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練馬区子ども読書活動推進会議(第８期第四回)要録 

 

 

日時：平成29年３月14日（火） 午前10時から 

場所：光が丘図書館第一会議室 

 

●参加者 

○出席委員 関、工藤、境野、生田、櫛田、立花 

○欠席委員 漆澤、塙、橋爪、新村、岡田、神田 

○事務局 桑原光が丘図書館長、瀧川子供事業統括係長、同係 藤田、山野井 

 

●議事等 

○平和台図書館 再開館後の状況について 

○関町図書館 大規模改修工事について 

○子ども向け読書ノートの取組について 

○学校図書館の整備充実について 

○オリンピック・パラリンピック 図書館ホームページへの開設について 

○第34号図書館だよりの発行について 

○年代別の取組状況について ～小中学生編～ 

 

●配付資料 

資料１   平和台図書館 再開館後の状況について 

資料２   関町図書館 大規模改修工事について 

資料３   子ども向け読書ノートの取組について 

資料４   「（写）学校図書館の整備充実について（通知）」（平成 28 年 11 月 29 日付

け 28文科初第 1172号文部科学省初等中等教育局長発） 

資料５   練馬区立図書館 HP内オリンピック・パラリンピックページの開設について 

資料６   第 34号図書館だより（３月 13日発行） 

資料７   練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）平成 27年度取組状況調査より 

小中学生の読書活動の推進部分の抜粋 
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●会議要録 

○事務局 

開会に先立ちまして、報告いたします。本日の欠席委員は漆澤座長、塙委員、橋爪委

員、新村委員、岡田委員、神田委員です。傍聴の方は、１名いらっしゃいます。 

本日、漆澤座長が体調不良のため、急遽欠席となりました。 

この会議につきましては、座長が進行を務めることになっておりますが、座長が事故

の場合は、副座長が職務代理することとなっておりますので、本日は、関副座長に会議

の進行をお願いしております。よろしくお願いいたします。 

 

○副座長 

本日は、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

ただいまより、第８期第四回練馬区子ども読書活動推進会議を開催させていただきま

す。事務局より報告事項（１）～（６）についてご説明をお願いします。 

 

○事務局 

 事務局より次第に沿いまして、報告事項（１）～（６）について、ご報告いたします。 

まず（１）平和台図書館再開館後の状況についてご報告いたします。 

 

（事務局より資料１について説明） 

 

○座長 

 表を見る限りでは、平成 28年度になっていずれも増加傾向にあることは図書館側の努

力を感じます。 

 

○事務局 

 グラフは年度ごとの月別の統計となっており、青少年の利用者数、貸出冊数は、ほぼ

26年度と同程度か、やや 28年度の方が上回っている月が多いので、改修による効果が出

ていると思っています。 

 

○座長 

 図書館側の努力した点について、お聞かせいただけますか。 

 

○事務局 

 子どもの読書離れが進む中、中高生に対して本の選び方に関する助言や読書会、朗読

会、職場体験、奉仕活動を通して、図書館を身近に感じてもらえるよう、近隣の中学校・

高校とも連携してきたことによるものと考えています。 



 3 

○委員 

利用者数が増えているので、改修の効果が見られたと思います。 

ただ、児童書の利用者は伸びている状態を維持している一方、青少年図書の利用者は

再開館後直後伸びているが徐々に利用者が落ちていっている傾向にあります。 

青少年コーナーの拡充の紹介等情報発信をしていけば利用者数にも跳ねかえってくる

かと思いました。 

 

○委員 

 利用者数と冊数だけでなく、新規利用登録者数も合わせてみた方がより分かりやすい

グラフになると思いました。 

青少年図書の利用者数も 26年度の数値に戻ってきていることは気になります。 

 

○委員 

 29年２月の青少年の利用者数が上がった要因は何かありますか。 

 

○事務局 

  受験がひと段落して図書館を利用しにきた関係があるかと思います。 

  今後は中高生向けのブックリスト「コンパス」の充実や、放課後の居場所づくりとし

ての図書館のあり方、中高生による図書館サポーターについて検討をしていきます。 

 

 ○座長 

  図書館サポーターについて情報をもう少しいただけないでしょうか。 

 

 ○事務局 

  夏休みに奉仕活動の参加や、大泉図書館で実施している本友委員会の取組、南田中図

書館で実施しているミナミタナカ物語の取組等の中で図書館と青少年がどういう形でサ

ポーターとして繋がっていけるのかは今後の課題です。 

 

