標にする。 

・ 学校図書館問題研究会に加入 

 

 

 


