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本日の予定

①自己紹介
②学校図書館の機能
③高森町の取り組み
④学校図書館とGIGAスクール
⑤GIGAスクール時代の学校図書館として見えてきた課題



①自己紹介



宮澤優子と申します
・公４＋（小２＋大４＋兼５＋小１＋兼３）＝１９

・高森北小学校・学校司書＋高森町子ども読書支援センター

https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/soshiki/12/5/5639.html

https://www.facebook.com/mameonokai

・「LRG」20号「司書名鑑」

・農家のお母ちゃん

https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/soshiki/12/5/5639.html
https://www.facebook.com/mameonokai


高森町の紹介

なりたい「あなた」に会えるまち
～日本一のしあわせタウン 高森町～

（第7次まちづくりプラン R2.4スタート)

・世帯数 4529世帯 人口 12925人 (2022.07.01 現在)



高森町の教育

なりたい「自分」への挑戦 (高森町教育大綱）

https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/material/files/group/13/202004kyouikutaikou.pdf



高森町の図書館
公共図書館＝高森町立図書館
・蔵書数９４３１８冊（R4.3月現在) ・データベース2件

・移動図書館車「きんもくせい」 ・職員数4名(内司書3名)

・南信州図書館ネットワーク ・「高森ほんともWeb－Library」

学校図書館
・高森南小学校（26学級）

・高森北小学校（8学級）

・高森中学校（16学級）



②学校図書館の機能
学校図書館ガイドラインから考える



学校図書館の機能

読書センター

情報センター学習センター

バランスの良い
学校図書館

学校図書館とは？
「小学校、中学校及び高等学校に
おいて、図書、視覚聴覚教育の資
料その他学校教育に必要な資料を
収集し、整理し、及び保存し、こ
れを児童又は生徒及び教員の利用
に供することによつて、学校の教
育課程の展開に寄与するとともに、
児童又は生徒の健全な教養を育成
することを目的として設けられる
学校の設備」 （学校図書館法第二条より抜粋)



読書センターとは？
文部科学省子どもの読書サポーターズ会議の「これからの学校図書館の活用の在り方等について」より

学校図書館は、児童生徒の創造力を培い、学習に対する興味・
関心等を呼び起こし、豊かな心をはぐくむ、自由な読書活動や
読書指導の場である「読書センター」としての機能を果たす。

～学校教育の一環として、すべての子どもに、本を選んで読む
経験、読書に親しむきっかけを与える。

～子どもたちが、自由に好きな本を選び、静かに読みふける場
を提供したり、様々な本を紹介して、読書の楽しさを伝える。



学習・情報センターとは？
文部科学省子どもの読書サポーターズ会議の「これからの学校図書館の活用の在り方等について」より

学校図書館は、児童生徒の自発的、主体的な学習活動を支援するとと
もに、情報の収集・選択・活用能力を育成して、教育課程の展開に寄与
する「学習・情報センター」としての機能を果たす。

～図書室で、図書館資料を使って授業を行うなど、教科等の日常的な
指導において活用される。

～教室での授業で学んだことを確かめ、広げ、深める、資料を集めて、
読み取り、自分の考えをまとめて発表するなど、児童生徒の主体的な学
習活動を支援する。

～利用指導等の取組を通じ、情報の探し方・資料の使い方を教える。

～児童生徒が学習に使用する資料や、児童生徒による学習の成果物な
どを蓄積し、活用できるようにする。



学校図書館の抱える問題

物がない

•資料

•予算

人がいない

•司書

•司書教諭

場がない

•時間

•機会

量的にも質的にも
使える

基本機能を支えるための 時間のある

基本機能まわせる

人と物がそろった



③高森町の取り組み
～高森町子ども読書支援センターが稼働しました～



「物」の確保
「人」の確保
「場」の確保

高森町子ども読書支援センターとは

公共図書館と学校図書館の共働による
効率的、効果的な図書館サービスの実現

のための「しくみ」の確立



「まめおの会」
かつて高森の地にあった、広く国学を学べる学習会「義雄集」(まめおのつどい)から命名

高森町立図書館の職員4人(うち司書3人)

