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練馬区子ども読書活動推進会議(第９期第二回)要録 

 

日時：平成30年３月13日（火） 午後２時から 

場所：光が丘図書館 視聴覚室 

 

●参加者 

○委員（敬称略） 

工藤、関、塙、境野、新村、荒井、生田、大山、櫛󠄁田、立花 

○事務局 

桑原光が丘図書館長、赤沼子供事業統括係長、同係 山野井、上之原 

 

●議事等 

○学校図書館蔵書管理システムの導入について 

○次期練馬区子ども読書活動推進計画の方向性について 

 

●配付資料 

第二回練馬区子ども読書活動推進会議（第９期） 次第 

資料１ 学校図書館蔵書管理システムの導入について 

資料２ 練馬区子ども読書活動推進計画（第四次）策定スケジュール(案）   

資料３ 練馬区子ども読書活動推進計画（第四次）の方向性について 

資料４ 第四次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の策定に向けた 

ヒアリング調査について（参考） 

資料５ 学校図書館ガイドライン（参考） 

 

●会議要録 

○事務局 

光が丘図書館長の桑原です。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、岡田委員、橋爪委員です。また、傍聴の方は、１名いらっしゃいます。 

本日、漆澤座長は体調を崩されたため、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ございますが、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、工藤副座長に会議の進行をお願いしており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○副座長 

 本日は、ご多忙の中、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９期 

第二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。次第に沿って議事を進

めたいと思います。 

まず、事務局より次第の２報告事項 学校図書館蔵書管理システムの導入についてご説

明をお願いします。 

 

○事務局 

事務局より次第の２報告事項 学校図書館蔵書管理システムの導入について、ご説明い

たします。 

 

（事務局より資料１について説明） 

 

○副座長 

資料１について、質問等があればいただきたいと思います。 

 

〇委員 

 学校図書館蔵書管理システムは、貸出カードを使うと思います。そのカードを子供一人

ひとりに渡して、例えば小学一年生や二年生の統計を取れる、という認識で合っています

か。また、すべての学校に同じシステムを入れるのでしょうか。 

 

〇事務局 

 現在、システムを導入していない学校でも、児童・生徒の貸出カードを作っています

が、システムを導入しても同様に、貸出カードを作成することになると思います。詳細は

今後検討していきますが、個々にカードを持たせると、カードを失くしてしまう可能性も

あるので、例えば、クラスごとにカード入れを用意するなど、カードの管理は各学校に任

せて一番良い方法になると思います。 

また、全校に同じシステムを導入する予定です。実際にシステムが入ると、学校も具体

的な使用方法を考えていくと思います。 

 

〇事務局 

児童・生徒の貸出履歴を残して、統計に使う予定です。 

 

〇副座長 

 蔵書管理について、開放図書館のある学校はどのようにシステムを運用するのでしょう

か。貸出カードが１枚でも、学校図書館と開放図書館の貸出しを区別するのでしょうか。 
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〇事務局 

 蔵書について、学校図書館の予算と開放図書館の予算で購入したものは、分けて蔵書登

録しようと思っています。貸出しについては、学校図書館開館中は、学校図書館として貸

出しています。一方、開放図書館は、学校図書館の資料も使いますが、全く別の事業であ

る学校開放として貸出しています。よって、同じシステムを使いますが別のものとして区

別する予定です。 

貸出カードについては、学校図書館と開放図書館で分けるのが現実的だと考えていま

す。学校図書館は先生の管理下、開放は開放事業で使うので、カードも区別したほうがよ

いと考えています。統計も区別し、貸出し冊数の決まりなども学校図書館と開放図書館で

は別の観点であると考えています。 

 

〇委員 

 システムが既に入っている10校は、統計を取っているのでしょうか。 

 

〇事務局 

 個々の学校で統計を取っていると思います。システム導入済みの10校は新規システムに

移行します。全校共通のシステムに置き換える予定なので、置き換えた後は同じ統計の仕

組みになります。 

 

〇委員 

 貸出カードについて、受付に名簿一覧のようなものを一つ作ると、個々にカードを作ら

なくて済みます。しかし、その名簿一覧自体が個人情報なので管理が大変になると思いま

すが、新年度や転入・転出などにも対応しやすいです。 

開放図書館の件について、学校によっては開放図書館の本でも学校図書館の部屋にあ

り、区別していたりしていなかったりします。また、部屋が分かれる場合もあります。利

用者はどちらのものかを意識しなくても、パソコン上で対応できるのかなとも思います。 

 

