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次回 開催予定 平成２８年   月   日（  ）   時～ 

        中央図書館児童資料室にて 



２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

宮前図書館にてﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
「育児のための小さな魔
法」を開催

宮前図書館にて「大人のた
めの英語絵本読み聞かせ
講座」を開催

方南図書館にて和泉保健
センター母親学級への参
加時に0歳児向けのお勧
め本リストを配布

あかちゃん
タイム（新
規）

あかちゃん
おはなし会

永福図書館にて0,1,2歳児
の保護者を対象とした
「Let's try !はじめての読み
聞かせ講座」開催

成田図書館にてあかちゃ
んとのコミュニケーションを
図るための指人形を作製
する工作会「あかちゃんお
もちゃの工作会」を実施

永福図書館にて保護者や
一般を対象とした講演会
「わたしたちの時代―３．１
１以降の絵本を読む」を開
催

高円寺図書館にて絵本作
家を招いての講演会「出会
いと別れ、私の絵本」を開
催

高井戸図書館にて「絵本
の読み聞かせ」講座実施

高井戸図書館にて「英語
絵本の読み聞かせ」講座
実施

成田図書館にて子どもの
写真を撮るためのコツを学
ぶ「春の写真教室　うちの
子がいちばんカワイイ
Vol.2」を開催

阿佐谷図書館にて「劇団ど
ろんこ座の紙芝居＆工作
会」「あさがやとしょかんク
リスマス会」「年の瀬おは
なし会＆お正月工作会」を
開催

成田図書館にて講習会
「はじめよう！ベビーサイ
ン」を実施

宮前図書館にて「NPO法
人おはなしぱたぽんさん」
による読み聞かせ講座を
開催

西荻図書館にて「絵本は
世界を知るための窓」講演
会を開催

高井戸図書館にて講座
『発達障がいって何？』を
実施

ブックガイド
「ねえ、よん
で」の配布場
所拡大（新
規）

全図書館にて、あかちゃんタイム（ボランティアや図書館員による絵本の読み聞かせ・読書相談等）を実施

出産を控え
た家庭への
情報提供

区
立
図
書
館
で
の
乳
幼
児
へ
の
支
援
の
充
実

（
重
点
的
取
組

）

家庭・地域等における読書活動の推進

出
産
を
控
え
た
家
庭
へ
の
支
援

（
新
規

）

プレママ・プ
レパパへの
読み聞かせ
講座

保護者向け
講座の実施
（新規）

和泉保健センターで実施している母親学級のプログラムへ方南図書館が読み聞かせとブックトークで参加

保健センターの母親学級での本及び図書館の情報提供

全図書館にて、あかちゃんおはなし会を実施

項目

永福図書館が大宮児童館の「プレママ倶楽部」に出張ブックトークを実施

ブックスタート事業
の充実

図書館情報を子育て便利帳で周知

各図書館にて、保健センターでのブックスタート時にあかちゃん向け行事のＰＲやあかちゃんタイムのチラシを配
布

保健センターの４か月児健診時における図書館員、ボランティアによる図書館に関する案内と読み聞かせ、ブッ
クスタートパック、「赤ちゃんといっしょに絵本を」（０～２歳向けブックリスト）の配布
27年度から保健センターで対象者把握し、図書館へ連絡し点字翻訳絵本配布に対応

「ねえ、よんで」を保健センターを通して３歳児健診対象者に送付。保育園、児童館、子供園にも配布
また、各図書館でも、児童カウンターなどで利用者に配布

西荻図書館にて「おとなの英語絵本の会」開催（毎月１回継続）

保健センター
図書館

保健センター
図書館

図書館
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

家庭・地域等における読書活動の推進

項目

宮前図書館にて日本ﾌｨﾙ
出張ｺﾝｻｰﾄ「ふれあいｺﾝ
ｻｰﾄ」を実施

永福図書館にて0歳児の
親子を対象にした「Let's
try !はじめてのベビーマッ
サージ」を開催

中央図書館にて「３つのり
んご」と共催で「「聞いて楽
しむおはなしの世界」（年
齢別2部構成）を実施

中央図書館にて「自分の
からだを知ろう」５歳児向け
おはなし会を実施

成田図書館にて地域で活
動する劇団「どろんこ座の
わくわく紙芝居劇場」を開
催

成田図書館にて英会話教
室の講師による「英語deお
はなし会」を実施

下井草図書館にて「絵本と
であう すくすくおはなしか
い」を実施

西荻図書館にて「おやこじ
てんしゃ勉強会＆おはなし
会」講演会を開催

西荻図書館にて「親子で楽
しむわらべうたストレッチ」
連続２回講座を実施

高井戸図書館にて「親子お
りがみ教室・ハロウィン」
「親子で楽しく英語でメリー
クリスマス」を実施

南荻窪図書館にて「親子で
つくろう！バルーンアート」
実施

西荻図書館にて「秋を楽し
むパネルシアター」、「ハン
ドベルコンサート」を実施

西荻図書館にて日フィルに
よる親子で楽しむコンサー
トを開催

阿佐谷図書館にて「あつま
れ！楽しいおはなし会～
人形劇もあるよ」「おはなし
○○を使って」「うたってあ
そぼ！あかちゃん大集合」
「劇団どろんこ座のわくわく
紙芝居劇場」を開催

阿佐谷図書館にてバリアフ
リーを考える特別おはなし
会「親子で親しむ手話おは
なし会」、館内装飾「ピクト
グラムクイズ」を実施
素話のみの「親子で楽しむ
夏のスペシャルおはなし
会」を開催

宮前図書館にて「パネル
ジャムのパネルシアター」
「冬のあかちゃんおはなし
会」「冬のおたのしみ会」
「ナカムラミツル（326）読み
聞かせＬＩＶＥ」開催

高井戸図書館にて「親子
折り紙教室」、子ども読書
の日記念事業「ＳＰおはな
し会と工作会」、「こどもの
日映画スペシャル」を実施

高井戸図書館にて「親子で
楽しむ英語絵本よみきか
せ」８月を実施

方南図書館にて親子で一
緒に身体を動かして行う講
座「わらべうたストレッチ」
を実施

方南図書館にて親子参加
型講座「親子でワイワイリ
トミック」を子どもの年齢・
月齢別に開催

方南図書館にて親子参加
型「わらべうたストレッチ」2
週連続講座を開催

方南図書館にてあかちゃ
んお話会の時間に区・民
間による「おやこじてんしゃ
勉強会」実施

阿佐谷図書館にて阿佐谷
北保育園と天沼保育園の
園児に対し図書館オリエン
テーションを実施

宮前図書館にて出張おは
なし会実施
・久我山幼稚園4才児117
名、5才児126名
・ひととき保育園7名
・松庵保育園4才児21名、5
才児22名
・アスク西荻南保育園3才
児10名、4才児6名
・久我山保育園4才児20
名、5才児20名
・久我山東保育園4才児17
名、5才児17名

親子で一緒
に楽しむ事
業の実施
（新規）

高井戸図書館にて「赤ちゃんおはなし会」に「わらべうた講座」を組み入れ年3回実施

方南図書館にて2階のむさしの保育園主催「出前保育」を開催

宮前図書館、高井戸図書館にて「親子でリトミック！」を
定期的に実施

区
立
図
書
館
で
の
乳
幼
児
へ
の
支
援
の
充
実

（
重
点
的
取
組

）

保育園・幼
稚園・子供
園・児童館
への支援

各図書館にて、季節にあった工作会、おはなし会、人形劇等を実施

中央図書館及び高井戸図書館にてちいさなひとのえいががっこうが教育委員会後援事業として、幼児～中学生
とその保護者を対象に「親子映画会」を通年で実施。「映画で世界一周！」と題し、地域の映画を上映するととも
にその地域に詳しい講師によるミニ講演会や工作会を実施。映画原作や地域の資料、講師に関わる資料を用
意

図書館

各図書館にて、区内の保育園、幼稚園、子供園、児童館へ児童図書資料の団体貸出を実施
また、図書館訪問、選本・貸出体験等の受け入れ

図書館
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

家庭・地域等における読書活動の推進

項目

保育園
幼稚園
子供園

おはなし会実施回数 おはなし会実施回数 おはなし会実施回数 おはなし会実施回数

4月 ：41 館
　幼児132回 小学生39回

7月 ： 41館
　幼児170回 小学生63回

10月 ： 41館
　幼児400回 小学生122回

5月 ： 41館
　幼児345回 小学生123回

8月 ： 41館
　幼児22回 小学生11回

11月 ： 41館
　幼児394回 小学生116回

6月 ： 41館
　幼児460回 小学生160回

9月 ： 41館
　幼児379回 小学生117回

12月 ： 41館 (実施計画数）
　幼児200回 小学生75回

協力団体　31団体 協力団体　31団体 協力団体　31団体

方南児童館を会場とし、方
南図書館と協働子ども読
書の日記念「のまりんの紙
芝居劇場」を開催

成田図書館にて東田学童
クラブでの出張おはなし会
を実施

下井草児童館発行のおた
よりに図書館員が薦める
「お父さん」をテーマにした
絵本を紹介

方南図書館にて児童館主
催で開催された「プレぴよ
タイム」にて新生児向け
ブックトークを実施（ブック
リストを作成）

中央図書館にてブックス
タートボランティア連絡会を
開催

高井戸図書館にて「パネル
シアター講座」を実施

自
主
的
に
地
域
で
活
動
す

る
人
々
へ
の
支
援

ボランティア
養成講座修
了生への支
援（新規）

永福図書館が大宮児童館の「ひよこちゃんの会（０歳児対象）」「コアラちゃんの会（１～２歳児対象）」に出張ブッ
クトークを実施

児童館における
サービスの充実

児童館
児童青少年課
図書館

2時降園後の園庭解放と同時に絵本の部屋の解放絵本の貸出を行っている。親子で絵本をより触れる機会を
持つという点から毎週金曜日子どもが選らんだ絵本の貸出を行っている。
年間を通じて（10月、3月を除く未就園児の月2回グループの日を設けている。環境設定の一部に絵本のコー
ナーを設けている。親子で楽しんでもらったり嘱託職員が読み聞かせをする事もある。貸出はしていない。定期
的に来園する親子が多い。

