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        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

高井戸図書館にてＮＨＫす
くすく子育て前キャスター
による「子育て講座」を実
施

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

今川図書館にて「絵本だ
いすき!絵本のえらびかた・
よみかた講座」を実施

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

宮前図書館にて高井戸子
どもセンターと来年度行う
連携事業（出張相談会）の
打ち合わせを実施

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）

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

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

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

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
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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

永福図書館にて「さくらん
ぼ 童謡コンサート」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

永福図書館にて「プラネタ
リウム in 永福図書館」で、
児童向けの宇宙・星座の
本のブックトークを実施

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

柿木図書館にて「人形劇
団こぱん」による人形劇
「ブレーメンのおんがくた
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

高円寺図書館にてクリスマ
ス工作会「サンタクロース
のキャンドルをつくろう」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

宮前図書館にて「さくらん
ぼ　おはなし会」を実施

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

西荻図書館にて「自分の
からだを知ろうおはなし
会」連続2回を実施

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

阿佐谷図書館にて「新春
おはなし会＆のはらうたか
るた大会」「クイズ型人形
劇」を開催

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

高井戸図書館にて親子お
りがみ教室（ランドセル）
(鳥）（サイコロ）を実施。3
回

高井戸図書館にて好きな
紙で作る大きさ自由のバッ
ク作り（親子工作会）を実
施

方南図書館にて子育てメッ
セに参加「乳幼児向けブッ
クトーク」の実施

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）

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

図書館

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

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
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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

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

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

1月：41館
幼児284回　小学生65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

2月：41館
幼児406回　小学生102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

3月：41館
幼児217回　小学生63回

協力団体　31団体 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

宮前児童館で行う「あか
ちゃんおはなし会」に、ボラ
ンティア「ジオジオ」と宮前
図書館職員で参加

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

保育園・幼稚園・子
供園における支援
の充実（新規）

児童館における
サービスの充実

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

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

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。）

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

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
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

図書館

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

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）
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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
ての講演会を読み聞かせ
団体と共催実施

中央図書館にて「星の声
に、耳をすませて」（林完
次講演会を科学読物研究
会と共催実施

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

高円寺図書館にて出版社
の児童書局局長を招き、
講演会「子どもの本の作り
手として、今思うこと」を開
催

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
ティア団体「らっこの会」
「三つのりんご」と春のスペ
シャルおはなし会を実施

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

宮前図書館にておはなし
会終了後、ボランティアの
方と児童民生委員の方と
共に、今年度の反省会・来
年度の打ち合わせ

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

成田図書館にておはなし
会ボランティアの方を対象
に懇談会を実施

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

成田図書館にて読書グ
ループの活動支援として
集会室を提供

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

高井戸図書館にておはな
し会担当グループの方々
との懇談会を実施

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

高井戸図書館にておはな
し会担当グループの方々
との懇談会を実施

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

高井戸図書館にておはな
し会ボランティアと協働し、
発表会と研鑽を兼ねた「大
人のおはなし会」を実施

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

高井戸図書館にて子育て
グループ、ＰＴＡの読み聞
かせ担当にホールを貸出
（６回）

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

方南図書館にて第三回ボ
ランティア連絡会を開催

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

方南図書館にて地域の大
学生による「歌とおはなし
たのしむかい！？」を開催

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

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

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

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

図書館
生涯学習推進
課

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ボ
ランティアとの懇談会を実
施

宮前図書館にて新おはな
し会ボランティア「たんぽ
ぽ」が、おはなし会を見学・
打合せ

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

西荻図書館にてボランティ
アえほんのこべやさんによ
る「ふゆのおはなしかい」
を開催

「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

阿佐谷地域区民センター
図書室廃止に伴う児童図
書を家庭文庫への提供取
次ぎ

地域家庭文庫への下半期
貸与図書発送

図書館

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）

図書館
生涯学習推進
課

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）

永福図書館にて大宮小学
校との共同企画「大宮と
しょしつだより100号おめで
とう」の打ち合わせを開始

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)
吹奏楽部との連携活動
「図書館コンサート」（2/13
東田中）

「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（2/29)
荻窪中生徒が井荻小で絵
本の読み聞かせ（3/3)

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）

保育園児へ読み聞かせ
（1/26井荻小)

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）

「くつかけ小のくいしん本」
（給食とのコラボ）発行（3
月沓掛小）

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）

３校連携（大宮小、済美
小、大宮中）ブックリスト作
成（2月）

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）

桃井第五小学校図書館移
転（１・２月）
桃井第三小学校館内レイ
アウト変更（3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

