
平成 30年７月９日 

平成 30年度 第１回 杉並区子ども読書活動推進懇談会 次第 

 

１ 開会  

               

２ 館長あいさつ 

 

３「杉並区子ども読書活動推進計画」「杉並区子ども読書活動推進懇談会」に 

ついて（資料１）（資料２） 

 

４ 委員、職員の自己紹介 

   

５ 平成 29年度子ども読書活動推進計画進捗状況の報告について（資料３） 

 

６ 平成 31年度以降の図書館の動向について 

 

７ その他、自由討議（各委員持ち寄り資料） 

                                            

８ 事務連絡（次回開催予定）         

平成 30年 10月 日（  ）   時～ 

 



資料１

構　　成 人数 氏　　名 職名等 推薦母体

岩崎
イワサキ　

　久美子
クミコ

放送大学教授

スギヤマ　カナヨ 絵本作家

子ども読書活動関係団体 1 滝田
タキタ

　恵子
ケイコ

ジルベルト文庫 杉並文庫・サークル連絡会

楠本
クスモト

　眞知子
マチコ

石川
イシカワ

　貴善
タ カ ヨ シ

中山
ナカヤマ

　美由紀
ミ ユ キ

鈴木
スズキ

　知
トモ

徳
ノリ

杉並区立杉並第一小学校長 杉並区立小学校

赤荻
アカオギ

　千恵子
チエコ

杉並区立松溪中学校長 杉並区立中学校

学校代表 2

平成30年度　杉並区子ども読書活動推進懇談会　名簿

学識経験者 2

公　　　募 3



資料２ 

杉並区子ども読書活動推進懇談会運営要綱 

平成 26年３月 24日 

杉教第 12000号 

 

改正 平成 30年２月 27日杉教第 10207号 

 

杉並区子ども読書活動推進委員会設置要綱（平成 16年５月 14日杉教第 1618号）の全部

を改正する 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、杉並区子ども読書活動推進懇談会（以下「懇談会」という。）の運営

に関し必要な事項について定めるものとする。 

（目的） 

第２条 懇談会は子ども読書活動に関し、次に掲げる事項について、広く意見を聞くことを

目的とする。 

(１) 「杉並区子ども読書活動推進計画」に係る事業に関すること。 

(２) その他、子ども読書活動推進に必要な事項 

（構成） 

第３条 懇談会は、次に掲げる者をもって構成する。 

(１) 学識経験者 ２名以内 

(２) 子ども読書活動関係団体から推薦を受けた者 １名 

(３) 公募による区民 ３名以内 

(４) 区立小・中学校の図書担当の教職員 ２名以内 

（運営） 

第４条 懇談会は、必要に応じて中央図書館長が招集する。 

２ 懇談会の司会、進行については、懇談内容ごとに適した者を選出する。 

３ 中央図書館長は、会議に際し必要があると認めるときは、関係者及び関係職員の出席を

求め、意見を聴くことができる。 

４ 懇談会は、公開とする。 

５ 懇談会は平成 34年３月 31日までの期間において、必要に応じて開催する。 

（庶務） 

第５条 懇談会の庶務は、中央図書館において処理する。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、中央図書館長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 26年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30年 2月 27 日杉教第 10207号） 

この要綱は、平成 30年 4月 1日から施行する。 



資料３

杉並区子ども読書活動推進計画

平成29年度第１～４四半期

※年度内に行った子ども読書活動推進事業を、四半期ごとに分け記載しています。

杉並区子ども読書活動推進
進捗管理票



平成29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

プレママ・プ
レパパへの
読み聞かせ
講座

保健センター
図書館

あかちゃん
タイム

うたってあそぼ！あかちゃ
ん大集合（阿佐谷図書館）

映画会「子どもに本を－石
井桃子の挑戦」（成田図書
館）

あかちゃんおもちゃの工作
会「ナタリーパペットを作ろ
う」（成田図書館）

子育て応援事業
「発達障害の子どもと特別
支援教室」（成田図書館）

子育て応援講座
「今が貯め時！ゆるっと、
ざくっと、かんたん家計管
理術（成田図書館）

はじめよう！ベビーサイン
（成田図書館）

天野ひかりさん子育て講
座「AI（人工知能）に負けな
い子どもの育て方」（高井
戸図書館）

英語と子育て講座
「発達障がいのお子さんに
良い英語フォニックス指導
報」（高井戸図書館）

英語と子育て「大人のため
の英語絵本読み聞かせ講
座」（高井戸図書館）

天野ひかりさんの子育て
講座「0才からの親の会話
が賢い子をつくる！」
(高井戸図書館）

堀ノ内子供園で保護者向
「絵本の選び方」講演と
ブックトーク
（方南図書館）

「絵本のよみかた・えらび
かた～ブックスタート後の
こどもたちへ」
（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

母親学級での絵本の展示

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）

「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

図書館

図書館情報を子育て便利帳で周知

親子でリトミック！（奇数月）、親子でうたおう！わらべうた（偶数月）（宮前図書館）

「歌と♪おはなし　たのしむかい！？（現役男女大学生による絵本の読みきかせと弾き語り）」
（隔月・方南図書館）

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

全図書館にて、あかちゃんおはなし会を実施
　月１回（中央、柿木、高円寺、宮前、成田、西荻、南荻窪、今川）
　月２回（永福（年齢別）、阿佐谷）　月３回（方南（年齢別））
　週１回（下井草、高井戸）

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
　月１回（柿木、高円寺、西荻、今川）
　月２回（阿佐谷、方南）　月３回（宮前、成田）
　週１回（中央、永福：月２回→７月から週１回、南荻窪、下井草、高井戸）

ブックスタート事業
の充実

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（月1回・永福）

あかちゃん
おはなし会 ふわふわタイム（あかちゃんおはなし会・高井戸子どもセンターからの案内、おしゃべりタイム）

（奇数月・宮前図書館）

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（赤ちゃん向け行事
のPRやあかちゃんタイム）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

