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人数
（人）

国立教育政策研究所

生涯学習政策研究部

総括研究官

民間著名人 1 　津 田  櫓 冬 絵本作家

　子供読書活動
関係団体

1 　坪内 美津子 ちいさいおうち文庫主宰 杉並文庫・サークル連絡会

　松本　美智子

　山崎　真由美

　野 口　優 子

　沼田　 操 杉並区立高井戸東小学校校長 杉並区立小学校

　赤荻　千恵子 杉並区立井荻中学校校長 杉並区立中学校

　公　　　募 3

　学校代表 2

平成25年度　杉並区子供読書活動推進委員名簿

 構       成  氏      名 職   名   等 推  薦  母  体

学識経験者 1 　立 田　慶 裕



資料２　24年度　子ども読書活動　取組状況報告

主管課

家庭・地域等における読書活動の推進

項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

ブックスタート事
業の充実

　 乳児の４ヶ月健診時における、図書館員による、ブックスタート及び図書館に関する案内の実施。
保健センター
図書館

　ボランティアとの協働によるブックスタートパックの配布。

ブックガイ
ドの作成

　西荻図書館において、おはなし会で読んだ絵本のリストや、あかちゃんおはなし会で取り上げたわらべ歌のリストを作成。

図書館

南荻窪図書館において、あかちゃんおはなし会で取り上げたテーマごとのおすすめ絵本をリストを配布。（9月、10月、11月）

阿佐谷図書館において、あかちゃん向け図書館通信「あさがやBABY」を発行（6月、10月）

区
立
図
書
館
で
の
乳
幼
児
へ
の
支
援
の
充
実

読書相談
への対応

　１０館の図書館（中央、永福、高円寺、宮前、成田、西荻、阿佐谷、南荻窪、高井戸、方南）で、あかちゃんタイムを実施。
（ボランティアや職員による絵本の読み聞かせ・読書相談等）