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、１～３月：６９件　　合計２５３件

済美教育センター発のトラック便を運行
※受付件数　　４～６月：７件、７～９月：６件、１０～１２月：10件、１～３月：３件　　合計２６件

学校における読書活動の推進

「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

特
色
あ
る
読
書
活
動
の
推
進
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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)

宮前図書館にて「ＬＤ児
発達障がい児における家
庭でできるポイント（第4
回）」実施

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

高井戸図書館にて障害児
支援講座「ペアレントトレー
ニングとは？」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）

高井戸図書館にて子育て
グループ、ＰＴＡの読み聞
かせ担当にホールを貸出
（6回）

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）

学校支援本部の学校・地
域コーディネーターに対す
る「読書活動推進支援」の
スキルアップ研修の実施
(1/18)

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)
成田図書館が東田中で昼
休みに出前図書館（2/3,5)

学校支援本部との共催に
よるおはなし会（7/8天沼
中)

３校連携（大宮小、済美
小、大宮中）のボランティ
ア・中学生による読み聞か
せの会（1/20大宮中）

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

高井戸図書館にて好きな
紙で作る大きさ自由のバッ
ク作り（親子工作会）を実
施

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

阿佐谷図書館にて蔵書ア
ンケートを全職員に実施。
蔵書構成の把握をし、資
料管理に活用

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

南荻窪図書館にてＹＡコー
ナーで「文学×音楽」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

下井草図書館にて「いま、
この本」に掲載されている
資料の展示とブックリスト
の設置

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

成田図書館にて本の探し
方を説明した「パスファイ
ンダー02」を配布

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

下井草図書館にて第62回
青少年読書感想文全国コ
ンクール課題図書のブック
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

下井草図書館にて紙芝
居・手遊びを重点的に紹
介した参考資料カウンター
バックに設置

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

宮前図書館にて紙芝居の
棚に見出し板を入れ、見
やすくした。

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。

西荻図書館にて児童コー
ナーの案内図と分類表を
カラーで見やすく作成、表
示

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

方南図書館にて児童書架
の上部棚への配架を見合
わせ、見通しのよい書棚
に変更

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

今川図書館にて絵本書架
から絵本がとびださないよ
う書架の背を改善

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

高円寺図書館にて児童室
の柱の陰に置かれていた
「毎日小学生新聞」「朝日
中学生ウィークリー」をYA
コーナーの明るい場所に
移動

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

高井戸図書館にて児童フロアーのメイン展示とは別にミニ特集コーナーを常設

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

西荻図書館にて対面朗読
室も授乳室として、空いて
いるときは、利用できるよ
うにした。

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

下井草図書館にてあか
ちゃんタイムに参加する利
用者へベビーカー置き場
の案内版を設置

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

永福図書館にて「小学生
のためのお話し会・春」で、
科学絵本から「ストロー飛
行機」のプチ工作を実施

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

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

成田図書館にて伝承あそ
び「かるがるかざぐるまを
つくろう」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

柿木図書館にて「ぬりえひ
なまつり」を実施（オリジナ
ルキャラクター「かき丸」の
塗り絵を配布し、提出者に
はしおりをプレゼント、塗り
絵は館内に期間中展示）

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）

高井戸図書館にて好きな
紙で作る大きさ自由のバッ
ク作り（親子工作会）を実
施

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）

阿佐谷図書館にて「初読
みくじ」を開催

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

南荻窪図書館にて「映画
上映会（親子向け）」を実
施
その中で、映画「旭山動物
園物語」を上映

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

南荻窪図書館にて「はる
やすみ工作会」を実施
その中で、工作会「ブンブ
ンごまをつくろう」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

今川図書館にておはなし
会＆工作会「とびっこどう
ぶつをつくろう」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

下井草図書館にて春休み
多目的ホール開放

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
生・新高校生向けのおす
すめ本」を展示・ブックリス
トの作成・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

阿佐谷図書館にて「中学
生がえらんだイチオシ本
2016」を2,000部発行（協力
校：杉森中、阿佐ヶ谷中、
天沼中、東原中）

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

下井草図書館にて名作文
庫通信2016年春号を発行

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

宮前図書館にて「かんた
ん！かわいい！消しゴム
はんこ」講座開催

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

成田図書館にて東田中学
校に出張展示「出前図書
館」を実施

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

成田図書館にて東田中学
校司書との共同広報紙
「At Lib Vol.7」を発行

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

阿佐谷図書館にてYAギャ
ラリー「コロコロサイコロ
（天沼中）」「手づくり絵本
（東原中）」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

阿佐谷図書館にて展示
「POPで紹介します！中学
生が選んだ本（阿佐ヶ谷
中・東原中）」を開催

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

今川図書館にて近隣5校
の中学校と連携し、「Dog
ears～中学生のえらんだ
おすすめの本～」を発行、
配布

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

西荻図書館にて荻窪中学
校の生徒がおはなし会に
参加

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）

ブックリスト
の作成（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
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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