児童館と近隣図書館にて、開催の事業・行事のポスター・チラシを掲示するなどの連携実施

七夕スペシャルなど季節行事の中で、お話・大型紙芝居・パネルシアター等を実施

乳幼児の取り組みでは、ゆうキッズ事業のプログラムの一環で実施。乳幼児に読みながら、保護者にも本に関
心を持ってもらえるように促している。小学生は毎週の事業もしくは月１回程度の事業として絵本･紙芝居の読
み聞かせとストーリーテリングなどを実施。（内容や対象は様々だが全館で読書活動は実施している。）

高井戸図書館にて、高井戸図書館主催「読み聞かせ講座」及び「パネルシアター講座」の修了生が
高井戸図書館のおはなし会に定期的に参加

図書館

保育園・幼稚園・子
供園における支援
の充実（新規）

中央図書館にて小学校ボランティアのための読み聞かせ講座修了生への勉強会
会場提供

児童館主催のおまつりに出張おはなし会等で各図書館が参加。（同時にリサイクル本を提供することも多い。）
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

家庭・地域等における読書活動の推進

項目

中央図書館にて「動物絵
本画家薮内正幸」について
の講演会を実施

中央図書館にて児童文学
講演会「ネズビットーイギリ
ス児童文学古典との再会」
を開催

柿木図書館にて地域で活
動するボランティア2組と協
力して、幼児向けと小学生
向けの2部構成の夏のお
話会を実施

永福図書館にて講演会
「わたしたちの時代―3.11
以降の絵本を読む―」の
講師として、絵本研究家で
永福図書館の利用者でも
ある広松由希子氏を招く

柿木図書館にて地域で活
動する紙芝居ボランティア
による「杉並の昔話」の紙
芝居読み聞かせを実施

高円寺図書館にてボラン
ティア団体「らっこの会」
「三つのりんご」とこわいお
はなし会を実施

柿木図書館にて地域で活
動する紙芝居ボランティア
による「杉並の昔話」の紙
芝居読み聞かせを実施

高円寺図書館にてボラン
ティアグループ茜舎による
人形劇の開催

宮前図書館にて「こんぺい
とうさんのおんがくとおは
なし」を実施

柿木図書館にて地域で活
動するボランティア2組と協
力して、幼児向けと小学生
向けの2部構成のクリスマ
スお話会を実施

西荻図書館にてボランティ
ア懇談会を開催

成田図書館にてボランティ
ア団体「こうばこの会」と協
働で「夜の怪談おはなし
会」を開催

高円寺図書館にてボラン
ティアグループ茜舎による
人形劇の開催

宮前図書館にて「おはなし
たまごのおはなしﾊﾟｰﾃｨｰ」
をボランティアが開催

西荻図書館にて「夏休み
キラリ☆キラキラおはなし
会」、「おはなし会スペシャ
ル」、「なつやすみスペシャ
ルおはなし会」を開催

宮前図書館にてボランティ
アの方が作成した「クリス
マスの一日」のパネルをお
借りして展示。関連本も展
示

阿佐谷図書館にてボラン
ティア4団体による「おはな
し会フェスタ」を開催

方南図書館にて第一回ボ
ランティア連絡会を開催

成田図書館にてボランティ
ア2団体と共同による「秋
のおおきなおはなし会」ボ
ランティア2名と共同による
クリスマスおはなし会を実
施

阿佐谷図書館にて読み聞
かせボランティアを対象に
「ボランティア懇親会」を実
施

西荻図書館にてこねこの
ぴっちによる「秋のおはな
し会」えほんのへやによる
「ふゆのおはなし会」を開
催

下井草図書館にて読み聞
かせボランティア団体「ル
ピナス絵本の会」と27年度
の協働事業について話し
合い

今川図書館にてキラキラ
屋さんと共催で「夜のおは
なし会」を実施

下井草図書館にてボラン
ティア団体「ルピナス絵本
の会」の講演会のため、多
目的ホールの提供と、館内
にチラシ・ポスターを掲示

今川図書館にてちいさい
おうち文庫さんと共催で
「安房直子さんを読む」を
テーマに「グループ読書」
を実施

今川図書館にてちいさい
おうち文庫さんと共催で
「神沢利子さんを読む」を
テーマに「グループ読書」
を実施

高井戸図書館にて地域ボ
ランティアと協働し「サンタ
さんに手紙を書こう」のイベ
ントを実施。約700人参加

高井戸図書館にて地域ボ
ランティアと協働し「クリス
マスお楽しみ会」を実施

高井戸図書館にて地域ボ
ランティアとの懇談会を実
施

図書館
生涯学習推進
課

各図書館にて、グループ及び個人のボランティアによるおはなし会、また、図書館員との協働によるおはなし
会、季節ごとによるスペシャルおはなし会、夜のおはなし会などを実施。あかちゃんタイムの実施

永福図書館にて開催行事の講師を地域で活動する専
門家等を招く

下井草図書館にてボランティアとのスペシャルおはなし会を実施

自
主
的
に
地
域
で
活
動
す
る
人
々
へ
の
支
援

地域で活動
する人々と
の協力
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

家庭・地域等における読書活動の推進

項目

高井戸図書館にて地域で
活躍する子育てグループ
の読み聞かせ研修にホー
ルを貸出し

方南図書館にて第二回ボ
ランティア連絡会を実施

方南図書館にて「ぽかぽ
か☆キラキラ冬のおはなし
会」地域の大学生による
「歌とおはなしたのしむか
い！？」を実施

方南図書館にて児童向け
おたよりの表紙原画を描い
て下さっている方の原画展
を実施

今川図書館にて読み聞か
せボランティア3団体による
「おはなし会リレー」を開催

今川図書館にて読み聞か
せボランティアを対象に意
見交換会「子どもの読書応
援団」を実施

今川図書館にてちいさい
おうち文庫さんと共催で
「かこさとしさんを読む」を
テーマに「グループ読書」
を実施

今川図書館にてキラキラ
屋さんによる「クリスマスお
はなし会」を実施

「地域・家庭
文庫」への
支援

高井戸図書館にて地域文
庫に団体貸出を実施

地域家庭文庫への上半期
貸与図書発送
地域家庭文庫連絡会との
意見交換会開催

図書館

図書館
生涯学習推進
課

方南図書館にて周年記念事業にボランティアとして参加者を募り、協働で絵本の制作活動

西荻図書館にて英語絵本おはなし会のメンバーよる英語絵本おはなし会を開催（毎月１回継続）

自
主
的
に
地
域
で
活
動
す
る
人
々
へ
の
支
援

地域で活動
する人々と
の協力
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

高井戸図書館にて高井戸
中アンネのバラ開放時に
合わせて映画上映と関連
資料展示

今川図書館にて「夏休み
子ども読書スタンプラリー」
を桃井第四小、井荻小、三
谷小と連携して開催

読後交流会（12/12井荻
中）

読書バイキング（6/24,30
杉二小）

リーディングバディ（小六が
小一に読み聞かせ）（7/2
杉二小）

書評座談会（11/8)

「家読（うちどく）」を読書週
間に実施（6/15～26杉八
小）

荻窪中生徒が井荻小で絵
本の読み聞かせ（7/3)

わくわく図書館（保育園・幼
稚園来校）
（10/26,27,30,11/30天沼
小）

荻窪中生徒が桃三小で絵
本の読み聞かせ（6/26)

保育園児が来校、読み聞
かせと貸出（7/29和田小）

絵本プロジェクト（杉十小、
高南中）

保育園児が来校、読み聞
かせと貸出(5/27,6/24和
田小）

読書バイキング（7/1松ノ
木小）

親子読書カード配布（11月
杉九小）

給食コラボ（4/20,5/11久
我山小）

わくわく図書館（保育園・幼
稚園来校）（7/10天沼小）

ビブリオカフェ（給食コラ
ボ、11/26荻窪中）他、給
食コラボ実施（高南中、天
沼中、東原中他）

わくわく図書館（保育園・幼
稚園来校）（6/10～24天沼
小）

3校合同おはなし会（7/25
天沼中）

高井戸図書館にて高井戸
中アンネのバラ開放時に
合わせて映画上映と関連
資料展示

学校図書館
サポートデ
スクによる
支援

済美教育セン
ター学校図書
館支援担当

杉並和泉学園図書館開館
（4月）

桃井第一小学校図書館リ
ニューアル（10月）

学校図書館
相互貸借シ
ステムの構
築（新規）

教育委員会庶務
課
済美教育センター
学校図書館支援
担当

第１回司書教諭研修（小
6/29、中6/30）

教科等における学校図書
館活用・学校司書連携研
修（7/30）

第2回司書教諭研修（小
12/1、中11/27）

杉教研中学校社会科部研
修会（6/10)で新聞を使っ
た調べ学習のワークショッ
プを行った。

読書指導の
充実

第１回司書教諭研修にお
いて、小学校は読書会、中
学校はアニマシオンをテー
マとした。

教科等における学校図書
館活用・学校司書連携研
修において、ビブリオバト
ルをテーマとした。

教
職
員
の
指
導
体
制
の
充
実

教職員研修
の充実

学
校
図
書
館
の
充
実

（
重
点
的
取
組

）

学校図書館
の運営体制
の確立

図書・施設・
設備の整
備・充実

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

「学校図書館運営委員会」の設置（杉三小、杉七小、東田中、井荻中、高井戸中、松ノ木中）

　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　　４～６月：８１件、７～９月：５１件、１０～１２月：５２件