　図書館の窓口業務における、保護者等からの「選本の仕方」、「読み聞かせの方法」、「所蔵調査」等の相談に対応。

あかちゃんお
はなし会の
実施

　12館の図書館（中央、永福、柿木、宮前、成田、西荻、阿佐谷、南荻窪、下井草、高井戸、今川、方南）で、あかちゃんおは
なし会を実施。

保護者へ
の啓発

子育て支援コーナーを設け、子育てに役立つ本を展示（成田図書館 他）

児童コーナーや展示コーナーで絵本の特集展示を実施

柿木図書館において、絵本とその楽しみ方を紹介する「あかちゃん通信」を配布。

　下井草図書館において、「おはなし会」や「おはなしのこべや」についての情報提供のチラシを配布。

　南荻窪図書館において、乳
児の保護者向けの講演会を
実施（10月13日） 　今川図書館において、講演

会「赤ちゃんと楽しむ絵本の
選び方」を開催（2月16日）　下井草図書館において、あ

かちゃんおはなし会で絵本の
紹介と保護者どうしの交流を
深めるための歓談の場を提供
（11月25日）

　方南図書館にて絵本作家・
長野ヒデ子氏による講演会を
実施（1月27日）

　高井戸図書館において、「英
語と子育て」講演会実施（12
月7日）

　方南図書館において、あか
ちゃんおはなし会終了後、参
加者を対象に利用者懇談会
を実施。（12月8日）

保育園・幼稚
園・子供園へ
の支援

　区内の保育園、幼稚園、子供園等の団体へ児童図書資料の貸出しを実施。

　区内保育園、幼稚園へ出張おはなし会を開催。

　阿佐谷図書館において、「団
体対象オリエンテーション」を
実施。保育園2団体が参加。
（5月24日、31日）

　「中高生のための絵本の読
み聞かせボランティア体験講
座」受講者が５か所の保育園
で読み聞かせを実施。（8月）

区立児童館にお
ける乳幼児、小
学生へのサービ
スの充実

　乳幼児及び保護者向けサービス：ゆうキッズ事業のプログラムの一環として、読みきかせを実施。

　　６月： ４１館　小学生：１４８ 回
　　　　　　　　　　乳幼児：４４３回

　　９月： ４１館　小学生：１１３ 回
　　　　　　　　　　乳幼児：３９０回

　　１２月　３８館　小学生：５２ 回
　　　　　　　　　　乳幼児：   ８８回

児童館

　小学生向けサービス：絵本・紙芝居の読みきかせ及びストーリーテリングを実施。

　　４月：３２館　小学生：　４１回
　　　　　　　　　　乳幼児：　４６回

　　７月： ３７館　小学生：　６４ 回
　　　　　　　　　　乳幼児：１６５回

　１０月： ３８館　小学生：　７３ 回
　　　　　　　　　乳幼児：   １３４回

　　１月： 38館　小学生：113 回
　　　　　　　　　　乳幼児：286回

　　５月：３７ 館　小学生：　９２ 回
　　　　　　　　　　乳幼児：２８２回

　　８月： 　９館　小学生：　　７ 回
　　　　　　　　　　乳幼児：　２３回

　１１月：３８館　小学生  ：９４ 回
　　　　　　　　　　乳幼児：  １３９回

　　２月： 　38館　小学生：118 回
　　　　　　　　　　乳幼児：372回

　　３月： 　38館　小学生：56 回
　　　　　　　　　　乳幼児：189回

各図書館から各児童館への団体貸出し

児童青尐年課
図書館

永福図書館において、大宮児童館の１～２歳児対象「コアラちゃんの会」でブックトークを実施

　方南児童館において、方南
図書館と共同で「ひげじいの
星空教室～プラネタリウムが
やってきた」を開催。（6月20
日）

　今川児童館において、子育
てネットワーク事業区民企画
「夏休みスペシャルおはなし
会」を実施。（7月）

　各地域図書館において、地
域の児童館で開催された児童
館まつりで出張お話会を実
施。

　宮前児童館「みやまえあき
まつり」に、宮前図書館職員
が参加。（10月20日）
　西荻北児童館「こどもえんに
ち」に、西荻図書館職員が参
加。（10月20日）
　東原児童館「ひがしはら秋ま
つり」に、阿佐谷図書館職員
が参加（10月27日）
　方南児童館の地域子育て
ネットワークによる「ひよこの
えんにち」に、方南図書館職
員が参加（11月15日）

　方南児童館の地域子育て
ネットワークによる「伝承遊び
市」に、方南図書館職員が参
加（1月16日）

　方南児童館において、方南
図書館職員が0歳～1歳児と
その保護者向けに、子育て世
代向けにおすすめする図書の
ブックトークを実施。（2月26
日）

　青尐年係において、「中高生
のための絵本の読み聞かせ
ボランティア体験講座」を実
施。講座の中で、図書館ボラ
ンティアについて説明。（8月
22日）
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主管課

