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練馬区子ども読書活動推進会議(第９期第三回)要録 

 

 

●日時 

平成30年７月２日（月） 午後１時から午後３時まで 

 

●場所 

光が丘図書館 視聴覚室 

 

●参加者（敬称略） 

出席委員：関、工藤、境野、古山、荒井、大山、櫛田、立花 

欠席委員：漆澤、塙、橋爪、岡田、生田 

事務局 ：桑原光が丘図書館長、赤沼子供事業統括係長、同係 横塚、藤田 

 

●議事等 

 ○報告 

・平成30年度「子ども読書の日」記念事業の実施結果について 

・練馬区子ども読書活動推進計画(第三次)平成29年度各所管取組状況につい 

・練馬区子ども読書活動推進計画(第三次)計画指標の達成状況について 

○議題 

・第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」の概要を受けて 

 

●配付資料 

資料１ 平成30年度「子ども読書の日」記念事業の実施結果について 

資料２ 練馬区子ども読書活動推進計画(第三次)平成29年度各所管取組状況 

資料３ 練馬区子ども読書活動推進計画(第三次)計画指標の達成状況 

資料４ 第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」の概要 

 

●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、ご報告いたします。本日の欠席

委員は、漆澤座長、塙委員、橋爪委員、岡田委員、生田委員です。傍聴の方はいらっ

しゃいません。なお、小中学校の校長会選出委員の変更により、中学校長の新村委員

に代わりまして、古山（コヤマ）校長先生が新たに推進会議の委員として選任されま

した。ここで、古山委員より皆さまに自己紹介をお願いいたします。 
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○古山委員 

 開進第一中学校の古山真樹です。今年から練馬区の中学校の教育研究会の図書館部

の部長になった関係もあり校長会で選出されて、こちらの会議に参加することになり

ました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

本日、漆澤座長は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。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。 

 

○副座長 

ただ今より、第９期第三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。式次第に沿って進行させていただきます。 

事務局より報告事項（１）～（３）についてご説明をお願いします。 

 

○事務局 

 事務局より報告事項（１）～（３）について、ご説明いたします。まず、資料１平

成30年度「子ども読書の日」記念事業の実施結果についてについてご説明いたします。 

 

（資料１について説明） 

 

続いて、資料２練馬区子ども読書活動推進計画(第三次)平成29年度各所管取組状況

についてご報告いたします。Ａ３の資料２をご覧ください。 

 

（資料２について説明） 

 

続いて、資料３練馬区子ども読書活動推進計画(第三次)計画指標の達成状況について

ご報告いたします。カラー刷りの資料３をご覧ください。 

 

（資料３について説明） 

 

資料３ 補足説明 

こちらは計画のうち、計画の取組状況を測る指標として目標値を設定した項目をま

とめたもので、平成26年度から平成29年度までの数値の推移をまとめたものでござい

ます。 
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指標「ブックスタート事業の参加率」につきましては、昨年度と比較して２％程度

増加しておりますが、計画策定時からは減少傾向にあり、参加率が伸び悩んでいる状

況にあります。 

指標「区立図書館によるおはなし会等事業の実施回数、参加人数」は大幅に増加し

ております。増加理由として、よみきかせ・おはなし会の実施回数の増加や、各館で

実施している様々な工夫を凝らした事業が多く実施されてきていることが要因だと思

われます。 

指標「小中学校の学校図書館運営計画作成率」につきましては、27年度から引き続

いて100％達成しており、全区立小中学校で策定している状況です。 

指標「本の探検ラリーの実施校数」につきましては、28年度は実施校数58校から、

29年度は63校に増加し、計画の目標校数65校まであと２校となりました。 

図書館から学校に対して周知を行っていることもあり、学校の認知度があがってい

ることも増加した要因になっていると思われます。 

 指標「子どもへの貸出冊数」につきましては、目標値として設定している170万冊に

は届いてはいませんが、年々増加傾向にあり、子どもの読書活動推進は図られている

と思われます。 

指標「区立図書館による学校等団体への貸出冊数」につきましても年々増加してお

り、小学校への貸出しは28年度と比較して2,000冊ほど伸びています。今後も図書館の

サービスとして各施設への団体貸出による支援を継続してまいります。 

指標「小学生の読書率」と「中学生の読書率」につきましては、練馬区の小学校で

は98.5％、中学校では93.7％と、国の計画において定めている目標値を上回っていま

す。 

指標「区立図書館におけるボランティアの活動回数」および「区立図書館における

ボランティアの活動人数」につきましては、27年度から増加しており、各館での事業

回数の増加に比例して、協力いただけるボランティア数も増加傾向にあります。また、

布の絵本製作ボランティアを28年度に２館、29年度に１館、30年度に２館でそれぞれ

４月から立ち上げ、現在、11の図書館で布の絵本ボランティアに活動をしていただい

ています。今後ともボランティアとの連携、協働を深めてまいります。 

  