学校における読書活動の推進

済美教育センター発のトラック便を運行（平成26年度から試行）
※受付件数　　　　４～６月：7件、７～９月：6件、１０～１２月：10件

「学校図書館運営計画」を全校で作成、教育課程届とともに済美教育センターへ提出

済美教育セン
ター学校図書
館支援担当

学校図書館活用研究指定校事業による蔵書の充実（西田小・高井戸東小・中瀬中）

済美教育セン
ター

教育委員会庶
務課

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

項目
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

学校における読書活動の推進

項目

阿佐谷図書館にて馬橋小
学校特別支援学級（仲よし
学級）の図書館オリエン
テーションを実施

宮前図書館にて「LD児　発
達障がい児における家庭
でできる療育のﾎﾟｲﾝﾄ」講
座実施

済美養護学校図書室の整
備を支援（12/21)

第６回学校司書研修で「特
別支援教育と学校図書館」
をテーマとした。（9/4）

高井戸図書館にて「発達
障がいって何？」と題し障
害児について学ぶ講座を
実施

済美養護学校図書室の整
備を支援（7/7,9/15)

中央図書館にて小学校ボ
ランティアのための読み聞
かせ講座を開催（連続講
座）

成田図書館にて東田中学
校主催による小中連携事
業「図書館交流会」に協力

読み聞かせボランティア対
象の講習会（10/23杉六
小）

読み聞かせボランティア対
象の講習会（6/19大宮小）
おとなのための読書会
（6/26井荻小）

読み聞かせボランティア対
象の講習会（7/16桃四小）

読み聞かせボランティア対
象の講習会（11/10三谷
小）

東田中・杉並第二小・東田
小、東田中学校学校支援
本部の連携による「東田中
学校図書館交流会」（8/4）

高円寺読書さんぽ（11/28)

学校支援本部との共催に
よるおはなし会（7/8天沼
中)

天沼チャリティマーケットで
3校（天沼小、沓掛小、天
沼中）合同おはなし会
（7/25

学校支援課
小中学校
済美教育セン
ター学校図書
館支援担当
図書館

年間を通じて、PTAや学校支援本部が学校や学校司書と連携し、学校図書館の環境整備や朝の時間や休み時
間などを中心に読み聞かせの活動などを行っている

保育園・幼稚園・
子供園での読書
活動の充実

保育園にて絵本コーナーの設置と絵本の紹介（展示・クラスだより等の活用）、絵本の貸出、保育者による読み
聞かせ（年齢（各クラス）に合った絵本選び（環境整備）と心をこめた「読み語り」＜乳児クラス＞・保育者の膝で
１対１、もしくは、少人数で絵本を楽しむ。・あそびの中で絵本の世界をイメージしてあそぶ＜幼児クラス＞生活・
あそび・季節感と結び付く絵本選び）、保護者会等での絵本紹介・読み語り、図書館の団体貸出の利用、図書館
ボランティアによる読み聞かせなどを実施（再掲）

保育園
幼稚園
子供園

中央図書館にてさざんか教室へのブックトーク実施

年間を通じて、PTAや学校支援本部が学校や学校司書と連携し、学校図書館の環境整備や朝の時間や休み時
間などを中心に読み聞かせの活動などを行っている

地域・ボランティア
との連携

特別な支援を必要
とする子供への支
援（新規）

学校支援課
小中学校
済美教育セン
ター学校図書
館支援担当
図書館

各館にて、ＰＴＡによる団体貸出図書の選本や館内行事への協力などで連携

高井戸図書館にて大塚ろう学校1年生～５年生に対し、通年で出前おはなし会を開催
（４月には新一年生に図書館バックを配布）

学校司書が教員との連携により、授業で特別支援学級への読み聞かせや読書活動を行っている
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

永福図書館にて児童室を
利用する一般利用者に対
して、児童向け読み物や
絵本を紹介する資料・児童
書に関連した育児本を展
示貸出する「おひさま文
庫」を開設

高円寺図書館にて地震、
恐竜など、新たな規定や発
見により情報が更新されて
いるものを中心に、蔵書の
見直し

永福図書館にて特に利用
の多い著者の絵本と紙芝
居を併せて配架するコー
ナーを新設したところ、紙
芝居にも注目が集まり貸
出し数が増加

成田図書館にて大型絵本
棚コーナーを設置

南荻窪図書館にてＹＡコー
ナーで「文学☓哲学」の特
集展示を実施

南荻窪図書館にてＹＡコー
ナーで「文学×宇宙」の特
集展示を実施

成田図書館にて、YAコー
ナーの特集展示「YA人気
本ランキング」を展示

南荻窪図書館にて児童
コーナーで「小学生向けス
タッフのおすすめ本」を掲
示

成田図書館にてお薦めの
あかちゃん絵本と図書館
のイベントを紹介したブック
リストを配布

西荻図書館にて「かがくの
世界にふれよう」の関連本
を展示と「たのしいしかけ
本」でしかけ絵本を展示

永福図書館にて児童利用
者が書いて提出した「おす
すめの本」の用紙に、ス
タッフがコメントを記入して
展示

高井戸図書館にて「世界
のともだち」パネル展示会
を実施

計画的な児
童書の充実

今川図書館にて児童向け
の「今川図書館調べもの
ガイド」を発行

下井草図書館にて夏休み
自由研究本の展示　夏休
みおすすめ本の展示　杉
並区教育委員会の小学生
推薦図書のリストを設置

下井草図書館にて杉並区
教育委員会の冬休み小学
生推薦図書の展示とブック
リストを設置

成田図書館にて自由研究
に対応した展示「調べて
びっくり！作って楽しい！
自由研究」を実施

下井草図書館にて厚生労
働省推薦の「子どもたちに
読んでほしい本」のブックリ
ストをカウンターバックに設
置

今川図書館にて「自由研
究の本」と「夏休みおすす
めの本」を展示

永福図書館にて児童室で
閲覧していた「朝日中学生
ウィークリー」をYA書架に
移動

中央図書館にて１階児童
コーナーの事典の書架
に？マークでわかり易いサ
インの表示

中央図書館にて児童コー
ナーの書架地図掲示版を
設置

下井草図書館にて紙芝居
をジャンルごとに分け、見
やすい表示札を設置

永福図書館にて児童書9
門の著者見出しをより見や
すいデザインに刷新。見出
しの著者数も増やす。

永福図書館にてEGを内容
別に分類して配架。書架見
出しと背表紙に、内容を表
す絵のシールを貼る。

今川図書館にて児童向け
の「今川図書館調べもの
ガイド」に、児童コーナー
の書架案内図を掲載

永福図書館にてEYを内容
別に分類して配架。書架見
出しと背表紙に、内容を表
す絵のシールを貼る。

成田図書館にて東田中美
術部制作による書架見出
し板を刷新

今川図書館にて児童コー
ナーの赤ちゃん絵本や3門
などの書架見出しを増設

阿佐谷図書館にて職場体
験の中学生による絵本（一
部）の書架見出しの更新

方南図書館にてカウンター
案内を見やすい位置に設
置

高円寺図書館にて大型絵
本棚コーナーを設置

下井草図書館にて学習資
料の表示板を新しく作成し
設置

今川図書館にて子どもとの
双方向のコミュニケーショ
ンを図るためキッズコーチ
検定3級を取得

方南図書館にて遠くからで
も見やすい立体的な書架
サインを設置

西荻図書館にてかみしば
いに題名の見出しをつけ、
わかりやすい表示にしてい
る

図書館等における読書活動の推進

児童対象の
レファレンス
の充実（新
規）

項目

子ども向け
資料の情報
提供と資料
の充実（新
規）

子
ど
も
向
け
資
料
の
整
備
・
充
実

わかりやす
い書架案内
やサインの
作成（新規）

利
用
し
や
す
い
施
設
づ
く
り

図書館

各図書館にて、児童書架の見直しを随時実施。劣化した基本書の買い替えなど、計画的な購入に合わせ、適
切な除籍を実施。除籍資料は、区内施設、登録団体、利用者へリサイクルで提供。また、児童館、小中学校で
のイベント時にリサイクル市なども実施

図書館
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

図書館等における読書活動の推進

項目

阿佐谷図書館にて「教え
て！あさがやぶんしにゃ
ん」を実施

下井草図書館にて夏休み
図書館体験ツアーにて、図
書館内の案内や分類につ
いての説明を実施。フロア
マップも配布

方南図書館にて夏休み期
間「図書館ガイド」を設置、
専用カウンターにて子ども
たちの質問に対応

南荻窪図書館にて小学生
を対象にした「わたしもぼく
もとしょかんいん」を実施

今川図書館にて小学生を
対象に「図書館ツアー」を
実施

高井戸図書館にて子供連
れや高齢者の方に便利な
ミニカートを導入

西荻図書館にて赤ちゃん
づれのおかあさんに授乳
のできる場所の案内をわ
かりやすく表示

方南図書館にて多目的ト
イレの表示を大きく見やす
く改善

方南図書館にて車椅子優
先席の表示を掲示

本の帯アイデア賞募集 本の帯アイデア賞審査
本の帯アイデア賞表彰式、

展示

アンネ・フランク関連パネ
ル展示

中央図書館にて大型紙芝
居を作成し、夏のこわいお
話し会を開催

中央図書館で「３つのりん
ご」と共催で「「聞いて楽し
むおはなしの世界」（年齢
別2部構成）を実施

柿木図書館にて四宮小、
三谷小に出張し、2年生全
クラスを対象としたブック
トークを実施

永福図書館にて夏休みの
科学工作会として、永福か
がく研究所「光るスライム、
再び！」、小学生を対象
に、長めの絵本や語りを中
心にした「小学生のための
お話し会」を実施