児童館

家庭・地域等における読書活動の推進

項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

NPO・ボランティ
ア・PTAとの協働
による読書活動
の推進

　大宮中学校PTAとの共催事
業にて、家庭教育講座「子ど
もが選ぶ本、親が読ませたい
本 」を開催(全２回)。

学校支援課
家庭・地域教
育担当

　高井戸第四小学校におい
て、読み聞かせボランティアを
対象に読み聞かせについて
の講習会を開催（講師は学校
図書館サポートデスク職員）。
（5月8日）

　井荻中学校において、学校支援本部主催で読書会（PTA、
地域、中学生）を実施。（10月9日、11月6日、12月4日、1月15
日）

済美教育セン
ター

　杉並第六小学校において、
ストーリーテリングについての
ボランティア勉強会を開催。（5
月11日）

　読みきかせなどの事業を、２８のお話グループ・母親クラブ・個人のボランティアの協力のもと実施。

　各種団体やボランティアとの協働による、中央図書館、地域図書館での調べ学習室見守りボランティアの実施。

図書館

　ＰＴＡの選本による、小学校の各クラスへの団体貸出の実施。

　各種ボランティアグループ及び、個人ボランティアによるおはなし会の実施。

　永福図書館にて、おはなし
会ボランティア連絡会を開催
（7月4日）

　永福図書館において、中学
生ボランティア１名を受入。（8
月8日）

　永福図書館にて、おはなし
会ボランティア連絡会を開催
（2月20日）

　高井戸図書館において、夏
休み期間に、高井戸中学校と
吉祥女子の生徒を読み聞か
せボランティアとして受け入
れ。（7月25日～8月29日まで
の毎水曜日）

　今川図書館にて「子どもの
読書応援団」と題した学校司
書、読み聞かせボランティアと
の情報交換会を開催(3月7
日）

地域人材の育
成・支援

　実践の場の提供、支援を目的として、ボランティアと協働して行うおはなし会や子ども会を実施。 図書館

特別な支援を必
要とする子供へ
のサービスの充
実

　高井戸図書館において、都立大塚ろう学校への出張おはなし会の実施。（5月8日・18日、6月5日、11月6日、12月11日、2
月12日、3月5日）

図書館

　宮前図書館において、高井
戸第二小学校久我山学級が
来館。おはなし会を実施（4月
１7日、24日、5月1日、6月12
日、26日）

　方南図書館において、新泉
小学校なかよし学級の図書館
見学を実施。(9月11日）

　永福図書館において、済美
養護学校中学部２年生の校
外授業(貸出返却の練習）を
実施。（5月31日、6月28日）

地域・家庭文庫
への支援と連携

資料の貸与を実施（7月）
図書館



資料２　24年度　子ども読書活動　取組状況報告

主管課

　

　井荻中学校において、作家
の湯本香樹実氏を迎えて生
徒による書評座談会を開催。
（11月29日）

学校における読書活動の推進

項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

　桃井第五小学校、済美小学
校等において、夏季休業中に
レイアウト変更を実施。

特
色
あ
る
読
書
活
動
の
推
進

学校ごとの
特色のある
読書活動の
推進

　朝の10分間読書、読書に関する委員会活動、教師や児童生徒による読み聞かせ、ブックトークなどそれぞれの状況に応じ
て特色ある読書活動を計画的に実施。

済美教育セン
ター

　井荻小学校において、荻窪
中学校の生徒によるおはなし
会の実施。（11月27日）

　大宮小、済美小、大宮中の
３校で課題図書のリーフレット
を作成、配布（1月）

　井荻小学校において、荻窪
中学校の生徒によるおはなし
会を実施（2月5日）　高井戸中学校と高井戸図書

館の共催で、作家の阿刀田高
氏を迎えて、授業の一環とし
て講演会を実施。（11月28日）

　東田中学校の図書委員会
が東田小、杉二小の図書館で
絵本を紹介する棚の飾りつけ
を行った。（2月25日、27日）

　推進者養成研修「学校図書
館研修」を実施。（全校悉皆研
修）
（8月3日：中学校、8月6日：小
学校）

　中瀬中、天沼中の連携プロ
グラムとして「音楽と語りの
会」を各学校で開催（2月7日、
3月11日）

済美教育セ
ンター学校
図書館支援
担当による
支援

　学校からの電話やメールにより受付。必要に応じて学校訪問による指導・助言を実施。
※受付件数　　４月～６月： ５９件、　７～９月：２９件、　１０～１２月：５６件、　１月～３月：５３件。

済美教育セン
ター学校図書
館支援担当

学
校
図
書
館
の
充
実

学校司書の
配置等によ
る運営の充
実

　新たに22校に学校司書を配
置、全小・中学校への配置を
完了。（6月1日）

教育委員会人
事企画課
済美教育セン
ター学校図書館
支援担当

図書・施設・
設備の整
備・充実

小中学校
済美教育セン
ター学校図書
館支援担当

　児童・生徒の読書活動促進
のため、杉教研学校図書館部
（小学校）による「夏休みすい
せん図書リスト」を配布 。（7月
～8月）

　児童・生徒の読書活動促進
のため、杉教研学校図書館部
（小学校）による「冬休みすい
せん図書リスト」を配布 。（12
月）

　永福小学校新図書館開館
（1月）

教育委員会庶
務課

教職員の指導体
制の充実

　井荻中学校の校内研修にお
いて、「各教科等における図
書館（図書）の利用の活性化・
調べ学習の実践」を開催。新
聞を使った学習について講
義・演習を実施（講師は学校
図書館サポートデスク職員）。
（5月9日）