項目

出産を控え
た家庭への
情報提供

保護者向け
講座の実施

区
立
図
書
館
で
の
乳
幼
児
へ
の
支
援
の
充
実

（
重
点
的
取
組

）

子どもと保
護者が一緒
に楽しむ事
業の実施

2 / 20 ページ



平成29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

家庭・地域等における読書活動の推進

項目

えほんライブ「親と子で楽
しむおはなし会」（中央図
書館）

夏のスペシャルおはなし
会、秋のあおぞらおはなし
会（中央図書館）

スペシャルおはなし会
（中央図書館）

子ども16ミリ映画会
「走れメロス」
（中央図書館）

ハロウィン工作会
～迷路とマント作り～
（中央図書館）

「えいふくぶくろ」の実施
（永福図書館）

クリスマス工作会
「びっくり箱をつくろう」
（中央図書館）

プラネタリウムin永福図書
館（永福図書館）

クリスマスツリー飾り
（中央図書館）

赤ちゃんと一緒に楽しむ
わらべうたの会
（高円寺図書館）

聞いて楽しむおはなし会の
世界（中央図書館）

ふゆのあったかおはなし会
（宮前図書館）

あおぞらおはなし会、ぬい
ぐるみお泊り会、スペシャ
ルおはなし会（中央図書
館）

ちょっぴりこわいおはなし
会（永福図書館）

人形劇「おはなしトランク」
（永福図書館）

移動式プラネタリウム
「宮前図書館から宇宙に」
（宮前図書館）

のまりんの紙芝居劇場（永
福・方南図書館）

こわ～いおはなし会（宮前
図書館）

ボランティアグループに
よる「はじまるはじまる
クリスマス」（永福図書館）

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）

あかちゃんと一緒に楽しむ
わらべうたの会（高円寺図
書館）

こわ～いおはなし会、頌栄
保育園「こどもの広場（保
育士さんによるおはなし
会）」、なつやすみキラリキ
ラキラおはなしかい、おば
け？かいじゅう？なつのお
はなしかい、ハンドベルコ
ンサート（西荻図書館）

人形劇「ブレーメンの音楽
隊」「おむすびころりん」

「英語の会」講師による
英語おはなし会
（高井戸図書館）

おおきなおはなし会（成田
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」、親子で
楽しむ夏のスペシャルおは
なし会、背筋がゾクッと！
夏のこわ～いおはなし会
（阿佐谷図書館）

絵本作家（織茂恭子、えぐ
ちよしこ）によるワーク
ショップ（高円寺図書館）

親子工作会「メッセージ
カードをつくろう」
（高井戸図書館）

劇団どろんこ座のわくわく
紙芝居劇場(成田・阿佐谷
図書館）

親子でつくろう！スイスイと
んでくてづくりひこうき、夏
のスペシャルおはなし会
（下井草図書館）

クリスマス工作会（目の動
サンタクロースとカード・高
円寺図書館）

親子おりがみ
「はらぺこあおむし」
高井戸図書館

図書館

児童向けクイズの実施（毎月・西荻図書館）

図書館

各図書館でおはなし会の実施

えいごえほんおはなし会の実施（西荻図書館・毎月第３金曜日）

児童向けクイズの実施（西荻図書館）

区
立
図
書
館
で
の
乳
幼
児
へ
の
支
援
の
充
実

（
重
点
的
取
組

）

子どもと保
護者が一緒
に楽しむ事
業の実施

子どもと保
護者が一緒
に楽しむ事
業の実施

3 / 20 ページ



平成29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

家庭・地域等における読書活動の推進

項目

おはなし会フェスタ、おは
なし○○を使って！（阿佐
谷図書館）

親子おりがみ教室「パン
ダ」（高井戸図書館）

クリスマススペシャルお楽
しみ会（ハンドベルコンサ
ートとおはなし・高円寺図
書館）

リズムに合わせて親子で
歌ったり身体を動かして
遊んだりする
（方南図書館）

バルーンアート工作会(南
荻窪図書館)

ちょっぴりこわいおはなし
会、夏のスペシャルおはな
し会み～んなあつまれ！
（方南図書館）

でんしゃスペシャルおはな
し会（宮前図書館）

子ども映画会
「ふるさと再生　日本の
昔話」（方南図書館）

親子折り紙教室　なつのむ
しといきもの、スペシャルお
はなし会（高井戸図書館）

東田学童クラブにて出張お
はなし会（成田図書館）

映画会「注文の多い料理
店」「どんぐりと山猫」

開館10周年お正月企画
二胡と馬頭琴の朗読コン
サート
（今川図書館）

わらべうたストレッチ、みん
なでニコニコ６月のスペ
シャルおはなし会（方南図
書館）

パネルシアターココナッツ
がやってくる「秋の恵みを
歌ってお祝い」（西荻図書
館）

おはなし会＆工作会
「キューブカレンダーを
つくろう」
（今川図書館）

方南児童館にて絵本の選
び方や親子での楽しみ方
についてのブックトークと
解説（方南図書館）

てあそび＆わらべうた
（西荻図書館）

開館10周年記念
「今川寄席」実施
（今川図書館）

つくるミュージアム
「掘って、分けて、考える」
（西荻図書館）

おはなし会&工作会
「ふわふわきものおひな
さまをつくっちゃおう」
（今川図書館）

頌栄保育園の保育士に
よる「こどもの広場（おは
なし会）」（西荻図書館）

みどりのカーテンで採れ
た、朝顔と風船カズラの
種を配付、園芸の本も
展示（今川図書館）

劇団どろんこ座の紙芝居
&クリスマス工作会
（阿佐谷図書館）

人形劇「にんじんさん
ごぼうさんだいこんさん」
（阿佐谷図書館）

クリスマスおはなし会
（阿佐谷図書館）

年の瀬おはなし会＆
お正月工作会
（阿佐谷図書館）

クリスマスお楽しみ会
（南荻窪図書館）

冬休みスタンプラリー
（南荻窪図書館）

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）

親子おりがみ教室「いぬと
こま」（高井戸図書館）

クリスマスおたのしみ会
（高井戸図書館）

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

）

子どもと保
護者が一緒
に楽しむ事
業の実施

4 / 20 ページ



平成29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

家庭・地域等における読書活動の推進

項目

月齢・年齢で2クラスに分
け、リズムニ合わせて親
子で身体を動かす（方南
図書館）

今川図書館10周年児童書
リサイクル市（一般向）
（今川図書館）

おはなし会＆工作会「ゆら
ゆらこぼうしさんをつくろう」
（今川図書館）

高尾ビジターセンター職
員による「みどりのワーク
ショップ～高尾の森から
こんにちは」を実施（今川
図書館）

本の福袋「本のおたのしみ
バック」を貸出
（今川図書館）

今川図書館10周年児童書
リサイクル市（団体向）
（今川図書館）

宮前図書館の出張おはな
し会（３歳児、４・５歳児）大
型絵本、大型紙芝居の読
み聞かせ、手遊び、パネル
シアター（久我山保育園）

成田図書館の出張お話し
会（５歳）（中学生の職場体
験の一環）（杉並保育園）
宮前図書館の出張お話し
会（４・５歳）大型絵本、紙
芝居の読み聞かせ（大宮
前保育園）

下井草図書館の出張おは
なし会（にじのいるか保育
園）
方南図書館の出張おはな
し会（むさしの保育園）
成田図書館より年長向け
大型絵本・絵本・大きな
ペーパーを使ったお話し
（成田保育園）
宮前図書館より読み聞か
せ、大型絵本・紙芝居、手
遊びパネルシアター（久我
山東保育園、大宮前保育
園、久我山保育園、松庵
保育園、ひととき保育宮
前、久我山幼稚園）

宮前図書館からパネルシ
アター、絵本の読み聞か
せを行う（大宮前保育園
４～６歳児）、５歳児クラス
が図書館に選本に行き、
図書館で絵本の読み聞か
せをしてもらう（大宮前保
育園）