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

）
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

学校への団
体貸出

【中学校職場体験】
南荻窪図書館＝富士見ヶ丘
中学校2名、文化学園大学杉
並中学校1名
高井戸図書館＝富士見中学
校2年生2名

【小中学校図書館見学等】
今川図書館=職業インタ
ビュー井草中2名
今川図書館=まちたんけん三
谷小5名

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

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
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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

杉並区子ども読書月間（6
月）のPRポスター用の標
語を募集・大賞決定

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

永福図書館にて「ぬいぐる
みおとまり会」になみすけ
を招待し、その様子をなみ
すけブログにて発信

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

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

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

高井戸図書館にて親子お
りがみ教室にJ：COMの取
材。当日の様子をテレビ撮
影

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

今川図書館にて図書館だ
より等を近隣の郵便局に
設置

「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）

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

図書館

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）

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

子
ど
も
向
け
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

の
充
実
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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

下井草図書館にて春休み
多目的ホール開放のポス
ターを地域中学校へ配布
（3校）

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

阿佐谷図書館にて「杉九
小学校地域子育てネット
ワークニュース」に年間の
行事予定や児童向け情報
を掲載

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

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

関係機関と連携し
た情報提供

図書館

図書館
生涯学習推進
課

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）

第三回子ども読書活動推
進懇談会を開催
（1月19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）

第三回子ども読書活動推
進連絡会を開催
（1月15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

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

第1回すぎなみサイエンス
フェスタに中央図書館・永
福図書館で共同出展（内
容は「スライムづくりと科学
の本ブックトーク」）

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）

第11回すぎなみ子ども･子
育てメッセに中央図書館･
方南図書館で共同出展
（内容は読み聞かせと図
書館PR）

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

宮前図書館スタッフが高
井戸第二小学校で行った
映画会「みんなの学校」に
参加

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

高井戸図書館にて高井戸
中学校3年卒業生全員に
「アンネの追憶」の上映会
を実施

今川図書館にてゆうゆう今
川館と連携して「三世代交
流　お正月あそびをたのし
もう」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

成田図書館にて東田中学
校司書と懇談会を実施

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）

方南図書館にて近隣小、
中学校司書教諭と「学校
司書連絡会」を開催

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

生涯学習推進
課
図書館
郷土博物館
科学館

子ども読書活動推
進委員会（現・懇
談会）の運営

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

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

高井戸中学校からの要望
を受け、ビブリオバトルを
実施(３回）

高井戸中学校からの要望
を受け、ビブリオバトルを
実施(４回）

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４四半期 

  1 

 

計画項目 

事業名 

実施場所 

主管課 
日時 詳細 

＜わかりやすい

情報発信＞ 

 

杉並区子ども読

書月間標語募集 

中央図書

館 

12月～2月 募集対象：区内在住、在学、在勤の小学生～18歳 

内容：12 月 4 日～1 月 15 日募集、応募数 646 点（小

学生 387 点、中学生 259 点）審査会１月 18 日～2 月 5

日、最終審査会 2月 16日 

参加者の様子および、職員感想 

28年度 6月の PRポスター用の標語を募集・決定した。

今年度も多くの作品が学校を通じて集まり、よい作品が

多く見られた。 

＜関係機関と連

携した情報提供

＞ 

 

①第 1 回すぎな

みサイエンスフ

ェスタ②第 11回

すぎなみ子ども･

子育てメッセ 

①②とも

セシオン

杉並 

 

中央図書

館 

①2月 27日 

②3月 13日 

 

第 1回すぎなみサイエンスフェスタに出展。光るスライ

ムづくりは大好評で、多くの子どもたちが楽しんだ。合

わせて科学の本のブックトークを実施した。第 11 回す

ぎなみ子ども･子育てメッセに出展し、読み聞かせや手

遊び、図書館 PRを行った。 

参加者の様子および、職員感想 

全館の案内パンフや子ども向けの行事予定を配布し、図

書館の PRにつなげた。今後も出展していきたい。 

＜区立図書館で

の乳幼児への支

援の充実（重点的

取組）～あかちゃ

んおはなし会＞ 

 

あかちゃんおは

なし会 

中央図書

館 

視聴覚ホ

ール 

1 月 20 日

（水） 

午前 11 時～

11時 40分 

対象：0・1・2歳対象 

参加人数：50人（内訳 子ども 25人 大人 25人） 

内容：歌 3曲・紙芝居を含めた絵本の読み聞かせ（5冊）

での構成 

参加者の様子および、職員感想 

予想以上の方々に参加いただきました。名作を中心にし

たため、終始子どもたちの反応も良く、会も賑やかで楽

しく過ごしてもらいました。 

参加者多数の為、名札配布を増やす・読み聞かせ予定の

絵本を増やす等、緊急を要する対応がありましたが、会

自体はスムーズに行われています。参加予定者増加に備

えて事前設営を課題にしております。 

＜区立図書館で

の乳幼児への支

援の充実（重点的

取組）～あかちゃ

んおはなし会＞ 

 