　推進者養成研修「司書教諭
研修」を実施。（7月3日）

　済美教育センターにおいて推進者養成研修「司書教諭研
修」を実施。（小学校：12月7日、2月9日、中学校：11月29日、2
月14日）

済美教育セン
ター

　桃井第四小学校において、
読み聞かせボランティアを対
象に読み聞かせについての
講習会を開催（講師は学校図
書館サポートデスク職員）。（9
月21日）

　高円寺地域（高円寺中央育
成委員会、高円寺中学校、高
南中学校、高円寺中央児童
館、高円寺東児童館）におい
て、「読書さんぽ」を開催。

　東田中学校において学校支
援本部と連携して「新一年生
対象図書館交流会」を実施（3
月26日）

　学校司書の全校設置に伴い
学校と学校司書、保護者や地
域のボランティアが力を合わ
せ学校図書館のさらなる充実
を図るため、「学校図書館が
拓く”学び”の可能性」という
テーマですぎなみ教育シンポ
ジウムを開催。発表やパネル
など各校の取り組みを紹介す
ることで情報を共有。（12月8
日）

休み期間中の読
書活動について
の指導の充実

　夏季休業中の図書館開館を
実施。

　冬季休業中の図書館開館を
実施。

　児童・生徒の読書活動促進
のため、杉教研学校図書館部
（小学校）による「春休みすい
せん図書リスト」を配布 。（3
月）

小中学校
済美教育セン
ター学校図書
館支援担当
学校支援課
中央図書館
地域図書館

　東田中学校において、「図書
館おたのしみ会」開催。近隣
の小学生を対象に図書館紹
介、エコバッグ作成などを学
校支援本部の協力で実施。（8
月28日）

　大宮小学校において、読み
聞かせボランティアに向けて
学校司書とサポートデスクで
講習会を実施（10月11日）

　井荻中学校において学校支
援本部主催で読書会（PTA、
地域、中学生）を実施（1月15
日）再掲

　井荻中学校において、学校
支援本部主催で読書会
（PTA、地域、中学生）を実
施。（10月9日、11月6日、12月
4日）再掲 　天沼中学校において学校支

援本部との連携によるお話し
会を放課後に実施（1月28日）地域・ボランティ

アとの連携

　学校支援本部やＰＴＡ等による図書ボランティアにより、学校司書の指導の下で、学校図書館の環境整備、図書館運営な
ど協力連携を推進。
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主管課

　

学校における読書活動の推進

項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

保育園・幼稚園・
子供園での読書
活動の充実

　高井戸図書館において、高
井戸中学校１・２年生を対象
に、図書館オリエンテーション
を実施。利用案内を高井戸中
学図書館司書と共同で作成。
（4月13日、5月1日）

　第５４回書評座談会（杉並教
育研究会中学校部学校図書
館部）を開催。（11月4日）

　高井戸図書館において、高
井戸中学校の「アンネのバラ
一般公開」に合わせ、「アンネ
のバラ」についての特集展示
を実施。（5月22日）

　高井戸図書館において、高井戸中学校の読書週間にあわ
せて、昼休みに連絡扉を開き、図書館ホールの開放を実施。
（4月10日～18日、8月31日～9月15日）

　子どもの発達や季節に応じた、保育士による読みきかせの実施。

保育園

　園だよりなどを通じた絵本の紹介や貸出しの実施。

　地域のボランテイア及び中学生による読みきかせボランティアなどの受入れ。

　年長児の図書館訪問と選本体験（図書館でのマナー他）。

読書関連事業の
充実

　柿木図書館職員によるブックトークを実施。（四宮小学校及び三谷小学校の１・２年生を対象に、学級単位で各学期ごと一
回、年間35回実施）

小学校
中学校
図書館

　保育時間における読み聞かせ、絵本の貸し出し（幼児が選ぶ、保護者と一緒に選ぶ）、保護者のブックトーク、保護者向け
に子育てについての本の貸し出し等

子供園　堀ノ内子供園において、３～
５歳児の保護者向けに「子供
と楽しむ絵本の時間」を開催
（講師は学校図書館サポート
デスク職員）。（7月6日）

天沼小「わくわくプロジェクト」
で天沼保育園、阿佐谷南保育
園、上荻保育園の園児が学
校を訪問、３年生が絵本の読
み聞かせを行った。（2月）



資料２　24年度　子ども読書活動　取組状況報告

主管課

　