 ○事務局 

それでは、引き続き（２）関町図書館大規模改修工事についてご報告いたします。 

 

（事務局より資料２について説明） 

 【資料２の補足説明】 

  開架書庫 児童書10,845冊、絵本3,020冊、紙芝居560点、青少年資料4,585冊を見込む。 

  閉架書庫 児童書約26,000冊を見込む。 
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○委員 

  隣接する区立石神井西中学校への連絡扉の新設については、いつもオープンな状態に

なるのでしょうか。 

 

 ○事務局 

  フェンスを作り直しまして、そこに出入り口を設けました。今までは道路側へ回って

生徒が図書館に来館していました。恒常的には鍵はかかっている状況で、図書館を授業

で使う際の出入りのしやすさ等を考慮して作りました。生徒の行き来により連携を図る

策の一つとして考えています。 

 

 ○委員 

  ２階の休憩コーナーは何席ぐらいを予定されていますか。 

 

 ○事務局 

  図面では、テーブルが４つ、椅子が８席となっております。これから施設の引き渡し

があり、中を確認していくところでございますが、広さとしては改修前と同程度となっ

ております。 

 

 ○委員 

  視聴覚室については、そのままで座席数を増やしたのでしょうか。 

 

 ○事務局 

  詳細を把握しておりませんので、お調べして後日回答いたします。改修後につきまし

ても、視聴覚室はそのまま継続して設備としては残ります。 

 

 ○委員 

  会議室が新設されましたが、これは自由出入りが可能な部屋ですか。 

グループ学習室は１組しか使えないということになりますか。 

 

 ○事務局 

  会議室は申込制となっております。青少年のためのコーナーとしてはグループ学習室

を新設いたしました。 

  これは、利用対象を小学校５年生から18歳未満までとしており、平日９時から20時（小

学生は17時）まで、土日祝日夏休みは９時から19時（小学生は17時）までとして、利用

時間は２時間、２名以上で利用可としております。 

また、グループ学習室の利用は１組のみとしております。 
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 ○事務局 

続いて、（３）子ども向け読書ノートの取組についてご報告いたします。 

 

（事務局より資料３について説明） 

 【資料３の補足説明】 

   ・各図書館平成28年度に配布した読書ノート等のサンプルを参考配付 

   ・板橋区では読書通帳として、ホームページから自分で印刷して作成できるような

方法をとっている 

 

 ○委員 

  板橋区はホームページで公開して全館で統一しているようだが、練馬区で各館バラバ

ラの書式なのは統一する前に先に各館で取り組んだ結果でしょうか。 

 

 ○事務局 

現在は、子ども読書活動推進計画にありましたので、各館が自館の取組として実施し

ています。今後、練馬区でもホームページで作れるものを検討してまいります。 

統一については、各館の特色を生かして作成している現在の取組も良いので、各館と

相談しながら進めていきたいと考えています。 

 

○委員 

 各館の良いところは出ていると思いますので、それは活かした方が良いと思います。 

 配布時期が限られていたりするので、子どものモチベーションアップのためにいつで

も配布をできるような形が望ましいと思います。 

ホームページで公開は是非お願いします。 

 

 ○委員 

  幼児や児童は、最後にフォローでスタンプやシール等が貰えるといったことがあると、

さらに盛り上がると思いました。 

  

 ○委員 

  大泉図書館は記念品ありで実施しており、稲荷山図書館の29年度は読書ノートを景品

として配布している等、各館によって現状異なっていますが、練馬区として読書ノート

の目的はどのように考えていますか。 
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 ○事務局 

  子どもたちの読書意欲を高めて、継続して本を読んでもらいたいという思いがありま

す。各館良いところもあるため中々統一が難しいという点もありますが、ホームページ

での公開により区民どなたでも使えるようになりますので、その辺りで準備を進めてい

きたいと思います。 

  

 ○委員 

  読書ノートと読書通帳は同じ意味でしょうか。 

  

 ○委員 

  子供に対してということを考えると通帳という響きに嬉しさを感じると思います。 

  また、読んだ本から親子や先生とのコミュニケーションとしても使えるので良いと思

います。 

  

 ○委員 

  板橋区の「感動を貯金」という表現は良いですね。認定日はどなたが認定しているの

でしょうか。 

  