あかちゃんおは

なし会 

中央図書

館 

視聴覚ホ

ール 

3 月 16 日

（水） 

午前 11 時～

11時 40分 

対象：0・1・2歳対象 

参加人数：54人（内訳 子ども 27人 大人 27人） 

内容：歌 4曲・紙芝居を含めた絵本の読み聞かせ（4冊）

での構成 

参加者の様子および、職員感想 

前回に引き続き参加者多数となりました。今回は歌う絵

本・手遊び絵本を中心とした為、子どもたちの集中力が

途切れることなく聞いてくれる様子が目立ちました。や

はり前回の対応（名札・プレゼントの配布）を踏まえて

今後の対応として行きます。 



２７ 子ども読書活動計画事業報告 
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計画項目 

事業名 

実施場所 

主管課 
日時 詳細 

＜社会教育関係

施設等との連携

＞ 

 

第 1 回すぎなみ

サイエンスフェ

スタ 

セシオン

杉並 

 

担当：永福

図書館（中

央図書館

の方にお

手伝いい

ただく） 

2 月 28 日

（日） 

午後 0 時 30

分～4時 

対象：どなたでも 

参加人数：90人 （児童…53人 大人…37人） 

内容：光るスライムづくり 

参加者の様子および、職員感想 

中央図書館の名義で、中央図書館の科学本のブックトー

クの合間に、定員 18人(児童数)×3回行った。開場し

てすぐに 3回分の整理券が配布終了となり、関心の高さ

がうかがえた。参加できなかった方々には、作り方を書

いた紙を配布した。 

スライム作りは、なかなか固まらない児童もいたが、大

きな混乱もなく楽しんでいた様子。暗幕の中で発光して

いるスライムを見た児童からは歓声も上がり、概ね高評

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＞ 

 

出版社の児童書

局局長を招き、講

演会「子どもの本

の作り手として、

今思うこと」を開

催 

高円寺図

書館 

2 月 20 日

（土） 

午後 2 時～4

時 

対象：子どもの本や出版社の仕事に興味のある方 

参加人数：大人 16人 

内容：徳間書店 児童書局局長の上村令氏を招き、人気

作家の人物像や編集時のやりとり、自身が出版社に勤め

た経緯、出版事業に身を置く中で感じていることなど、

途中、本の紹介も交えながら、お話しいただいた。 

参加者の様子および、職員感想 

雨にも関わらず、ほどよい参加者が集まり、ほっとした。

最初に、参加者に児童文学が好きかたずねたところ、好

きと答える人が意外に少なく心配したが、講師の方がお

話が上手で、児童文学好きには大変興味深く、馴染みの

ない人にもわかりやすいお話をしてくださった。本にま

つわる様々な話を伺うことができ、中身の濃い講演会だ

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＞ 

 

春のスペシャル

おはなし会 

高円寺図

書館 

3月 2日（水） 

午後 3 時～3

時 55分 

対象：幼児～大人 

参加人数：子ども 11人、大人 9人 

内容：お話のボランティア「三つのりんご」と「らっこ

の会」のメンバーがお話してくださった。職員は、広報

や会場の飾りつけを担当。講座室に花やおひなさまの飾

り付けをして行った。おひなさまは、お話ボランティア

の方の手作りで、終了後、参加者にプレゼントされた。 

参加者の様子および、職員感想 

春めいた飾り付けで、無機質な部屋を明るくする事がで

きた。お話会は途中から参加者が増え、最後は盛況だっ

た。あかちゃんタイムに来てくださっている方も数組参

加してくださった。パネルシアターや小道具（小鳥）を

使ってのお話に、小さい子はよくひきつけられていた

が、全部を聞くには少し長すぎたようで、最後は落ち着

きのない子もいた。大きい子は最後まで場所を動かず飽

きずに聞いてくれた。春のお話が盛りだくさんの楽しい

お話会だった。 
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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）～親子で一

緒に楽しむ事業

の実施＞ 

 

