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資料　１

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

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

渋谷　正宏 杉並区立富士見丘中学校校長 杉並区立中学校

加藤　貴幸

石栗　弥生

佐川　祐子

杉本　寛

鈴木　高志

松澤　亮子

伊藤　一雄

資料相談係長

2学識経験者

事業係

企画運営係

中央図書館

企画運営係

平成29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 2
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平成28年度杉並区子ども読書活動推進計画

資料２

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

あかちゃん
タイム

「うたってあそぼ！あか
ちゃん大集合」※土曜開
催
児童サービス研修「あか
ちゃんおはなし会につい
て」（阿佐谷図書館）

あかちゃんタイム・おはな
し会の時間に荻窪子ども
センター事業案内を実施
（中央図書館）

子育てプラザ和泉へ次年
度協力体制構築（永福図
書館）

ボランティアと協働で「012
歳のわらべうたとえほんの
会」を、0歳児対象と1～2
歳児対象に分けて実施
（永福図書館）

あかちゃんおはなし会で読
んだ本と合わせて、あか
ちゃん絵本を室内に展示
（今川図書館）

ブックスタート15年目記念
講演会「絵本の世界、手渡
す楽しみ」※託児あり（中
央図書館）

あかちゃんおもちゃの工作
会「音が出るおもちゃぶー
ちゃんを作ろう」（成田図書
館）

石井桃子さんの映画会・
森英男監督の解説付（中
央図書館）

LD児、発達障がい児に家
庭でできる療育のポイント
（宮前図書館）

ベビーサイン講習会の実
施（成田図書館）

子育て講座「親子の会話
が本当に賢い子供をつく
る」（高井戸図書館）

パパとママの読み聞かせ
講座「親子で絵本を楽しむ
コツ」（高円寺図書館）

子育て講座「知っておきた
い発達障がい」（高井戸図
書館）

絵本講座「図書館の絵本
のたのしみかた」を実施。
(今川図書館)

ブックリスト
「ねえ、よん
で」の配布

保健センター
図書館

保健センター
図書館

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読み聞かせとブックトークで参加（方南図書館）

区
立
図
書
館
で
の
乳
幼
児
へ
の
支
援
の
充
実

（
重
点
的
取
組

）

母親学級での絵本の展示

「ふわふわタイム」高井戸子どもセンターからの案内、おしゃべりタイム（宮前図書
館）

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

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

全図書館にて、あかちゃんおはなし会を実施

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
各図書館にて、利用者同士の交流の場として会場を提供

出産を控え
た家庭への
情報提供

大宮児童館の「プレママ倶楽部」にて出張ブックトークを実施（永福図書館）

ブックスタート事業
の充実

項目

あかちゃん
おはなし会

図書館

「ねえ、よんで（３～５歳向けブックリスト）」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、図書館でも児童カウンターなどで利用者に配布

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
保健センターで対象者（視覚障害者の保護者）を把握し、希望者には点字翻訳した絵本を配布できるように
なった。

各図書館にて、保健センターでのブックスタート時に図書館で行われる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
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平成28年度杉並区子ども読書活動推進計画

資料２

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

ぬいぐるみお泊まり会、タ
イムスリップ工作会～甲冑
を作ろう～（中央図書館）

たなばた工作会、人形劇
団プークによる人形劇、こ
ども16ミリ映画会（中央図
書館）

おはなしボランティア団体
と共催で年齢別２部構成
のストーリーテリングおは
なし会、子ども16ミリ映画
会（中央図書館）

ボランティアグループ「さく
らんぼ」による「さくらんぼ
のいっしょにうたおう！ス
ペシャル」を実施（永福図
書館）

のまりんの紙芝居劇場、
けいこ先生とまゆ先生の
わくわくリトミックコンサート
（永福図書館）

パネルジャムのパネルシ
アター（宮前図書館）

「ぬいぐるみおとまり会」、
人形劇「おはなしトラン
ク」、ベルシスターズによる
「はじまるはじまるはじまる
クリスマス！」を実施（永福
図書館）

「新春おはなし会＆かるた
大会」、人形劇「とんだあお
むし」（阿佐谷図書館）

粘土で光るどろだんごを作
ろう、茜舎による人形劇
（高円寺図書館）

ハンドベルサマーコンサー
ト、「パネルシアターCOCO
ナッツがやってくる」（西荻
図書館）

人形劇　「3びきのやぎの
ガラガラドン」「おおきなか
ぶ」、工作会「キャンドルで
クリスマスベアをつくろ
う」、クリスマス・スペシャル
おたのしみ会（高円寺図書
館）

「デジタルえほんにふれて
みよう！」1月10日～3月5
日（阿佐谷図書館）

おはなしたまごのおはなし
パーティ、おはなしと楽し
むバイオリンコンサート（宮
前図書館）

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」（阿佐谷
図書館）

16ミリフィルムこども映画
会、影絵であそぼう！（宮
前図書館）

「デジタルえほんＤＥ読み
聞かせ」第1～4回（阿佐谷
図書館）

春のおおきなおはなし会、
どろんこ座のわくわく紙芝
居（成田図書館）

スペシャル工作会「おりが
みこうさく」の実施（下井草
図書館）

劇団どろんこ座の紙芝居
＆工作会（成田図書館）

親子おりがみ教室「おひな
さまとくるんくるん」（高井
戸図書館）

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！、劇団
どろんこ座のわくわく紙芝
居劇場（阿佐谷図書館）

わらべうた連続講座（高井
戸図書館）

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、劇団ど
ろんこ座の紙芝居＆工作
会（阿佐谷図書館）

「歌と♪おはなし　たのし
むかい！？」と称し、現役
男女大学生による絵本の
読みきかせと歌を歌う行事
を実施（方南図書館）

親子でつくろう！バルーン
アート実施（南荻窪図書
館）

「親子でワイワイリトミック」
（方南図書館）

わくわく！パネルシア
ター、クリスマスおたのし
み会（南荻窪図書館）

としょかんカードケースの
工作会（下井草図書館）

おはなし会＆工作会「おさ
かなのモビールをつくろ
う!」(今川図書館)