 ○事務局 

  通帳がいっぱいになって図書館の窓口に出すとささやかなプレゼントがもらえるよう

にしているようです。 

  

 ○委員 

  プレゼントまでいかなくても、館長の認定スタンプ等のフォローがあると子どもたち

のモチベーションが上がるため良いと思います。 

  

 ○委員 

  夏休み等、普段行かない図書館に行ったとき等を考えると全館で使えるようなものも

良いと思いました。また、記念品等があるのとないのでは子どもたちの反応も大きく違

ってくるので大事だと思います。 

 

 ○事務局 

（１） 続いて、（４）学校図書館の整備充実についてご報告いたします。 

 

（事務局より資料４について説明） 

 



 7 

 【資料４の補足説明】 

   ・平成26年の一部改正では「学校に学校司書を置くように努めること」、「国は学

校司書としての資格のあり方、養成のあり方について検討を行い、結果に基づい

て必要な措置を講ずる」とされ、平成27年４月から施行された。これを踏まえて

資料４の通知が出されている。 

 

 ○委員 

  通知が出され、練馬区として今後どのように進めていく予定でしょうか。 

 

 ○事務局 

  練馬区では従来から学校図書館管理員、支援員を配置しております。28年度において

未配置校が10校あることから、29年度に全校配置をするため、予算案を作り、議会に上

程しておりますので、これが決まれば全校配置がされる予定です。 

  全校配置後の支援状況を見ながら、またガイドラインの趣旨を踏まえながら、学校司

書の配置についても今後検討をしていきたいと考えています。ただし、様々な検討課題

があるため、現時点では学校司書を配置することにはなっておりませんが、いずれにせ

よ、きちんとした形で学校支援を行って行きたいと考えています。 

 

 ○委員 

  学校図書館管理員、支援員は学校司書ではないという考え方になりますか。 

 

 ○事務局 

  学校司書は学校長の指揮命令下にある職員を指しており、学校図書館管理員、支援員

は学校図書館法上の学校司書ではありませんが、学校図書館運営の支援を行う立場で、

学校司書に期待されている業務を代わりに行っております。 

 

 ○委員 

  将来的には学校司書を配置する方向で進めていきたいという考えでしょうか。 

 

 ○事務局 

  今後については、全校配置後の支援状況を見ながら、また、ガイドラインが出ました

ので、それを踏まえながら検討していきます。 

 

 ○委員 

  今後、学校司書を採用することになった場合はどのような雇用になるのですか。 
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 ○事務局 

  学校現場には常勤職員や非常勤職員等様々な方がおり、現時点では、具体的な検討は

しておりません。 

 

 ○委員 

  改正学校図書館法では、学校司書は校長の指揮命令下にあり、学校の中で教職員と連

携をとれる者を想定しており、中野区や杉並区は非常勤職員として雇用しています。 

学校図書館管理員、支援員は業務委託や指定管理者館からの配置であるため、学校と

の連携が取りにくいのではないでしょうか。 

 

○事務局 

 職員としての雇用は制度等、多くの課題があるため、学校図書館の整備充実を図るた

めの検討を進める中で、引き続き検討を進めていきたいと考えています。 

 

 ○委員 

まずは、予算が追い付いていない中で、平成29年度に管理員と支援員が全校配置にな

るだけでも凄い進歩だと、保護者の立場としても思っております。 

 

 ○委員 

  現状、管理員は業務委託で、支援員は色々な業者の指定管理者館からの配置されてい

ることで、支援に差があるのではないかと思います。区として全体の底上げをするため

には、全校配置された後、今後の図書館をどのように整備していくかを考えていかなけ

ればいけないと思います。 

 

 ○委員 

  各学校で学校図書館として所蔵する資料や並べ方等の共通のマニュアルのようなもの

があると良いと思います。 

 

 ○委員 

  学校図書館に知識のある専門の司書がいることは大事なことで、先生とコミュニケー

ションが取れれば、資料の提供等スムーズにいくと思います。 

  区全体でといっても、学校によって色々な授業や調べる時で違うので、それに対応で

きるような方が学校にいることがとても大事なことだと思います。 
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○委員 

  学校図書館に人が配置されて、どこに何があるかを把握しているのが司書の役割であ

り、それを計画的、体系的に整備していくことが必要で、また、安定して継続的に行う

ことが必要だと思います。 

 