「新春！あかち

ゃんおはなし会」 

宮前図書

館 3 階講

座室 

1 月 16 日

（土） 

午前 11 時～

11時 30分 

対象：誰でも 

参加人数：大人 46人、子ども 40人  合計 86人 

内容：通常の絵本の読み聞かせと手遊びの他、新春とい

うことで、ボランティアの方より、大きな獅子舞 1体と

小さな獅子舞 4体をお貸りして、赤ちゃんの頭にかぶり

つき、成長をお祈りしました。また南京玉すだれもして

頂き、新しい年をお祝いしました。 

参加者の様子および、職員感想 

思っていた以上に人が来た為、全員に頭をかぶりつけな

かったので、おはなし会終了後に記念撮影を兼ねて、頭

をかじってあげました。保護者の方も珍しかったよう

で、写真やビデオを撮っていました。大きな獅子舞も怖

がらず、泣く子が少なかったので、安心しました。 

南京玉すだれの時も皆さんに手拍子をして頂き、楽しん

でもらえました。好評でしたので、また来年も行う予定

のおはなし会です。 

＜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＞ 

 

「親子で！リト

ミック」 

 

宮前図書

館 3 階講

座室 

1 月 23 日

（土） 

午前 10 時～

10時 30分 

対象：6ヵ月～24ヵ月の親子 

参加人数：大人 14人、子ども 14人 合計 28人  

内容：年初めなので、「新春」がテーマ。 

今年はさる年なので、アイアイの手遊びやサルの物まね

体操等も取り入れました。また太鼓やスカーフを使い、

凧揚げやおもちつきの表現もしました。お土産は、毛糸

で作った「くっつきむし」。指にはめて遊びます。 

参加者の様子および、職員感想 

今回は 1歳前後のお子さんが多かった為、動く演目が多

かったです。大人気のパラバルーンを行い、ずっとやっ

ていたそうでした。 

今回は先生のご都合で日にちを変更した為、リトミック

終了後も部屋にいることができ、利用者同士でゆっくり

過ごしていました。 

＜特別な支援を

必要とする子ど

もへの支援＞ 

 

「ＬＤ児 発達

障がい児におけ

る家庭でできる

ポイント（第 4

回）」 

宮前図書

館 3 階講

座室 

1 月 24 日

（日） 

午前 10 時～

11時 

対象： 誰でも 

参加人数：大人 10人 

内容：「学習障がい」「発達障がい」の理解を深め、生活

に役立てていただくための療育のポイント、東京都の公

立小学校の「特別支援教室」配置に向けての動向などに

ついてもお話して頂きました。又、発達障がいのことが

分かる絵本を紹介して頂きました。 

参加者の様子および、職員感想 

「学習障がい」「発達障がい」の認知度は徐々に広まっ

てきているが、まだまだ社会的には知られておらず、個

人レベルで調べたりするのは困難でもある為、参加者の

方々は熱心にメモを取りながら聞いている様子でした。

生の声や最新の情報を知ることは有意義であり、心強い

とのお声が多数ありました。 
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計画項目 

事業名 

実施場所 

主管課 
日時 詳細 

＜中学生・高校生

向けのサービス

の充実（重点的取

組）＞ 

 

「かんたん！か

わいい！消しゴ

ムはんこ」 

宮前図書

館 3 階講

座室 

2月 6日（土） 

午後 1 時 30

分～3 時 30

分 

対象： 小学 4年生～中学生 

参加人数：小学生 13人 

内容：見本のパーツから好きなものを選んで消しゴムは

んこを作ってもらいました。自作のはんこでカードやハ

ガキに色や配置を工夫してはんこを押して、オリジナル

のメッセージカードを作成しました。 

参加者の様子および、職員感想 

始めに簡単な形のパーツで練習をしたが、コツをつかむ

まで時間がかかる様子でした。難しいときには積極的に

声をかけてくれ、上手にできていました。 

カードにはんこを押す時が楽しい様子でした。 

＜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

＞ 

 

「きらきらきん

ようび ゆうキ

ッズ」 

 

宮前児童

館 

 

3 月 18 日

(金) 

午前 10 時～

正午 

対象：0～2歳 

参加人数：大人 17人 子ども 18人 合計 35人 

内容：毎月第３金曜日 宮前児童館で行っているあかち

ゃんおはなし会「きらきらきんようび ゆうキッズ」に、

ボランティア「ジオジオ」の方から声を掛けて頂き、今

回初めて一緒に参加しました。児童館では持っていない

エプロンシアター「あかずきん」を行いました。 

参加者の様子および、職員感想 

思っていた以上に、たくさんのあかちゃんが参加してい

たので、驚きました。1歳未満のあかちゃんが多く、図

書館の事を知らない方も多かったので、宣伝もさせて頂

きました。いつもと違う所で行ったので、とても新鮮で

楽しかったです。 

ボランティアの方からも、「またやりたい。」と言って頂

けました。お互い相乗効果があったように思います。 

＜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＞ 

 

「親子で！リト

ミック」 

 