小学生向けの
サービスの充実

　各図書館にて、スペシャルお話会、ぬいぐるみおとまり会、映画会、人形劇、児童図書リユース、図書館探偵、講座などの
行事を開催。

図書館等における読書活動の推進

項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

利用しやすい区
立図書館づくり

　１０館の図書館（中央、永福、高円寺、宮前、成田、西荻、阿佐谷、南荻窪、高井戸、方南）で、あかちゃんタイムを実施。
（ボランティアや職員による絵本の読み聞かせ・読書相談等）（再掲）

　阿佐谷図書館にて、「中学
生が選んだおすすめ本２０１
３」を発行。併せて、掲載作品
１２０冊と、ブックリストの表紙
原画の展示を実施。（2月11
日）

図書館

杉並区子供読書
月間を中心とした
イベントの実施

　中央図書館において、子ど
も読書の日記念「聞かせやけ
いたろう。の読み聞かせライ
ブ」を実施。乳幼児の部、と５・
６歳以上の２部構成で実施。
５・６歳以上の部は読書の森
公園で野外ライブの形式。（4
月30日）

　高円寺図書館において、科
学あそびの会を実施。親子２
９名参加（8月11日）

図書館

　中央図書館において、人形
劇団プークによる「ねずみくん
のチョッキ」の公演を実施。（6
月2日）

各図書館にて時節に沿った内容の児童図書の展示を実施。

図書館

各図書館にて、長期休業期間に合わせて工作会、講演会、読書スタンプラリー、図書館クイズなどのイベントを実施。

　新１年生に対し、読みきかせ
や利用案内とともに、図書館
バッグとブックリスト「よんでみ
よう１年生」を配布。（5月～6
月）

　中央図書館において、夏休
み期間中、調べ学習室に常駐
したボランティアが、子どもの
見守り、子どもの問合せ対
応。

　具体的な調べ学習の道筋を
解説した「パスファインダー」も
新規に掲載。（10月11日）

　今川図書館にて「小学生の
ためのおはなし会」をボラン
ティア団体「キラキラ屋」と協
働で実施（3月28日）　地域図書館において、夏休

み期間中、子どもの学習室と
して多目的ホールの開放を実
施。

中学生・高校生
向けのサービス
の充実

各図書館にて時節に沿った内容のYA向き図書の展示を実施。

図書館

高井戸図書館において、多目的ホールを、平日の１２時～１９時まで「ＹＡ広場」として、ＹＡ向けに開放。
また、近隣の中学・高校の定期テスト期間前に、臨時閲覧席として開放（6月、9月、11月）

宮前図書館、阿佐谷図書館、南荻窪図書館、方南図書館において、YA向け図書のブックガイドを発行。
成田図書館において、東田中学校と共同で「図書館だより」を発行。

高円寺図書館において、ＹＡコーナーに修学旅行、遠足調べコーナーを設置。
柿木図書館において、YAコーナーの大幅リニューアルを実施。

下井草図書館において、中高生以上の利用者を対象とした「名作文庫」を設置。

　阿佐谷図書館職員による、おすすめ本のポップ広告作成講習会を東原中学校で実施。(6月11日、12月5日）
　生徒の作品は、「POPで紹介します！中学生がえらんだ本」として、阿佐谷図書館に作品を展示。（9月、3月）