高森南小学校・高森北小学校・高森中学校の学校司書

教育委員会事務局長

局長補佐[兼]学校教育係長・[兼]高森町子ども読書支援センター係長

社会教育係長

で構成される、センターの実働組織



高森町がすすめる
公共図書館と学校図書館の「連携」

①町内の「図書館的資源」を最大限に活用する

そのために「お互い」のことを知り、補完しあう

そのための関係を築き、コミュニケーションをとる

②町内の「図書館的資源」を加増させる
そのために町のことを知る

そのために手段を探る

そのために「図書館のことを知ってもらう」



本を読み、豊かな心を育む
子どもたちをとは？

読みたい

と思う

読もう

と思う

読む

読める

読んで

心が

震える

読んだ

刺激を

糧にす

る



高森町子ども読書支援センターの
「読書」の捉え

読

書

娯楽型読書

たとえば物語を楽しむ
★物語の世界に入り込む力（没頭）

★物語を読んで想像力を膨らませる力（妄想）

★読んだ物語に心を震わせる（情緒）

●自分の好きな物語の傾向がわかる（嗜好）

情報収集型

読書

たとえば新聞を読む
★書いてある内容を読む（閲覧）

★書いてある内容を正しく把握する（理解）

★必要な情報をぬき出す（抽出）

情報活用型

読書

たとえば研究に必要な文献を読む
●必要な情報が書かれている資料を探し出す（検索）

★必要な情報かどうかを判断する（評価）

★情報の信頼性をはかる（判断）

●集めた情報を利用する（活用）

★＝テキストに向き合う段階でのスキル ●＝テキストとの接点に関するスキル



知りたいことを調べ、知る
子どもたちとは？

知りたい

と思う

調べよう

と思う

調べる

調べられ

る

知る

知った

ことを

活用する



知りたいことを調べ、知る
子どもたちとは？



十分なスキル＝子どもたちに必要なもの

十分な環境＝学校図書館に必要なもの

何が必要か？思い浮かびますか？



十分なスキルとは？

知りたい

と思う

調べよう

と思う

調べる

調べられ

る

知る

知った

ことを

活用する

どの段階をも実現できるスキル
どの段階をも上っていけるスキル



十分な環境とは？

知りたい

と思う

調べよう

と思う

調べる

調べられ

る

知る

知った

ことを

活用する

どの段階をも実現できる環境
どの段階をも上っていける環境



段階をあげるための手立て

内発的エネルギー
と

外発的エネルギー



④学校図書館とGIGAスクール
～アナログだけにとどまらない支援や情報提供を視野に～



たとえばGIGAスクールと学校図書館
子ども

本

電子書籍

OPAC

ネット書店

電子書籍図

書館

情報

インター

ネット

データベー

ス

デジタル

アーカイブ

人

ウェブ会議

システム

メール

コミュニ

ティ

サイト

ウェブ会議

システム

チャット

ＧIGA
スクール



④ー１「本」をつなぐ

～つなぐものとつなぎかた～



「高森ほんともWeb-Library」2020年6月2日稼働

「デジとしょ信州」2022年8月5日稼働

https://takamori-lib.overdrive.com/
https://shinshu-kyodo-library.overdrive.com/


電子書籍も
日常的に読む「本」









高森町立

図書館

高森

南小学校

高森

北小学校

高森中学校

青空文庫

高森ほんとも

Web－Library

・業務用チャット

・逓送便

南信州

図書館

ネットワーク

約120万冊

GIGAスクール端末で
児童生徒
自らアクセス

デジとしょ

信州

イージーオーダーと物流の確立



本との「つながり方を変える」子どもたち



学習のための本（＝資料）の提供の変化

団体貸出による
スムーズな学習資料の提供
・南信州図書館ネットワーク
・新規購入
・一般書、専門書の提供
・データベースからの情報提供

自分で手配



④ー２「情報」をつなぐ

～つなぐものとつなぎかた～





紙とデジタルの併用



探究のために
学校図書館が準備できること

調べるためのツール
・本

・デジタル資料

（データベース、各種コンテンツなど）