成田図書館の出張おはな
し会（成田保育園5歳児）

遠足が雨で中止になった
永福北保育園に絵本コー
ナーを開放
（永福図書館）

松庵保育園親子祭り
（宮前図書館）

下井草保育園を招待して
のおはなし会
（下井草図書館）

子供園では、週1回絵本の貸出と親子絵本貸出を行う。保護者ボランティアによる読み聞かせも行っている。

図書館

保育園
幼稚園
子供園

保育園・幼稚園・
子供園における支

援の充実

区内保育園・幼稚園・児童館への団体貸出の実施

子どもと保
護者が一緒
に楽しむ事
業の実施
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平成29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

家庭・地域等における読書活動の推進

項目

アスク西荻南保育園にて
出張おはなし会（宮前図書
館）

併設の「むさしの保育園」
による出前保育

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 ： 40館＋プラザ1所
　幼児166回 小学生37回

7月 ： 40館+プラザ１所
　幼児191回 小学生５８回

10月 ： 40館+プラザ１所
　幼児462回 小学生132回

1月 ： 40館+プラザ１所
　幼児408回 小学生78回

5月 ： 40館＋プラザ1所
　幼児441回 小学生77回

8月 ： 40館+プラザ１所
　幼児43回 小学生20回

11月 ： 40館+プラザ１所
　幼児463回 小学生105回

2月 ： 40館+プラザ１所
　幼児432回 小学生138回

6月 ： 40館＋プラザ1所
　幼児529回 小学生112回

9月 ： 40館+プラザ１所
　幼児476回 小学生110回

12月 ： 40館+プラザ１所
　幼児238回 小学生71回

3月 ： 40館+プラザ１所
　幼児273回 小学生115回

協力団体32団体 協力団体33団体 協力団体36団体 協力団体36団体

「のまりんの紙芝居劇場」
開催（方南図書館・方南児
童館協働事業）

大宮児童館の「チャレンジ
グループ（小１」にて出張お
はなし会を実施（永福図書
館）

大宮児童館の「チャレンジ
グループ（小１」にて出張お
はなし会を実施（永福図書
館）

大宮児童館の「うさぎちゃ
んの会」（1歳児対象）にて
出張おはなし会を実施（永
福図書館）

大宮児童館の「うさぎ」ちゃ
んの会」（1歳児対象）にて
出張おはなし会を実施（永
福図書館）

児童館主催「伝承あそび
市」に参加
（方南図書館）

ボランティア
養成講座修
了生への支
援

図書館

地域で活動
する人々と
の協力

図書館
生涯学習推進
課

ボランティア連絡会（永福
図書館）

ボランティア連絡会開催
（方南図書館）

科学読み物研究会の定例
会に資料準備協力（中央
図書館）

科学読み物研究会の定例
会に資料準備協力（中央
図書館）

ボランティア懇談会（西荻
図書館）

おはなし会の練習場所とし
てボランティアへ地下講習
室を貸出（永福図書館）

地域家庭文庫サークル連
絡定例会に参加・情報交
換（中央図書館）

ボランティア懇談会（阿佐
谷図書館）

あかちゃんおはなし会の
際、民生児童委員の方
に手伝っていただく
（宮前図書館）

すぎなみ地域大学「図書館
児童サービスボランティア
講座」の開催
（中央図書館）

冬のスペシャルおはなし会
（ボランティア団体と協働）
（下井草図書館）

第２回ボランティア連絡会
（永福図書館）

ボランティア連絡会の開催
（方南図書館）

ボランティアと協働で「小
学生のためのお話し会」
（永福図書館）

保育園・幼稚園・
子供園における支

援の充実

自
主
的
に
地
域
で
活
動
す
る
人
々
へ
の
支
援

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

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

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。また、学校で実施されている放課後等居場所においても、絵本の読
み聞かせを行うことがある。また、児童館向けの団体貸出も実施している。

児童館主催のおまつりに出張おはなし会、リサイクル本提供等で各図書館が参加

子ども・子育てプラザ和泉の「あつまれ！２・３歳」にて出張おはなし会を実施（月１回・永福図書館）

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（月１～２回・永福図書館）

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
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平成29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

家庭・地域等における読書活動の推進

項目

キラキラ屋さんによるクリ
スマススペシャルおはなし
会（今川図書館）

高二小地域子育てネット
ワーク会議参加
（宮前図書館）

ちいさいおうち文庫さんと
連携して「佐藤さとるさんを
読む」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
連携して「ビアトリクス・ポ
ターのピーターラビットを読
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
連携して「にしまきかやこさ
んを読む」をテーマにグ
ループ読書を実施（今川図
書館）

ボランティアの方に、おは
なし会、ふわふわタイム等
を手伝っていただく
（宮前図書館）

子どもの読書応援団と称し
たボランティア団体と意見
交換会（今川図書館）

民生委員の方に、あかちゃ
んおはなし会を手伝ってい
ただく（宮前図書館）

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」実施（今川図書館）

ボランティアの方による
大人のおはなし会
（高井戸図書館）

ボランティア連絡会開催
（方南図書館）

書店店主を招いて、トーク
イベントを開催
（今川図書館）

ちいさいおうち文庫と協
力して「ねずみくんのチョ
ッキ」シリーズのグループ
学習会を実施
（今川図書館）

次年度からの新規ボラの
方に支援・研修
（今川図書館）

「地域・家庭
文庫」への
支援

上半期貸与図書発送 下半期貸出図書発送 図書館

自
主
的
に
地
域
で
活
動
す
る
人
々
へ
の
支
援
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平成29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

