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学校経営と学校図書館
［担　当　者］�小川　潔
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］520Z0-2340-x2

520 16400

●本授業の概要：
学校教育における学校図書館の意義や役割、経営のあり方、司書教諭の
任務と役割等、学校図書館全般についての基本的な事柄について講義す
る。

●到達目標：
学校図書館全般についての事柄を理解するとともに、学校教育の中で、
学校図書館や司書教諭の果たすべき役割について理解する。

●成績評価の基準：
授業の意欲・態度　20点
学期末試験　　　　60点
レポート　　　　　20点

●留意事項：

●実務経験の授業への活用方法：
小学校の現場で、教諭、図書館担当主任、教頭、校長、岡山市教育委員
会で、生涯学習課長、学校教育部長の職として教育実践や教育行政の業
務に携わっていた経験から、学校経営という視点から学校図書館のあり
方を取り上げ、学生に学校教育全体を充実させるための学校図書館の役
割や使命についての実践的構築を促す。

●授業予定一覧：
１.　学校図書館の理念と教育的役割
２.　学校教育の中における学校図書館の重要性
３.　学校図書館の意義と役割（学習）
４.　学校図書館の意義と役割（読書）
５.　学校図書館の意義と役割（情報）
６.　学校図書館の機能性と快適性
７.　学校図書館の成立と制度化
８.　学校図書館を支える人々
９.　司書教諭の任務と役割　
10.　司書教諭の仕事の実際（小学校）
11.　司書教諭の仕事の実際（中学・高校・特別支援学校）
12.　学校図書館の校外連携
13.　学校図書館の校内連携
14.　学校図書館の実践・評価・改善
15.　まとめ
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞

『新学校図書館通論』図書館教育研究会　学芸図書株式会社

学校図書館メディアの構成
［担　当　者］�川﨑　千加
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］2

［科目ナンバリング］520Z0-2340-x2

520 16410

●本授業の概要：
主体的学習における学校図書館メディアの活用のために、学校図書館の多様なメディアの
特性を知り、生徒や教職員が図書館のメディアを利用しやすくすることが求められます。
この授業では学校図書館メディアの特性を理解すること、それらのメディアと利用者を結
びつけるためのメディアの組織化（資料の収集法・目録技術・分類技法・メディアの配置
等）のスキルを身に付けることを目的とします。講義を主としますが目録・分類について
は演習を行います。毎週講義内容の理解度を確認するための Web テストを実施します。

●到達目標：
１．学校図書館メディアの種類・特性を知り、それらの活用による教育および学習への効
果について考えることができる。
２．学校図書館メディアの収集において、ガイドラインや学校教育との関連から適切な資
料の選び方を提案できるようになる。
３．目録作成においてメディアによる書誌情報の違いを理解し、基本的な書誌情報の記録
ができるようになる。
４．日本十進分類法の理論を理解し、資料の分類ができるようになる。

●成績評価の基準：
理解度、知識の定着度を見る毎週の確認テスト (web テスト）50％　（到達目標1.2.3.4)
目録・分類等のワークシート、レポートなど　50％（到達目標3.4)

●留意事項：
１．ＬＭＳ(Learning�Management�System)を使用するため、PC、スマートフォン、タブレッ
ト等インターネット接続環境を必ず確保してください。
２．オフィスアワー�月曜�7,8時限
�メールでアポイントをとってください。メールアドレスは授業内で指示します。メール
での質問等は随時受け付けます。
３．不要な私語は慎んでください。疑問などは積極的に尋ねてください。

●実務経験の授業への活用方法：
大学図書館においてカード目録及びコンピュータ目録の作成、分類作業を行ってきた経験
から、専門的で難解な図書館の資源組織化の基礎についてわかりやすく説明する。また、
図書館の活用が主体的学習の基盤であることから、学生自身が将来の学校図書館でのメ
ディアの組織化とその活用法の構築ができるよう促したい。