○副座長  

事務局からご報告をいただきました資料１、２、３について、質問やご意見等があ

ればいただきたいと思います。 

 

○委員 

 読書率が小学校でも中学校でも上がっていることは素晴らしいと思います。子ども

が通っていた中学校の図書館は開館時間が短い時間でした。小学校だと学校図書館開
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放で開館時間が確保できていたように思いますが、中学校の読書率が上がっているの

は、具体的にどういった取組が影響しているのでしょうか。 

 

○委員 

 区内中学校34校あって、それぞれの学校の温度差はあると思います。その一つには、

学校図書館管理員（以下、「管理員」とする。）が配置されている学校は日頃から学

校図書館の整理ができ、開館時間も長くとることができています。また、学校図書館

支援員（以下、「支援員」とする。）の学校もあるため、それによっても学校間で違

いが出ていると思います。司書教諭はいるが、学校図書館へ手が回らず教員だけでは

やりきれない面があります。 

学校図書館に人が配置されて改善されてきましたが、今年は管理員の業者が代わっ

てすぐに人が配置されなかったので、学校現場では混乱がありました。 

 

○委員 

 これまで長期に渡って管理員を配置していた業者が代わり、管理員の雇用が遅れて

しまったと聞きました。春の読書週間に間に合わなかったのが勿体ないと思いました。 

 現在、中学校の図書ボランティアをやっていますが、支援員がいない日のお昼休み

に、時間は短いですが保護者や卒業生が学校図書館を開放していて、多くの利用があ

ります。 

 

○委員 

 各校の歴史で保護者が代々やっていて続いている学校もありますが、そういった土

壌がないと学校は厳しいと思います。 

 

○委員 

 最近学校図書館ボランティアはスクールサポーター制度のくくりになって、教育委

員会で参加を募っていると聞いています。 

支援員・管理員は全校配置になりましたが、全日配置ではないので、こういう地域

の力を活用できるように各学校で働きかけると良いと思います。 

 

○委員 

 学校図書館の活性化の項目で学校図書館への支援員の配置として、29年度から管理

員が27校、支援員が72校に配置され、初めて全校配置となっています。ただ、人が毎

日いないことや、配置している会社が違うことで学校間に差が出てきていることは問

題だと思います。文部科学省の学校図書館ガイドラインで示されるような直接雇用で

学校の一員として位置づけられる人を配置することが一番大事なのではないかと思い

ます。 
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 今年度は区立図書館指定管理者２館が学校支援モデル事業の対象外となり、２館19

校は支援員から管理員に配置されています。管理員の会社が決まったのが３月であっ

たため４月には配置できずに、５月末にようやく全校に配置する人員が確保できたと

聞いているので、こういうシステムをきちんと整理していかなければと思います。 

 

○委員 

 入札のため、業者が毎年度変わるので雇用が安定してしないといった声も聞いてい

ます。管理員、支援員が職員会議に出席していない等、蚊帳の外に置かれていて、学

校とのコミュニケーションがうまくとれない状況にあるといった話もあるようです。 

 

○委員 

 小学校でも配置が遅れている学校が多くみられましたが、保護者ボランティアが管

理員の代わりを担っている学校もありました。 

 

○委員 

 中学校の生徒総会で、生徒からなぜ今年は管理員がいないのかといった質問も出て

いうような状況が生まれてしまった学校もあるようです。 

 

○委員 

 今の子どもたちはあって当たり前という中で受け身な場合が多いが、自分からそう

いう考えを持てることは素晴らしいですね。学校図書館を利用したいという思いから

そういった質問が出てきているのだと思います。 

 

○委員 

 読書率の定義について教えてください。 

 

○事務局 

第三次計画Ｐ.31の注24で定義しています。東京都が設定している不読率の反対の数

字として練馬区で定めました。指標として設定している読書率の推移のデータは練馬

区立小中学校のデータを使用しています。 

 

