
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催地 中野市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7１回長野県図書館大会

（中高大会）ご 案 内 

期  日  令和３年１１月６日（土） 

時  間  午後１時 00分～午後５時 00分   

（受付開始：午後０時 30分） 

 

 

写真：中野市一本木公園のイングリッシュガーデン 

（信州なかのバラまつり期間中の令和３年６月９日撮影） 

長野県図書館大会企画運営委員会 

 



 

 

第 71回長野県図書館大会（中高大会）開催要項 
 
１ 大会テーマ 

  『地域と共に知り、共に創る』 

 

２ 大会趣旨 

  地域経済社会や情報技術の変化は、私たちの「生き方」や「学び方」を大きく変えてきました。 

  特に、昨年来の新型コロナウイルス感染症によるパンデミック（コロナ禍）は、人と人との関係

性を変え、社会生活に甚大な影響を及ぼし、「図書館に来てもらうこと」を前提としたサービスだ

けでは、図書館の役割を十分に果たすことができないことを、身をもって体験しました。 

  激しい環境変化の中で、私たちが確かな暮らしを営むためには、一人ひとりが生涯学び続けるこ

と、地域社会の存続のために対話し、共に課題に取り組むこと、学びや研究の成果を社会に還元し、

知識循環型社会を形成していくことが、より一層求められています。図書館はこうした地域社会か

らの期待にいかに応えることができるでしょうか。 

  昨年の第 70 回大会は、史上初めてオンラインで開催し、ＩＣＴを活用した新しいチャレンジの

第一歩となりました。この成果を踏まえ、今大会も集合開催を復活しつつオンラインも組み合わせ、

全県から参画いただきやすい大会を目指します。 

  今こそあらゆる館種を超えてつながり、『地域と共に知り、共に創る』新しい図書館を目指しま

しょう。 

 

３ 日 時  

(1) 期 日 令和３年（2021年）11月６日（土） 

(2) 時 間 13：00～17：00  受付開始 12：30から 

  ※大学専門図書館部会及び高等学校図書館協議会の日程等については別に記載してあります。 

 

４ 主会場 中野市豊田文化センター 

       中野市大字豊津 2509番地  電話 0269－38－2922（大会当日は 0269-26-5841へ） 

        ＪＲ飯山線替佐駅徒歩５分  上信越道豊田飯山ＩＣ下車５分 

 

５ 主 催 長野県教育委員会 長野県図書館協会 

  共 催 中野市教育委員会 長野県高等学校図書館協議会 

      公益社団法人信濃教育会  

  後 援 長野県市町村教育委員会連絡協議会 長野県小学校長会 長野県中学校長会 

  長野県高等学校長会 長野県ＰＴＡ連合会 長野県社会福祉協議会 

 

６ 問い合わせ先 中野市立図書館 http://nakano-lib.jp/  

〒383-0042 中野市西条1000 電話：0269-26-5841 ＦＡＸ：0269-23-2885 

 

７ 参加者  

(1) 図書館その他読書施設の勤務者、関係者 

公共図書館 公民館図書室 小学校・中学校・高等学校図書館 大学・短期大学等附属図書館 

議会･病院・団体等の図書館 

 (2) 教育委員会の職員 図書館協議会の関係者 議会議員 

 (3) 保護者会・婦人会・婦人文庫・高齢者クラブ・ボランティア・ＮＰＯ等の方々、企業関係者 

(4) 学びや図書館のこれからについて関心のある方  々

など、どなたでも参加できます。 



 

８ 日 程（会場） 

(1) 開会式 13：00～13：15（中野市豊田文化センターホール） 

    主催者あいさつ 長野県教育委員会教育長 長野県図書館協会長（大会長） 

    来賓あいさつ  中野市長 

 

(2) 基調講演 13：15～14：45（質疑応答含む。）（同上） 

   講 師 斎藤 幸平 大阪市立大学准教授 （『人新世の「資本論」』で 2021新書大賞受賞） 

   演 題 「学ぶ楽しみ、持続可能な社会のあり方、社会の共有財（コモン）としての図書館へ

の期待、図書館職員（各館種）へのエール等（予定） 

 

(3) 休憩・移動 14：45～15：00 

 