永福図書館にて「小学生
のためのお話し会・冬」を
開催し、語りや長めの絵本
の読み聞かせ、科学工作
「メビウスの輪」作りを実施

柿木図書館にて「じぶんだ
けのしおりをつくろう」を実
施

永福図書館にて写真絵本
を題材にしたフォトディス
カッション「ランドセルは海
を越えて」を学年別に実施

柿木図書館にて四宮小、
三谷小に出張し、1、2年生
全クラスを対象としたブック
トークを実施

宮前図書館にて高二小１
年生のテーマ図書「ともだ
ちごっこ」の人形劇を実施

高円寺図書館にて、杉並
科学あそびの会会員を講
師に招き、科学こうさく会
「ベンハムのこまとアニメー
ション作り」を実施

柿木図書館にて開館50周
年行事として小学生を含む
全利用者で、「柿木図書館
と私」という作文を作成提
出してくれた人を対象に、
オリジナルブックカバー（児
童用も用意）を贈呈。作文
は閲覧用に製本して展示

小
学
生
を
対
象
と
す
る
事
業
の
実
施

図書館

中央図書館にてブックトークや読み聞かせを含むかがく遊びの会を実施

本を利用し
た体験事業
の実施

だれにでも
やさしい図
書館づくり
（新規）

図書館ガイ
ドの配置
（新規）利

用
し
や
す
い
施
設
づ
く
り

各図書館にて、あかちゃんタイム時に実施会場へあかちゃん絵本や保護者向けの図書を配架するなど、利用し
やすさの工夫をしている

図書館
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

図書館等における読書活動の推進

項目

阿佐谷図書館にて「貸出し
ます＜気になっていた本
＞2015」を開催、「おもしろ
科学遊び」を実施

宮前図書館にてｽｷﾞﾔﾏｶﾅ
ﾖさんによる「おばけの手
紙をつくろう」、「ﾚﾝﾀﾙおば
けのﾚｽﾄﾗﾝ」の原画展・ｽﾀ
ﾝﾌﾟﾗﾘｰを開催、感謝状授
与式実施、関連本の展示

成田図書館にて「劇団どろ
んこ座の紙芝居＆工作会」
を実施（11/3）

南荻窪図書館にて小学生
を対象にした工作会「回転
のぞき絵を作ろう」を実施

西荻図書館にて５歳～小
学３年生を対象に夏休み
工作会「おどるへびくんを
つくろう！」開催

成田図書館にて「劇団どろ
んこ座のクリスマス紙芝居
＆工作会」を実施（12/23）

今川図書館にて「ものがた
りの主人公になっちゃお
う」、図書館前の新町鳥居
先公園にて「青空おはなし
会」、工作会「くるりんたま
ご」を実施

阿佐谷図書館にて戦後70
年平和を考える特別展示
「いわさきちひろ平和パネ
ル展」、特別映画会「はだ
しのゲン①②」を実施

南荻窪図書館にて「クリス
マスおたのしみ会」を実施
その中で、工作会「おりが
みオーナメントをつくろう」
「読書週間記念楽しいパネ
ルシアター」を実施

永福図書館にて「読書ビン
ゴでいろいろな本を読も
う！」を実施

阿佐谷図書館にて「新聞
紙のECOバッグを作ろう」、
「阿佐谷ぶんしにゃん図書
館すごろく」を実施

南荻窪図書館にて荻窪小
学校全22クラスを対象に
ブックトークを実施

成田図書館にて七夕を
テーマにした工作会とペー
プサート、読み聞かせを実
施。本を読んで解くクイズ
「図書館探偵」、科学工作
「くるくるクラゲを作ろう」を
実施

今川図書館にて対象を幼
児、1・2年生、3・4年生、5・
6年生とした「本のおたのし
みバッグ」工作会「パタパタ
どうぶつをつくろう」図書館
前の新町鳥居先公園にて
「青空おはなし会」おはなし
会＆工作会「ふわふわまっ
くろネリノをつくろう」を実施

南荻窪図書館にて小学生
以下を対象にした「カブトム
シ・クワガタを見てみよう」
を実施

下井草図書館にて「冬休
みスタンプラリー」ナカムラ
ミツル「みにくいこねこ」の
絵本を著者本人が読み聞
かせするイベントを開催

高井戸図書館にて「科学あ
そび教室」、小学生向けに
「図書館探偵」（資料探索
の要素を盛り込んだクイ
ズ）を実施

西荻図書館にて乳児から
小学生まで、テーマ別に福
袋を作成し、展示・貸出

今川図書館にて「小学生
のためのおはなしの会」、
小学生を対象に「夜のおは
なし会」を実施

全館にて調べる学習コン
クール過去受賞作品の複
製を巡回展示

第16回杉並区図書館を
使った調べる学習コンクー
ルを実施し、524点の応募
作品の中から区長賞１点、
教育長賞２点、奨励賞27
点を表彰、全国大会にも出
品

各館にて長期休暇時に多
目的室等を学習室として提
供

下井草図書館にて中瀬中
学校全1年生に、図書館を
使った調べ学習を実施

下井草図書館にて中瀬中
学校の調べ学習作品を展
示

高井戸中学校3年理科レ
ポート作成の為、授業中に
図書館を利用

子ども読書
会の実施
（新規）

中央図書館にてアンネ・フ
ランク関連ワークショップ
をNPOへの委託事業にて
開催

図書館

本を利用し
た体験事業
の実施

小
学
生
を
対
象
と
す
る
事
業
の
実
施

図書館

調べ学習に
向けた支援

図書館
小学校

方南図書館にて「わくわくひろば」と称し、工作や実験を通して関連本を紹介
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

図書館等における読書活動の推進

項目

中央図書館にてYA向け
ブックリスト「いま、この本」
を作成し、区内中高に配
布

西荻図書館にてＹＡ展示
「夏休み！！英語絵本に
挑戦してみよう」を実施

西荻図書館にて「中学生
が選んだおすすめの本」を
リストにして配布

宮前図書館にて「新中学1
年生・新高校1年生向けの
おすすめ本」を展示・ﾌﾞｯｸﾘ
ｽﾄの配布

阿佐谷図書館にて近隣の
4中学校へYAイチオシ本を
募集

下井草図書館にて名作文
庫通信2015年冬号を発行

下井草図書館にて名作文
庫通信2015年春号を発行

下井草図書館にて名作文
庫通信2015年夏号を発行

高井戸ＹＡ壁新聞（秋号）を
実施

高井戸ＹＡ壁新聞（春号）
を実施

高井戸ＹＡ壁新聞（夏号）を
実施

「ユースプロ
ジェクトすぎ
なみ」との協
働（新規）

図書館
児童青少年課

永福図書館にて大宮中司
書教諭・学校司書と連携
し、「リアル中学生おすす
めの本」を作成する企画を
始動

中央図書館にて中高生対
象に、星新一作品の演劇
ワークショップを開催。学
校司書へも情報提供

永福図書館にて大宮中司
書教諭・学校司書と連携し
た、大宮中学校生徒による
「リアル中学生がおすすめ
する本　～大宮中編～」を
発行

東原中にて阿佐谷図書館
職員による出張講座「おす
すめ本のPOP広告作成講
習会」を実施

成田図書館にて東田中図
書委員を対象に「成田図書
館ツアー」を実施

成田図書館にて東田中学
校図書委員による入口特
集コーナー「読書郵便」の
展示の実施、学校司書と
の共同広報紙「At Lib
Vol.6」を配布

高井戸図書館にて春休み
に中学生向けの英語講座
「英語を得意科目にしよ
う！」を実施

阿佐谷図書館にて東原中
聞かせや本舗「中学生に
よる世界ぐるっとおはなし
会」を開催

西荻図書館にて中学生に
書いてもらった、おすすめ
の本の手づくりのカードと
本を展示

方南図書館にて周年記念
事業にボランティアとして
参加者を募り、協働で絵本
の制作活動

高井戸図書館にて夏休み
期間に中学生、高校生の
有志による「中高生による
おはなし会」を実施

阿佐谷図書館にて展示
「POPで紹介します！中学
生が選んだ本」を開催

高井戸図書館にて高井戸
中生徒と「ビブリオバトル」
を実施

東原中にて阿佐谷図書館
職員による出張講座「おす
すめ本のPOP広告作成講
習会」を実施

阿佐谷図書館にてYAギャ
ラリー「手づくり刺し子巾着
（天沼中）」「手づくり絵本
（阿佐ヶ谷中）」を開催

高井戸図書館にて高井戸
中学校と共催で、高中１年
生と地域の人５０人を対象
に、阿刀田高氏による特別
講義を実施

方南図書館にて泉南中学
校を会場に「アナウンサー
から学ぶ　伝わる話し方」
講座実施・関連ブックリスト
配布

今川図書館にて中高生を
対象に「豆本ワークショッ
プ」を実施

中
学
生
・
高
校
生
向
け
の
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

（
重
点
的
取
組

）

中学生・高
校生との連
携（新規）

図書館

高井戸図書館にて高井戸中学校全生徒に対して、学校の昼休み時間には自由に公共図書館を利用できるよう
に、毎日ドアを開放。また、調べ学習資料を図書館が選んで貸し出すのではなく、生徒が授業中に図書館の書
架から目的の資料を探せるようにドアを開け、スタッフを配置し協力

図書館
中学校・高校

ブックリスト
の作成（新
規）
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

図書館等における読書活動の推進

項目

ブックリスト
「よんでみよ
う、１年生」
の作成、配
布

「よんでみよう、１年生」を
区立小学校の新一年生に
図書館バッグ、子ども向け
図書館利用案内とともに
配布

「よんでみよう、１年生」の
改訂版を発行

中央図書館にて依頼を受
け、都立永福学園、都立西
高校、私立女子美術大学
附属中学へ調べ学習資料
貸出

中
学
生
・
高
校
生
向
け
の
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

（
重
点
的
取
組

）

方南図書館にて近隣中学校及び高校の定期テスト期間に合わせ、多目的ホールを学習室として開放

高円寺図書館にてＹＡコーナーに設置された机を常時、開放。コーナーに新たに書架を増設。４月からＹＡコー
ナーでの展示を始め、毎月テーマを決めて展示している。１０月には実習生に書いてもらったポップと本を展示