親子おりがみ教室、わくわ
くハロウィンコンサート、ハ
ンドベルシスターズによる
クリスマスおたのしみ会
（高井戸図書館）

おはなし会＆工作会「おに
のでんでんだいこをつくっ
ちゃおう」、「ウィンタードー
ムをつくっちゃおう」を実施
（今川図書館）

スペシャルおはなし会、親
子おりがみ教室（高井戸図
書館）

職場体験中の中学生と一
緒に、おはなし会＆工作
会「おつきみぺったんこ!!」
(今川図書館)

「歌と♪おはなし　たのし
むかい！？」と称し、現役
男女大学生による絵本の読
みきかせと歌を歌う行事を実
施（方南図書館）

わらべうたストレッチ、日本
フィルハーモニー交響楽団
出張コンサート（方南図書
館）

おはなし会＆工作会「でん
ぐりでんぐりでんぐりこ」、
「クリスマスのブーツとベル
をつくっちゃおう」（今川図
書館）

かいぞくになっちゃおう（今
川図書館）

子どもと保
護者が一緒
に楽しむ事
業の実施

図書館

区
立
図
書
館
で
の
乳
幼
児
へ
の
支
援
の
充
実

（
重
点
的
取
組

）

全図書館にて、季節にあったこうさく会、おはなし会、人形劇等を実施

「こどものひろば」頌栄保育園出張おはなしかい（西荻図書館）

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」を実施（中央図書館及び高井戸図書館）

「親子でリトミック！」「わらべうた」（宮前図書館）
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平成28年度杉並区子ども読書活動推進計画

資料２

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

久我山保育園（4・5歳児）
出張おはなし会（宮前図書
館）

東田学童クラブにて出張
おはなし会を実施（成田図
書館）

久我山保育園・久我山東
保育園（３～5歳児）松庵保
育園（４．５歳児）出張お話
し会（宮前図書館）

久我山保育園出張おはな
し会（宮前図書館）

方南児童館にて「こんにち
は！絵本」絵本の選び方
や与え方についてブック
トークをまじえて実施（方
南図書館）

アスク西荻保育園（3～5歳
児）、大宮前保育園（5歳
児）久我山東保育園（3～5
歳児）、ひととき保育宮前
（1～3歳児）、松庵保育園
（4・5歳児）出張お話し会
（宮前図書館）

招待おはなし会（下井草図
書館）

松庵保育園父母会祭り参
加（宮前図書館）

上高井戸児童館にて出張
おはなし会（高井戸図書
館）

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182回 小学生76回

7月 ：41 館
　幼児182回 小学生68回

10月 ：41 館
　幼児365回 小学生91回

1月 ：41 館
　幼児359回 小学生92回

5月 ： 41館
　幼児374回 小学生91回

8月 ：8 館
　幼児27回 小学生9回

11月 ：41 館
　幼児436回 小学生141回

2月 ：41 館
　幼児445回 小学生97回

6月 ： 41館
　幼児474回 小学生147回

9月 ：41 館
　幼児403回 小学生101回

12月 ：41 館
　幼児194回 小学生57回

3月 ：41 館
　幼児213回 小学生52回

協力団体　34団体 協力団体　34団体 協力団体　34団体 協力団体　34団体

「のまりんの紙芝居劇場」
開催（方南児童館・方南図
書館協働事業）

児童館における
サービスの充実

保育園・幼稚園・
子供園における支
援の充実

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

児童館
児童青少年課
図書館

保育園・幼
稚園・子供
園・児童館
への支援

図書館

全図書館にて、区内の保育園、幼稚園、子供園、児童館へ団体貸出を実施
各図書館にて、図書館訪問、選本・貸出体験の受入

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）」にて出張おはなし会を実
施（永福図書館）

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

児童館主催のおまつりに出張おはなし会、リサイクル本の提供等で各図書館が参加

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
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平成28年度杉並区子ども読書活動推進計画

資料２

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

ボランティア
養成講座修
了生への支
援

ブックスタート16年目記念
ブックスタートボランティア
研修会（中央図書館）

図書館

第1回ボランティア連絡会
を開催（永福図書館）

ボランティア懇談会（西荻
図書館）

科学読物研究会の定例会
に資料準備協力（中央図
書館）

第2回ボランティア連絡会
を開催（永福図書館）

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（柿木図書館）

読み聞かせ連続講座（高
井戸図書館）

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（柿木図書館）
（高井戸図書館）

スペシャルお話会ボラン
ティア２団体が参加（高円
寺図書館））

子どもに読み聞かせする
父親グループのお話会ボ
ランティア受入、同グルー
プによる「お父さんがおす
すめする絵本」の常設展
示を開始（高円寺図書館）

「「釜寺のひみつ」ができる
まで」と称し絵本ができる
までの活動を紹介。原画
の展示も行う（方南図書
館）

おはなしぱたぽんの絵本
読み聞かせ講座（宮前図
書館）

ルピナス絵本の会と平成
29年度の打ち合わせ（下
井草図書館）

こどもの成長を護る杉並
ネットワーク主催・親と子で
たのしむおはなし会、会場
提供等協力（宮前図書館）

ボランティア連絡会開催
（方南図書館）

「ボランティア連絡会」開催
（方南図書館）

「第三回ボランティア連絡
会」開催（方南図書館）

ボランティア懇親会（阿佐
谷図書館）

ちいさいおうち文庫さんと
連携して「せなけいこさん
をよむ」をテーマにグルー
プ読書を実施(今川図書
館)

子どもの読書応援団(意見
交換会)（今川図書館）

泉南中・和田中英語科教
諭、ボランティアの協力を
得て、絵本「釜寺のひみ
つ」の英訳「The　Secret
of　Kama‐dera　Temple」を
制作（方南図書館）

ボランティア団体ルピナス
絵本の会と平成28年度協
同事業の打ち合わせ（下
井草図書館）

ちいさいおうち文庫さんと
連携して「エルサ・ベスコフ
をよむ」をテーマにグルー
プ読書を実施（今川図書
館）

ちいさいおうち文庫さんと
連携し、「トーベ・ヤンソン
ムーミンの世界をたのし
む」をテーマにグループ読
書を実施（今川図書館）

パネルシアター2回連続講
座　、紙芝居２回連続講
座、エプロンシアター連続2
回講座（高井戸図書館）

科学読物研究会の定例会
に資料準備協力（中央図
書館）

ちいさいおうち文庫さんと
連携して「あしながおじさ
んをよむ」をテーマにグ
ループ読書を実施(今川図
書館)