●授業予定一覧：
第１回　オリエンテーション�学校図書館の使命
第２回　学校図書館メディアと図書館の役割
第３回　学校図書館メディアの種類と特性
第４回　印刷メディアと電子メディア
第５回　学校図書館メディアの選択：収集の方針
第６回　図書館の自由
第７回　選書ツールと選択の基準
第８回　メディアの組織化と資料配置
第９回　利用指導 / 調べるためのツール作成
第10回　学校図書館メディアの組織化１　分類概説
第11回　学校図書館メディアの組織化２　分類規程
第12回　学校図書館メディアの組織化３　分類演習
第13回　学校図書館メディアの組織化４　目録概説
第14回　学校図書館メディアの組織化５　目録の記述および図書以外の資料の目録情報
第15回　学校図書館メディアの組織化６　目録演習

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
図書館にある様々なメディアがどのように配置されているか、多様なメディアと利用者を
結びつけるために何が必要かを意識しておいてほしい。LMS にアクセスすることで、各
週の教材の確認（予習）が可能です。LMS�を使用した毎週の確認テストによって復習に
役立てます。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
・学校図書館メディアの構成とその組織化�改訂版 / 志村尚夫【編著】.�青弓社
・学校図書館メディアと読書教育�塩見昇 ,�北村幸子編 .--�教育史料出版会
・学校図書館メディアの構成�/�小田光宏�[ ほか ]�共著�;�小田光宏編集 .�樹村房
・学校図書館のための図書の選択と収集�/�浅井昭治著 .�全国学校図書館協議会
・学校図書館のための視聴覚資料の組織化�/�山田知捷著 .�全国学校図書館協議会
・資料・情報を整備しよう：学校図書館メディアの選択と組織化 . 笠原良郎 / 紺野順子
著 . ポプラ社　など
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学習指導と学校図書館
［担　当　者］�小川　潔
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］520Z0-2340-x2

520 16420

●本授業の概要：
教科・領域の学習における学校図書館の果たす役割や、教育活動の様々
な場面でメディアを積極的に活用するための学校図書館の機能、司書教
諭の役割について講義する。

●到達目標：
教育活動の様々な場面（特に学習指導）における学校図書館の果たす役
割や機能、司書教諭の役割について理解する。

●成績評価の基準：
授業の意欲・態度　20点
学期末試験　　　　60点
レポート　　　　　20点

●留意事項：

●実務経験の授業への活用方法：
小学校の現場で、教諭、図書館担当主任、教頭、校長、岡山市教育委員
会で、生涯学習課長、学校教育部長の職として、教育実践や教育行政の
業務に携わっていた経験から、学習指導の充実という視点から学校図書
館のあり方を取り上げ、学生に日々の授業を充実させるための学校図書
館の役割や使命についての実践的構築を促す。

●授業予定一覧：
１.　学校教育における学校図書館の役割と意義
２.　学習指導において学校図書館を利活用することの意義
３.　学校図書館を利活用した授業の実際（国語）�
４.　学校図書館を利活用した授業の実際（社会）�
５.　学校図書館を利活用した授業の実際（算数・数学）
６.　学校図書館を利活用した授業の実際（理科）
７.　学校図書館を利活用した授業の実際（音楽）
８.　学校図書館を利活用した授業の実際（図工・美術）
９.　学校図書館を利活用した授業の実際（総合）
10.　課題探求学習の実際
11.　情報活用能力育成の意義と目的
12.　情報活用能力育成の指導計画と指導方法　
13.　情報活用能力育成のための司書教諭の役割
14.　教師への支援と働きかけ
15.　まとめ
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞

『新学校図書館通論』図書館教育研究会　学芸図書株式会社

読書と豊かな人間性
［担　当　者］�小川　潔
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］520Z0-2340-x2

520 16430

●本授業の概要：
子どもの読書の状況と読書の意義について考える。また、子どもの本を
実際に知り、読書を推進する学校図書館や関連施設の役割と問題を概説
する。

●到達目標：
子どもの本に関心を持ち、子どもの読書の現状と問題を幅広い視野で理
解することにより、読書する子どもたちを育て、魅力的な学校図書館づ
くりができる能力を身につける。