・デバイス、ネット環境

・サポートする人、場、機会、時間

調べるためのスキル
・情報活用能力

（図書館活用、情報活用、デジタル活用など）

・デジタルツール操作スキル

（デバイスの操作、タイピングなど）

・著作権、肖像権等の知識

アナログも、デジタルも！



３Dプリンターとの出会い
新しい体験という「情報」をつなぐ



おきかえ

デジタルデータアナログデータ

「全国遺跡報告総覧」

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究「全国遺跡報告総覧」HPより

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja


「チャレンジ！地域資料（一般書）から、
私たちは情報を得ることができるのだろうか？」

デジタル化された地域資料がある（手元の端末で見ることができる）
＝紙の本が一人一冊手元にあるのと同じ状況→地域資料の活用の機会が広がる



デジタルデータが存在しない？

ネット上に「ない」情報は、
その存在も認識され「ない」

「知らせたい」もの、
「見せたい」ものを、
きちんと「存在させる」



武陵地一号古墳
３Dデータ計測

ないなら作る！①
郷土資料のデジタルデータ

https://youtu.be/gz_v4VNTIpY


ないなら作る！②
高森町のウィキペディアの項目

高森町で出土した富本銭

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E6%9C%AC%E9%8A%AD


ないなら作る！③
「武陵地古墳群」の項目

「武陵地古墳群」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E9%99%B5%E5%9C%B0%E5%8F%A4%E5%A2%B3%E7%BE%A4


あるものも見える化！
既存資料のデジタル化

登録されている地域資料は
一人1冊手元にあるのと

同じ状態を容易に提供できる



作成したデジタル資料の活用

作成
↓
広報
↓
提案
↓
活用



とはいえ、アナログでもデジタルでも
基本的な調査スキルが土台



これがもちこまれた！



情報活用能力指導年間計画と
指導用教材のデータセット＋α

情報活用能力年間指導計画 指導用教材データセット

リンク

デジタルシティズ
ンシップ教育

インターネットで
の情報検索スキル

端末操作
タイピング

https://drive.google.com/file/d/1ywTUpo1exuYqaOezmdFpsUwb4bPNoXql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12xs_gQPpmKFR56iaPgZFPKm2ywcUa221?usp=sharing




図書館関連単元をきちんと履修



④ー３「人」
「コミュニティ」をつなぐ

～つなぐものとつなぎかた～



つなぐ「もの」が変わる！
たとえば、人・コミュニティ



中学校キャリア教育への支援

中学校図書委員会&放送委員会
希望職種選定、質問準備、インタビュー
編集、放送、掲示

まめおの会
出演交渉、日程調整、依頼文書



⑤GIGAスクール時代の
学校図書館として見えてきた課題

～やること山盛り、できることも山盛り～



変化する「必要なスキル」こども編
・デジタルシティズンシップ教育
・著作権・肖像権等の知財等に関する法教育
・ファクトチェックのスキルや
フィルターバブルへの対処としての
批判的思考（クリティカルシンキング） など

これまでのスキルに上乗せが必要



変化する「必要なスキル」大人編
・ICTスキル
・ICTを活用した学びのデザイン
・抑制型→活用型への転換のための方法論
・著作権、肖像権等の知識
・子どもたちが必要とするスキルを授けるためのスキル

など

これまでのスキルに上乗せが必要



多様なデジタル資料・コンテンツの
必要性と、その提供手段の構築

有料データベース（町図書館）

・信濃毎日新聞データベース

・ルーラル電子図書館

有料ツール（学校図書館）

・Sagasokka！

無料データベース

・Cinii ・ジャパンサーチ

・J-STAGE ・e国宝

・NDLサーチ ・ColBase

・全国遺跡報告総覧