上半期貸与図書発送 下半期貸与図書発送

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

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、人形劇の開催
また、図書館員との協働によるおはなし会、あかちゃんタイム等の実施

新規ボランティアの受け入れ

地域家庭文庫毎月の定例会にて情報交換（中央図書館）

図書館
「地域・家庭
文庫」への
支援
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平成28年度杉並区子ども読書活動推進計画

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

昼休みに生徒有志による
ビブリオバトル（6/30井荻
中）

吹奏楽部との連携活動
「図書館コンサート」（7/8
東田中）

書評座談会（11/5)
絵本そうせんきょ（2/13-24
杉八小）

読書バイキング(教室で先
生が読み聞かせ・6/16松
ノ木小、6/22,24杉二小）

ビブリオカフェ（給食とのコ
ラボ・中瀬中7/14)

荻窪中生徒が井荻小で絵
本の読み聞かせ（10/25)
荻窪中生徒が桃三小で絵
本の読み聞かせ（11/18)

杉二小、東田小児童が東
田中学校図書館見学
（2/2,3)

リーディングバディ（6年が
1年に読み聞かせ・6/29杉
二小）

荻窪中生徒が桃三小で絵
本の読み聞かせ（7/1)
荻窪中生徒が井荻小で絵
本の読み聞かせ（7/4)

読後交流会「星の王子さ
ま」（10/8井荻中）

荻窪中生徒が西荻図書館
で未就学児へ絵本の読み
聞かせ（1/28)
荻窪中生徒が井荻小で絵
本の読み聞かせ（2/3)

給食とのコラボ
（4/19,5/16,5/24久我山
小）

天沼小・沓掛小・天沼中３
校合同おはなし会（7/23)

ビブリオカフェ（給食とのコ
ラボ）（11/25中瀬中）

大宮中生徒が済美小で絵
本の読み聞かせ（2/17)
済美小読書交流（2/18小3
と特支、小2と小5)

読書バイキング（11/25杉
二小）

ブックランチ（給食とのコラ
ボ、給食の時間に読み聞
かせ）（1/31,2/8井荻小）

荻窪小学校の生徒の本の
感想文を掲示（南荻窪図
書館）

給食とのコラボ（7/5,9/12
久我山小）

給食とのコラボ（10/6久我
山小）

読書貯金通帳（井荻小、年
間）

杉並第四小・杉並第八小・
高円寺中で「おすすめ図
書カード」の交流（7/6)

なかよし読書（異学年読書
交流）（11/24松ノ木小）

ペア読書（小2が小1へ読
み聞かせ）（2/13,14,20,21)

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
の運営体制
の確立

教育委員会人
事企画課
済美教育セン
ター

夏季休業中に図書館改装
及びレイアウト変更（馬橋
小、高井戸東小、高南中、
中瀬中、西宮中）

学校図書館
相互貸借シ
ステムの構
築と運用

教育委員会庶
務課
済美教育セン
ター

教職員研修
の充実

第１回司書教諭研修（小
7/1、中6/28）

教科等における学校図書
館活用・学校司書連携研
修（8/2）

第２回司書教諭研修（小
2/2、中1/30）

第１回司書教諭研修（中学
校）において、「ブックウェ
ビング」の演習

「教科等における学校図書
館活用・学校司書連携研
修」(午前）で教員と学校司
書の協働による読書指導
についての講義

杉教研中学校学校図書館
部研修会（6/8)でアニマシ
オンの演習

「教科等における学校図書
館活用・学校司書連携研
修」(午後）で「おためし読
書」の演習

学校における読書活動の推進

済美教育セン
ター

教育委員会庶
務課

　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：８８件　７～９月：９５件　１０～１２月：６５件　1月～３月：３８件

図書・施設・
設備の整
備・充実

学
校
図
書
館
の
充
実

（
重
点
的
取
組

）

項目

特
色
あ
る
読
書
活
動
の
推
進

教
職
員
の
指
導
体
制
の
充
実

学校ごとの
特色のある
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
※受付件数　　　　４～６月：６件　７～９月：２件　１０～１２月：１３件  １～３月：２７件

「学校図書館運営計画」を全校で作成

済美教育セン
ター

学校図書館活用モデル実践校（桃一小、松庵小、三谷小、天沼中、松渓中、向陽中、泉南中、西宮中　）

大宮小学校との共同企画展示「大宮としょしつだより
100号おめでとう」（永福図書館）

学校図書館
を活用した
教育活動
（新規）

読書指導の
充実

済美教育セン
ター
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平成28年度杉並区子ども読書活動推進計画

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

サポートデスクによる図書
室整備支援（5/31,6/10済
美養護学校）

サポートデスクによる図書
室整備支援(9/29済美養
護学校）

出張おはなし会大塚ろう学
校（高井戸図書館）

サポートデスクによる図書
室整備支援3/30済美養護
学校）

大塚ろう学校小学1、2年
生出張おはなし会（高井戸
図書館）

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（阿佐谷
図書館）

大塚ろう学校小学部重複
学級出張おはなし会（高井
戸図書館）

大塚ろう学校小学部重複
学級出張おはなし会（高井
戸図書館）

区立重症心身障害児通所
施設わかばへ読み聞かせ
（中央図書館）

読み聞かせボランティア講
習会（5/24浜田山小、6/21
大宮小）

読み聞かせボランティア講
習会（7/8桃井第四小）

家庭教育講座「杉原千畝」
（10/4荻窪中）

読み聞かせボランティア講
習会（1/24浜田山小）

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」（8/3）

高円寺読書さんぽ（10/15
高円寺中）

浜田山小学校PTA読み聞
かせ担当にホール貸出
（高井戸図書館）

保育園児来校、読み聞か
せ（6/10天沼小、6/22和田
小）

こども園児来校、読み聞か
せ（7/22杉並第二小）

保育園児へ小5の読み聞
かせ（10/27井荻小）

高井戸西子供園絵本コー
ナーの整理支援（2/14,21)