　成田図書館において、東田
中図書委員によるＹＡコー
ナーのレイアウトとお薦め本
の手作りポップを展示を実
施。（7月～8月）

　具体的な調べ学習の道筋を
解説した「パスファインダー」も
新規に掲載。（10月11日）

　児童青尐年課による中学高
校生対象の読み聞かせ体験
講座にて、図書館のおはなし
会ボランティア希望者を募集。
２名の申込あり。（7月、8月）

　下井草図書館において、上
橋菜穂子氏による講演会「夢
の旅人」を開催。（11月11日）

　高井戸図書館にて、高井戸
中学校との扉を昼休みに開放
（高井戸中の読書週間：1月9
日～18日）

　ゆう杉並において、
「ＨOKUHOKUの会」（高校生
による自主グループ）によるお
勧めの本展示を定期的に実
施。本は中央図書館より団体
貸出で借用。

　ゆう杉並と中央図書館の職
員で、ユースプロジェクトが関
わる読書活動の検討開始。

　ゆう杉並と中央図書館の職
員で、ユースプロジェクトが関
わる読書活動の研究発表会
を実施。（2月26日）

　阿佐谷図書館にて、東原中
学校の生徒によるお話し会の
実施。（3月20日）

図書館
児童青尐年課

調べる学習コン
クール・本の帯ア
イデア賞の充実

　調べる学習コンクールの実施。
広報すぎなみ７月１１日号、図書館ＨＰ、ポスター掲示、チラシ
の小・中・高等学校への配布などで周知。
各図書館にて過去の受賞作のレプリカを展示。(7月～9月）
作品募集、審査、入賞作品の表彰、展示を実施（9月～11月）

図書館
小学校
中学校
高等学校

　本の帯アイデア賞の実施。
広報すぎなみ１０月１日号、教
育報No.202号、図書館ＨＰへ
の掲載、ポスター掲示、チラシ
の小・中・高等学校への配布
などで周知。作品募集、審
査、入賞作品の表彰、作品集
の作成、展示を実施。（10月
～12月）
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主管課第３四半期 第４四半期

図書館
児童館
保育園
保健センター

  高円寺図書館において、杉
八まつりに児童図書のリサイ
クルコーナーで参加（10月）

　高井戸図書館において、高
井戸中学校３年生の修学旅
行事前調べ学習を展示（5月
29日～6月15日）

　学校司書、地域の図書館利
用者と図書館スタッフとで、子
ども読書活動に関する懇談会
を開催。

　高井戸中学校と高井戸図書
館の共催で、作家の阿刀田高
氏を迎えて、授業の一環とし
て講演会を実施。（11月28日）
（再掲）

図書館等における読書活動の推進

項目 第１四半期 第２四半期

学校への支援

　調べ学習図書の提供及び団体貸出を実施。

図書館

　小学校へのブックトークを学期ごとに実施。
　柿木図書館職員によるブックトークを実施。（四宮小学校及び三谷小学校の１・２年生を対象に、学級単位で各学期ごと一
回、年間35回実施）（再掲）