読書バイキング（読んでほ
しい本の教室訪問）（杉二
小、松ノ木小）

小3が保育園児へ読み聞
かせ（天沼小）や中学生が
小学生へ読み聞かせ（荻
窪中）など

ギリシア神話と日本文化・
阿刀田高講演会（高井戸
中と共催）」
（高井戸図書館）

各校で1年間の読書記録ま
とめ、児童生徒の表彰

リーディングバディ（6年生
が1年生に読み聞かせ）
（杉二小）／図書委員によ
る下級生読み聞かせ（杉
九小）

夏休みの2日間、近隣小学
生・保護者に図書館開放
（松溪中）、5日間一般開放
見学会開催（高井戸中）

高井戸中図書室一般開放
（高井戸図書館）

学校図書館キャラクター決
定（沓掛小）

小3ビブリオバトル（杉四
小）

夏休みスペシャルおはなし
会（杉二小）に成田西子供
園、日の出幼稚園児も参
加

毎月の給食クイズ（高井戸
中）、本の返却をした人が引
ける新春お楽しみ抽選会実
施（高南中）

「校長先生の本棚」（おす
すめ本コーナー）設置・更
新（杉二小）

給食コラボ（杉八小、井荻
小、大宮小、済美小、久我
山小、永福小、東原中、宮
前中、高井戸中、松ノ木
中）

夏休み家庭科課題で、学
校図書館と栄養士がコラ
ボ：本に出てくる食事を調
理実習し、レポート提出
（高井戸中）

冬休みや読書週間に本の
福袋用意（複数校）

各学校で読書期間行事開催
（読書Tシャツ、シャッフル読
み聞かせ、ブックトラベル等）

読書通帳（家庭で読んだ本
を記録も）（杉八小、井荻
小）

夏休み課題「自由研究」
「理科新聞」のためのサイ
エンスブック紹介と読み方
指導（井草中）

6年生「あるかしら図書館」
（浜田山小）

来年度の同学年へのお
すすめ本紹介（高井戸小）

読書週間、旬間、月間行
事開催（ポイントカード／杉
十小）（読書マラソン／桃
五小）（くじ引き読書／高三
小）

放課後、希望者による読
書会実施（向陽中）

本の帯作成、書評座談会
参加（中学校14校）

杉森中ＰＯＰを杉一小で
掲示、和田中から和田
小へのＰＯＰ掲示

理科教員と連携して、休み
時間に学校図書館資料を
使ったいきもの相談（井荻
小）

一度も借りられていない本
を使った図書委員会謎解
きイベント（東田中）

各学校で読書期間行事開催
（読書郵便、読書ビンゴ、「平
安装束顔出し看板」、家紋
ブックカバー、「この本だいす
木」等）

読書会（向陽中、高井戸
中、宮前中、井荻小）

公共図書館での本の探し
方等指導で下井草図書館
と連携（沓掛小）

先生方からのおすすめ本
をファイル化（高井戸小）

荻窪中生徒が桃三小へ読み
聞かせ、杉四小・杉八小・高
円寺中図書委員おすすめ図
書カード展示

園児に対して絵本の読み
聞かせ（井荻小、済美小）

おためし読書（浜田山小）・
味見読書（井草中）

英語多読コーナー、ワン
アップコーナー設置（受験
や資格試験に役立つ問題
集や勉強法の本）（富士見
丘中）

園児に対して絵本の読み
聞かせ（天沼小、和泉学園
小学部、松ノ木中）

英語の本で味見読書
（井草中）

保育園児来校・読み聞か
せ
（和田小、杉並和泉学園）

３校図書館交流会開催（東
田小、東田中、杉二小）

ポプラ社「子どもの本総
選挙」に参加（桃五小、
杉八小）

貸出冊数に応じたピースで
完成させるクラス対抗偉人
パスル（井荻中）

英語多読コーナー設置（高
南中）（松溪中）

三谷小、四宮小の1年生
全クラスを対象にブックト
ークを実施
（柿木図書館）

出前図書館（東原中）、出
張図書館（松溪中）、出前
貸出（松ノ木中）

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

研修で提出された読書
推進の事例集を製本して

全校配布

済美教育セン
ター

　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：74件、学校訪問38件　　７～９月：41件、学校訪問16件

　10～12月：44件、学校訪問14件　　１～３月：53件、訪問22件

学校における読書活動の推進

項目

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
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平成29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

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

差し込み見出し作成・書架
の棚板を低く（和田小）、配
架変更（著者別などへ）（杉
並和泉学園）

夏休み期間を使っての蔵
書点検

冬休み期間を使っての蔵
書点検

書架追加等による図書館
整備（複数校）

絵本コーナー、情報コー
ナーなど設置（富士見丘
中）

レイアウト変更や分類サイ
ン作成、絵本表示替えなど
による利用しやすい図書
館へ

新コーナー「イマジュボー
ン（授業関連本）」設置
「富士見ケ丘中）、絵本専
用書架設置（松ノ木中）

数校が図書分類を2桁か
ら３桁に変更

学校で学校司書が学習に
関連する図書・資料の提
供やブックトーク、調べ方
指導実施

授業支援
台東区から伝統芸能の資
料借用（西宮中）、区環境
課から資料借用（大宮
小）、福祉体験事前学習資
料の充実（井荻中）など

教職員向けの図書館だよ
リ発行（複数校）

（年間を通じて）世界とも
だちプロジェクト関連の読
み聞かせ、展示、ブック
トーク、資料リスト用意
（複数校）

授業支援（図書館利用と
ＰＣ検索の準備資料の支
援記入カード用意・中瀬
中）（修学旅行事前学習
調べ方プリント・向陽中）
など

教職員向けの年間活動
報告書作成・配布（次年
度への活動提案含む）
（杉九小）

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

第1回司書教諭研修（新学
習指導要領に基づく学校
図書館の整備・充実・活
用）

教科等における学校図書
館活用・司書連携研修8月
実施（調べる学習実践、蔵
書構成）

学校司書研修（10月読書推推進
取組事例、11月蔵書構成・構築、
12月講演会（特別支援学校での
読書活動）、基礎研修（10月石井
桃子展見学、12月特別支援事例
報告）

第２回司書教諭研修
（「新学習指導要領と杉並区
の学校図書館」、活用実践校
報告、「学校図書館ガイドラ
イン

学校司書研修（4月・勤務
内容等の確認、5月・詩に
ついての講演会、6月・本
の評価）

学校司書研修（7月・アニマ
シオンの活用、8月読書会
実践、9月新聞の活用）

学校司書研修（１月調べ学習資
料の評価、２月授業支援事例紹
介、３月「新学習指導要領と杉
並区の学校図書館」、１年間の
まとめ）、基礎研修（１月新刊本
の紹介）

学校司書研修に必要な本
の用意など済美教育セン
ターに協力（中央図書館）

読書指導の
充実

杉教研小学校図書館部に
よる夏休みの推薦図書決
定へサポートデスクが協力

杉教研小学校図書館部に
よる冬休みの推薦図書決
定へサポートデスクが協力

各教室にリーディングトラッ
カー（読んでいる文章の特定の
行だけに焦点を当て読みやすく

する道具）を配布（久我山
小）

支援学級へおはなし会開
催（桃二小・宮前中）

合理的配慮を必要とする
児童への対応として、その
子に適する本の提供や対
応（荻窪小）

特別支援に関しての校内
連絡会に出席（中瀬中）

重度心身障害児通所施設
「わかば」おはなし会（中央
図書館）

重度心身障害児通所施設
「わかば」おはなし会（中央
図書館）

済美教育セン
ター

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

さざんか教室へのブックトーク（中央図書館）

特別な支援を必要
とする子供への支
援

学校支援課
小中学校
済美教育セン
ター
図書館

教育委員会庶
務課・済美教
育センター

済美教育センター発のトラック便を運行
※受付回数　４～６月：３件　７～９月：３件　10～12月：39件　１月～３月：16件

「学校図書館全体計画」「運営計画」「活用年間指導計画」を作成、２月に「学校図書館チェックリスト」とともに
済美教育センターへ提出

済美教育セン
ター

学校図書館活用研究指定校・モデル実践校
（杉二小、桃四小、大宮小、和田小、方南小、八成小、

阿佐ヶ谷中、井荻中、井草中、高井戸中）
学校図書館
を活用した
教育活動
（新規）

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

）

図書・施設・
設備の整
備・充実
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平成29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