ＹＡルーム
の開設（新
規）

中央図書館にて１階に常設としてＹＡコーナー設置

学
校
へ
の
支
援
の
充
実

【中学校職場体験】
南荻窪図書館＝宮前中3名
下井草図書館＝中瀬中4名
方南図書館＝南中野中3名

【小中学校図書館見学等】
高円寺図書館＝杉八小4名、
杉十小72名
宮前図書館＝まちたんけん
久我山小学校2年生5名・保
護者2名、さざんか教室　延
べ5日間
成田図書館=東田中6名
西荻図書館＝桃三小2年20
名、桃一小2年26名
阿佐谷図書館＝まちたんけ
ん杉一小4名
高井戸図書館＝高東小学校
3年生5人職場体験、高東小
学校2年6人
方南図書館＝まちたんけん
方南小生徒5名保護者1名、
方南小2名職場体験

中央図書館及び各地域館にて、近隣小中学校への団体貸出を実施、調べ学習図書の提供、及び団体貸出を
実施

【中学校職場体験】
中央図書館＝松ノ木中3名、
吉祥寺女子中1名、井草中2
名、千代田区立九段中東教
育学校1名
柿木図書館＝井荻中３名
高円寺図書館＝高南中1名
宮前図書館＝西宮中3名
成田図書館＝東田中3名
西荻図書館＝井荻中2名、西
宮中2名、女子中学1名
阿佐谷図書館＝2中6名
南荻窪図書館＝松渓中2名、
高南中1名
下井草図書館＝杉森中4名、
井荻中3名
高井戸図書館＝松渓中、大
宮中、高井戸中
方南図書館＝千代田区立九
段中1名
今川図書館＝松渓中2名、井
草中2名、井荻中2名

【高校職場体験】
高井戸図書館＝都立中央聾
学校高校生２名

【高校生のインターンシップな
ど】
永福図書館＝聖心女子高1
名
柿木図書館＝都立西高1年
生1名による奉仕体験学習
高円寺図書館＝白百合女子
大2名
南荻窪図書館＝都立西高1
年生1名による奉仕体験学習
高井戸図書館＝都立西高奉
仕体験学習、杉並高校イン
ターンシップ
今川図書館＝図書館ボラン
ティア吉祥女子高1名

【小中学校図書館見学等】
高井戸図書館＝晃華学園小
学校4年生
今川図書館＝図書館インタ
ビュー桃四小1名

【中学校職場体験】
中央図書館＝神明中3名、荻
窪中1名
永福図書館＝泉南中2名
高円寺図書館＝高円寺中3
名
宮前図書館＝神明中2名、荻
窪中1名
西荻図書館＝荻窪中1名
阿佐谷図書館＝１中3名
高井戸図書館＝神明中2名
今川図書館＝荻窪中1名、天
沼中3名

【高校職場体験】
永福図書館=都立中央ろう学
校2名

【小中学校図書館見学等】
中央図書館＝桃ニ小20名、
杉七小4名、西田小18名
永福図書館＝永福小6名
柿木図書館＝三谷小1年、四
宮小1年
高円寺図書館＝高円寺中3
名
今川図書館＝まちたんけん
桃四小13名
高井戸図書館＝大塚聾学校
（小学部）５年生職場体験

職場体験等
の実習受入

図書館

図書館

高井戸図書館にて近隣の中学校及び高校生徒を対象に平日の午後は全日ＹＡ広場としてホールを使用。土・
日・祝は閲覧席として使用

学校への団
体貸出
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

中央図書館にてアンネ・フ
ランク関連パネル展示に
ついて報道機関への情報
提供

永福図書館にて館内で行
われる夏休みの行事一覧
をA4三つ折りサイズのリー
フレットで作成・配布

中央図書館にてＪ：ＣＯＭ
杉並デイリーニュースにて
企画展示をＰＲ、ＴＶ放映

今川図書館にて中学生向
けの図書館利用案内を作
成し、荻窪中、井荻中、井
草中に送付

永福図書館にて写真絵本
「ランドセルは海を越えて」
のフォトディスカッションを
同著の出版元の㈱ポプラ
社の公式HPでも告知

中央図書館にて民間情報
誌「なみっこ」2016年春号
に取材協力

今川図書館にて「夏休み
子ども読書スタンプラリー」
の告知として、桃一小、桃
四小、井荻小、三谷小へ
生徒数のチラシを送付

永福図書館にて開館50周
年イベント「なみすけが
やってくる！」を、すぎなみ
ニュース・なみすけブログ
にて発信

永福図書館にて児童向け
お便りから「行事のお知ら
せ」のページだけを抜粋
し、リーフレットとして館内
で配布

成田図書館にて小学校3
年～6年生向けに対応し
た、図書館行事を盛り込ん
だ利用案内を作成・配布

下井草図書館にて夏休み
スペシャル工作会に、J：
COMの取材。当日の様子
をテレビ撮影

永福図書館にて広松由希
子氏講演会の様子を杉並
区の広報課が取材、「すぎ
なみニュース」にて発信

永福・方南図書館にて協働
事業「ももんちゃんとあそ
ぼうinすぎなみ」を、なみす
けブログにて発信

宮前図書館にて
・杉並区の情報誌「なみっ
こ」2015年夏号（ｖｏｌ．9）に
紹介
・「てくてくなみすけＰａｒｔ２」
のﾌﾞﾛｸﾞに「夏のおばけ大
作戦！」掲載
・「こんぺいとうのおんがく
とおはなし」が杉並区・中
野区のケーブルＴＶ「デイ
リーニュース」で放送
・「夏のおばけ大作戦！」
のﾁﾗｼを今野書店・信愛書
店に配布

宮前図書館にて
・中２階展示　読書週間「ス
タッフがおすすめする本
2015」のＪ：ＣＯＭより取材
を受け、18:40～の「ﾃﾞｲﾘｰ
ﾆｭｰｽ」で放送
・朝日新聞久我山が配布し
ているチラシ（10月号）に宮
前図書館が掲載
・松庵小学校図書だより
（11月号）に「国語科　百科
事典を使いこなそう！」の
授業の様子が掲載

西荻図書館にて
・杉並区の情報誌「なみっ
こ」2015年秋号（vol.10)に
紹介

今川図書館にて「本のおた
のしみバッグ」にJ:COMの
取材。初日の様子をテレビ
撮影

「こどもペー
ジ」の充実

「ＹＡペー
ジ」の充実

「乳幼児や小
学生の保護
者のページ」
による情報発
信（新規）

わかりやすい情報
発信

わかりやすい案内
地図の作成と配布
先の拡大（新規）

こどもページ内に乳幼児・児童の保護者向けの利用案内を掲載

子
ど
も
向
け
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

の
充
実

読書活動に関する情報の発信

項目

児童向け行事のおしらせや、児童の年齢別のブックリストの紹介、乳幼児・児童の保護者向けの利用案内、児
童向けの本の調べ方を説明した「調べ方教室」など、各館の図書館員による記事を掲載