宮前図書

館 3 階講

座室 

3 月 19 日

（土） 

午前 10 時～

10時 30分 

対象：6ヵ月～24ヵ月の親子 

参加人数：大人 16人、子ども 14人 合計 30人  

内容：4月も近くなってきたので、テーマは「イースタ

ー」。ヨチヨチ歩いて、たまごからひよこになる過程を

演じました。手遊びは、「キャベツの中から」をやりま

した。 

お土産は、紐で揺れる「ちょうちょう」。 

参加者の様子および、職員感想 

参加者の半数が小さいあかちゃんだったので、保護者の

方に抱っこをされての参加でした。始めはこわごわと参

加していましたが、徐々に慣れて元気いっぱいに動いて

いました。 

今年度最後の「あかちゃんタイム」だったので、リトミ

ック終了後、ボランティアの方と民生委員の方を含め、

今年度の反省会と来年度の計画を話し合いました。 
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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）～親子で一

緒に楽しむ事業

の実施＞ 

 

「さくらんぼお

はなし会」 

宮前図書

館 

3 階講座

室 

3 月 26 日

（土） 

午後 2 時～3

時 

対象：幼児～小学生 

参加人数：大人 22人、子ども 20人 合計 42人  

内容：全編オリジナルの歌付きで絵本を 8冊読んでくれ

ました。また春のうたコーナーもありました。最後は「ち

ょうちょ」をみんなで合唱しました。 

参加者の様子および、職員感想 

読み手 2 人のキャラクターに合わせて読み分けられて

いたので最後まで飽きることのない楽しいお話会でし

た。赤ちゃん連れの参加者が数組いたので、少しぐずつ

く場面がありましたが、歌が始まると静かになり歌を聞

いている様子でした。 

＜中学生・高校生

向けのサービス

の充実（重点的取

組）＞ 

 

「出前図書館」 

東田中学

校 

 

成田図書

館 

2 月 3 日

（水）、5 日

（金） 

対象：東田中学校 全校生徒 

参加人数：135名（貸出 12名 貸出冊数 15冊） 

内容：成田図書館の資料を東田中学校にて展示を行い、

その場で生徒に貸出を行う。 

参加者の様子および、職員感想 

東田中学校で所蔵のない本が読めるとあって、貸出は少

なったが、2日間で多くの生徒が来てくれた。広いスペ

ースでの展示のため、寂しいイメージにならないよう、

壁面装飾や本の見せ方を工夫し、ソファや閲覧席を用意

した。学校を会場にした連携は生徒の関心が高く、多く

の生徒に成田図書館のアピールになると感じた。 

＜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＞ 

 

「グリムのおは

なし＆工作会」 

成田図書

館 

3 月 26 日

（土） 

対象：小学生（未就学児は保護者同伴） 

参加人数：27人（子ども 17人 大人 10人） 

内容：第一部：グリムのおはなし（ペープサート、素話、

紙芝居） 

第二部：グリム童話から「ラプンツェル」の王子様にち

なみ「おうじさまのおのぼり人形」の工作 

参加者の様子および、職員感想 

第一部は、ボランティアグループが中心となって行っ

た。3歳から 10歳まで幅広い年齢の子が集まったが、

小さい子どもでも飽きない様に色々工夫して下さり、最

後まで静かに聴いてくれた。 

第二部は、画用紙で作成する工作会で、15分程で皆完

成させることができ、残りの時間は出来上がった工作で

遊ぶことができたため、楽しんでいただけた。 

＜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＞ 

 

自分のからだを

知ろうおはなし

会 連続 2回 

西荻図書

館 

 

①１月 30 日

（土） 

②2 月 13 日

（土） 

対象：区内在住の年長児とその保護者 

参加人数：①大人 9人 子供１１人 

内容：からだＴシャツや絵本を使って、からだのことを

楽しく、わかりやすくお話します。 

参加者の様子および、職員感想 

とてもわかりやすく、楽しくからだのことが、学べたと

喜んでいました。からだダンスをおどったりして、楽し

そうでした。 
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計画項目 

事業名 

実施場所 

主管課 
日時 詳細 

＜中学生・高校生

向けのサービス

の充実（重点的取

組）＞ 

 

荻窪中の中学生

がおはなし会参

加 

西荻図書

館 

1 月 23 日

（土） 

対象：幼児 

参加人数：大人 3人 子供 6人 

内容：いつものおはなし会に荻窪中学校のお兄さん、お

姉さんが参加してくれました。  

参加者の様子および、職員感想 

中学生がおりがみを折ってくれました。 

お兄さん、お姉さんのおはなしにとってもよろこんでい

ました。天気の悪い中きてくれました。 

＜区立図書館で

の乳幼児への支

援の充実（重点的

取組）～あかちゃ

んおはなし会＞ 

 