●成績評価の基準：
授業の意欲・態度　20点　　　　　　　　
学期末試験　　　　60点
レポート　　　　　20点

●留意事項：

●実務経験の授業への活用方法：
小学校の現場で、教諭、図書館担当主任、教頭、校長、岡山市教育委員
会で生涯学習課長、学校教育部長の職として、教育実践や教育行政の業
務に携わっていた経験から、豊かな人間性を育むための読書という視点
から学校図書館のあり方を取り上げ、学生に読書生活を充実させるため
の学校図書館の役割や使命についての実践的構築を促す。

●授業予定一覧：
１　読書の意義
２　子どもにとっての読書の意義　
３　読書による学びの実際（絵本）
４　読書による学びの実際（文学）　　
５　読書による学びの実際（ノンフィクション）
６　読書による学びの実際（図鑑・事典）
７　読書による学びの実際（新聞・雑誌等）
８　子どもの読書の現状
９　不読児への指導のあり方
10　読書指導の目的
11　子どもの読書能力の発達
12　子どもの読書興味の発達
13　子どもと本を結ぶ計画と方法
14　司書教諭の任務と役割
15　まとめ
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
参考資料一覧を配付する。
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情報メディアの活用
［担　当　者］�川﨑　千加
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］2

［科目ナンバリング］520Z0-2340-x2

520 16440

●本授業の概要：
情報機器，情報メディアの多様化に対応した教育・学習環境の整備について考察す
るとともに，メディア・リテラシー教育のあり方を学ぶ。
グループディスカッションやプレゼンテーションなどを通して，教育現場における
情報メディアの活用や表現法を学ぶ。

●到達目標：
１．学校現場における多様な情報メディアの特性を理解し，その活用方法を提案で
きる。
２．パソコン等のアプリケーションを適切に選択し，様々な場面で活用することが
できる。
３．児童・生徒のメディア環境を知り，必要なメディア・リテラシー教育を考察す
ることができる。
４．学習理解に効果的な画像・映像等の技術基盤を知り，教材を作成できる。

●成績評価の基準：
理解度、知識の定着度を見る毎週の確認テスト (web テスト）30％　（到達目標1.3.4)�
リフレクション及び課題　30％（到達目標2.3.4)
グループ活動（プレゼンテーションを含む）40％（到達目標1.2.3.4)

●留意事項：
１．ＬＭＳ (Learning�Management�System) を使用するため，PC，スマートフォン，
タブレット等インターネット接続環境を必ず確保してください。
２．オフィスアワー�月曜�7,8時限�
��メールでアポイントをとってください。メールアドレスは授業内で指示します。
��メールでの質問等は随時受け付けます。
３．manaba�folio で連絡をします。メールが転送されるように設定しておいてくだ
さい。
４．不要な私語は慎んでください。疑問などは積極的に尋ねてください。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
第１回　オリエンテーション　メディアの意味
第２回　情報メディアの歴史
第３回　メディアを支える基盤技術
第４回　メディア社会と ICT
第５回　ICT 技術概論�
第６回　様々なメディアコンテンツ（デジタル映像・言語と音声など）
第７回　メディアコンテンツ制作のための基礎技術�
第８回　デジタルコンテンツとユーザーインターフェイス技術（DAISY 図書など）
第９回　学校図書館とメディアコンテンツ
第10回　情報メディアの活用と著作権
第11回　著作権とメディア利用の実際
第12回　情報環境の管理
第13回　メディア教育の課題と現状：グループディスカッション
第14回　プレゼンテーション技法と発表準備
第15回　プレゼンテーション

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
日常にあるメディアとの関わりが個人や社会にどのように影響を与えているか、児
童・生徒にメディアとの関係性をどう伝えるのか、などを日頃から意識をして考え
てほしい。
毎週授業内容の理解を確認する小テストを LMS を使って実施します。また、各週の
教材は LMS 上でいつでも確認できるので、あらかじめ授業内容を把握してほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞

「情報メディアの活用」全国学校図書館協議会　編集・発行　他、授業内で指示しま
す。 司
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