
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・（受講申込書）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

６月２９日（土）１３：００～１５：００  テーマ：学校図書館の活性化を考える 
 

お 名 前（ふりがな） 職 種 所 属 名 連絡先電話番号 

（         ）   （  ）  ‐ 

（自宅・勤務先・携帯） 

 

◆◆ 青少年健全育成研修／第１回基本研修 ◆◆ 

◆   

【対 象】青少年指導者の方や青少年の健全育成に関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。 

     ※研修内容・講師については、都合により変更されることがあります。 

【お申し込み・お問い合わせ】 

  〒920－8580 金沢市鞍月１丁目１番地  石川県庁 行政庁舎８階 健康福祉部少子化対策監室 子ども健全育成グループ 

  Tel： 076-225-1422  Fax： 076-225-1423  E-mail： e150300@pref.ishikawa.lg.jp 

＜主催＞石川県少子化対策監室＜後援＞石川県教育委員会＜共催＞白山市・野々市市学校図書館を考える会,石川・学校図書館を考える会  

 

 
日 時  令和元年６月２９日（土）１３：００～１５：００（受付１２：３０～） 

 
会 場  石川県青少年総合研修センター２Ｆ ホール 

〒９２０－０８３４ 金沢市常盤町２１２－１ ＴＥＬ ０７６－２５２－０６６６  

持ち物  学習に活用するおすすめの本リストより３，４冊程度 
  
  

  

～青少年と読書～ 

講演内容 

学校図書館の学習環境を考えたり、本を選ぶときのコツを考えたりします。 

写真や実際の本を見ながら、学校図書館の活性化につながる手だてを学びます。 

講演後・・「県内司書によるフラッシュ 2分間プレゼン」を実施！ 

講師プロフィール 

元神奈川県厚木市の小学校教諭・司書教諭。平成 19 年から 10年間、荒川区、神

奈川県大和市、江戸川区の教育委員会に学校図書館スーパーバイザーとして勤

務。現在は全国学校図書館協議会学校図書館スーパーバイザー、NPO法人学校図

書館実践活動研究会理事。学校図書館賞奨励賞や「図書館を使った調べる学習コ

ンクール 調べる学習指導・支援部門」で優秀賞を受賞。「藤田式 調べる学習

指導法」など著書も多数出版している。 

 

mailto:e150300@pref.ishikawa.lg.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【石川県青少年総合研修センター 周辺地図】 

※センターは宿泊も可能ですが、別途宿泊料（食事込みで4，000～4，500円前後）がかかります。 

 

 

 

個人情報の取扱いについて 

●受講申込みの個人情報について 

お申し込みに当たって、ご受講いただく皆様からお伺いする個人情報（お名前、ご住所、年齢、性別、連絡先電話番号）につきまして

は、研修に係るプログラム等の検討（班編制や課題設定、実技研修や体験プログラムの難易度調整などの参考）や宿泊研修のお部屋割

り、研修時間や会場などの変更・確認等の事務連絡及び、今後企画する同様な研修事業をご案内させていただくためにお伺いするもの

であり、その他の目的での使用や他の第三者へ提供・開示することは一切ございません。ただし、当研修は県民大学校の講座となっている

ため、県民大学校事務局による受講者把握のため、事務局に対して情報の提供をさせていただく場合があります。 

 なお、今後の同様な研修事業のご案内等がご不要な方につきましては、お申し出いただければご案内の送付等は控えさせていただきま

す。 

 また、個人情報の抹消をご希望される方につきましても、お申し出いただければ研修終了後に抹消させていただきます。 

 

●研修の記録について 

 今後の研修の企画検討の参考として、またホームページ上での研修実施報告のために記録写真を撮影させていただきます。 

 これらにつきましては、主催者及び共催研修の場合は共催団体、場合により担当講師が実施事業の記録として、又今後の研修の改善

の参考のために保有しますが、ホームページ上で公開する記録につきましてはできるだけ受講者個人が識別できないようなカットを使用する

よう配意させていただきます。また、記録写真に撮影されることが不都合な方につきましてはお申し出いただければその方については写真に

入らないように撮影させていただきます。 

山側環状線を下りるため左へ。 

山側環状線の下をくぐって、 

すぐ左折。 

 

 



