
子どもの力 図書館のためのブックフェア２０１６ 

 
 

お申込み方法：同封の『申込書』下方の「セミナーのお申し込み」へご記入の上、FAX にてお申し込みください。 

結果は後日送付いたします『展示会お申し込み確認書』と一緒にご連絡申し上げます。 

※各セミナーには定員がございます。先着順に受け付けいたしますので、満席の場合はご遠慮いただくことがございます。 

 

●すみだ会場 （定員：各 60名） 

日時 タイトル 内容 講師 

5 月 9 日(月) 

14:00～15:00 

調べ学習の進め方 

～“調べ方”とその指導法～ 

子どもたちに様々な〝調べ方”を身につけてもらうため

には、どのように指導していけばいいのでしょうか。出版

されている本をヒントに、調べ方の指導について考えて

みませんか？ 

 中村伸子 

袖ケ浦市立総合教育センター 

学校図書館支援センタースタッフ 

5 月 10 日(火) 

14:00～15:00 

レッツ理科読！ 

－2016 年：国際マメ年に 

「マメ」から広げる学びの世界－ 

今年は「国際マメ年」だってご存知ですか？そうは言っ

ても 4 類の本に興味を持ってもらうのは難しいとお思い

ですか？「マメ」をモチーフに、図書館だからできるディ

スプレイやブックトークなどのヒントをご紹介します。 

 原口るみ 

 ＮＰＯ法人ガリレオ工房 

5 月 11 日(水) 

14:00～15:00 

レファレンスに役立つ 

『聴き方』講座 

先生・こどもたちとの会話やカウンター業務も、もうこれ

で困りません。相手の要望をうまく引き出す『聴き方』を

磨いてみませんか？ 

 安川恵美 
株式会社図書館流通センター 

社内スタッフ研修講師 

5 月 12 日(木) 

14:00～15:00 

実践！ 

授業&イベントで使える 

ビブリオバトル 

最近よく耳にするビブリオバトル。してみたいけど未経

験だからと不安な方、さらに磨きをかけたいと思う方、ビ

ブリオバトルの第一線で活躍している講師と一緒にやっ

てみませんか？参加される方は、お勧めの図書一冊を

ご持参下さい。 

 高見京子 

 大学非常勤講師 
(東京学芸大学・武蔵野大学)  

 ビブリオバトル普及委員 

5 月 13 日(金) 

14:00～15:00 

学習に活用する本を選ぶ 

～小学校での活用を中心に～ 

学習に活用する本はどんな視点で選んでいますか？こ

の際、ちょっと選び方を見直してみましょう。実際に本を

選んだり、参加者同士で話し合ったりしながら、選書に

役立つヒントを考えます。学校司書の仕事に磨きをかけ

たい方、必修です！！ 

 藤田利江 

全国学校図書館協議会 

学校図書館スーパーバイザー 

 

●御茶ノ水会場 （定員：各 40名） 

日時 タイトル 内容 講師 

5 月 18 日(水) 

14:00～15:00 

レッツ理科読！ 

－2016 年：国際マメ年に 

「マメ」から広げる学びの世界－ 

今年は「国際マメ年」だってご存知ですか？そうは言っ

ても 4 類の本に興味を持ってもらうのは難しいとお思い

ですか？「マメ」をモチーフに、図書館だからできるディ

スプレイやブックトークなどのヒントをご紹介します。 

 原口るみ 

 ＮＰＯ法人ガリレオ工房 

5 月 19 日(木) 

14:00～15:00 

実践！ 

授業&イベントで使える 

ビブリオバトル 

最近よく耳にするビブリオバトル。してみたいけど未経

験だからと不安な方、さらに磨きをかけたいと思う方、ビ

ブリオバトルの第一線で活躍している講師と一緒にやっ

てみませんか？参加される方は、お勧めの図書一冊を

ご持参下さい。 

 高見京子 

 大学非常勤講師 
(東京学芸大学・武蔵野大学)  

 ビブリオバトル普及委員 

5 月 20 日(金) 

14:00～15:00 

学習に活用する本を選ぶ 

～小学校での活用を中心に～ 

学習に活用する本はどんな視点で選んでいますか？こ

の際、ちょっと選び方を見直してみましょう。実際に本を

選んだり、参加者同士で話し合ったりしながら、選書に

役立つヒントを考えます。学校司書の仕事に磨きをかけ

たい方、必修です！！ 

 藤田利江 

全国学校図書館協議会 

学校図書館スーパーバイザー 

 

開催セミナーのご案内〔その１／すみだ会場・御茶ノ水会場〕 



 

 

●五反田会場 （定員：各 20名） 

日時 タイトル 内容 講師 

5 月 23 日(月) 

14:00～15:00 
図書館で新聞をどう使う？ 

情報ツールとしての新聞の性質、すぐ使える小学校か

らの具体的活用方法など。図書資料と一緒に使うとよ

り深まります。ワークショップを交えて楽しくやってみま

しょう。参加される方は、ご自身の地域の新聞を一部

ご持参下さい。 

 村山正子 

東京学芸大学非常勤講師 

元公立中学校司書教諭 

5 月 24 日(火) 

14:00～15:00 

アクティブ・ラーニングの学びを

支援する学校図書館 

学習指導要領の改訂にあわせ、いま、アクティブ・ラー

ニングによる授業改善に関心が寄せられています。ア

クティブ・ラーニングの考え方を知り、学校図書館と関

連を持たせた学びの方法を考えてみませんか。 

 稲井達也 

日本女子体育大学教授（国語表現・

日本文学担当） 

全国学校図書館協議会参事 

三省堂国語教科書編集委員 

複数の公立学校で評議員を務める 

5 月 25 日(水) 