高井戸西子供園絵本コー
ナーの整理支援（11/8)

幼稚園児へ小１の読み聞
かせ（12/5富士見丘小）

保育園児へ小3の読み聞
かせ（10/17,18天沼小）

保育園児へ小3の読み聞
かせ（11/11杉並和泉学
園）

保育園
幼稚園
子供園

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

保育園・幼稚園・
子供園での読書
活動の充実

学校支援課
小中学校
済美教育セン
ター
図書館

全図書館にて、ＰＴＡによる団体貸出図書の選本などで連携 学校支援課
小中学校
済美教育セン
ター学
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

さざんか荻窪、和田教室へのブックトーク（中央図書館）

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（全校）。
新聞の切り抜き資料（情報ファイル）の作成をボランティアが行っている（沓掛小他）。
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平成28年度杉並区子ども読書活動推進計画

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

「多言語による読み聞か
せ」世界のことばで楽しむ
絵本と読み聞かせ（高井
戸図書館）

えいごで楽しむ夏休み（西
荻図書館）

「英語でたのしもう！クリス
マス」の実施（西荻図書
館）

外国語絵本を言語ごとに
分け、見出し版を設置（下
井草図書館）

世界のことばであそぼう
（成田図書館）

クリスマスの英語絵本を展
示（下井草図書館）

世界のことばで楽しむ手
遊びと絵本読み聞かせ
（高井戸図書館）

英語と子育て講座（高井戸
図書館）

世界のことばで楽しむ手
遊びと絵本読み聞かせ
（高井戸図書館）

所蔵する紙芝居、大型絵
本のリスト作成及び展示
（永福図書館）

中央図書館作成パスファ
インダー「子どもに手渡す
本を探す」掲載資料の購
入及びリストの設置（永福
図書館）

ビッグブックの所蔵リストを
館内に設置（下井草図書
館）

グループ読書で取り上げ
た作家をきっかけに「絵本
界の巨匠」をテーマに絵本
を展示（今川図書館）

「読売中高生新聞」「読売
ＫＯＤＯＭＯ新聞」の購読
を開始（中央図書館）

職員対象に蔵書アンケー
ト（阿佐谷図書館）

シリーズで所蔵している基
本書は、買い替えの際、シ
リーズごとに需要の高い
形態に統一して購入（永福
図書館）

子ども対象
のレファレン
スの充実

パスファインダー「子どもに
手渡す本を探す」作成、学
校司書等に送付。「食文化
について調べる」作成（中
央図書館）

『あたらしいほん』のサイン
の刷新、ＹＡ展示のポス
ター作製・掲示（中央図書
館）

児童イベントの案内板を刷
新、9門の海外の著者見出
し板を増設、ＥＹの点字資
料の背表紙に内容を表す
記号を貼付（永福図書館）

絵本（ＥＹ）の背ラベル、案
内パネルの刷新（中央図
書館）

小型絵本のコーナーを刷
新。ＥＲ資料「イソップ・グリ
ム・アンデルセン」の背表
紙に著者名シールを貼付
（永福図書館）

あかちゃん絵本をおはなし
のこべや前へ配置替え
（南荻窪図書館）

中学生の職場体験にて絵
本の書架見出しを作成（阿
佐谷図書館）

ＥＹの書架の内容別見出し
板の見直しに着手（永福
図書館）

保存書庫（絵本）と絵本小
型棚の整理、シリーズ絵
本の書架見出しの更新
（阿佐谷図書館）

児童書架案内図のポス
ターとチラシを館内に設置
（下井草図書館）

オムツ台の案内板掲示（下
井草図書館）

あかちゃんを対象にしたか
みしばいに表示をつけ別
置（今川図書館）

おはなし会終了後、読み
聞かせをした絵本などを紹
介する「おはなし会ボード」
を設置(今川図書館)

おはなし会＆工作会をお知
らせするボードを1階の階
段下に設置(今川図書館)

2階児童コーナーに小さい
書架を新設。分類ごとに分
かれていた一部のシリー
ズ本をまとめて別置(今川
図書館)

図書館等における読書活動の推進

項目

子ども向け
外国語図書
の充実（新
規）

子
ど
も
向
け
資
料
の
整
備
・
充
実

利
用
し
や
す
い
施
設
づ
く
り

「えいごえほんおはなし会」の実施（西荻図書館）

子ども向け
資料の情報
提供と資料
の充実

計画的な児
童書の充実

わかりやす
い書架案内
やサインの
作成

図書館

図書館

全図書館にて、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
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平成28年度杉並区子ども読書活動推進計画

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

「教えて！あさがやぶんし
にゃん」（阿佐谷図書館）

図書館利用講座ＯＰＡＣの
使い方（高井戸図書館）

「わたしもぼくもとしょかん
いん」（南荻窪図書館）

「図書館たんけん隊」（高井
戸図書館）

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
（方南図書館）

「としょかんをたんけんしよ
う!」(今川図書館)