さざんか宮前教室で工作
会、読み聞かせの実施
（宮前図書館）

さざんか宮前教室で読み
聞かせの実施
（宮前図書館）

大塚ろう学校出張おはなし
会　低学年・高学年（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）

大塚ろう学校出張おはなし
会　低学年・高学年・重複
学級（高井戸図書館）

図書館見学と利用3回中野
特別支援学校（今川図書
館）

大塚ろう学校出張おはなし
会・重複学級（高井戸中学
校）

リーディングトラッカー準備
（高東小、阿佐谷中）

朝の読書ボランティア勉強
会開催（高二小）

「読み聞かせのすすめ」
保護者対象講座開催
（西田小）

図書サポーター主催の
マザーズブックガーデン
実施（井草中）

ボランティア向け本の修理
講習会（松庵小）

学校司書による講座「親子
で家読（うちどく）を楽しも
う」講座開催（大宮小）

サインや新聞ファイルの作
成（杉六小）などレイアウト
変更や絵本の並び変えで
協力

保育園
幼稚園
子供園

学校支援課
小中学校
済美教育セン
ター学
図書館

保育園・幼稚園・
子供園での読書
活動の充実

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

学校支援課
小中学校
済美教育セン
ター
図書館
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平成29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

英語えほんライブ（成田図
書館）

えいごおはなし会（中央図
書館）

えいごおはなし会（中央図
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）

英語えほんライブ（成田図
書館）

英語絵本おはなし会はじま
るよ！（西荻図書館）

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）

児童室壁面にて常設して
いる絵本展示刷新、所蔵
する紙芝居のリスト作成
（永福図書館）

児童の利用者が書いた「ぼ
くのわたしのおすすめの本
本にははっぱをしげらせよ
う」のブックリスト作成（永福
図書館）※10月、11月の2回

大型絵本の所蔵リスト作成
（阿佐谷図書館）

児童利用者の「おすすめの
本」を展示（永福図書館）

わたしが好きな絵本展→職
員のおすすめ本を紹介文とと
もに展示し、借りた方にも感
想
を書いてもらう（阿佐谷図書

リユース・ブック・フェスタ
（下井草図書館）

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）

ロングセラー図書の買い替
えと買い替えできない図書
のリフレッシュ装備に着手
（永福図書館）

子ども対象
のレファレン
スの充実

ER書架「おおきいほん」見
出しを作成し整理（永福図
書館）

シリーズ絵本書架、児童室
書架サインの一部、昔話
絵本書架一部刷新（永福
図書館）

0～３門、８～９門の書架サ
インを刷新（永福図書館）

赤ちゃん絵本ラック新設、
赤ちゃん絵本書架刷新、
ER書架拡張（永福図書館）

紙芝居の並べ方の見直
し、ジャンルごとにマーク
の貼付

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

図書館

計画的な児
童書の充実

図書館

各図書館でテーマを決めての児童書の展示

項目

子ども向け
資料の情報
提供と資料
の充実

図書館等における読書活動の推進

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、地域区民センター、児童館、小中学校
などのイベント時にリサイクル市なども実施

わかりやす
い書架案内
やサインの
作成

えいごえほんおはなし会（月１回・西荻図書館）

児童向けブックリスト「おぎクマ通信」を毎月作成・館内配布
（南荻窪図書館）
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平成29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 主管課項目

図書館等における読書活動の推進

児童の知識絵本をテーマ
別に分けて配架（方南図書
館）

教えて！あさがやぶんし
にゃん（阿佐谷図書館）

わたしもぼくもとしょかんい
ん2017（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」を設置し、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）

児童コーナーカーペット敷
きなおし（永福図書館）

絵本コーナー入口のソ
ファーを児童専用のものに
刷新（永福図書館）

保存庫入口立入禁止サイ
ンの刷新／児童向け雑誌
を低い位置に配置換え（永
福図書館）

児童用トイレ・おむつ替え
設備の案内サインを設置
（永福図書館）

図書館オリジナルブック
カバーの配布
（南荻窪図書館）

児童３門の書架の高さを低
く調整（方南図書館）

都立中野特別支援学校
高等部の利用支援
（方南図書館）

杉山亮さんのものがたりラ
イブ、科学あそびの会「空
気のおかげ」（中央図書
館）

科学の本のブックトーク
「地球ってすごい！」、講演
会「ハンナのかばん」、人
形劇（中央図書館）

16ミリ映画会「長くつしたの
ピッピ」「椋鳩十」（中央図
書館）

科学あそびの会
「羊の毛を紡ぐ」
（中央図書館）

冬の読書チャレンジ2017
「双六～ワンワン発見伝」

16ミリ映画会「夏目漱石」
「忍たま乱太郎」「坂本龍
馬」（中央図書館）

16ミリ映画会「アンネの日
記」（中央図書館）

科学あそび「ガリガリ・プロ
ペ
ラで遊ぼう」「お正月かざり
をつくろう」（中央図書館）

さざんか荻窪教室への
ブックトーク
（中央図書館）

工作会「おはなしめいろ
～いっぱいたべてちょう
ちょにへんしん～」（中央図
書館）

工作会「たなばた図書館～
ザ☆縁日～」、館内掲示ク
イズ「おすしクイズ」（中央
図書館）

すぎなみ本の帯アイデア
賞
の募集・審査会・決定

さざんか荻窪教室への
保護者対象ブックトーク
（中央図書館）

読書通帳の配布（永福図
書館）

全図書館にて「夏休み読
書チャレンジ」実施

聞いて楽しむおはなしの世
界
（中央図書館）

映画会「石井桃子の挑戦
Ⅰ・Ⅱ」の上映
（中央図書館）

自分だけのしおりを作ろ
う、すぎなみ昔話紙芝居一
座「すかい」口演、おはなし
をのせて、キャラバンカー
がやってくる！（「講談社全
国訪問おはなし」の来館）
（柿木図書館）

小学生のためのお話会・
夏、ぼくのわたしのおすす
めの本　木にはっぱをしげ
らせよう！、永福かがく研
究所「光るスライムをつくろ
う！（永福図書館）

「ぼくのわたしのおすすめ
の本　本にはっぱをしげら
せよう！」
（永福図書館）

映画会「石井桃子の挑戦
Ⅲ」の上映と監督による
講演（中央図書館）

四宮小（2年）にて図書館
の本を使ったブックトーク
及びブックリスト配布。図
書館案内（柿木図書館）

三谷小（2年）にて図書館
の本を使ったブックトーク
及びブックリスト配布。図
書館案内（柿木図書館）

四宮小1,2年、三谷小1,2年
ブックトーク（柿木図書館）

えいごお話し会
（中央図書館）

図書館ガイ
ドの配置

小
学
生
を
対
象
と
す
る
事
業
の
実
施

利
用
し
や
す
い
施
設
づ
く
り

図書館

図書館

図書館

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

わかりやす
い書架案内
やサインの
作成

全図書館にて、本の展示

利
用
し
や
す
い
施
設
づ
く
り
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平成29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 主管課項目