各図書館のYAコーナー紹介や、YA向けの新刊や推薦図書の書評、行事のお知らせや職場体験の報告など、
各館の図書館員による記事を掲載

図書館
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

永福図書館にて高井戸保
健センター内「高井戸こど
もセンター」へ毎月の児童
お便りや児童イベント情報
を新たに配布開始

社会教育関連施設との協
力により作成した夏休みの
催し物一覧を小学校に配
布（生涯学習課）

永福・方南図書館にて協働
事業「ももんちゃんとあそ
ぼうinすぎなみ」のポスター
を地域ネットワークを通じ
て配布

各館にて、教科書展示に
ホールを提供

成田図書館にて成田図書
館夏の行事一覧ポスター
を児童館、保育園、学校に
配布

柿木図書館にて児童行事
（2回）のポスター・チラシを
近隣小学校（1校）・児童館
（5館）・に配布

高井戸図書館にて夏休み
「スタンプラリーポスターを
地域小学校に配布（4校）

高井戸図書館にて夏休み
「中高生によるおはなし会」
参加募集ポスターを地域
中学高校に配布（３校）

高井戸図書館にて高東小6
年生絵画作品「風神・雷
神・００神」を展示

永福図書館にてボランティ
アグループ「さくらんぼ」を
大宮児童館に紹介。大宮
児童館主催のイベントに参
加

永福図書館にてボランティ
アグループ「さくらんぼ」を
永福南児童館に紹介。永
福南児童館主催のイベント
に参加

永福図書館にてボランティ
アグループ「さくらんぼ」を
宮前児童館に紹介。宮前
児童館主催のイベントに参
加

方南図書館にて、地域子
育てネットワークの情報誌
に投稿

西荻図書館にて桃井第三
小学校地域子育てネット
ワークニュースに西荻図書
館のおはなし会や行事に
ついて掲載

成田図書館にて「子育て
ネットワークニュース会報６
月号」に図書館行事記事を
掲載

図書館

図書館
生涯学習推進
課

関係機関と連携し
た情報提供

各図書館にて、地域の子育てネットワーク、教育連絡協議会へ出席
（体育祭、卒業式等にも出席）

高井戸図書館にてミニギャラリーに高井戸中学校生徒
の作品を展示、5月・9月

高井戸中学校図書室にＹＡ新聞を掲示

項目

読書活動に関する情報の発信

読書活動に関わる
地域情報の収集・
発信
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

第一回子ども読書活動推
進懇談会を開催
（6月17日）

第二回子ども読書活動推
進懇談会を開催
（10月27日）

図書館
小学校
中学校

第一回子ども読書活動推
進連絡会を開催
（6月9日）

第二回子ども読書活動推
進連絡会を開催
（10月22日）

図書館、済美教育
センター、保育園、
子供園、児童青少
年課、生涯学習推
進課、学校支援
課、保健センター

第一回社会教育施設等連
絡会議を開催
（5月22日）

宮前図書館にて「防災ふれ
あいフェスタ」宮前５丁目南
地区防災防犯会・高井戸
警察と一緒に開催。児童リ
サイクル本92冊を提供

中央図書館にてポラリス2
号移動式天文台車による
観望会とプラネタリウム上
映（6/7）

今川図書館にてグループ
ホーム「もえぎ西荻北」と連
携して七夕のこよりを作成

今川図書館にてゆうゆう今
川館と連携して「七夕工作
会」を実施

中央図書館と済美教育セ
ンターとで月１回、学校司
書連絡会を開催

西荻図書館にて近隣小、
中学校司書との情報交換
会を開催

学校司書研修会に中央図
書館職員も参加。情報共
有・提供

阿佐谷図書館にて「学校
司書連絡会」を開催
（中・学校司書の回 4校）
（小・学校司書の回 2校）

中央図書館が杉教研図書
館部の夏休み課題図書選
書に協力

高円寺図書館職員が高円
寺地域区民センター協議
会との協働事業で、図書
館の児童サービスについ
て、地域の方に講演

成田図書館にて東田中司
書と連携事業の立案と情
報交換を実施

今川図書館にて近隣の小
中学校の学校司書との意
見交換会「子どもの読書応
援団」を実施

子ども読書活動推
進連絡会の運営

高井戸図書館にて学校司書勉強会の為ホールを貸出

区
の
関
係
機
関
と
学
校
と
の
連
携

（
新
規

）
重
点
取
組

読書活動を推進するための体制と関係機関の協力・連携

読書活動を
支援する地
域ごとのネッ
トワークの構
築（新規）

社会教育関係施
設等との連携

図書館
済美教育セン
ター学校支援
担当
小学校
中学校

子ども読書活動推
進委員会（現・懇
談会）の運営

項目

生涯学習推進
課
図書館
郷土博物館
科学館
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２７年度　子ども読書活動推進計画進捗管理票

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

永福図書館にて大宮小学
校しおりコンクール入選作
品の複製を展示し、対象資
料を貸出

阿佐谷図書館にて近隣の
小中学校の学校司書に対
し、戦争と平和の本、人権
の本のリストを提供

高井戸図書館にて高井戸
中学校新入生にオリエン
テーションを実施

高井戸図書館にて高井戸
中学校の土曜授業の内容
を提案し講師を紹介

高井戸中読書週間事業と
して、高井戸図書館間の
扉を開放し、生徒の移動時
にホールを閲覧室に提供

図書館
すぎなみ地域
大学

すぎなみ地域大学
との連携

区
の
関
係
機
関
と
学
校
と
の
連
携

（
新
規

）
重
点
取
組

図書館
済美教育セン
ター学校支援
担当
小学校
中学校

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

地域図書館
を拠点とす
る学校図書
館支援体制
の確立（新
規）
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２７ 子ども読書活動計画事業報告 

第３四半期 

1 

 

計画項目 

事業名 

実施場所 

主管課 
日時 詳細 

〈区立図書館での

乳幼児への支援の

充実（重点的取組）〉 

 

広松由希子氏講演

会「わたしたちの時

代―3.11 以降の絵

本を読む」 

 

永福図書館 

 

10月 17日（土） 

14：00 ～15：

30 

 

対象：乳幼児保護者・中学生以上一般 

参加人数：16人 

内容：東日本大震災以降の絵本表現の移り変わり 

参加者の様子および、職員感想 

講師と参加者の距離が近く、実際に東日本大震災以

降に出版された絵本を手に取りながらの講演会であ

ったため、参加者からは「ワークショップのようで、

講演会のテーマを身近に感じることができた」とい

った感想が多く寄せられた。また、講演会で紹介さ

れた本を貸出可能にしたため、多くの本が貸し出さ

れた。 

〈社会教育関係施

設等との連携〉 

 

「ももんちゃんと

あそぼう inすぎな

み」 

 

永福和泉地

域区民セン

ター 

 

(永福・方南

図書館の協

働事業) 

11月 3日（火・

祝） 

10：30 ～12：

00 

対象：乳幼児～一般 

参加人数：116人（子ども 54人・大人 62人） 

内容： 絵本作家とよたかずひこ氏による紙芝居の実

演と絵本の読み語り 

参加者の様子および、職員感想 

未就学児の親子の参加が多くあったが、途中退出も

しながら自由に参加していた。とよた氏の子育て経

験から生まれた作品作りのお話や、ご本人よる絵本

の読み聞かせがあった。サイン会の時間もあり、と

よた氏の温かいお人柄にも触れ、参加者からは好評

をいただいた。 

スタッフも、二館協働かつ自館外でのイベントであ

ったため、学ぶことも多かった。 

〈自主的に地域で

活動する人々への

支援〉 

 

ひとり人形劇「パペ

ットシアター☆ト

ランク☆のおはな

しトランク」 

 

永福図書館 

 

11月 14日（土） 

14：00 ～15：

00 

 

対象：乳幼児～一般 

参加人数：25人（子ども 12人・大人 13人） 

内容：ひとり人形劇 

参加者の様子および、職員感想 

恒例の人形劇ではあったが、今年は永福図書館初登

場のボランティアに依頼。ひとり人形劇でありなが

らも、非常に質の高い内容であった。近隣の小学校

の土曜登校日と重なってしまい、参加人数が昨年に

比べ減ってしまったが、参加児童からは大きな笑い

や拍手が起こり、大人も飽きることなく鑑賞できた。 

可能ならまた公演を依頼し、もっと多くの利用者に

見てもらいたい。 

〈自主的に地域で

活動する人々への

支援〉 

 

ベルシスターズの

はじまるはじまる

クリスマス！ 

 

永福図書館 12月 19日（土） 

14：00 ～15：

00 

対象：乳幼児～一般 

参加人数：74人（子ども 41人・大人 33人） 

内容：ハンドベル演奏・パネルシアター 

参加者の様子および、職員感想 

毎年恒例のクリスマス行事であり、リピーターも多

い。事前申込制であるが、受付け開始 4日で定員 60

名に達するほど人気が高い。参加者は、ハンドベル

の美しい演奏や、クリスマスならではの読み聞かせ、

パネルシアター、プチ人形劇を楽しんでいる様子だ 

 



２７ 子ども読書活動計画事業報告 

第３四半期 

2 

 

計画項目 

事業名 

実施場所 

主管課 
日時 詳細 

った。 

来年度も引き続きの公演依頼を検討している。 

〈自主的に地域で

活動する人々への

支援〉 

 

こねこのぴっちに

よる「秋のおはなし

会」 

 

西荻図書館 

 

10月 17日（土） 

11:00～11:40 

 

対象：子供から大人 

参加人数：大人 17人 子供 9人 

内容：日本の昔話を中心としたおはなし（ストリー

テリング） 

参加者の様子および、職員感想 

図書館を利用して、お話会の勉強をしているグルー

プが、初めてお話会を開催しました。天気が悪かっ

たので、お子さんの数が少なかった。ストリーテリ

ングで大人の方も楽しめたと思う。 

〈中学生・高校生向

けのサービスの自

由実〉重点的取組 

 

「中学生が選んだ

おすすめの本」 

 

西荻図書館 11月 6日（金）

～11 月 15 日

（日） 

 

対象：中学生 

参加人数：人 

内容：荻窪中、神明中、井荻中、西宮中、女子学院

中の生徒さんが選んだおすすめの本の手づくりの

カードと一緒に本を展示。展示リストを近隣校へ配

布。  

参加者の様子および、職員感想 

すてきなカードができあがり、おすすめの本がすぐ

に貸し出され、好評だった。 

〈区立図書館での

幼児への支援の充

実〉重点取組 

 

「福袋」 

 

西荻図書館 

 

11月 20日（金）

～11 月 30 日

（月） 

 

対象：乳児～小学生 

参加人数：20人 

内容：ブルーの貸出袋を作り、テーマ別・年齢別に

3冊選び、メッセージを添えて貸出する。 

参加者の様子および、職員感想 

目先が変わったことと、テーマで本を選んでいるこ

とで利用者の関心がむけられた。 

〈区立図書館での

幼児への支援の充

実〉重点取組 

 

日フィルによる「親

子で楽しむコンサ

ート」 

 

西荻図書館 12月 1日（火） 

14:00～14:35 

対象：幼児 

参加人数：大人 21人 子供 26人 

内容：弦楽四重奏、親子で本物の音楽を楽しみまし

ょう。 

参加者の様子および、職員感想 

演奏者が客席をまわって、楽器を見せてくれたり、

弦をはずして広げて見せてくれたり、大人も楽しめ

た。 

〈自主的に地域で

活動する人々への

支援〉 

 

えほんのへやによ

る「ふゆのおはなし

会」 

 

西荻図書館 

 

12月 26日（土） 

14:00～14:50 

 

対象：幼児 

参加人数：大人 6人 子供 7人 

内容：大型絵本、ペープサート、人形を使った歌あ

そび等 

参加者の様子および、職員感想 

職員も人形を使った歌あそびに参加。ハンドベルを

使い「ドレミの歌」に親子で参加したり、楽しいひ

とときを過ごしました。 



２７ 子ども読書活動計画事業報告 

第３四半期 

3 

 

計画項目 

事業名 

実施場所 

主管課 
日時 詳細 

〈荻窪小学校あき

まつり リサイク

ルブックフェア〉 

 

荻窪小学校 

体育館 

 

南荻窪図書

館 

10月 17日（土） 

 

対象：どなたでも 

参加人数：人 

内容：荻窪小学校で毎年開催されている地域のイベ

ントに参加。除籍された児童資料をリサイクル資料

として提供する。 

参加者の様子および、職員感想 

図書館をよく利用するこどもが何人か来ていて、本

選びを楽しんでいた。 

毎年絵本 3冊、読み物 5冊までとしていたが来年は

様子を見て制限を設けたい。 

〈読書週間記念 

楽しいパネルシア

ター〉 

 

南荻窪図書

館 

11月 7日（土） 

 