だれにでも
やさしい図
書館づくり

ベビーシート設置（阿佐谷
図書館）

子ども読書の日イベント
「杉山亮さんのものがたり
ライブ」（中央図書館）

全図書館にて、夏休みスタ
ンプラリーを実施

すぎなみ本の帯アイデア
賞の募集・審査会・決定
（中央図書館）

「プラネタリウム　in　永福
図書館（３回公演）」を実施
（永福図書館）

子ども読書月間行事「えい
ふく読書ビンゴ2016」（永福
図書館）

科学工作会として、永福か
がく研究所「光るスライム、
三たび！」を実施（永福図
書館）

魔女とコウモリの変身工作
会（中央図書館）

「人形劇団こぱん」による、
人形劇を実施（柿木図書
館）

毎月絵本、童話等から児
童向けクイズの実施（西荻
図書館）

夏休み工作会「レインボー
スコープを作ろう」（柿木図
書館）

冬休みチャレンジ２０１６
「図書館に行こう！」～め
ざせ図書館はかせ～（中
央図書館）

「ぬりえひなまつり」を実施
（柿木図書館）

貸出します＜この本しって
る！かいたのだ～れ？
＞、おもしろ科学遊び「くう
きで遊ぼう―ロケット・ポ
ン！」（阿佐谷図書館）

ワークショップ「ぼくのまち
をつくろう！」、「ぼくのまち
をつくろう！」の原画展（宮
前図書館）

荻窪小に出張し、全クラス
（22クラス）にブックトークを
実施（南荻窪図書館）

消しゴムはんこでメッセー
ジカードを作ろう！（宮前
図書館）

科学こうさく会「おりこうご
ま」（高円寺図書館）

冬休みスタンプラリー、図
書館お仕事体験ツアーを
実施（下井草図書館）

子どもと楽しむグリムのお
はなし会、工作会　「伝承
遊び　ぶんぶんごまをつく
ろう」（成田図書館）

パラシュートを作ろう、図書
館クイズ、きらきらスノー
ドームをつくろう（成田図書
館）

「おたのしみ読書バッグ
2016」と称し中身のわから
ない資料のコメントを読み
貸出する行事を実施（方南
図書館）

プラネタリウム３回上映
星のおはなしや絵本の読
み聞かせ等もあり、こども
の本の福袋（西荻図書館）

四宮小、三谷小に出張し、1、2年生を対象としたブックトークを実施
1年生を対象に図書館見学会を実施（柿木図書館）

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（中央図書館）

全図書館にて、本の展示

小
学
生
を
対
象
と
す
る
事
業
の
実
施

図書館ガイ
ドの配置

利
用
し
や
す
い
施
設
づ
く
り

本を利用し
た体験事業
の実施

「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（方南図書館）

図書館

図書館
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平成28年度杉並区子ども読書活動推進計画

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

夏休み工作会「ホバークラ
フトをつくろう！」（西荻図書
館）

葉っぱワークショップ「図書
館樹木マップづくり」～身
近な葉っぱでアート体験
～、本のおたのしみバッグ
（今川図書館）

切り紙ワークショップ「切り
紙でブックマークを作ろう」
「切り紙でピーターラビット
のポップアップカードを作
ろう」（阿佐谷図書館）

夏休みエコ工作会「ペー
パーしんでまんげきょう」
（阿佐谷図書館）

「初読みくじ」（阿佐谷図書
館）

戦後71年平和を考える特
別展示「広島・長崎原爆パ
ネル展」戦後71年平和を考
える特別映画会「はだしの
ゲン①②」（阿佐谷図書館）

新春工作会「ぽんぽんで
干支をつくろう！」実施（南
荻窪図書館）

バリアフリーを考える特別
展示「世界のバリアフリー
絵本展」（阿佐谷図書館）

第13回本の帯アイデア賞
授賞式（中央図書館）

講演会「カブト・クワガタを
見てみよう！」工作会「まん
げきょうをのぞいてみよ
う！」（南荻窪図書館）

科学あそび教室（高井戸図
書館）

「木の皮が紙に変身！」と
称し和紙工房の見学と流
れすきの体験が出来る行
事を実施（方南図書館）

「めざせ生きもの図鑑マス
ター」と称し図鑑の使い方
と本物の生きものの扱い方
を学ぶ行事を実施（方南図
書館）

高井戸東小1年生に対し、
おはなし会＆ブックトーク
（高井戸図書館）

第17回図書館を使った調
べる学習コンクール作品募
集
応募作品531点（小学校38
校、中学校2校、個人7作
品）

第17回図書館を使った調
べる学習コンクール作品
審査会・表彰式開催。第３
次予備審査に参加

子ども読書
会の実施

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

調べ学習に
向けた支援

図書館
小学校

図書館

各図書館にて、長期休暇時に多目的室等を学習室として提供。特に夏休みは行事と合わせて広報している。
今年度から冬休みも広報を始めた。
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平成28年度杉並区子ども読書活動推進計画

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

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（中央図書館）

職場体験の中学生が選ん
だ「夏休みおすすめ図書」
のブックリストを近隣中学
校へ配布（下井草図書館）

「永福ＹＡ通信2017年春
号」を発行（永福図書館）

「永福ＹＡ通信2016年春
号」を発行、近隣中学校・
都立中央ろう学校へ配布
（永福図書館）

卒業する小学6年生に贈る
「中学校の図書室へようこ
そ」と題したブックレットを
近隣の中学校司書と連携
して作成。近隣の小学校
へ配布（今川図書館）

新中学生・新高校生向け
のおすすめの本の展示、
リスト作成配布（宮前図書
館）

名作文庫通信 春・夏号を
発行（下井草図書館）

児童青少年課
が主催する
「ユースプロ
ジェクトすぎな
み」との協働

図書館
児童青少年課

松ノ木中学校学校司書と
連携し「リアル中学生おす
すめ本」リストを制作する
企画を始動（永福図書館）

図書館ツアー東田中図書
委員（成田図書館）

松ノ木中学校学校司書と
連携し「リアル中学生おす
すめ本」リストを発行（永福
図書館）

近隣の中学生に書いても
らった、おすすめの本の手
づくりカードと本を展示（西
荻図書館）

「英語を得意科目にしよう」
大人13名・中高生8名の参
加（高井戸図書館）

東原中・阿佐ヶ谷中にて出
張講座「おすすめ本のPOP
広告作成講習会」完成した
POP作品は後日図書館に
て展示（阿佐谷図書館）

YAコーナー展示「図書館
に来てくれたYAたちのオス
スメ本」実習生作成ポップ
と本の展示（高円寺図書
館）

荻窪中の中学生がおはな
し会に参加（西荻図書館）

近隣の中学校と連携して
作成したブックリスト「Dog
ears」に掲載した本の展示
とブックリストの配布(今川
図書館)