○委員 

 子どもへの貸出冊数が目標値170万冊としていますが、貸出冊数自体は伸びているけ

れども目標値には達していないようですが、170万冊の数字の根拠はどこからきている

のでしょうか。 
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○事務局 

 第三次計画Ｐ.３のとおり第二次計画（改訂版）目標指標の達成状況のとおり、第二

次計画で目標値として定めていた数値が170万冊であり、そこで達成できなかったこと

から引き続き第三次の目標値として設定いたしました。 

 平成19年度実績と現在を比較すると、25万冊近く増加しているような状況です。 

 

○委員 

確かに目標値からは離れていますが、例えば子どもの数の推移や、小学校では今ひ

ろば事業が始まって、小学生は平日に中々図書館に来られないこともある等、様々な

背景も考慮してこの数値をどのように評価するか問題だと思います。 

 

○委員 

 JPICの読書アドバイザーをしていますが、出版界から見ると子どもの本がすごく売

れているという話を聞きました。働く親の増加の影響もあってか、話題の本や図鑑を

買い揃えている家庭が増加することで、それが区立図書館の貸出冊数にも影響を与え

ていることも考えられるのではないでしょうか。 

 

○委員 

 ブックスタートの参加率も下がったり上がったりしている。 

 

○委員 

 最初は保健相談所で行っていましたが、その時の参加率と、それが図書館に移って

からの参加率はどうでしょうか。 

 

○事務局 

 平成14年度からブックスタート事業を開始し、保健相談所で配付していた時は96％

前後を推移していたが、図書館に移管した平成17年度からは48％程度まで参加率が落

ちました。その後年々増加しており、ここ数年は70％前後を推移している状況です。 

 

○委員 

 参加率は下がっていますが、平成15年度にブックスタートに参加した時は、今とは

違って保険相談所の４か月健診の時に本を受け取るだけだったので、それが現在は図

書館に移ってボランティアの方と協力しながらやっている今のやり方はすごく良いと

思います。 

 

○副座長 

続いて、次第の３ 議題に移ります。 
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(1)第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」の概要受けて について、

事務局よりご説明をお願いします。 

 

○事務局 

練馬区子ども読書活動推進計画（第四次）策定に向けた提言をいただくにあたり、

資料４第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」のとおり、平成 30 年４

月 20 日に国で策定されましたので、その概要についてご説明いたします。 

 

（資料４について説明） 

 

 以上、国が策定しました第四次計画の概要となります。これを参考としまして、練

馬区の第四次計画の策定に向けて皆様の方でご議論をいただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

○副座長  

それでは、事務局より説明がありましたが、資料４を参考に皆さまからご意見をい

ただきたいと思います。 

 

○委員 

 学校としての課題は何かありますか。 

 

○委員 

 まず、学校図書館への全校配置は継続していただきたいです。 

全校に人が配置されてある程度整備が進んできているので、次は子どもたちが読書

活動にどれだけ興味や関心を持ってくれるかというところが課題です。 

国の計画にあるように、学習指導要領が新しくなって益々読書の重要性が問われて

いる中で、学校図書館の整備が進んできたのであれば、今度は教員がそれを活用する、

読書の授業を実践していくといったことが求められると思います。もちろん実践でき

ている学校もありますが、それを今後どのようにして全校に行き渡らせるのかという

のが、これからの大事な部分かなと思っています。 

 

○委員 

 管理員・支援員を配置している事業者が異なるというのは課題だと思います。例え

ば、区の直接雇用で全員集めて同じ研修を受講できるとか、今はそれができないので、

他校の状況がわからず横の連携がとりにくい状態にあるのではないかと思います。 
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○委員 

私が昔通っていた学校では、小学校も中学校も先生と一緒に給食を食べていた記憶

があるので、公立の小中学校で直接雇用でなくてそういったことや、学校行事に参加

できないというのであれば、練馬区がきちんと各学校に司書を配置するべきではない

かと思いました。 

 

○委員 

 近隣だと中野区や杉並区、豊島区は区が直接雇用しているところはあるようです。

正規でないとしても臨時職員として採用されている方もいるようです。 

 

○委員 

 全校に毎日人を配置することは難しいでしょうか。毎日人がいれば、学校現場とし

ては関係も作りやすくて安定すると思います。 

 