赤ちゃんおはな

し会 

高井戸図

書館 

毎週水曜日 対象：赤ちゃんと保護者  年間参加人数：1,708人 

内容：手遊び・わらべうた・読み聞かせ・紙芝居など 

参加者の様子および、職員感想 

おはなし会の後は、畳で赤ちゃんをくつろがせながらマ

マ同士の情報交換の時間が持てている。又ボランティア

さんに赤ちゃんを託して、上の子とスキンシップをする

など、親子とも楽しみながら有意義な時間になってい

る。 

＜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）＞ 

 

幼児おはなし会 

高井戸図

書館 

毎週水曜日 

1・3・5土曜

日 

対象：幼児   年間参加人数：766人 

内容：手遊び・素話・絵本・わらべ歌・紙芝居など 

参加者の様子および、職員感想 

年齢層にばらつきがあるので、顔を見てから内容を決め

る等、工夫されている。スタンプカードを作りシールを

プレゼントするようにしてから参加者が増えた。 

＜区立図書館で

の乳幼児への支

援の充実（重点的

取組）～保護者向

け講座の実施＞ 

 

②「ペアレントト

レーニング」 

高井戸図

書館 

2月 7日(日) ②対象：親   参加人数：18人 

内容：発達障がいの子どもに対しての親の対応 

参加者の様子および、職員感想 

熱のこもった講座だった。「孫が」「子どもが」という方々

や教育現場と思われる方が多く、講座終了後も個人的に

質問される方々が列をなし、講師の退館は 1時間近く遅

くなった。 

＜区立図書館で

の乳幼児への支

援の充実（重点的

取組）～保護者向

け講座の実施＞ 

 

「天野ひかり子

育て講座」 

高井戸図

書館 

3 月 14 日

（月） 

対象：親   参加人数：44人 

内容：子育てを楽しもう！ 

参加者の様子および、職員感想 

ＮＨＫすくすく子育て前キャスターの講座は毎年人気

がある。楽しませながらも説得力のある話し方で、さす

がプロといった感がある。子連れの方のために、子ども

を飽きさせない配慮もあり、行き届いている。 
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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）～親子で一

緒に楽しむ事業

の実施＞ 

 

「わらべうた in

赤ちゃんおはな

し会」 

高井戸図

書館 

3月 9日（水） 

 

対象：親子 

参加人数：42人（赤ちゃんおはなし会に含む内数） 

内容：赤ちゃんおはなし会の内容をわらべうたに変え、

講師の方に親子で楽しめるわらべうたを学んだ。 

参加者の様子および、職員感想 

定着している「赤ちゃんおはなし会」の内容が豊かにな

り、親子とも楽しめている様子だった。 

＜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＞ 

 

「親子おりがみ」 

高井戸図

書館 

1・3月（2回） 対象：親子  参加人数：114人 

内容：「鳥」「ランドセル」「サイコロ」 

参加者の様子および、職員感想 

折り紙の人気が定着している。日本の伝承文化である 

奥深さを再確認させられる。 

＜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＞ 

 

「春休み工作会」 

高井戸図

書館 

3 月 27 日

（日） 

対象：親子  参加人数：13人 

内容：好きな模様の紙で、大きさや幅を自由に変えられ

る手提げを作成。 

参加者の様子および、職員感想 

参加者は少なめだったが、入れたい中身に合わせた大き

さの袋ができるので、好評だった。 

＜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＞ 

 

ボランティアの

方々との懇談会 

高井戸図

書館 

12 月 13 日

（日） 

2 月 13 日

(土) 

対象：ボランティアの方々 

12月参加人数：7人   2月参加者数：5人 

内容：懇談会  

参加者の様子および、職員感想 

6年以上のお付き合いになる方々で、お互い忌憚のい意

見のやり取りができた。 

＜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＞ 

 

「大人のおはな

し会」 

高井戸図

書館 

2 月 13 日

（土） 

 

対象：大人  参加人数：24人 

内容：ボランティアの方々と協働し、発表会と研鑽を兼

ねた大人のためのおはなし会を開催。 

参加者の様子および、職員感想 

参加者も素話経験者が多く、中身の濃い事業になった。 
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計画項目 

事業名 

実施場所 

主管課 
日時 詳細 

＜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＞ 

 

「読書活動のた

めの部屋貸し」 

高井戸図

書館 

2 月 26 日

（土） 

3月 1日（火）

3月 4日（金） 

3月 8日（火） 

3 月 11 日

（金） 

対象：読み聞かせボランティア 

   図書館ボランティア 

   小学校読み聞かせグループ 

高井戸図書館サポーター 

回数：5回 

内容：絵本の読み聞かせ研修 

   図書館ボランティア活動打合せ等 

参加者の様子および、職員感想 

読書関連ボランティア活動のために、ホールを利用して

頂く回数が増えることはありがたい。 

＜特別な支援を

必要とする子供

への支援＞ 

 