(4) 分科会 15：00～16：50 

集合とオンラインを組み合わせ、当日は同時並行で２つの分科会を実施します。 

図書館員等は、所属する館種に関わらず、別日程で実施の高校、大学の分科会を含め、自らの

問題意識や関心に従って、アクセス可能な分科会にご参加ください。 

【当日（引き続き）の分科会】 

区分 分科会① 分科会② 

集合会場 

（配信会場） 

中野市立豊田小学校図書室 

（豊田文化センター徒歩５分） 
県立長野図書館「信州・学び創造ラボ」 

主管部会 小中学校部会 公共図書館部会 

テーマ ＩＣＴを活用した図書館づくり 
「これからの公共図書館研究会」 

におけるＲ３の検討状況の発表 

内 容 

(1) 基調発表 

 高社小学校 中村 仁志司書教諭 

「地域と共に知り、地域と共に創

る」の具現に向けて 

(2) 基調報告 

①「コロナ下の学校図書館運営」

アンケート報告 

②「学校図書館のＩＣＴの現状」

アンケート報告 

③「読書の幅を広げるタブレット

の活用」ワークショップ  

(3) 質疑応答、意見交換、まとめ 

(1) 基調発表、事例報告等 

① 図書館サービス計画 

② 学校支援・学校連携 

③ デジタル活用 

④ 資料活用・レファレンス 

(2) 質疑応答、意見交換、まとめ 

 

 

 

 

 

サテラ

イト※ 

東信 上田市立丸子図書館 上田市立上田図書館 

南信 豊丘村交流学習ｾﾝﾀｰ「ゆめあるて」 松川町中央公民館 

中信 塩尻市立図書館「えんぱーく」 安曇野市役所 

北信 県立長野図書館（３階会議室） 中野市豊田文化センター（２階会議室） 

   ※ サテライト会場の収容人数、駐車場等の情報は、中野市立図書館ホームページを参照して

ください。 

 

 



 

【別日程で開催する分科会】 

区分 分科会③ 分科会④ 

日 時 11月５日（金） 13：30～15：30 11月４日（木） 13：00～15：30 

集合会場 

（配信会場） 
ＷＥＢ会議（ZOOM使用） 

キッセイ文化ホール（中ホール） 

（高校関係者以外の入場不可） 

主管部会 大学専門図書館部会 高等学校図書館協議会 

内 容 

(1) 事例報告 

 県看護大学付属図書館 

  清水 満里子 司書 

「どうしていますか、文献検索ガイ

ダンス～利用者の検索スキル向上

のために～」 

(2) 質疑応答、意見交換、まとめ 

 

信州大学中央図書館サイト： 

https://www.shinshu- u.ac.jp/ 

institution/library/matsumoto/ 

(1) 実践発表① 

 須坂高校 齊藤 澄人 教諭 

「図書館とのコラボによる美術の鑑賞

授業～作家プレゼンを通して～」 

(2) 実践発表② 

 諏訪清陵中学・高校 

  松井 正英 司書 

「情報リテラシーと学校図書館～中・

高の探究的な学び試行錯誤」 

(3) 質疑応答、意見交換、まとめ 

https://www.nagano-la.com/ 

サテライト 県立長野図書館（学び創造ラボ） 県立長野図書館（学び創造ラボ） 

職場等から 個人 ZOOM傍聴（オンライン） 個人 ZOOM傍聴（オンライン） 

  

(5) 分科会の記録 

当日の様子は動画ファイルとして記録します。後日、長野県図書館協会ホームページから視聴で

きるように検討します。 

 

９ 参加申込み 

(1) 参加費  無 料 

(2) 留意事項 

   会場ごと先着順とし、定員に達し次第締め切りとします。 

   県下各地に４信単位でサテライトを設定しますので、移動のストレスなく参加できます。 

 (3) 受付期間（共通） 令和３年９月14日（火）～令和３年10月21日（木） ご協力ください。 

  

≪参加申込方法≫  

中野市立図書館ホームページ http://nakano-lib.jp/  

中野市立図書館ホームページの「ながの電子申請サービス」から申し込んでください。 

 

10 諸連絡 

 (1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により大会の開催方法、内容、会場、人員等を変更

する場合があります。変更の場合は、中野市立図書館ホームページに掲載します。 

   なお、大会参加時は、感染防止対策のためマスク着用のほか、各会場の指示にご協力ください。 

(2) 大会資料は、当日、主会場・サテライトの受付でお渡しします。 

（オンライン参加者は、中野市立図書館のホームページからダウンロードしてください。） 

(3) 長野県図書館協会のＨＰ（https://www.nagano-la.com/）でも大会のご案内を掲載します。 

https://www.nagano-la.com/
https://www.nagano-la.com/