○委員 

 練馬区で学校支援モデル事業として実施した当初は毎日支援員が配置されていまし

たが、広く多くの学校に配置するために配置日数を減らした経緯があったようです。 

 

○委員 

 学校によって管理員・支援員の受入れに温度差がある話を聞いているので、管理員・

支援員が受入れてもらえやすい環境を作っていくことも大事だと思います。 

 

○委員 

 指定管理者からの派遣や業務委託だと、先生から直接指揮命令ができないというこ

ともあってやり取りが難しいが、その中でも先生とのコミュニケーションをうまくカ

バーできている学校はうまくいっているようです。 

事業者と学校長との話し合いによってできる業務もあるようなので、そこの話し合

いがきちんともたれることも必要だと思います。 

 

○委員 

支援員・管理員が共通の研修を受けられた方が良いと思います。以前、司書教諭の

先生向けの講習会にボランティアとして参加することは認められていたが、支援員・

管理員の参加は認められていないことがありました。 

司書教諭と同じ研修を受けることでうまく進んでいくはずなので、それができない

ことは課題だと感じています。 
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○委員 

管理員・支援員に限らず、学校のＡＬＴ（外国語指導助手）も同様に授業前の打合

せができず、研修も別で共通マニュアルがないため良い授業ができないといった声も

あるようです。 

 

○委員 

スクールサポーター制度や学校地域連携事業のコーディネーターで地域の方を斡旋

してくれている等、学校に多くの人が入ってきているところで、学校現場が混乱して

いることもあるのかもしれません。 

 

○委員 

 司書教諭の免許を持った教員が学校図書館の業務をやっていくぐらいの形が理想だ

と思います。全校に人が入ったことは前進ではありますが、週２日程度で先生たちと

の接点や時間を確保することも難しく、職員の中で学校図書館だけある程度専門的に

できることが望ましいと思います。 

 次の一歩は授業をどこまでサポートできるかということだと思います。昔よりは授

業支援をしていただいていますが、もう少し時間的な余裕ができれば、授業で必要な

図書の準備やブックトーク等で授業に一緒に入っていく等の支援がより進んでいくの

ではないかと思います。 

 

○委員 

今年度から管理員に資格要件を求めたことで配置が遅れはしましたが、資格を持っ

た方が配置されたということは大きな一歩だと思います。また、来年度からはスムー

ズにいくのではないかと思います。 

 

○委員 

 資格もそうですが、管理員や支援員が継続していける環境を作っていくことも必要

だと思います。これまでは、たまたま同じ業者が管理員を配置できていたので良かっ

たのですが、１年間の契約なので安定した雇用もされていないし、継続的な授業支援

ができないこともあるようです。 

 

○委員 

 同じ方が経験を積んで、長く続けられることが良いと思うが、労働関係の法律が変

わってきているので、そのあたりも考慮して今後の支援のあり方を決めておく必要が

あるのではないでしょうか。 
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○委員 

 第三次の時点ではまず全校配置が目標であったので、計画に沿って進んできてはい

るは思います。 

 

○副座長 

本日色々と出たご意見や議論できた内容を第四次計画の策定に向けてうまく盛り込

めると良いと思います。 

他に何かありますでしょうか。 

 

○委員 

 資料４は国の計画ということでよろしいでしょうか。 

 

○事務局 

 資料４は国の計画の概要版になります。 

 

○委員 

資料４の分析のところで、①中学生までの読書習慣の形成が不十分とありますが、

練馬区の実態としては国よりは読書が進んでいるように感じています。 

練馬区ではどちらかというと、家庭での読書習慣が身についていて読む子と全く読

まない子の差が大きいという印象の方が強いので、不十分というよりは二極化が進ん

でいるように思います。 

 

○副座長 

その他、各委員から何かありますか？ 

 

（なし） 

 

○副座長 

 それでは、第四次計画の策定に向けての議論については、本日は以上で終わらせて

いただき、また次回も引き続き検討したいと思います。 

 

○事務局 

 本日は学校図書館を中心にご議論をいただきましたが、家庭での読書推進などにつ

いても次回はご議論をいただければと思います。 

 

○副座長 

 それでは、本日の議題は以上となります。 
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最後に事務局から連絡事項等、お願いいたします。 

○事務局 

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） 

 

次回の練馬区子ども読書活動推進会議は、平成30年10月から11月頃に開催する予定

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 

 ありがとうございます。 

 それでは、第９期第三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。 