東原中学校聞かせや本舗
「中学生によるお祭りワッ
ショイおはなし会」（阿佐谷
図書館）

展示「中学生がすすめる
私のオススメ本」（西荻図
書館）

ＹＡギャラリー「手作り絵
本」（東原中3年、天沼中3
年が家庭科の授業で製作
した作品）（阿佐谷図書館）

職場体験に来た中学生に
よるマナーメッセージの帯
をつけ、汚破損資料を展
示（阿佐谷図書館）

ＹＡ展示「POPで紹介しま
す！中学生が選んだ本―
杉森中学校2年生編」（阿
佐谷図書館）

杉森中・阿佐ヶ谷中にて出
張講座「おすすめ本の
POP広告作成講習会」完
成したPOP作品は後日図
書館にて展示（阿佐谷図
書館）

ＹＡ展示「POPで紹介しま
す！中学生が選んだ本―
東原中学校図書委員編」
（阿佐谷図書館）

職場体験に来た井荻・中
瀬中学校の生徒たちによ
るおすすめ図書の展示
（下井草図書館）

ＹＡコーナーのリニューア
ル（柿木図書館）

ＹＡコーナーリニューアル
（西荻図書館）

各図書館にて、春休みに
多目的室等を学習室とし
て提供。今年度から春休
みも広報を始めた。

展示の規模を拡大し、机と
壁を利用して、より目立つ
ＹＡ展示を開始（高円寺図
書館）

図書館
中学校・高校

中学生・高
校生との連
携

図書館

ブックリスト
の作成

中
学
生
・
高
校
生
向
け
の
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

（
重
点
的
取
組

）

YAルームの
開設

ユースプロジェクトすぎなみ休会

図書館

10 / 13 ページ



平成28年度杉並区子ども読書活動推進計画

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。同時に読み聞か
せ、図書館ガイダンスなど
を実施

文化学園大学杉並中学校
に対し、障害を考える資料
の一つとして点字資料･点
字絵本を貸出（中央図書
館）

選定の方法、学年毎の選
書のポイントについて資料
を用意し、保護者に説明
（中央図書館）

来館選本時に配布する、
団体貸出選定基準のちら
しを刷新(永福図書館）

来館選本時、選定の手順
をまとめたプリントの配
布、手順の説明及び案内
を表示（永福図書館）

団体選本時のボード（利用
案内）を作り替え、「ＹＡお
すすめ本」のボードを変更
（宮前図書館）

【中学校職場体験】
中央図書館＝松ノ木中2名、
向陽中2名、九段中等教育1名
永福図書館＝中央ろう学校2
名、大宮中3名
柿木図書館＝井荻中3名
高円寺図書館＝高南中4名、
杉森中4名、高円寺中4名（訪
問）
宮前図書館＝西宮中2名
成田図書館＝松ノ木中2名
西荻図書館＝西宮中2名、井
荻中1名
阿佐谷図書館＝杉森中2名
下井草図書館＝杉森中4名、
井荻中2名
高井戸図書館＝高井戸中1
名、向陽中2名
方南図書館＝泉南中4名、中
野区立南中野中3名
今川図書館＝井荻中2名、井
草中2名

【小学校図書館見学等】
高井戸図書館＝国立学園3年
生調べ学習インタビュー1名
今川図書館＝桃井第四小学
校まちたんけん

【高校生職場体験等】
永福図書館＝西高1名ボラン
ティア
宮前図書館＝西高3名ボラン
ティア
成田図書館＝西高1名ボラン
ティア、東田小教員1名
高井戸図書館＝中央ろう学校
2名、杉並総合高インターン
シップ4名、西高1年ボランティ
ア活動1名、成蹊小4年調べ学
習インタビュー1名

【中学校職場体験】
中央図書館＝荻窪中1名
高円寺図書館＝高円寺中2
名
宮前図書館＝神明中2名、荻
窪中2名
成田図書館＝東田中2名、阿
佐ヶ谷中4名
西荻図書館＝荻窪中2名、阿
佐ヶ谷中1名
阿佐谷図書館＝荻窪中1名、
天沼中2名
南荻窪図書館＝神明中3名、
松渓中3名
下井草図書館＝荻窪中1名
高井戸図書館＝松渓中2名
方南図書館＝杉並和泉学園
4名
今川図書館＝荻窪中4名、天
沼中4名

【小学校図書館見学等】
中央図書館＝杉七小1年
永福図書館＝永福小4名
宮前図書館＝さざんか宮前
教室
高井戸図書館＝職場体験大
塚ろう学校小学5年生
社会科インタビュー高井戸東
小学校4年生、高井戸小3年
生
今川図書館＝井荻小学校ま
ちたんけん、桃四小まちたん
けん

【中学校職場体験】
宮前図書館＝明星中2名、宮
前中4名
南荻窪図書館＝宮前中2年3
名
下井草図書館＝中瀬中4名

【小中学校図書館見学等】
高円寺図書館＝杉三小2年
35名、杉八小2年5名
宮前図書館＝高井戸第二小
学校まちたんけん
成田図書館＝杉並第二小学
校2年、東田小2年まちたんけ
ん
阿佐谷図書館＝並第一小学
校2年あさがやたんけん、杉
並第九小学校3年図書館訪
問
南荻窪図書館＝沓掛小2年
高井戸図書館＝高井戸東小
３年お仕事体験、高井戸東小
２年まちたんけん、浜田山小
２年まちたんけん、向陽中１
年公共施設訪問
方南図書館＝方南小2年、6
年
今川図書館＝井荻小学校ま
ちたんけん

【高校生職場体験等】
高井戸図書館＝大東学園高
校1名

【中学校職場体験】
宮前図書館＝神明中6名
成田図書館＝東田中１名
阿佐谷図書館＝文化学園大
学杉並中2名
南荻窪図書館＝富士見ヶ丘
中２名、文化学園大学杉並中
学校２名
高井戸図書館＝富士見ヶ丘
中学校2名

【小中学校図書館見学等】
宮前図書館＝宮前中3名
成田図書館＝東田小3年まち
の仕事体験
高井戸図書館＝東田中1名

【高校生職場体験等】
成田図書館＝大泉高校1名

全図書館にて、近隣小中学校への団体貸出を実施。また、調べ学習図書の提供、及び団体貸出を実施

調べ学習の新刊リストを学校司書あて送付（中央図書館）

図書館

図書館

学
校
へ
の
支
援
の
充
実

学
校
へ
の
支
援
の
充
実

学校への団
体貸出

職場体験を
はじめとす
る実習の受
け入れ

学級貸出選
定への支援
（新規）
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平成28年度杉並区子ども読書活動推進計画