〇事務局 

 開放図書館がある学校については、利用者は学校図書館と開放図書館のどちらのものか

を意識しなくて良い形の運用を考えています。操作は同じですが、統計情報は分けなけれ

ばならないので、カードを別にして統計情報が分かれるシステムが良いと考えています。 

 

〇事務局 

 開放図書館は個人情報の観点から履歴が残すことができません。よって、児童・生徒が

本を借りても履歴に残らないので、子供の読書率にカウントされないところが今悩ましい
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ところです。 

 

〇委員 

 システムは決定しているのでしょうか。 

 

〇事務局 

 これから詰めていき、来年度、業者の選定に入ります。 

 

〇委員 

 開放図書館が本を購入することや、学校が買った本と同じものを開放図書館が買い足す

こともあります。同じ棚にあるので、どのように区別していくのか、また、授業時間に借

りたもののみデータが残るのかなど疑問です。 

 

〇事務局 

 どちらの本なのか、つまり開放図書館と学校図書館の予算の区別が一点と、その本を学

校または開放のどちらの本として借りているのかという２×２のマトリックスになるかと

思います。それをきちんと区別して、読書の統計が出るようにしたいと考えています。た

だし、本や貸出しについて学校図書館と開放図書館で区別しますが、利用者はそれを意識

しなくて良いようにしたいと考えています。 

 

〇委員 

 導入対象について、30年度は中学校、31年度は小学校とありました。開放図書館は小学

校のみにしか入っていないので、31年度からは開放図書館のことも考慮していただきたい

と思います。 

 

〇事務局 

 資料１の注釈１のとおり、平成30年度は、システム導入済みの４校（石神井東小、南田

中小、南が丘小、富士見台小）も、システム移行するので導入対象になります。その中

に開放図書館がある小学校は、システムを移行して開放図書館の運用を試していくという

意味もあります。 

 

○副座長 

続いて、次第の３ 議題に移ります。次期練馬区子ども読書活動推進計画の方向性につ

いて、事務局よりご説明をお願いします。 
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○事務局 

それでは、練馬区子ども読書活動推進計画（第四次）策定スケジュール(案）について

ご説明します。 

 

（事務局より資料２について説明）  

 

 本日は、計画策定に向け、次期練馬区子ども読書活動推進計画の方向性について、皆様

にご意見等伺いたいと思っています。お持ちいただきました、練馬区子ども読書活動推進

計画（第三次）と本日配布しました資料３、４、５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。 

 

（事務局より資料３、４、５について説明） 

 

○副座長 

それでは、事務局より説明がありましたが、本日は計画策定に向け、次期練馬区子ども

読書活動推進計画の方向性について、第三次計画における課題や配布された資料などから

ご意見、ご要望、また、聞いてみたいことがありましたら、ご発言をお願いします。 

 

〇委員 

 練馬区は保護者への啓発活動に力を入れており、成果は上がってきていると思います。

両親がいる子供は読書の環境整備ができていたりします。しかし、ひとり親の家庭は忙し

くて読書の環境を整備することが難しいため、それをサポートする学校や自治体の協力に

よる活動をよりバックアップする取組みが必要だと思います。練馬区子ども読書活動推進

計画（第三次）の16ページの「７保護者への啓発」について、例えば、毎週水曜日に図書

館で読書の紹介コーナーを作ったら、それを実施する人が必要になるので、その人に予算

をつけるなど、親がやってほしいことだが親がやりきれないところをサポートするための

地域のボランティアなど、枠組みを作るのが良いのかなと感じています。 

 

〇副座長 

 各図書館や児童館でおはなし会の活動はありますが、子供が集まらない現状があると感

じています。子供は、学校やひろばなどに長い時間いるためかと思います。 

 

〇委員 

 西大泉児童館のおはなし会に行ったら、参加者は私と息子のみでした。周りにいた子供

たちに声がけしても、テレビゲームをしたり漫画を読んだりしていました。これが地域の

現状かと驚きました。子供に聞く姿勢がないと周りにいる人が気をつかってしまうので、
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何かできないかなと感じました。 

 

〇委員 

 学校におはなし会に行くと、子供たちはきちんと聞いてくれます。また、ぬいぐるみお

とまり会などのイベントには多くの子供が集まっています。おはなし会や本の探検ラリー

などの学校のイベントも、とても良い反応があります。それが実際、読書に繋がっている

か確認する手段があると、効果が分かって少し選別ができると思います。 

 

〇副座長 

 学校図書館もイベントは多いですが、それは読書に繋がっているのでしょうか。 

 

〇委員 

 ブックスタートは、ブックスタート終了後に図書館の利用カードを作ることができま

す。そこで利用カードを新規作成された方の数や、その後の貸出し状況を追えると良いと

思います。統計を取れば良いのでしょうが、個人情報になるので難しいのでしょうか。 

 