　中央図書館にて、さざんか教室に通う生徒に対し、ブック
トークを実施。（12月11日、2月27日）

　高井戸図書館において、高
井戸中学校１・２年生の社会
科課題作品を展示（12月25日
～1月15日）

　区立小中全校に配置され
た、学校図書館司書対象の研
修会で学校支援申込につい
て説明会を実施。

図書館見学、職場
体験、インターン
シップへの取組み

　全図書館にて、図書館見学、職場体験及びインターンシップの積極的な受入れを実施。 図書館

児童図書の再活
用（リユース）の
実施

　柿木図書館において、「杉並
母親クラブ」へのリユース資料
提供。150冊（4月）

  成田図書館において、児童
書リサイクル市を実施。　594
冊提供（7月29日～8月4日）

　柿木図書館において、「杉並
母親クラブ」へのリユース資料
提供。30冊（10月） 　永福図書館にて、 母親くら

ぶ〈グループたけのこ〉へリサ
イクル本提供（2月14日）  永福図書館において、母親

クラブグループたけのこへ、リ
サイクル資料（児童図書）を提
供。(4月12日） 　西荻図書館において、西荻

北児童館の「こどもえんにち」
で、リユースを実施。（10月） 　宮前図書館において、児童

書のリサイクルを実施。（2月）

　阿佐谷図書館において、「団
体対象リサイクル本市」（5月
23日）、「絵本・児童書リサイク
ル市」（6月）を実施。

　下井草図書館において、リ
ユース・ブック・フェアを開催。
（10月27日～31日）

　宮前図書館において、児童
書のリサイクルを実施。（6月）

　方南図書館において、方南
児童館へリサイクル資料（絵
本）を提供（12月）   高井戸図書館において、

ムーミン母親クラブへリサイク
ル資料を提供（3月10日）

　柿木図書館において、「こど
もの本のリサイクル」556冊提
供。
（6月28日～30日）

  成田図書館において、リサイ
クル市を実施。　348冊提供
（12月24日～1月3日）
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主管課

主管課

図書館
小学校
中学校

読書活動に関する情報の発信

項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

杉並区子供読書
月間を中心とした
広報・啓発

　子供読書月間の実施事業及び各館での子ども向け事業について、広報すぎなみ、図書館ＨＰ、ポスター、ちらし及びおた
より等による周知活動を実施。

図書館

　広報すぎなみ７月１１日号
に、児童館と共同で、夏の催
しを掲載。

子供向けホーム
ページ等による
情報発信

図書館ホームページ(子どもページ、ＹＡページ）の毎月更新。

　お話会、工作会、人形劇及び映画会等の子ども向け事業の、図書館ＨＰ（キッズページ）を活用した周知活動の実施。

　図書館ホームページリニューアルに伴い、子どもページを以前より見やすく、親しみやすいような画面構成に改善。
　具体的な調べ学習の道筋を解説した「パスファインダー」も新規に掲載。

推薦図書リストの
発行

　各地域図書館発行の「図書館だより」への職員による推薦図書の掲載。

　柿木図書館において、モー
リスセンダック作品リストを作
成（5月8日）

　成田図書館において、夏休
み読書ラリーの推進のため
に、２３年度中に実施した毎月
の児童展示本のリストを作
成。

　阿佐谷図書館において、杉
森中学校、阿佐ヶ谷中学校、
天沼中学校、東原中学校の
協力のより、「中学生がえらん
だおすすめの本２０１３」を発
行。（2月）

　方南図書館において、YA
ブックガイド特集号「スズラン
の足あと」を作成。（YAブック
ガイド「スズラン」からの抜粋）

地域・関係機関
の読書活動情報
の提供

　永福図書館において、「永福
図書館ビックブック大型絵本リ
スト」を永福和泉地域区民セ
ンター協議会へ提供（5月19
日）

　方南図書館において、地域
教育連絡協議会へ出席。図
書館事業についての説明と
YAブックガイド「スズラン」を配
布。(7月６日）

　南荻窪図書館において、地
域包括支援センターケア２４
南荻窪の機関誌へ、図書館
利用についての案内と高齢者
への推薦本の原稿を寄稿（12
月）

読書活動を推進するための体制と関係機関の協力・連携

項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
子供読書活動推
進委員会との連
携

第１回委員会の開催
（7月17日）

第２回委員会の開催
（9月3日）

第３回委員会の開催
（12月10日）

区
関
係
機
関
と
の
協
力
・
連
携
体
制
の
推
進

「子供読書
活動推進連
絡会」の設
置

第１回連絡会の開催
（7月5日）

第２回連絡会の開催
（7月24日）

第３回連絡会の開催
（11月27日）

すぎなみ
地域大学
との連携

図書館
すぎなみ地域
大学

図書館

社会教育
関係施設
等との連
携

　図書館・科学館・郷土博物
館・スポーツ施設等社会教育
施設での「夏休みの催し情
報」を作成し、全区立小中学
校児童生徒に配布。

社会教育ス
ポーツ課

　中央図書館において、科学
館主催事業「ポラリスⅡが
やってくる」を実施。
　共催事業として、大学院准
教授による記念講演会と「科
学読物研究会」会員ボラン
ティアによる科学あそびの会
を開催。（10月１４日）

図書館
科学館
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　事　業　項　目 ２５年度　計画 主管部門