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

乳幼児向け行事案内チラ
シの刷新に着手（永福図書
館）

広報すぎなみ１面・２面に
て図書館PR。あかちゃんタ
イム等紹介（中央図書館）

すぎなみ子育てサイト内す
ぎラボのお勧め絵本記事
に協力（中央図書館）

J:COMすぎなみニュース図
書館PR放送、あかちゃん
タイムも取材を受ける。（中
央図書館）

J:COM「デイリーニュース中
野・杉並」にて「世界のバリ
アフリー絵本展」や館内の
展示の紹介（阿佐谷図書
館）

パペットシアター☆トランク
☆による人形劇「おはなし
トランク」を、ブログ「てくて
く×なみすけ」にて発信（永
福図書館）

杉原千畝に関する展示に
ついて、報道機関への情
報提供、東京新聞、朝日新
聞、J：COM取材協力（中央
図書館）

杉並区子ども読書月間標
語を募集し、大賞を決定
応募855点（小学校18校、
中学校6校、個人7作品）

杉並区立図書館案内を刷
新

「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

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（生涯学習推進課）

「ちいさい子を持つおうち
の方へ（全館の定例児童
行事案内）」冊子の子ども
センターへの配布（中央図
書館）

各こどもセンターへ区立図
書館行事予定の情報提供
開始（中央図書館）

大宮小学校地域子育て
ネットワークへ、カレンダー
作成のため、次年度行事
予定の情報提供（永福図
書館）

各図書館にて、地域の子育てネットワーク（他にも町会の総会、入学式・卒業式など）へ出席
地域の子育てネットワーク情報誌にも図書館記事を掲載

読書活動に関わ
る地域情報の収
集・発信

図書館

読書活動に関する情報の発信

わかりやすい案内
地図の作成と配布
先の拡大

項目

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

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

わかりやすい情報
発信

図書館
生涯学習推進
課

各図書館にて、小・中学校へ図書館だよりや行事のお知らせを送付

関係機関と連携し
た情報提供

図書館

子
ど
も
向
け
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
の

充
実

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

12 / 13 ページ



平成28年度杉並区子ども読書活動推進計画

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30日）

第二回子ども読書活動推
進懇談会を開催
（10月18日）

第三回子ども読書活動推
進懇談会を開催
（1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14日）

第二回子ども読書活動推
進連絡会を開催
（10月17日）

第三、四回子ども読書活
動推進連絡会を開催
（1月12日）（3月2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

郷土博物館の企画展・特
別展と連携して各図書館
にて展示を実施

ゆうゆう今川館との連携
で、たなばた工作会「みん
なでつくろうたなばたかざ
り」を実施(今川図書館)

第２回すぎなみサイエンス
フェスタに、中央・永福・高
円寺図書館で合同出展

子ども・子育てメッセプレ
メッセに中央図書館が参
加し、子育て支援団体と交
流

第12回子ども・子育てメッ
セに中央・高円寺・方南図
書館で合同出展

ゆうゆう今川館との協働事
業として、「お正月あそび
をたのしもう」を実施（今川
図書館）

学校司書懇談会（成田図
書館）

高円寺中に昨年作成した
おばけの粘土細工と布の
一反木綿を貸出（宮前図
書館）

「松庵小　科学の祭典
2017」に出展。内容は「光
るスライムづくり！」（永福
図書館）

学校司書懇談会（西荻図
書館）

高井戸中にてギリシャ神話
と世界文化阿刀田高氏講
演会（高井戸図書館）

キャリア教育講師
杉並第九小学校6年（阿佐
谷図書館）

小学校、中学校学校司書
連絡会（阿佐谷図書館）

学校司書連絡会開催（下
井草図書館）

荻窪中「職場体験プレゼン
テーション」、井荻中「地域
の大人とのディスカッショ
ン」参加（下井草図書館）

映画「アンネの追憶」アン
ネのバラ関連行事として卒
業前の高井戸中3年の映
画鑑賞（高井戸図書館）

中瀬中「ビブリオカフェ（戦
国武将に関する図書の紹
介と給食の交流）」参加（下
井草図書館）

「学校司書連絡会」開催
（方南図書館）

子どもの読書応援団と称し
た近隣の小中学校の学校
司書との意見交換会を実
施(今川図書館)

高井戸中学校１年高井戸
図書館内でガイダンス　公
共図書館利用方法・図書
館マナーなど（高井戸図書
館）

近隣の小中学校の学校司
書に対し、障がい・バリアフ
リーに関する本紹介、ＹＡお
すすめ本紹介のリストを提
供（阿佐谷図書館）

中瀬中学校調べ学習講座
（下井草図書館）

高井戸学校調べ学習授業
時間内で図書館で資料探
し（高井戸中学校）

高井戸中学校１年理科調
べ学習ガイダンス（高井戸
中学校）

図書館
すぎなみ地域
大学

図書館
済美教育セン
ター
小学校
中学校

図書館
済美教育セン
ター
小学校
中学校

読書活動を
支援する地
域ごとの
ネットワーク
の構築

すぎなみ地域大学
との連携

生涯学習推進
課
図書館
郷土博物館

社会教育関係施
設等との連携

読書活動を推進するための体制と関係機関の協力・連携

子ども読書活動推
進懇談会の運営

地域図書館
を拠点とす
る学校図書
館支援体制
の確立

子ども読書活動推
進連絡会の運営

項目

済美教育センター学校図書館支援担当等と月１回、学校司書連絡会を開催（中央図書館）

区
の
関
係
機
関
と
学
校
と
の
連
携

（
重
点
的
取
組

）
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杉 並 区 子 ど も 読 書 活 動 推 進 懇 談 会 資 料 

平 成 2 9 年 ６ 月 ６ 日 

 

 

「杉並区子ども読書活動推進計画」の改定について（案） 

 

平成 29年度をもって、現在の「杉並区子ども読書活動推進計画」（平成 28・29年度）の

計画期間が終了するため、以下の方針に基づき改定します。 

 

１ 改定の基本方針 

   現在の計画に基づく、これまでの取組の成果と課題を検証するとともに、今後の時

代の変化等を見据えつつ、子どもの読書活動の更なる推進を図る。 

 

２ 計画期間 

   平成 30年度から平成 33年度（総合計画最終年度）までの４年間とする。 

 