出張おはなし会 

高井戸図

書館 

 

2月 

 

対象：大塚聾学校小学部 

参加人数：10人 

内容：絵本の読み聞かせ・エプロンシアター・パネルシ

アターなど。 

参加者の様子および、職員感想 

図書館スタッフは、聴覚障害の子どもたちに絵本をゆっ

くり読み聞かせ、横で先生が手話通訳される。子供達に

人気があり、年間回数が 3回から 5回に増えた。 

＜利用しやすい

施設づくり＞ 

 

ミニカートの設

置 

高井戸図

書館 

27 年度から

通年で 

 

内容： 子供連れや高齢者の方にも使い図書館を目指し

図書館用ミニカートを 5台設置。 

参加者の様子および、職員感想 

設置後のアンケートでは 8 割以上の方が「便利」「あっ

たほうが良い」と回答。 

＜中学生・高校生

向けのサービス

の充実（重点的取

組）＞ 

 

ブックリスト 

高井戸図

書館 

季刊発行 

3月 

 

対象：中高生 

内容：おすすめ本の紹介や、時の話題をテーマに機関紙

を作成。高井戸中学校図書室や、高井戸図書館 YA コー

ナーに掲示。 

参加者の様子および、職員感想 

目立つところに掲示してあり、読まれている。 

＜中学生・高校生

向けのサービス

の充実（重点的取

組）＞ 

 

YAルーム 

高井戸図

書館 

通年 

 

対象：YA世代 

内容：高井戸中学校の放課後にホールを開放。  

参加者の様子および、職員感想 

勉強する子、友人と話す子、読書する子など思い思いに

活用されている。開設から 5年経過し、高校生になった

子も利用している。 

＜区の関係機関

と学校との連携

＞ 

 

高井戸中学校と

高井戸図書館の

ドアを毎昼休み

に開放 

高井戸図

書館 

通年 

 

対象：高井戸中学校全生徒  参加人数：825人 

内容：昼休みを利用し公共図書館で読書を楽しむ 

参加者の様子および、職員感想 

学校図書室と繋がっている図書館として到達点ともい

える開放。初日の光景はスタッフ一同忘れられない宝物

になった。「こんな中学に通いたかった」との声がスタ

ッフから上がった。 
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計画項目 

事業名 

実施場所 

主管課 
日時 詳細 

＜中学生・高校生

向けのサービス

の充実（重点的取

組）＞ 

 

高井戸中学校へ

のレファレンス

の充実 

高井戸図

書館 

27年度 10月

から通年で 

対象：高井戸中学校生徒 全員 

内容：調べ学習時に、直接公共図書館の書架かから  

対象資料を探す。 

参加者の様子および、職員感想 

図書館スタッフは、困っている生徒に声をかけ、本探し

のお手伝いをするなど、手はかかるものの、生徒自身 1

つのテーマについて、多くの分野から本を見つけること

が出来るようになれば、今後の学習に大きな成果が得ら

れる。感動した。 

＜社会教育関係

施設等との連携

＞ 

 

高井戸中学校卒

業生全員に映画

「アンネの追憶」

を上映 

高井戸図

書館 

3 月 10 日

（水） 

3 月 12 日

（金） 

3 月 15 日

（火） 

対象：3年生全員 

参加人数：129人 

内容：アンネの追憶上映 

参加者の様子および、職員感想 

学校側と調整し、全クラスに上映できた。アンネゆかり

の学校に在籍していた全員に映画を見てもらえたこと

は良かった。校長先生の情熱に助けられた。 

＜わかりやすい

情報発信＞ 

 

J：COM取材に協

力 

高井戸図

書館 

1月 内容：親子おりがみ「鶴」の講座を取材。杉並デイリー

ニュースで放映 

参加者の様子および、職員感想 

NHKにも出ておられる講師なので緊張もなく、いつもの

楽しい講座が実施できた。 

 



資料　３

人数

（人）

岩崎　久美子 放送大学教授

津田  櫓冬 絵本作家

子ども読書活
動関係団体

1 滝田　恵子 ジルベルト文庫 杉並文庫・サークル連絡会

楠本　眞知子

増田　時枝

石川　貴善

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

岡本　幸子

奈良　史香

杉本　寛

松澤　亮子

伊藤　一雄事業係

企画運営係

中央図書館

平成28年度　杉並区子ども読書活動推進懇談会名簿

次長

事業係長

企画運営係長

構　　成 氏　　名 職　名　等 推薦母体

公　　募 3

学校代表 2

2学識経験者