対象：どなたでも 

参加人数：こども 7人 大人 3人 

内容： 読書週間に合わせて開催。パネルシアター

の団体「こんぺいとう」さんに依頼をし、開催。 

参加者の様子および、職員感想 

歌や音楽による演出で、参加者はみな夢中になって

いた。次回は、告知を早めに行い集客を図りたい。 

〈 荻 窪 小 学 校  

ブックトーク〉 

 

荻窪小学校 

 

南荻窪図書

館 

11 月 2 日、13

日、16 日、17

日、20 日、26

日 

 

対象：荻窪小学校 児童 

参加人数：人 

内容：テーマに沿って子どもたちに本を紹介し、本

への興味・関心を高めてもらう。 

参加者の様子および、職員感想 

毎年行っているブックトーク。終了後、図書館を利

用してくれる子どもたちがいたので、本に少しでも

興味を持ってくれたと感じた。 

〈クリスマスおた

のしみ会〉 

 

南荻窪図書

館 

12月 20日（日） 

 

対象：第一部 どなたでも 

   第二部 小学生 

参加人数：第一部 子ども 7人  大人 5人 

     第二部 子ども 10人  大人 9人 

内容：  

第一部：おはなし会 

第二部：工作会 おりがみオーナメントを作ろう 

毎週行っているおはなし会であまり使用しない大型

本やクリスマスのおはなしを紹介。 

工作会では、クリスマスツリーに飾り付けるオーナ

メントを折り紙で作成。 

参加者の様子および、職員感想 

おはなし会終了後、サンタさんからプレゼントとい

うことで、除籍したリサイクルの絵本プレゼントし

たところ喜んでいた。折り紙は少し難易度が高かっ

たようで次回はもう少し簡単なものにしたい。 

〈絵本とであうす

くすくお話しかい〉 

 

下井草図書

館 2F 多目

的ホール 

 

10月 4日（日） 

11：00～12：00 

 

対象：0歳～2歳までの赤ちゃんと、その保護者 

参加人数：親子 14組（うち両親参加 4組 祖母同伴

1組） 

内容：毎週のおはなし会と差別化を図る内容にし、

赤ちゃんと絵本について理解を深め、赤ちゃんのた
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めの利用促進を促す集いを催す。 

参加者の様子および、職員感想 

読み聞かせの絵本にあわせて、対象年齢を 0 才～1

才に絞った方が良いようでした。 

「いないいないばあ」の読み聞かせに参加してもら

い、いっしょにいないいないばあをしたり、紙芝居

に登場する消防車などに反応する赤ちゃんもいまし

た。「もこ もこもこ」は終わりに近いころにはたく

さんの子どもたちが集中して見入っていました。 

読み聞かせ絵本を選ぶ参考として、今回展示した絵

本のリストをご希望になるお客さまもいらっしゃい

ました。 

オノマトペや「もこ もこもこ」を知っている方はほ

とんどいませんでした。オノマトペに興味を持たれ

た方もいましたので読み聞かせの幅が広げられるの

ではないかと思います。 

展示した絵本の中から当日貸出しが 14 冊ありまし

た。また、お父さんに読み聞かせてほしい本のコー

ナーに人気がありました。 

〈326（ナカムラミ

ツル）えほんのせか

い〉 

 

下井草図書

館 2F 多目

的ホール 

 

11月 22日（日） 

14：30～15：15 

対象：どなたでも 

参加人数：子ども（中学生以下）18 人 大人 30 人 

計 48名 

内容：著名な作者を招いた事業を行うことにより、

普段図書館を利用しない方にアピールをする。また、

読み聞かせ事業を通して、絵本への興味を促す。 

参加者の様子および、職員感想 

お話の途中で抱いていた乳児がぐずってしまい、立

ち上がって場所を移動した方がいた。このような方

が動きやすいよう、脇のスペースや通路を確保して

おく必要があると思った。 

〈中瀬中学校１年

生図書館案内『調べ

る力を身につけ

る！～図書館活用

術～』〉 

 

下井草図書

館２F 多目

的ホール 

 

11月 9日（月）

～11 月 11 日

（水） 

10：55～12：00 

対象： 中瀬中学校 1年生 

参加人数：生徒 3クラス 99名、先生 2名 

内容：冬休みのレポート課題の手助けとなるように、

図書館の基本的な利用方法と、ものの調べ方の講義

を行う。 

参加者の様子および、職員感想 

今年は 1クラス 33人前後の 3クラス編成であり、1

日 1クラスで 3日間行うことになった。書架案内は

一般の利用者もいる中で行ったので、邪魔にならな

いよう配慮したが難しいところがあった。次回は動

線を上手く考えて動けるとよい。 

OPAC案内は時間的な制限もあり、応用的な検索で説

明できなかったものがあった。時間内に伝えること

を収めるのができるようまとめた方がよい。 

多目的ホールの講義では昨年よりも興味を持って話

を聞いてくれて、参加していた印象があった。それ

でも全員というわけではないので、なるべく後ろの



２７ 子ども読書活動計画事業報告 

第３四半期 

5 

 

計画項目 

事業名 

実施場所 

主管課 
日時 詳細 

方の生徒にも目を配ったり、声をかけたりするとよ

い。また資料を手に取って掲げたり、掲示物を手で

示すなどして注目を集めて、飽きさせない工夫も大

事だと感じた。 

中瀬中の学校司書の先生より、講義中に使用した資

料で「死者の書」の項目が載っているページの百科

事典のコピーがあったが、見やすいように「死者の

書」の項目部分を拡大させたほうがよいのではと、

意見を頂いた。また書架案内などで新聞と新聞縮刷

版について触れたが、中瀬中学校に新聞を置いてい

ない状態で、家庭で新聞を取っていない子もいるの

で、資料としての重要性にピンと来ない子もいると

いうことだった。次回は新聞の重要性についても説

明を加えたい。 

〈クリスマススペ

シャルおはなし会〉 

 

下井草図書

館 2F 多目

的ホール 

 

12月 19日（土） 

14：30～15：00 

 

対象：小学生までの子どもと、その保護者 

参加人数：子ども 20人 大人 18人 計 38人 

内容：ボランティア団体と連携を深めて、より身近

で開かれた利用しやすい図書館運営を進める。 

参加者の様子および、職員感想 

客層は、3・4歳くらいの子どもが多く、保護者の方

が女性だけでなく男性の方もけっこういらっしゃい

ました。 

ルピナスさんの演目はどれも迫力があり勉強になり

ましたし、終演後、お互いの反省点などを話し合え

たのが良かったと思います。図書館側の大型絵本 2

冊も良かったですが、パネルシアターは特に集中し

て練習した甲斐もあり、好評でした。 

〈家庭・地域等にお

ける読書活動の推

進 児童館におけ

るサービスの充実〉 

 

「ひよこのえんに

ち」 

 

方南児童館

にて開催 

方南図書館

として参加 

 

11月 20日（金） 

 

対象：小学一年生、保育園生、未就学児とその保護

者 

参加人数：369人（ひよこのえんにち全体） 

内容：「パネルシアターとおおきな絵本の部屋」 

パネルシアター、大型絵本の実演、わらべうた 

参加者の様子および、職員感想 

パネルシアター、大型絵本では皆さん集中してよく

見て下さり、わらべうたでは一緒になってやって下

さる親子さんが多かったです。 

〈親子で一緒に楽

しむ事業の実施〉 

クリスマス工作会 

 

「サンタクロース

のキャンドルをつ

くろう」 

 

高円寺図書

館 

 

12月 12日（土） 

 

対象：幼児～小学生 

参加人数：子ども 20人、大人 10人 

内容：キャンドルでサンタクロースを作った。 

参加者の様子および、職員感想 

子どもたちは、シートキャンドルを切る部分に苦労

していたが、だんだん形になってくるとのってきて、

親子で工夫して見本にない手をつけたり、服に模様

をつけたりして、それぞれオリジナルの作品を作り

上げていた。また、お父さんが参加すると遊び心の

ある人が多く、今回も余ったシートキャンドルで雪
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だるまなど作っていた。作品をみんなで見せ合って

盛り上がった。 

〈親子で一緒に楽

しむ事業の実施〉 

 

クリスマスおはな

し会 

 

高円寺図書

館 

12月 23日（水） 

 

対象：幼児～小学生 

参加人数：7人、大人 4人 

内容： クリスマスのお話でお話会を実施した後、

子どもたちにサンタクロースが忙しい中、図書館に

立ち寄ってくれた事を伝え、職員のサンタクロース

が登場。キャンドルシートで作ったサンタやツリー

などをラッピングして参加者にプレゼントした。 

参加者の様子および、職員感想 

子どもたちは「本当のサンタクロース？」と聞くな

どして信じていた様子。プレゼントも大事そうに持

って帰ってくれた子がいた。 

＜小学生を対象と

する事業の実施～

本を利用した体験

事業の実施＞ 

 

「国語科授業 百

科事典を使いこな

そう！」 

松庵小学校 

図書室 

 

宮前図書館 

10月 21日（水） 

8:45～9:30 

9:35～10:20 

対象：松庵小学校 3年生 

参加人数：3年 1組 34人、3年 2組 34人 

内容：小学校 3年生国語科の授業の中で「本を使っ

て調べよう」の単元がある。生徒に実際に百科事典

（ポプラディア）を手に取ってもらい、使い方を知

ってもらう。また、自身でも調べることができるよ

うになってもらう為、松庵小司書教諭と図書館の合

同授業を行った。 

一人一冊ずつ手に取れるよう、図書館からもポプラ

ディア（新・旧版各１セット）を貸し出し、問題用

紙に各自答えてもらう。 

参加者の様子および、職員感想 

いつも使用している国語辞典より大きく、挿絵や写

真などカラーになっているので、子供達も楽しそう

に調べていました。今後分からない事柄があった時

に、図書館を利用し、調べられるようになってくれ

たらと思います。また図書館が身近に感じ、利用し

てくれるようになってくれたらと思います。 

〈公立図書館での

乳幼児への支援の

充実～親子で一緒

に楽しむ事業の実

施〉 

 