図書館等における読書活動の推進

粘土で光るどろだんごを作
ろう、光るスライムを作ろ
う、茜舎による人形劇（高
円寺図書館）

夏休みスペシャルおはなし
会、夏休み工作会（柿木図
書館）

ボランティアと協働で「クリ
スマススペシャルおはなし
会」（柿木図書館）

第14回本の帯アイデア
賞授賞式（中央図書館）

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）

被爆体験伝承講話の会、
ヒロシマ・ナガサキ原爆写
真展、科学こうさく会「マス
キングテープでつくるマ
ジックボックス」、こわいお
話会（高円寺図書館）

絵本原画展「かわをむきか
けたサトモちゃん」（高円寺
図書館）

「プラネタリウムin永福」に
あわせ、ブックトークを実施
（永福図書館）

おもしろ科学遊び「紙コップ
でカム・バック・カーをつくろ
う！」、貸出します＜主人
公が○○の本＞（阿佐谷
図書館）

ワークショップ「てがみはす
てきなおくりもの」、「てが
みはすてきなおくりもの」の
原画展、移動式プラネタリ
ウム「秋の星座とお月さ
ま」、鈴虫の生態展示（宮
前図書館）

クリスマスおはなし会
（成田図書館）

「ぬりえひなまつり」実施
図書館キャラ「かきまる」の
ぬりえを配布し、提出者に
はしおりをプレゼント
（柿木図書館）

10周年記念展示みんなだ
いすき!工作会、ぬりえだい
すき(今川図書館)

お星さまの万華鏡をつくろ
う、のびる棒をつくろう、オ
リジナル芳香剤をつくろう、
夜の怪談おはなし会、秋の
おおきなおはなし会（成田
図書館）

劇団どろんこ座の紙芝居
&クリスマス工作会
（成田図書館）

「人形劇団こぱん」による、
人形劇「金のがちょう」ほ
可を実施。あわせてグリム
童話の図書を展示
（柿木図書館）

くるくるまわるマスコットを
つくる（西荻図書館）

映画「ダンボ」
（成田図書館）

工作会「伝承あそび
にじの花をつくろう」
（成田図書館）

戦後72年「平和」を考える
特別展示「ヒロシマ・ナガ
サキ写真展」、戦後72年
「平和」を考える特別映画

切り紙ワークショップ
（阿佐谷図書館）

映画会
「動物の赤ちゃん　ワク
ワク編」（成田図書館）

コインが消える　牛乳パッ
クde貯金箱、バリアフリー
を考える工作会「ほんがよ
みやすくなる　あなつきし
おり」（阿佐谷図書館）

図書館お仕事体験ツアー
（下井草図書館）

グリムのおはなし会
（成田図書館）

講演会「カブトムシ・クワガ
タをみてみよう！」（南荻窪
図書館）

作文コンクール表彰式
（下井草図書案）

子どもの本の福袋
（西荻図書館）

「初読みくじ」
（阿佐谷図書館）

デジタルえほんに触れて
みよう／デジタルえほん
DE読み聞かせ
（阿佐谷図書館）

科学あそび教室（高井戸
図書館）

サンタさんへの手紙
（高井戸図書館）

クリスマスお楽しみ会
（南荻窪図書館）

わくわくひろば　めざせ！
生きもの図鑑マスター、ふ
るさと再生　日本の昔話、
流し漉き体験「木の枝が紙
に変身」、こわ～いおはな
し大会（方南図書館）

わくわくひろば「サンタも
ビックリ！トビダスクリスマ
スカードをつくろう」
（方南図書館）

新春えほんおみくじ
（南荻窪図書館）

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

小
学
生
を
対
象
と
す
る
事
業
の
実
施

図書館

図書館

本を利用し
た体験事業
の実施

13 / 20 ページ



平成29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 主管課項目

図書館等における読書活動の推進

おはなし会＆工作会　オリ
ジナルスタンプをつくっちゃ
おう、まめほんをつくっちゃ
おう（今川図書館）

おたのしみ読書バッグ、全
配布後リスト配布
（方南図書館）

春休みスタンプラリー
（南荻窪図書館）

自分で組み立て式の読書
通帳を作成

冬休みスタンプラリー
（下井草図書館）

おはなし会&工作会「キラ
キラおへやかざりをつくろ
う！」（方南図書館）

新春・本の福袋
（高井戸図書館）

子ども工作会「ここほれ
ワンワンおりがみ」
（方南図書館）

子ども工作会「おえかき
カルタであそぼう」
（方南図書館）

リサイクル市
（方南図書館）

夏休みの宿題におすすめ
本の展示。夏休みおすす
め本、課題図書のリストの
設置

第18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

図書館を利用して自分の
疑問について調べる体験
学習（方南小4年生3クラ

ス・
方南図書館）

図書館を使った調べる学
習コンクール入賞作品の
展示

第21回図書館を使った
調べる学習コンクール全国
大会（図書館振興財団主
催）第3次予選審査に参加

第18回図書館を使った調
べる学習コンクール作品募
集応募586点（小学校41
校、個人作品10）

調べ方講座（対象保護
者）、調べ方教室（対象小
学生）（中央図書館）

子ども読書
会の実施

図書館

各図書館にて、学校の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。

調べ学習に
向けた支援

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

図書館
小学校

図書館
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平成29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 主管課項目

図書館等における読書活動の推進

ＹＡ向けブックリスト「いま、
この本」を作成し、区内中
学・高校に配布（中央図書
館）

永福YA通信2017年夏号を
発行（永福図書館）

　

　

向陽中学校司書と連携し、
「リアル中学生おすすめの
本」リストを作成（永福図書
館）

向陽中学校司書と連携し、
作成した「リアル中学生お
すすめの本」リストに基づ
き、図書及びＰＯＰの展示（永
福図書館）

YA向けブックリスト『Light
Holic』を作成し館内にて配
布（南荻窪図書館）

近隣中学の学校司書と
連携して、ブックレット「中
学校の図書室にようこそ」
を作成し、近隣小学校の卒
業制に配布（今川図書館）

YAだより春号を発行。近隣
の中学校５校へ配布（下井
草図書館）

小学校を卒業する児童に
贈るため近隣の中学校と
連携して作成したブック
レット「中学校の図書室へ
ようこそ」で紹介した本を展
示。合わせてブックレットを
配布(今川図書館)