 ○事務局 

  理想とする、学校の授業等で学校図書館が活用されるためには何が必要かの議論であ

ると思います。 

  29年度全校配置されている支援の状況を見て、さらに学校図書館を充実するためには

どうあるべきなのかを、学校からご意見等いただきながら考えていきます。 

  理想とするところ、まさに学校図書館の活性化というところは同じですので、本日い

ただきましたご意見等は今後の検討に役立てていきたいと考えております。 

 

 ○委員 

  司書教諭は、学級担任をしていて、他の仕事も持ちつつ図書の業務を行っており、中々

図書専門としての時間を取れない状況にあります。そうした中で、管理員や支援員が配

置されて、団体貸出やブックトーク等、授業の中で協力し合うことができています。 

現状、学校司書と同じようなレベルでやっている学校もあれば、未配置の学校もある

ため、まずは29年度全校配置されることについて、学校現場としてはとても嬉しく思い

ます。 

学校によって、団体貸出やブックトーク、本の探検ラリー等積極的にやっている学校

もあれば、まだそこまで出来ていない学校もあるので、今後、資格を持った方が学校に

配置されて、専門に学校の中で時間を取っていただければ言うことはないです。 

 

 ○事務局 

続いて、（５）オリンピック・パラリンピック 図書館ホームページへの開設について

ご報告いたします。 

 

（事務局より資料５について説明） 

  【資料５の補足説明】 

   ・次回４月のインタビューの特集記事は、アテネパラリンピックマラソンの金メダ

リストの高橋勇市氏が平成２９年３月１日に大泉第二中学校で行った「生き方講

演会」を予定しております。 
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○委員 

 図書館ホームページの中でせっかくインタビュー記事を掲載するのであれば、彼らが

子どもの頃好きだった本や読んでいた本等があると良いと思いました。 

 

○事務局 

インタビューの際には好きな本と図書館のイメージはありますかといった質問はさせ

ていただいておりますが、今後ともアスリートが子どもの頃にどんな本を読んだかは青

少年にとっても興味のあるところではあると思いますので、インタビュー時等には引き

続きいただいたご意見を参考にさせていただきます。 

 

○事務局 

続いて、（６）第 34 号図書館だよりの発行についてご報告いたします。 

 

（事務局より資料６について説明） 

 

○副座長 

 特にご意見等なければ、議題に移らせていただきます。 

  事務局より、ご説明をお願いいたします。 

  

 ○事務局 

 議題 年代別の取組状況について ～小中学生編～ についてご説明いたします。 

練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）に基づき、発達段階応じた取組について、

各回でテーマを絞り、それぞれの年代に有効な取組等について、ご意見等伺いたいと

思っています。 

本日は、～小中学生編～としまして、小中学生の読書活動に関する取組等について

集中的にご議論をいただきたく存じます。 

   練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）の P.12小中学生の読書活動の推進と、配

布いたしました、資料７ 第三次計画の平成 27 年度取組状況調査より小中学生の読書

活動の推進部分の抜粋資料をご参照いただき、委員の皆様のそれぞれの立場から、ご

意見等を頂戴したく存じます。 

 

 ○委員 

 学校図書館の情報化の取組はどうなっておりますでしょうか。 
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○事務局 

  アクションプランにおきまして、平成29年度に学校図書館の情報化を計画しておりま

した。情報化の審査・検討の中で導入を延期し、平成30年度に向けて引き続き情報化に

向けて取り組んでいくことといたしました。 

 

 ○委員 

  各小中学校の学校図書館の図書購入費の配当基準はあるのでしょうか。 

 

 ○事務局 

  教育委員会事務局の学務課により各学校に配当しているが、まず、図書購入費全体の

予算の増減はありません。各小中学校に配当する際には、基準額があり、そこに学級数

と児童生徒数から一定の計算式に当てはめて金額を決定していると聞いています。 

  

 ○委員 

  学校に分類別の冊数の調査があったと思いますが、その結果を受けてどのように対応

していくのかと、冊数の調査の結果、図書標準の達成状況から何か検討をしているのか

どうか教えてください。また、調査結果をできれば報告していただけないでしょうか。 

 