１　出産を控えた家庭への支援

母親学級・平日パパママ学級等において、あか
ちゃん向け絵本や妊娠期に胎児に読み聞かせ
てよい本の案内・展示。図書館一覧は子育て便
利帳に掲載中（保健センター）

２　ブックスタート事業の充実
4か月健診時において、図書館・ボランティアとの
協働によるブックスタートパックの配布の継続
（保健センター）

３　区立図書館での乳幼児への支援の充実(重点的取組)

赤ちゃんタイムの全館実施、ブックガイド（３歳～
５歳）の作成と保健センターとの連携による３歳
児健診での配布及び児童館・保育園での配布、
親子で楽しむ行事の開催（日フィル父子コンサー
ト：西荻図書館など）（図書館）

４　保育園・幼稚園・子供園における支援の充実 保育時間中の読み聞かせの充実（子供園）

５　児童館におけるサービスの充実
０歳児を対象としたプログラム（ゆうキッズ）の全
館実施及び職員研修の充実（児童館）

６　自主的に地域で活動する人々への支援

地域ネットワーク事業団体への支援（児童館）
家庭教育グループの支援（学校支援課）
区民企画講座への支援（生涯学習推進課）
地域・家庭文庫への図書貸与（中央図書館）
ボランティアに対し、読み聞かせ講座の実施（図
書館）

１　特色ある読書活動の推進

２　学校図書館の充実(重点的取組)
学校間の図書の相互貸借システムの構築、学
校・教育人事・図書館での連絡会の実施（済美
教育センター）

３　教職員の指導体制の充実 読書指導の充実に向けた職員研修（済美教育セ
ンター）

４　特別な支援を必要とする子どもへの支援

５　地域・ボランティアとの連携

６　保育園・幼稚園・子供園での読書活動の充実

１　子ども向け資料の整備・充実
資料収集における一般方針および基準に基づき
児童書収集基準を改定、児童書の充実、及び継
続的な児童コーナーの書架の見直し（図書館）

２　利用しやすい施設づくり
児童用の調べ学習室として、会議室や多目的
ホールの開放（図書館）

３　小学生を対象とする事業の実施
科学あそび、調べ学習室の児童利用促進等（図
書館）

４　中学生・高校生向けのサービスの充実(重点的取組)
中高生対象の講演会の開催（8月予定：演劇
ワークショップ）（図書館）

５　学校への支援の充実

新１年生対象のブックリスト「よんでみよう１年
生」の作成と配布、団体貸し出し、学校図書館貸
出用の調べ学習資料充実に向けた購入計画、
図書館見学、職場体験の受入（図書館）

１　わかりやすい情報発信
図書館ＨＰの充実（全館で持ち回りで記事作成。
ＹＡコーナーの紹介など）（図書館）

２　わかりやすい案内地図の作成と配布先の拡大

３　子ども向けのホームページの充実
図書館ＨＰの充実（全館で持ち回りで記事作成。
図書の紹介など）（図書館）

４　関係機関と連携した情報提供
社会教育施設の夏の行事一覧を広報に掲載し、
区立小学校全校児童に配布（生涯学習推進課、
図書館）

５　読書活動に関わる地域情報の収集・発信

１　子ども読書活動推進委員会の運営

２　子ども読書活動推進連絡会の運営

３　社会教育関係施設等との連携
社会教育施設実施の夏の行事一覧を区立小学
校全校児童に配布等（生涯学習推進課・図書
館）

４　区の関係機関と学校との連携(重点的取組)

５　すぎなみ地域大学との連携

情報発信
中央図書館・地域図書館、生涯
学習推進課

推進体制と連携

中央図書館・地域図書館、済美
教育センター、生涯学習推進
課、スポーツ振興課、協働推進
課

家庭・地域等

保健センター、保育課・保育園、
子供園、児童青尐年課・児童
館、生涯学習推進課、中央図書
館・地域図書館

学　　校
済美教育センター、庶務課、学
校支援課、中央図書館・地域図
書館、保育園、子供園

図　書　館 中央図書館・地域図書館