     学習に活用するおすすめの本リスト    ※順不同 

書名・シリーズ名 出版社 備考 巻数 

プログラミングを学ぶ前に読むアルゴリズムえほん フレーベル館  全４ 

くらべよう！どうぶつの赤ちゃん 小峰書店  全７ 

こん虫をそだてよう・しらべよう 

体のつくり 

金の星社  全４ 

いくらかな？社会がみえるねだんのはなし 大月書店  全６ 

聞いてみました！日本にくらす外国人 ポプラ社  全５ 

言葉で遊ぼう回文・アナグラム 

アナグラムで遊ぼう けんじのじけん 

あかね書房  全２ 

「和」の行事えほん あすなろ書房  全２ 

図書館版：スクール鬼ごっこ 

鬼ごっこを楽しむ 

いかだ社  全３ 

写真で読み解く ことわざ大辞典  他 あかね書房   

社会でがんばるロボットたち 鈴木出版  全３ 

しらべよう！47都道府県の野菜・くだもの 

47都道府県の野菜 

汐文社  全２ 

日本は世界で何番目 

④食料と農漁業 

大月書店  全５ 

今、世界はあぶないのか？ 

差別と偏見 

評論社  全４ 

文様えほん あすなろ書房   

絵本図鑑：その下はどうなっているの？ 

地面の下をのぞいてみれば 

六耀社  全４ 

こども大百科 小学館   

世界の国ぐに大冒険 オリンピック登録国・地域に完全対応 PHP研究所   

政治のしくみを知るための日本の府省しごと事典 岩崎書店  全７ 

いちばんわかる！日本の省庁ナビ ポプラ社  全７ 

明治まるごと歴史図鑑 河出書房新社  全３ 

「できごと」と「くらし」から知る戦争の 46か月 Gakken   

朝日ジュニア学習年鑑 朝日新聞出版 最新版  

現代用語の基礎知識学習版 自由国民社 最新版  

ニュース年鑑 ポプラ社 最新版  

はっけん！NIPPON 地図と新聞で見る４７都道府県 PHP研究所   

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい第１期 

⑤イロイロ しぐさと発想 

学研プラス  全６ 

ひとりでできる！For Kids！！ 

火を使わないで作るごはん 

日東書院本社  全３ 

発見！体験！工夫がいっぱい！ユニバーサルデザイン Gakken   

いきもの みーつけた 

いきもの かくれんぼ 

童心社  全４ 



図鑑：はじめてであう世界の美術 

キュビスムってなんだろう 

六耀社  全６ 

とことんやさしい算数使いかたナビ さ・え・ら書房  全３ 

決定版 語彙力アップ！ことばあそび 

回文めいじん 

汐文社  全３ 

教科書に出てくる歴史人物・文化遺産 Gakken  全８ 

図解 こどもエコライフ 

①暑さとくらし 

ほるぷ出版  全２ 

もっとたのしく夜空の話 子どもの未来社  全４ 

マンガ年表 歴史を変えた 100人の人生 学研プラス  全２ 

つくって食べたい 

ほかほかごはん  他 

文研出版  全５ 

音が変わる！うまくなる！たのしい吹奏楽 

②楽器別アドバイス 

Gakken  全３ 

自然に学ぶくらし さ・え・ら書房  全３ 

語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 

①あの日、家族が消えた 

新日本出版社  全５ 

子どもおもしろ歳時記 理論社   

日本の合戦 西東社   

リットルのえほん ほるぷ出版   

都道府県別 日本の地理データマップ第３版 小峰書店  全８ 

日本地理データ年鑑 小峰書店 最新版  

３つの東京オリンピックを大研究 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック 

岩崎書店  全３ 

写真でわかる季節のことば辞典 

① もえる 春のことば 

学研プラス  全４ 

考える読書 全国学校図書館協議会 最新版  

まんがで学習！小学生の国語と歴史セット 

戦国武将大事典 

西東社  全５ 

ふしぎ？びっくり！ ニッポン美術たんけん 日本図書センター  全３ 

２１世紀こども百科 歴史巻 小学館   

考えよう！やってみよう！フェアトレード 彩流社  全３ 

どうぶつのからだ これ、なあに？ 

①なんのくちばし？ 

ポプラ社  全７ 

ライフタイム ポプラ社   

小学生のドッジボール上達のコツ メイツ出版   

池上彰のニュースに登場する世界の環境問題第 1期 さ・え・ら書房  全５ 

辞書びきえほん 科学のふしぎ ひかりのくに   

ウメ・モモ・サクラどこがちがうか、わかる？ 新樹社   

ニューワイド学研の図鑑ｉ 

一生の図鑑 

学研プラス   

 