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

「Lｅｔ'ｓ　俳句　～10代だけ
の感覚を生かして～」対象
中高校生（高井戸図書館）

職場体験の都立中央ろう
学校生が作成した「現役高
校生がおすすめの本」と
「現役高校生がおすすめ
する手話の本」のPOPと本
を展示（永福図書館）

マナー啓発展示「こんな本
は読みたくない！」→職場
体験の中学生がマナーメッ
セージの帯を付け、汚破損
資料を展示（阿佐谷図書
館）

ＹＡ向けイベント
「ボードゲームをやって
みよう！」
（中央図書館）

東原中図書委員への出張
講座「おすすめ本のPOP広
告作成講習会」（阿佐谷図
書館）

展示「ＰＯＰで紹介します！
中学生が選んだ本－天沼
中学校図書委員編
（阿佐谷図書館）

消しゴムはんこでオリジナ
ルエコバックを作ろう
（宮前図書館）

東原中学校聞かせや本舗
「中学生による夏がいっぱ
い☆おはなし会」（阿佐谷
図書館）

東原中図書委員への出張
講座「おすすめ本のPOP広
告作成講習会」（阿佐谷図
書館）

荻窪中学校生徒と一緒に
「冬のおはなし会」実施
（西荻図書館）

ＹＡギャラリー「手作り絵
本」
「手作り布絵本」
（阿佐谷図書館）

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

ブックリスト
の作成

中学生・高
校生との連
携

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
向
け
の
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

（
重
点
的
取
組

）
ユースプロジェクトすぎなみ休会

職場体験の学生によるおすすめの本のPOPの作成・展示、書架見出しの作成、こうさく会やおはなし会の実施

各図書館でＹＡ向きおたよりを発行

図書館
中学校・高校

図書館
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平成29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 主管課項目

図書館等における読書活動の推進

高井戸中学校図書委員へ
の読み聞かせ講座、中高
生によるおはなし会（高井
戸図書館）

展示「ＰＯＰで紹介します！
中学生が選んだ本－阿佐
ケ谷中学校文豪のＰＯＰ編
（阿佐谷図書館）

高井戸中学校図書委員の
おすすめ本のＰＯＰ展示

多目的ホールを学習室と
して開放（下井草図書館）

ＹＡコーナー資料の
並び変更（永福図書館）

春休み学習室開放
（下井草図書館）

ＹＡコーナーに掲示板を設
置（方南図書館）

ＹＡコーナーにて新着図書
リストの掲示を開始

（永福図書館）

冬休み、春休み期間中に
「調べ学習室として多目的
室を開放（今川図書館）

ＹＡコーナーにて「気になる
続編」「おすすめの本を
葉っぱに書こう」を実施し、
その

冬休み期間中多目的室を
「冬休み調べ学習室」とし
て開放（今川図書館）

学
校
へ
の
支
援
の

充
実

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

図書館

調べ学習の新刊リストを
学校司書あて送付（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、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表示
（永福図書館）

団体選本時の「ＹＡおすす
め本」のボード（読んで欲し
い資料のリスト）を更新（宮
前図書館）

学級貸出選
定への支援
（新規）

ＹＡルーム
の充実

中学生・高
校生との連
携

学校への団
体貸出

中
学
生
・
高
校
生
向
け
の
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

（
重
点
的
取
組

）

学
校
へ
の
支
援
の
充
実

調べ学習の新刊リストを四半期ごとに学校司書あて送付（中央図書館）

YA広場の開放　平日の昼休みと放課後（高井戸図書館）

図書館

全図書館にて、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

図書館

図書館
中学校・高校
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平成29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 主管課項目

図書館等における読書活動の推進

学
校
へ
の
支
援
の
充
実

【中学校職場体験】
中央図書館＝高井戸中2年2名、
荻窪中2年1名
永福図書館＝松ノ木中2年3名、
都立ろう学校2名
柿木図書館＝井荻中2年3名
高円寺図書館＝杉森中2年4名、
高南中2年2名
成田図書館＝松ノ木中2年2名、
阿佐ヶ谷中2年4名
西荻図書館＝西宮中2年2名、荻
窪中2年2名、井草中2年3名、井
荻中2年2名
阿佐谷図書館＝杉森中2年3名、
東原中2年2名
南荻窪図書館＝高井戸中2年2
名、松渓中2年3名
下井草図書館＝荻窪中2年2名、
東原中2年2名、井荻中2年3名
高井戸図書館＝高井戸中2年2
名、向陽中2年2名、松渓中2年2
名
方南図書館＝泉南中2年3名
今川図書館＝荻窪中1名、松渓
中1名、井草中2名、井荻中2名

【図書館見学等】
永福図書館＝町たんけん永福小
2年生8名
高井戸図書館＝高井戸小6年2
名、高井戸小1名、小学生とその
保護者70名高井戸中学校との連
絡扉から、図書館に入館し見学
今川図書館＝早稲田中1名職業
インタビュー

【高校職場体験等】
中央図書館＝聖心女子学院高
等部1名職場体験実習
高円寺図書館＝荻窪高1年1名
職場体験
成田図書館＝大妻中学高等学
校2年2名職場体験
阿佐谷図書館＝西高1名、文化
学園大学杉並高1年1名ボラン
ティア
高井戸図書館＝中央ろう学校1
年2名職場体験、杉並総合高1年
1名インターンシップ
今川図書館＝戸山高1名、西高1
名ボランティア

【中学校職場体験】
中央図書館＝神明中2年3名、東
田中2年1名
高円寺図書館＝高円寺中2年4
名
阿佐谷図書館＝天沼中2年3名
南荻窪図書館＝神明中2年9名
高井戸図書館＝東田中2年2名
方南図書館＝杉並和泉学園8年
3名
今川図書館＝天沼中2年2名

【図書館見学等】
中央図書館＝杉七小1年
柿木図書館＝四宮小1年、三谷
小1年
宮前図書館＝さざんか宮前教室
成田図書館＝杉二小4年地域防
災マップ作り

職場体験を
はじめとす
る実習の受
け入れ

図書館

【中学生職場体験】
宮前図書館＝富士見ヶ丘中1年
2名
阿佐谷図書館＝文化学園大学
杉並中2年2名
南荻窪図書館＝富士見ヶ丘中
2年1名
高井戸図書館＝富士見ヶ丘中
2名

【図書館見学等】
成田図書館＝東田中1年3名
高井戸図書館＝東田中1年1名

【小学生職場訪問】
成田図書館＝東田小3年14名

【高校生職場体験】
高井戸図書館＝永福学園1年2
名

【図書館見学等】
永福図書館＝松ノ木小2年3名、
新泉和泉小2年120人
高円寺図書館＝杉三小2年27名
成田図書館＝東田小3年3名、杉
二
小2年95名、東田小2年8名
西荻図書館＝桃三小2年7名
阿佐谷図書館＝杉一小2年5名
下井草図書館＝桃五小2年19名
高井戸図書館＝高東小3年11
名、
2年5名
今川図書館＝桃四小2年58名、
三
谷小2年5名

【小学生職場体験】
方南図書館＝方南小6年2名

【中学生職場体験】
宮前図書館＝明星学園中2年生
2名、宮前中2年生2名
南荻窪図書館＝宮前中2年3名
高井戸図書館＝向陽中1年6名、
海城中1年

【高校生職場体験】
大東学園高＝1年1名
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平成29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