〇事務局 

 利用カードの作成数は把握できます。その後の貸出し状況などは、個人情報になるため

取れません。 

 

〇副座長 

図書館のブックトークや乳幼児向けおはなし会などで本を紹介して並べると、あっとい

う間に借りられます。図書館の仕事として図書館員が本を紹介することは、とても効果が

あると思います。どのようなものが読書に繋がるかが分かると、ぬいぐるみおとまり会な

どの行事の意味がでてくると思います。 

 

〇委員 

 統計が取れないので難しいですが、色々な分野で効果は上がっているはずです。今も

様々な切り口での支援を行っているかもしれませんが、練馬区として多様なスタイルの活

動団体や講師をピックアップして、おすすめのイベントなどの一覧があると良いと思いま

す。評価としてアンケートで取れるか分かりませんが、「これをきっかけに本を借りるよ

うになりました」というだけでも最初は良いと思います。きっかけは分からないので、間

口を用意しなければいけないのかなと思います。 

 

〇委員 

 ブックスタートの後くらいの年齢の子供を対象に、ビニールバッグに入った絵本セット
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の貸出しをする自治体もあるようです。 

 

〇副座長 

同じようなことで、幼児のおはなし会で図書館員がおすすめした本は、「図書館が紹介

した本だから安心」と、多くの方が借りてくれるので、人が手渡すのが良いと思います。

図書館だけではなく学校図書館も人が入って、人が本を紹介すると大変良いと思います。 

 

〇委員 

 POPもかなり効果があると思います。子供たちも、いつも見ている図書館員が紹介して

くれたものは読んでみたいと思うかもしれません。自分の娘も、本を読むようになったの

は、私が学校でよみきかせボランティアをしたことがきっかけでした。きっかけは「親」

が一番良いかもしれませんが、どんなきっかけでも良いので、地域できっかけ作りができ

たら良いと思います。 

 

〇委員 

 学校において、読み聞かせをすると子供たちは集中してしっかり聞いています。本が嫌

いなわけではないですし、聞くほうが好きなのかもしれません。昔はそれ以上のものがな

かったのか、それとも今は深く考える力が低下しているからなのでしょうか。何か他に、

漫画など刺激があるものがあると、どうしても本が負けてしまうのかなと思います。物語

を目で追って想像を膨らませた方が、数段世界が広がると思います。今、卒業文集を確認

していますが、例えば、読書を敬遠していた子が、ある映画を観たことがきっかけでその

作品の本を読んだと書いていました。何がきっかけになるか分からないので、きっかけ作

り、そしてそれを提供できる環境作りが大事だと思います。 

 統計上は学校に人がいますが、司書教諭として学校に一人来てもらわないと、教員で司

書教諭の資格を持っていても、例えば体育関係に力があればそちらに行ってしまいます。

司書の方がいるとどんな本があるかなど分かり、随分違うのだと思いました。 

 

〇副座長 

 学校図書館に人がいて本を紹介してもらうと、読書にどんどん繋がっていきます。 

 

〇委員 

 ここでいう読書とは、紙ベースのものを指しているのでしょうか。我が家では、タブレ

ットで読むこともあります。漫画も紙だけでなくタブレットのものもあるので、少なから

ずタブレットで読んでいる子供もいる気がします。どのくらいいるかアンケートを取るの

は難しいと思いますが、そのようなことも含めたら文章を読んでいる子供はもう少し多い

と思います。今は図書館へ行って本を借りることを前提として話しているのかどうか分か
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りませんが、子供が大きくなってくると学校の教科書も多くなるため、図書館の本を借り

ると重くなるので、家でタブレットを読むこともあります。そうすると、図書館で借りる

以外にも家で本を読む手段があるので、それはどうなるのかなと思います。 

 