 ○事務局 

  その調査元がどこであるか図書館として把握しておりませんでした。次回推進会議の

開催時に調査結果でお示しできる情報はご提供いたします。 

  その調査結果を受けてどのように活用していくのかは、調査元や調査目的が分からな

いのでお答えできないところです。なお、今後、学校図書館の情報化がされれば各学校

の所蔵状況が見えてくることになります。 

  各学校の蔵書数は教育委員会として把握しており、学級数から算出される図書標準の

達成状況は分かりますが、各学校の所蔵スペースによって異なってきますので、一概に

本が多ければ良いとも言い難い状況にあります。ただ、やはり基準として示されている

以上は、当然それに向けて蔵書数は増やさなければならないと思いますし、授業等でも

使えるような資料を、今後情報化や人の配置がされれば今後充実は図られてくるのでは

ないかと考えております。 

 

 ○委員 

  第三次計画のP.15学校支援用図書の充実に努めますとありますが、南田中図書館がで

きた時に学校図書館支援用図書の資料室があり、そこに一定数確保されたと思いますが、

それが更新されているのか、他の図書館には学校支援用図書の所蔵があるのか教えてく

ださい。 
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 ○事務局 

南田中図書館には、２階の会議室横に学校支援用図書を所蔵するスペースがあります。

今年度学校支援用図書の利用状況について図書館で統計を取り、実際に利用されていな

い図書を抽出しました。結果、一度も動いていない本が多数あることが判明したことか

ら、平成29年度予算案で学校支援用図書購入費を別途計上しております。目標では、29

年度の一年間をかけて貸出しされていない資料については随時学校支援用図書を更新し

ていく方向で南田中図書館と調整を進めております。 

  南田中図書館以外の学校支援用図書の状況ですが、光が丘図書館、大泉図書館、平和

台図書館、石神井図書館においてもが所蔵がございます。なお、閉架がない図書館は中々

所蔵が難しい状況にありますので、学校支援用図書は基本的に全館共通の資料として位

置付けており、どこの図書館でも活用できるような仕組みは作っています。 

 

 ○委員 

  団体貸出は３か月間借りられることになっているので、季節ものの本が２～３か月前

から借りられていて、図書館に来て借りようとしてもない状況がある等、不足している

ように感じています。 

 

 ○事務局 

  利用頻度が高い資料については、資料の種類も多く揃えて利用者の要求に応えていか

なければならないと考えておりますので、引き続き資料収集には努力いたします。 

 

 ○委員 

  団体貸出は３か月間借りられるということになっており、例えばクリスマスで12月に

使用する資料を10月には借りられるようになっていて、現状では早い者勝ちとなってい

ると聞いております。 

同じような時期に、学校の授業や季節のイベントで同じものが使われるので難しいと

ころではありますが、学校等で、本当に必要な資料はある程度揃えてもらうよう検討し

ていただいた方が良いと思います。 

  

 ○委員 

  団体貸出の認知度が近年あがってきているということが背景にあると思います。最初

はあまり知られていなかったが、支援員が配置されたことによって繋いでくれる人がい

ることで知られるようになったと思います。貸出期間の３か月間は少し長い気がします。 
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 ○委員 

  保護者を見ていると本に親しむ家庭となかなか難しい家庭があり、本に接する機会が

ない子どもがいると感じています。平和台図書館と関町図書館でベビーカー置き場や授

乳室の設置によって子どもを連れた保護者が来やすくなったことは、広報活動によって

もっと周知していった方が良いと思いました。 

 

 ○委員 

  第三次計画P.16の教員向けのホームページの開設についてはできているのでしょうか。 

 

 ○事務局 

  開設については課題となっておりますので、検討いたします。 

 

 ○事務局 

  様々なご意見をいただきありがとうございました。お時間がなくまだまだ議論が必要

な部分はございますが、引き続き推進会議で議論をいただきたいと思います。また、い

ただいたご意見は関係部局へ伝え、適宜実施していきたいと思います。 

 

 ○事務局 

  本日の議題は以上となります。本日の会議要録は事務局がとりまとめ次第、各委員の

ご確認をいただいた上で、練馬区ホームページ等で公開いたします。この手順でよろし

いでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○事務局 

 ありがとうございます。最後に事務局から連絡事項ですが、次回の練馬区子ども読書

活動推進会議ですが、６月～７月初旬に開催する予定です。具体的な日程が決まり次第、

開催通知等を送付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

○副座長 

 みなさま、たくさんの素晴らしいご発言をいただきありがとうございました。 