「ナカムラミツル

（326）読み聞かせ

LIVE」 

 

宮前図書館

3階講座室 

 

11月 1日（日） 

14:00～14:30 

 

対象：誰でも 

参加人数：大人 29人・子供 17人 

内容：読書週間事業のイベント。絵本『みにくいこ

ねこ』をご本人に読み聞かせして頂いた。 

参加者の様子および、職員感想 

ナカムラミツルさんのファンの世代なのだろうか、

赤ちゃん連れのお母さんの参加が多く見受けられ

た。長めの内容であった為、途中赤ちゃんが愚図つ

く場面もあったが、お母さんが抱っこしあやしなが

ら最後まで聞いていた。合間にナカムラさんのおし

ゃべりが入ったりしたので、終始和やかな雰囲気で

3 歳以上の子供たちも最後まで飽きずに聞いてい

て、楽しいお話会であった。終わりに図書館へサイ

ンを書いて下さったので、後日児童室に飾らせて頂

いた。 
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〈自主的に地域で

活動する人々への

支援～地域で活動

する人々との協力〉 

 

「おはなしおぱた

ぽん 絵本の読み

聞かせ講座」 

宮前図書館

3階講座室 

11月 7日（土） 

14:00～15:00 

対象：大人 

参加人数：17人 

内容：読書週間事業のイベント。NPO 法人おはなし

ぱたぽん副理事長の岩井先生より、色んなタイプの

絵本の読み聞かせのコツを教えて頂いた。 

参加者の様子および、職員感想 

今回チラシの方へ「お子さんと一緒に受講して頂く

ことも可能です」と記載したためか、今までで一番

多い申込み数であった。また、男性や初心者の方な

ど、幅広い参加者が集まった。３Ｄ絵本など、前回

とは一部、違うラインナップを揃えて紹介して頂い

たので参加者の方たちも興味津々であった。先生が

実際に接している小学校の子供たちの様子なども交

えながらの充実した講座であった。 

〈区立図書館での

乳幼児への支援の

充実（重点的取組）

～親子で一緒に楽

しむ事業の実施（新

規）〉 

 

「パネルジャムの

パネルシアター」 

 

宮前図書館 

3階講座室 

 

11月 8日（日） 

14:00～15:00 

 

対象：誰でも 

参加人数：大人 23人、子供 28人 

内容：読書週間事業のイベント。 

参加者の様子および、職員感想 

パネルジャムさんは、お一人でのパフォーマンスで

あったが、スピード感のある面白い持ち前のキャラ

クターで 50分間パネルシアターをやり続け、子供も

大人も終始笑顔にさせていた。上演後もパネルシア

ターを子供たちに触らせてあげるなど、最後まで子

供たちは楽しんでいる様子であった。 

〈自主的に地域で

活動する人々への

支援～地域で活動

する人々との協力〉 

 

「大人のための英

語絵本読み聞かせ

講座」 

 

宮前図書館 

3階講座室 

11月 14日（土） 

10:00～11:00 

対象：大人 

参加人数：11人 

内容：読書週間事業のイベント。 

参加者の様子および、職員感想 

先生が 1冊ずつ英語で読んだ後、その絵本を英語で

読み聞かせる際のポイントについてお話して頂い

た。英語でのものの数え方や曜日の言い方、動物の

鳴き声が日本語と英語では違ったりする点など、子

供たちの理解力や集中力によっても読む本を選ばな

ければいけない難しさがあると感じた。 

〈公立図書館での

乳幼児への支援の

充実～親子で一緒

に楽しむ事業の実

施〉 

 

「冬のあかちゃん

おはなし会」 

 

宮前図書館 

3階講座室 

12月 19日（土） 

11:00～11:30 

 

対象：誰でも 

参加人数：大人 29人、子供 24人 

内容：通常のあかちゃんおはなし会のクリスマスヴ

ァージョン。 

始めに、ボランティアの方のハープとハンドベルで

「もろびとこぞりて」を演奏。 

その後、紙芝居やタンバリンを入れての大型絵本の

読み聞かせ・ハープでの手遊び・ブラックパネルシ

アター等をやり、最後はボランティアの方が作成し

た「クリスマスの 12日」のパネルを使用し、利用者

と一緒に歌を歌いました。 

このパネルは、12月中お借りして児童室に飾らせて
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頂きました。 

お土産にトナカイの折り紙を配布しました。 

参加者の様子および、職員感想 

今回は音楽をたくさん取り入れたので、あかちゃん

も興味を引いてくれました。保護者の方も手拍子や

体を揺らしてリズムを取っていたので、親子共々楽

しめたのではないかと思います。 

本物のハープに触れる機会がないので、貴重な体験

でした。 

〈公立図書館での

乳幼児への支援の

充実～親子で一緒

に楽しむ事業の実

施〉 

 

「冬のおたのしみ

会」 

 

宮前図書館 

3階講座室 

12月 19日（土） 

14:30～15:30 

対象：誰でも 

参加人数：大人 21人、子供 16人 

内容：通常のおはなし会のスペシャルヴァーショ

ン。 大型絵本や手遊び・ブラックパネルシアター・

人形劇等を上演。最後は、スタッフがサンタクロー

スに扮し、絵本の読み聞かせ・プレゼントの配布を

行ない、皆で歌を歌って終了。 

お土産は、クリスマスツリーのキットセットを配

布。 

参加者の様子および、職員感想 

未就学児～小学校低学年の子が多く参加していまし

た。サンタクロースの読み聞かせは、スタッフの味

が出ており、子供も保護者も楽しんでいました。 

〈自主的に地域で

活動する人々への

支援〉 

 

美術館館長講演会 

 

中央図書館 

 

12月 6日（日） 

 

対象：絵本・児童書に興味のある方 

参加人数：95人 

内容：数多くの動物画を遺した画家、薮内正幸氏に

ついて、薮内正幸美術館館長の薮内竜太氏が語った。

区内児童文学研究団体との共催 

参加者の様子および、職員感想 

好きなことを突き詰めていく生き方や人となりが楽

しく語られ、共感する参加者が多かった。また、区

内で長くお住まいだったこともあり、地域を活かし

た講演会を開催することができた。 

〈親子で一緒に楽

しむ事業の実施〉 

 

おはなし会 

 

中央図書館 10月 18日（日） 

 

対象：幼児～大人 

参加人数：28人 

内容： 絵本の読み聞かせを含む子ども対象おはなし

会とストーリーテリングのみのおはなし会の 2部構

成。 

区内読み聞かせ団体と共催 

参加者の様子および、職員感想 

読み聞かせや語りの世界をじっくり楽しむことがで

きた。参加者が若干少なかったので、開催時期を検

討したい。共催団体より、図書館の協力体制につい

て高評価をいただいた。 
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〈小学生を対象と

する事業の実施、本

を利用した体験事

業の実施〉 

 

展示企画「私の八月

十五日～昭和二十

年の絵手紙」 

 

中央図書館 

 

10月 13日（火）

～11月 23日

(月) 

 

対象：どなたでも 

参加人数：不明（アンケート回答数 21人） 

内容：昭和 20年 8月 15日を経験した著名な作家や

漫画家、俳優(20名)がその記憶を短文にし、画を付

けた本のパネルを出版社から借りて展示を行った。

専用の機器を使って、文を書いた本人の肉声を聞く

こともできるよう工夫した。 

参加者の様子および、職員感想 

素晴らしい展示で、小学生の娘も受け止めていまし

た、貴重な 8.15証言の数々で、心に訴えかけられま

した、等の感想が寄せられた。来年度以降もＰＲを

積極的にして、子どもたちへ伝わる展示にしていき

たい。 

〈小学生を対象と

する事業の実施、本

を利用した体験事

業の実施〉 

 

第 12回すぎなみ本

の帯アイデア賞 

 

 

中央図書館 10月～1月 

 

募集対象：小学生から 18歳まで 

内容： 10月 17日～31日募集、応募数 556点、11

月 4日審査会、1月 10日表彰式 本の帯アイデア大

賞 1、特別賞 1、本の帯コピー賞 3、本の帯ビジュア

ル賞 3、アイデア賞 12。作品展示 1月 11日～17日、

受賞作品紹介冊子 500部作成 

参加者の様子および、職員感想 

今年度も、各学校の先生方、学校司書、地域図書館

の協力をいただき、質の高い多くの作品が集まった。 

〈小学生を対象と

する事業の実施、調

べ学習に向けた支

援〉 

 

第 16回杉並区図書

館を使った調べる

学習コンクール 

 

中央図書館 

 

7月～11月 

 

募集対象：小・中学生、高校生 

内容：7月～8月 作品レプリカ展示、9月１日～25

日募集、応募数 524点、9月 30日、10月 2日第一次

審査会、10月 8日第二次審査会、10月 19日本審査

会、11月 11日表彰式 区長賞１、教育長賞 2、奨励

賞 27。作品展示 11月 14日～20日、その後全国大会

へ送付 

参加者の様子および、職員感想 

図書館を使って調べたことを活かし、実験や見学な

どの行動につなげており、多角的にまとめている作

品が多かった。今後は図書館資料の使い方やまとめ

方などを子どもたちに教えていきたい。 

〈特別な支援を必

要とする子どもへ

の支援〉 

 

さざんか教室ブッ

クトーク 

中央図書館 毎月 

 

対象：さざんか教室生徒 

内容： 毎月テーマを設定し、ブックトークを実施。

テーマ：5月食べ物、6月方言、9月雨、10月生き物

を飼う、11月オリンピック・パラリンピック、12

月来年の干支さる 

参加者の様子および、職員感想 

子どもたちは毎回、とてもよく聞いている。オリン

ピック・パラリンピックの会では、ブックトークの

後に、当館のパラリンピックメダリストの職員の体

験談を話し、困難をどう乗り越えていくかに惹き付

けられていたようだった。 
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