〇委員 

 私は本屋で商売をしています。身近でいえば、中一・小六・小四の三姉妹の家庭のお母

さんから、子供たちの読書について相談されたのでアドバイスをしています。私個人とし

ては、紙の本が減ってきていますが、ものを読むということ、また、文字として考えた

ら、紙やタブレットの区別はないと思います。 

まず、中一の子は、本を読むのが嫌いですが、文字を読んではいると言います。聞いて

みると、芸能人が書いた小説を携帯で読みますが、課題図書などは読みません。私の結論

は、携帯で文字を読もうとしているので良いのではないかと思います。この子への提案と

して、某新聞の最後の欄や社説を徹底的に読んで、読めない文字にはふりがなを振って、

語彙というものを徹底的に理解させるということをやっています。小六の子は本が好き

で、学校や図書館で本を借りていて頭がとても柔らかいです。今はゲド戦記に入ってい

て、そのくらい読める子なら、五年生の終わりには一般の小説、例えば重松清やあさのあ

つこなど薦めようと思っています。 

要するに、紙でもタブレットでも、文字に親しむ一番感性の豊かなときに、意味が最初

はどうしても分からなかったり、難しい漢字は読めても意味が分からないかもしれません

が、それが勉強になったり、先生から教えてもらったり、それが自分もこの歳になってや

っと分かるようになってきました。親御さんや先生、目上の人が子供にきっかけを上手く

作るのが大事だと常々思っています。それは学校でも図書館でも良いと思います。基本

は、頭の柔らかいときに語彙力を、受験勉強のように点数が取れるとかではなく、その文

字が文章の中でどのように使われているかを、その歳なりに教えてあげることが大事では

ないかと思います。 

 

〇副座長 

タブレットについて、中学生はどうですか。 

 

〇委員 

 学校にはタブレットは導入していません。自宅にタブレットがあるかというと、色々とト

ラブルがあるので、持たせるなら利用時間を限るなど生活指導もあります。状況としては、

ラインや音楽、動画の利用が多いと思います。先ほど POPの話がありましたが、図書委員で

POPを作って、廊下に毎月貼って紹介しています。それを見て図書館に行って本を読む子も

います。私の学校では、朝読書は年間通して実施しておらず、朝授業で学習を行っています。

11 月から冬休み前までの一カ月弱は、読書旬間として読書しています。すると子供たちは
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朝から良く集中して本を読みます。今の子供はきっかけを与えれば読書すると思います。例

えば読書旬間中に一言感想を書かせて学級だよりに載せたりすると、友達が読んだ本に興

味をもって読書が広がることもあります。来年度から学校図書館に蔵書管理のシステムが

入ると、検索機能などもあるので生徒はそれを活用すると思います。また、検索や貸し出し

の記録があれば、今月一番読まれた本などを紹介すれば、子供たちの読書の幅はさらに広が

ると思います。どのような取組ができるか練馬区立学校教育研究会学校図書館部で研究・実

践していきたいと思います。 

前回の会議で話題となった練馬区立学校教育研究会学校図書館部の取組ですが、読書感

想文コンクールを例にあげると今年度は43校中25校が参加し、応募総数は4,396件、入選

が117編、審査対象は44点で、東京都は12編出して優秀賞が決定しました。 

 

〇委員 

 検索システムができるとすごく良いと思います。息子の通っている高校では、クラスご

とに今月は何冊借りたかなど、数値になってグラフに出ると、翌月は「頑張るぞ！」とな

ったりすることもあるようです。一番借りられた本や人気本が図書館だよりに載ったりす

ると、見るきっかけになります。授業でPOPも作っていました。システムで検索できるよ

うになると、借りる子供が増えるのではないかと思います。 

 

〇委員 

 学校には支援員や委託の人が入っていますが、来年度以降も続くのでしょうか。 

 

〇事務局 

 人的支援は継続します。学校支援モデル事業を廃止して、支援員を引き上げる学校もあ

りますが、その代わりに管理員を配置します。 

 

〇副座長 

 システムが入っても、特に小学校は支援員が毎日いなければ、操作など上手な運用は難

しいと思います。 

 

〇委員 

 支援員がいても有資格者であっても昔の勉強であったりすると、一からのスタートにな

ってしまうと思います。支援員は多忙で時間もないようですが、ある図書館では、三年経

っても分類番号が正しいものに変わりませんでした。有資格者でも研修をきちんとしてい

ただかなければ、学校図書館協議会としての全国基準の図書館に、練馬区はまだまだ数字

を満たしていないなと思います。 

また、本の返却率が悪いため、弁償させるべきではないかという話が出ている学校もあ
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ります。区からの依頼で蔵書点検したら、台帳と比べて約2,000冊の本が無かったようで

す。本を失くした場合、これまで学校は、弁償しなくて良いという対応でした。借りたも

のを返すのは基本的なことですし、本を紛失してしまったら弁償しなければならないと思

います。家庭のモラルが低くなっているようです。来年度からは、弁償するつもりで指導

していただけないかと思います。 

 

〇委員 

電算化すると、誰が借りたか今までよりは明らかになるかと思います。 

 

○副座長 

 ある学校の開放図書館でボランティアをしています。今年度夏の蔵書点検で、その学校

は不明本が100冊以上ありましたが、支援員が入ったことで不明本の数が年々減り、５年

目の現在は一桁になりました。無人だった図書館に人とシステムが入って、図書館がきち

んと運営されると変わってくると思います。弁償というよりは、きちんとした形ができる

のが大事ではないかと思います。 

 