３ 改定の主なポイント（裏面参照） 

   ・就学前人口の増加への対応 

   ・学校図書館の充実及び区立図書館との連携 

   ・特別な支援を必要とする子どもの読書活動の支援 

   ・東京 2020オリンピック・パラリンピックの開催を見据えた読書活動 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

平成 29年 ６月～   ・図書館協議会及び子ども読書活動推進懇談会での意見聴取 

・子ども読書活動推進連絡会（作業部会）での検討 

 ７月   第２回子ども読書活動推進懇談会 

９月   計画案の策定、区議会へ報告 

10月   区民等の意見提出手続実施(30日間) 

      11月   第３回子ども読書活動推進懇談会 

平成 30年 １月   改定計画の決定 

２月   区議会へ報告、公表 
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改定の主なポイント 

改定にあたっ

ての視点 
改定内容 

●就学前人口

の増加への

対応 

○就学前人口の増加に伴う保育施設等における子どもの読書活動の充実

を図るための修正を加える。 

・保育課が主催する保育士等を対象とする研修において、区立図書館職

員の専門性を生かした「読み聞かせの技術」や「絵本の選書」などを

内容とする講座を実施する。 

・子どもセンターなどとの連携による、「あかちゃんタイム」「あかちゃ

んおはなし会」等の区立図書館行事の情報提供を保護者へ行い、来館

につながるようきめ細かなＰＲを行う。 

●学校図書館

の充実及び

区立図書館

との連携 

○学校図書館の充実に伴う修正を加える。 

・文部科学省の定める「学校図書館ガイドライン」や新学習指導要領を 

 ふまえて、学校図書館の機能充実を図るための見直しを行う。 

・学校図書館活用実践校を拡大し、蔵書の充実を図るとともに多様な読

書活動を行い、その成果を各学校に広げていく。 

・学校司書の研修を充実していく。 

・子どもや保護者を対象に区立図書館で「調べ方講座」を実施し、「調べ

る学習コンクール」への参加を支援する。 

●特別な支援

を必要とす

る子どもの

読書活動の

支援 

○特別な支援を必要とする子どもに対し、図書館利用等について合理的

な配慮の提供に向けた施設整備等の見直しを行う。 

・学校図書館では、特別支援学級での読書活動に対して、読み聞かせや

本の紹介等の支援を行うとともに、ICT を活用した調べ学習への支援

をさらに進める。 

・区立図書館及び学校図書館では、コーナーやサインの工夫、資料の整

備により、読み書き障害等図書館利用に特別な支援が必要な子どもた

ちに対して合理的な配慮を行い、誰にでもやさしい施設整備を進める。 

・特別支援学校や児童発達支援事業所等に対し、区立図書館による資料  

 の団体貸出や出張おはなし会を実施する。 

●東京 2020 オ

リ ン ピ ッ

ク・パラリン

ピックの開

催を見据え

た読書活動 

○東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催に向けた機運醸成の

ための読書活動の推進について修正を加える。 

・各国を知るための本やオリンピック・パラリンピック関連の資料の紹

介、展示、おはなし会など、子どもたちの国際理解を深めるオリンピ

ック・パラリンピックに関連付けた事業を実施する。 

 



資料３（別紙）

   

〈「杉並区子ども読書活動推進計画」目標項目の達成状況〉 
 

平成 28年度の目標項目の実績では、「乳幼児と保護者を対象とする事業への参加者数」や「子どもを対象とする事業への参加者数」が現計画の平成 

29年度目標を達成するなど、取組の成果は概ね順調に現われている。しかし、中学生の「未読者の割合」は増加しており、更なる取組の強化が必要と

されている。 

 

※１ 未読者とは、1か月平均で本を 1冊も読まない小学 3～6年生、中学 1～3年生のこと。杉並区教育委員会『特定の課題に対する調査・意識・実態調査』による。  

※２ 学校図書館図書標準：公立の義務教育学校における学校図書館の図書の整備を図る際の目標として文部科学省が設定した、小・中学校の図書館に整備すべき蔵 

書数として定めたもの、 

※３ 「学校図書館の一人当たり年間貸出冊数」の平成 33年度目標は、「杉並区総合計画」で定めた目標値 

※４ 文部科学省『全国学力・学習状況調査』による 

目 標 項 目 
H26年度 

実績 

H28年度 

実績 

H29年度 

目標 

H33年度 

目標 

目標 

達成状況 

改定後の計画での扱い 

 

①未読者の割合※1 
小学校 4.9% 4.3% 0% 0% 未達成 引続き目標項目とする 

中学校 8.2% 9.1% 0% 0% 未達成 引続き目標項目とする 

②学校図書館図書標準 

100％※2達成の学校の割合 

小学校 59.5% 70.7% 80% 80% 未達成 引続き目標項目とする 

中学校 43.5% 60.9% 80% 80% 未達成 引続き目標項目とする 

③読書活動指導計画策定

校の割合 

小学校 100％ 100％ 100％ ― 
達成 目標を達成したため、今後の目標項目から削除 

中学校 100％ 100％ 100％ ― 

④学校図書館の一人当た

り年間貸出冊数 

小学校 38.5冊 42.7冊 39冊 40冊※3 達成 引続き目標項目とする 

中学校 9.1冊 9.8冊 14冊 15冊 未達成 上方修正のうえ引続き目標項目とする 

⑤乳幼児と保護者を対象とする事

業への参加者数 
13,156人 16,597人 15,000人 18,000人 達成 上方修正のうえ引続き目標項目とする 

⑥子どもを対象とする事業への参

加者数 
42,283人 43,259人 43,000人 45,000人 達成 上方修正のうえ引続き目標項目とする 

⑦区立小・中学校への調べ学習資料

貸出冊数  
20,560冊 14,160冊 21,000冊 ― 未達成 

実績は減少に転じており、学校図書館の資料の充

実がその要因と考えられる。この流れは今後も続

くと予想され、減少傾向の数値を引続き目標項目

にすることは不適当であるため、今後の目標項目

から削除する。 

⑧「読書が好きだ」という

質問に対する肯定率※4 

小学校 75.3% 74.3% ― 80% 
新規追加 新たに目標項目として追加 

中学校 69.9% 70.1% ― 75% 