読書週間にカレンダー
配布（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608点（小学校18校、中
学校6校、個人7作品）次年
度の子ども読書月間ポス
ターに使用

児童コーナー書架配置図
の改訂版を作成、配布

学校だより・学級通信・Ｐ
ＴＡ広報に学校図書館活
動紹介（複数校）

図書館だよりで全学年の
読書の様子を写真入りで
紹介（杉十小）、学校図書
館の授業での活用や付け
たい力、子どもたちの感想
を紹介（井荻小）

「ありがとう今川フレンズ」
開館10周年を記念して、
過去10年分の児童向け
おたよりの表紙を展示
（今川図書館）

毎月の図書館だよりにて
「今月の分類」として解説と
１冊の一押し本紹介（井草
中）

「教育報」に「ようこそ学校
図書館へ」の連載開始
第１回井荻中

「教育報」に「ようこそ学校
図書館へ」の連載
第２回松庵小

「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（生涯学習課）

サイエンスフェスタにて図
書館とサイエンスフェスタ
実行委員会それぞれが作
成したブックリストを配布
（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
－作成のため次年度行事
予定を情報提供
（永福図書館）

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

児童向け行事のお知らせや、児童の年齢別のブックリストの紹介、児童向けの本の調べ方を説明した「調べか
た教室」など、各館の図書館員による記事を掲載

読書活動に関する情報の発信

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

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

各館ごとに児童向け図書館だよりの発行（毎月１回）

各図書館で図書館だより、子ども向け図書館だより、ＹＡだよりを発行

図書館

子
ど
も
向
け
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
の

充
実

わかりやすい案内
地図の作成と配布
先の拡大

図書館
生涯学習推進
課

わかりやすい
情報発信

関係機関と連携し
た情報提供
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平成29年度杉並区子ども読書活動推進計画

平成29年度下半期の行事
を、高円寺地域イベントカ
レンダー掲載（高円寺地区
地域教育推進協議会作
成）

土曜授業で読み聞かせを
してくれるボランティアを
紹介（高円寺図書館）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 主管課

第1回子ども読書活動推進
懇談会を開催（6月6日）

第2回子ども読書活動推進
懇談会を開催（7月18日）

第3回子ども読書活動推進
懇談会を開催（12月5日）

第4回子ども読書活動推進
懇談会を開催（1月30日）

図書館
小学校
中学校

第1、2回子ども読書活動
推進連絡会を開催（4月25
日）（6月13日）

第3回子ども読書活動推進
懇連絡会を開催（11月30
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

高井戸中学校アンネのバ
ラ一般公開に合わせ、「ア
ンネの追憶」映画上映（高
井戸図書館）

オリンピック・パラリンピック
イベントで映画上映（中央
図書館）

日フィルを招いて開館10周
年コンサート
（方南図書館）

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（中央図書館）

第13回子ども・子育てメッ
セに２館で合同出展。読み
聞かせ等と図書館ＰＲで
参加（中央図書館）

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)

学校司書研修として郷土
博物館特別展示を見学、
近隣校で石井桃子コー
ナー設置

第３回サイエンスフェスタ
に本の展示とリストの作成
で参加（中央図書館）

子ども・子育てメッセ参加
ボランティアグループへ児
童書リサイクル資料の提
供（永福図書館）

学校司書懇談会（成田図
書館）

西田小地域ネットワーク会
議に出席（中央図書館）

東田小地域子育てネット
ワーク事業「第33回あそ
びのフェスティバル」参加
（成田図書館）

荻窪中学校学校司書との
懇談および中学校図書館
見学（西荻図書館）

松渓中学校区「あそび市」
に参加

中瀬中学校調べ学習
講座
（下井草図書館）

荻窪中生徒によるお話会
＆ブックトーク見学と投票
（西荻図書館）

近隣小学校・保育園・児童
館にリサイクル図書を提供
（永福図書館）

東原中学校地区会参加
（下井草図書館）

小学校学校司書連絡会、
中学校学校司書連絡会
（阿佐谷図書館）

永福小学校地域子育て
ネッットワーク事業「ゆめ
パラダイス2017」反省会
に参加（永福図書館）

浜田山小1年1組、5年2組の読
み聞かせ担当へのホール貸出
（小学校でのおはなし会
の準備・高井戸図書館）

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）

向陽中ＰＴＡ広報誌へ、中
学との共同事業「リアル中
学生のおすすめする本」に
ついて情報提供
（永福図書館）

「松庵小　科学の祭典」に
「光るスライムづくり」で
出展（永福図書館）

各図書館にて、地域子育てネットワーク会議、連絡協議会等へ出席

学校司書連絡会（済美教育センター学校図書館支援担当者等と月１回開催）（中央図書館）

社会教育関係施
設等との連携

図書館
済美教育セン
ター
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

読書活動を
支援する地
域ごとの
ネットワーク
の構築

生涯学習推進
課
図書館
郷土博物館
科学館

区
の
関
係
機
関
と
学
校
と
の
連
携

（
重
点
的
取
組

）

子ども読書活動推
進懇談会の運営

図書館

項目

読書活動に関わる
地域情報の収集・
発信

子ども読書活動推
進連絡会の運営
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平成29年度杉並区子ども読書活動推進計画

地域図書館
を拠点とす
る学校図書
館支援体制
の確立

高井戸中学校１年生図書
館ガイダンス（高井戸図書
館）

近隣の小中学校の学校司
書に対し、オリンピック・パ
ラリンピックに関する本、Ｙ
Ａおすすめ本紹介のリスト
を提供（阿佐谷図書館）

司書連絡会（阿佐谷図書
館、高円寺図書館）に近隣
学校司書が参加

方南小４年生が方南図書
館で調べ学習

近隣の小中学校6校での
学校司書連絡会開催
（下井草図書館）

夏休み、公共図書館とスタ
ンプラリー（桃四小、井荻
小）、おすすめ本の展示
（荻窪小）、ＰＯＰの展示
（東田中）

高円寺図書館利用に関す
るアンケート実施（高南中）

中瀬中１年生が下井草図
書館で図書館の使い方実
習

担当5校との学校司書
連絡会開催
（方南図書館）

杉並第九小学校地域
子育てネットワーク連
楽会に参加
（阿佐谷図書館）

中学生による幼児向けお
はなし会（高井戸中生徒が
高井戸図書館で夏休みの
読み聞かせ）

阿佐谷・永福図書館の中
学生推薦本協力（天沼中、
向陽中）、西荻・高井戸図
書館にて中学生ＰＯＰ展示
（荻窪中、神明中、高井戸
中）

東田中図書委員と成田図
書館共同広報、東原中家
庭科作品を阿佐谷図書館
で展示

すぎなみ地域大学「図書館
児童サービスボランティア
講座」の開催
（中央図書館）

図書館
すぎなみ地域
大学

すぎなみ地域大学
との連携

図書館
済美教育セン
ター
小学校
中学校

区
の
関
係
機
関
と
学
校
と
の
連
携

（
重
点
的
取
組

）
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