14:00～15:00 

レファレンスに役立つ 

『聴き方』講座 

先生・こどもたちとの会話やカウンター業務も、もうこ

れで困りません。相手の要望をうまく引き出す『聴き

方』を磨いてみませんか？ 

 安川恵美 
株式会社図書館流通センター 

社内スタッフ研修講師 

5 月 26 日(木) 

14:00～15:00 
はじめてのアニマシオン 

授業で取り組みたい「読書へのアニマシオン」 

あなたも素敵なアニマドールへの仲間入り 

 白木順子 

 文京区学校図書館 A ブロック統括 

NPO 法人日本アニマシオン協会員 
 

5 月 27日(金) 

14:00～15:00 

季節のポップと 

“プレゼントしおり”の 

アイデアノート 

読書推進にプレゼントを用意したい、そんな希望にお

応えします。季節感あるPOPの作り方や、簡単で仕掛

けが面白い“プレゼントしおり”をつくってみません

か？ 

祝田ゆう子 

idea design lab.代表 

 

●さいたま会場 （定員：40 名） 

日時 タイトル 内容 講師 

5 月 18 日(水) 

14:00～15:00 
図書館で新聞をどう使う？ 

情報ツールとしての新聞の性質、すぐ使える小学校か

らの具体的活用方法など。図書資料と一緒に使うとよ

り深まります。ワークショップを交えて楽しくやってみま

しょう。参加される方は、ご自身の地域の新聞を一部

ご持参下さい。 

 村山正子 

東京学芸大学非常勤講師 

元公立中学校司書教諭 

 

●新座会場 （定員：各セミナーにより異なります） 

日時 タイトル 内容 講師 

5 月 23 日(月) 

11:00～12:00 

新座ブックナリー見学会 

約 13万アイテム／約 176万冊の図書を在庫する“在

庫センター”と、図書の装備を行う“装備センター”な

ど、弊社が公共・学校図書館様のために構築した最

新のシステムをご案内いたします。（定員：各 20名） 

- 

5 月 24 日(火) 

11:00～12:00 

5 月 24 日(火) 

14:00～15:00 
本の修理 

本の修理の基本の「き」。ページの破れ・はずれなど、

本の軽微な傷みの修理方法を実演しながらやさしく解

説します。参加をご希望される方は、受講時に修理す

る本（5 冊程度）をご持参ください。（定員：12名） 

 高岡容子 

 元図書館流通センター 

開催セミナーのご案内〔その２／五反田会場・さいたま会場・新座会場〕 



 

 

●池袋会場 （定員：各セミナーにより異なります） 

日時 タイトル 内容 講師 

6 月 2 日(木) 

14:00～15:00 
魅力的な猫フェアを作ろう！ 

猫絵本ガイドを出版するほど猫を愛する講師が、 

あっという間に出来る立体的で可愛いディスプレイを

ご紹介します。猫の手を借りて、楽しそうな図書館を作

りましょう。（定員：25名） 

 さわださちこ 

絵本コーディネーター 

6 月 3 日(金) 

14:00～15:00 

読書は冒険？！ 

中高時代、危険な冒険に 

旅立つ少年たちに 

本というのは友だちみたいなもので、結局は、合うか

合わないかだけだと思います。そんなことはわかった

うえで、そこをおして本を薦めるとしたら？ 

（定員：100名） 

―収録図書の特別展示コーナーもあります― 

 金原瑞人 
法政大学教授 

翻訳家 

6 月 6 日(月) 

14:00～15:00 

調べ学習の進め方 

～“調べ方”とその指導法～ 

子どもたちに様々な〝調べ方”を身につけてもらうた

めには、どのように指導していけばいいのでしょうか。

出版されている本をヒントに、調べ方の指導について

考えてみませんか？（定員：25名） 

 中村伸子 

袖ケ浦市立総合教育センター 

学校図書館支援センタースタッフ 

6 月 7日(火) 

14:00～15:00 

季節のポップと 

“プレゼントしおり”の 

アイデアノート 

読書推進にプレゼントを用意したい、そんな希望にお

応えします。季節感あるPOPの作り方や、簡単で仕掛

けが面白い“プレゼントしおり”をつくってみません

か？（定員：25名） 

 祝田ゆう子 

 idea design lab.代表 

 

●横浜会場（定員：各 20名） 

日時 タイトル 内容 講師 

5 月 31 日(火) 

14:00～15:00 

TOOLi-Sを使った本探し術 

～選書・授業支援のお役立ち～ 

TOOLi-Sの初歩から教科や学校活動に活用できる資

料の検索方法、選書リスト作りまでをご紹介します。 

また、展示会場の特設コーナーでは、TOOLi-Sの使

い方の疑問にもお答えいたします。 

町田小百合 
TOOLi-S アドバイザー 

6 月 1 日(水) 

14:00～15:00 
学校図書館の環境づくり 

子どもたちが行きたくなる学校図書館とは、どのような

場所でしょうか？環境づくりという視点から、魅力的な

学校図書館をつくるヒントをご紹介します 

 藤田利江 

全国学校図書館協議会 

学校図書館スーパーバイザー 

 

お申込み方法：同封の『申込書』下方の「セミナーのお申し込み」へご記入の上、FAX にてお申し込みください。 

結果は後日送付いたします『展示会お申し込み確認書』と一緒にご連絡申し上げます。 

※各セミナーには定員がございます。先着順に受け付けいたしますので、満席の場合はご遠慮いただくことがございます。 

 

開催セミナーのご案内〔その３／池袋会場・横浜会場〕 

『今すぐ読みたい！10代のためのＹＡブックガイド１５０！』監修の金原瑞人先生ご講演！ 