〇委員 

図書館側は利用者のことを信用して本を貸しており、本を借りることは社会生活の第一

歩であり、約束を守ることや借りたものを返すことは一番大事な教育のモデルになるもの

だと思います。それが守れない子供が多いようなので、そういうことを子供たちやご父兄

にもっと分かるようにしていただきたいと思います。 

 

○事務局 

 各学校に人がいて、来年度からシステムも入って管理が進み、不明本や未返却本の数は

かなり減ると思います。 

 

〇委員 

 タブレットの話に戻ってしまいますが、親がタブレットを薦めたのでしょうか。 

 

○委員 

 タブレットで読んでも振り返りが大変だったりします。光の反射が異なるため紙の本の

ほうが文字として覚えるので、個人としては、タブレットはきっかけで、その結果タブレ

ットで読んだものを本で借りる、または購入しようとなれば良いなと思っています。色々

なきっかけがあると思うので、その中でタブレットもひとつのきっかけに繋がるといいか

なと思います。 
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〇委員 

 母親のそのような考えは子供にも伝わって、いずれ読みたいという気持ちになると思い

ます。それが家庭環境だと思います。弁償や返却率については、先述の委員と同意見で、

借りたものを返すことは基本のモラルだと思います。 

 

〇事務局 

区立図書館は弁償の対応もとっていますが、学校ではそこまでできないと思います。 

 

〇副座長 

 子供たちには、返すということをきちんと伝えれば返すようになってくると思います。

例えば、学校の本が校庭や公園に置いてあると、地域の人が届けてくれることもあったの

で、地域との繋がりも大切だと思います。 

  

〇委員 

 中学校では朝礼で本を紹介したりしています。色々なところに働きかけをしていくこと

が必要です。 

 

〇副座長 

 練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）にもありますが、本の探検ラリーをみなさん

はご存知でしょうか。練馬区の読書推進のひとつとしてテーマごとに問題を作り、それを

子供に解いてもらうものです。その際の受付などは、保護者にボランティアとして参加し

ていただいています。 

 

〇委員 

自分の子供が小学生の時、その学校には司書がいないことに大変驚きました。また、そ

のようなイベントの存在も知りませんでしたし、おそらく実施していないと思います。保

護者にはそのような情報は届いていないので、もっと宣伝すべきだと思います。 

 

〇事務局 

 毎年、学校訪問で全校に案内しています。各図書館から担当校へさらに案内するように

いたします。 

 

〇副座長 

 読書推進につながるような事業は、図書館や学校などでもたくさん行っていますが、そ

れが順番に繋がって読書推進が進むと良いなと思っております。 
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〇委員 

 支援を必要とする子に対して、公立図書館の休館日などに特別支援学校の子供のための

開放デーのようなものを設けていただけたら良いなと思います。自分の子供は本友委員会

に入っていて、夏休みを一日借りてイベントをやらせていただいているので、同じように

したら、支援を必要とする子供と保護者も図書館を利用できるのではないかと思います。 

 

〇事務局 

 支援を必要とする子ではありませんが、乳幼児の声が気になる方もいます。他の自治体

の取組みで、特定の曜日・時間帯は、幼児が自由に声を出しても良い時間に設定をして、

その間は他の大人はそれを聞いて自分の本を楽しむ、開館時間全てが静寂ではないという

時間を設けている図書館もあると聞きました。色々な取り組みがあるなと思いました。設

けるかどうかは別として、貴重なご意見として受け止めます。 

 

〇委員 

 タブレットについて、区立図書館は今後タブレットを貸すなど考えているのでしょう

か。 

 

〇事務局 

 今は、紙の図書に加えて電子書籍があります。コミックなどは紙と電子が逆転している

ものもあり、作品によっては、紙ではなく電子のみのもあります。紙の本が出ない場合、

図書館はどう提供するのか、いずれそのような時代がくると思います。これは大変大きな

研究、あるいは検討課題であると意識しております。 

 

〇副座長 

何か他にありますか。 

 

（なし） 

 

〇副座長 

本日の議題は以上となります。なお、本日の会議要録については、事務局が取りまとめ

次第、各委員のご確認をいただいたうえで、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） 
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ありがとうございます。最後に事務局から次回の開催予定についてご連絡お願いいたし

ます。 

 

○事務局 

次回の練馬区子ども読書活動推進会議は、平成30年６月下旬から７月上旬に開催する予

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 

それでは、第９期第二回練馬区子ども読書活動推進会議を終了いたします。ありがとう

ございました。 


