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練馬区子ども読書活動推進会議(第９期第四回)要録 

 

 

●日時 

平成30年11月５日（月） 午後１時から午後３時まで 

 

●場所 

光が丘図書館 第一会議室 

 

●参加者 

出席委員：漆澤座長、工藤副座長、塙委員、境野委員、古山委員、岡田委員、 

荒井委員、生田委員、大山委員、櫛田委員 

欠席委員：関副座長、橋爪委員、立花委員 

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 

○議題 

次期計画の策定に向けた検討 

  (1) 乳幼児の読書活動の推進について 

  (2) 高校生等の読書活動の推進について 

  (3) 支援を必要とする子どもの読書活動の推進について 

  (4) 関係団体等との連携について 

  (5) その他 

 

●配付資料 

資料１ 子ども読書活動推進計画（第四次）重点取組・重点取組事業（案） 

資料２ 子供の読書活動の推進に関する基本的な計画（抜粋） 

  資料３ 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、関副座長、橋爪委員、立花委員です。傍聴の方は２名いらっしゃいます。 

 

○座長 

ただ今より、第９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。式次第に沿って進行させていただきます。 
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はじめに、事務局より議題「次期計画の策定に向けた検討」についてご説明をお

願いします。 

 

○事務局 

事務局より、「２ 議題 次期計画の策定に向けた検討」についてご説明いたします。 

前回の会議で申し上げましたとおり、練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）は、

計画期間を平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間としており、来年度で計画期間

が終了することから、次期計画を策定する予定です。 

現在の計画では、発達段階に応じた取組として、それぞれの年代に応じた体系とし

ております。次期計画においても、基本的にはこの構成を継続していきたいと考えて

おります。 

前回の推進会議におきましては、主に小中学生の読書活動の推進についてご議論い

ただいたところですので、本日は、次第に記載されているとおり、次期計画の策定に

向けた検討として、 

  (1) 乳幼児の読書活動の推進について 

  (2) 高校生等の読書活動の推進について 

  (3) 支援を必要とする子どもの読書活動の推進について 

(4) 関係団体等との連携について 

(5) その他 

に関する取組等について、本日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、配付いたしました資料をご参照いただき、委員の皆様の立場から、

ご意見を頂戴したく存じます。 

 

（資料１～３についての説明） 

 

事務局からは以上です。よろしくお願いいたします。 

 

○座長  

事務局より説明がありましたが、練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）は、来

年度で計画期間が終了するということで、第四次の計画の策定に向けて検討を進めた

いと思います。発達段階に応じた読書活動の推進に関する取組について、第三次計画

の内容や配付されました資料等からご意見、ご要望等ございましたら皆さまからご意

見をいただきたいと思います。 

 まずは、「(1)乳幼児の読書活動の推進について」の項目について議論をお願いいた

します。 

個別具体的なご意見をお出しいただけますと、重点取組事業（案）に組み込むこと

もできますし、新たな重点取組事業として提案いただくことも可能だと思います。 
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○委員 

 ブックスタート事業については、乳幼児の重点取組としないのでしょうか。 

 

○事務局 

 ブックスタート事業はもちろん重要な事業ではございますが、既存の事業でもござ

いますので、今後も継続して実施していく意味で関連する主な取組として掲載する予

定で考えています。 

 

○委員 

 質問ですが、資料１の第一乳幼児 親子で共に本を楽しめる場の提供としては、既

に図書館の「こどもと本のひろば」コーナーや、学童クラブ、児童館等で環境づくり

は行われていると思いますが、これ以外に挙げていけばよいでしょうか。 

 

○座長 

 既に実施している部分も挙げていただき、その部分を強化していくということでも

構いませんし、新たな場の提供ということでも構いません。 

 

○委員 

 第三次の関連する主な取組で、保護者への啓発として記載がありますが、家庭の状

況によっては児童館へ行くことがなかったり、お便りを読んで絵本を買いに行く時間

も取れなかったりということもあると思います。そこで、実現の可能性があるかどう

かは別として、例えば、スーパーマーケットやコンビニエンスストア等で保護者が必

ず立ち寄る場所に推薦図書リスト等を置かせてもらうことで、読書に接する一つのき

っかけ作りをするというような方法はいかがでしょうか。 

  

○座長 

 家と買い物等、生活圏が限られてしまうこともあるので、必ず立ち寄るところにそ

ういうものがあると図書館へ足を運ぶきっかけになると思います。新たなアイディア

として、事務局にてご検討をお願いします。 

 

○委員 

 図書館でも多数の資料を揃えていて、既に絵本は色々なところにあると思いますが、

乳幼児の保護者にそれが伝わっていないと感じています。図書館に興味があって来る

方は良いのですが、そうではない方にも届くようにするにはインターネットの活用を

そろそろ検討すべきではないでしょうか。 

乳幼児の両親は今だと「ねりこそ＠ナビ」のようなサイトから情報を得て色々なと

ころに行かれているので、インターネットをうまく活用して情報発信をしていかない
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と保護者への読書啓発は中々難しいのではないかと思います。 

 

○委員 

 「ねりこそ＠ナビ」とはどういったサイトですか。 

 

○委員 

 ぴよぴよや児童館など、様々な保護者向けの情報が掲載されているサイトです。 

練馬区のブックスタートで配布している冊子にも「ねりこそ＠ナビ」の案内を載せ

ていて、保護者の情報収集の手段としてよく活用されていると思います。 

 

○座長 

 保護者のスマートフォンの利用状況を考えると、もちろん、連携がうまくとれるの

かといった課題もあるとは思いますが、今後はそういうものを積極的に活用していく

ことは必要になってくると思います。 

 

○座長 

インターネットの活用は、区立図書館の事業として既に展開していると思いますが、

練馬区立図書館の中で乳幼児向けに本を紹介するような活用は、現在もされています

でしょうか。 

 

○事務局 

 練馬区の図書館ホームページ内にこどもページを設け、乳幼児向けの各種事業やお

すすめ本の掲示をしております。ただ、それをいかに多くの方に知っていただくかは、

課題であると認識しております。 

 

○委員 

 練馬区立図書館のホームページは練馬区の公式ホームページからはリンク付けされ

ているのですか。 

 

○事務局 

練馬区の公式ホームページのトップ画面にリンクが貼られています。 

 

○委員 

 図書館のホームページを利用していて、子ども向けのイベントページなど、目的の

ページにうまくアクセスできないことがありました。 

 

○委員 



 5 

 ブックスタート事業の参加率からも多くの親子が参加しているので、そこでの情報

発信を充実していくことも有効だと思います。 

 

○座長 

 「第一乳幼児」の重点取組事業（案）の「２ 家庭読書の推進」はいかがですか。 

 

○委員 

 区立図書館のおはなし会やよみきかせなどの事業の中で本の紹介があると、保護者

の方が多く借りていかれるので、その場の提供を行う機会が多くあると家庭で読書を

楽しむきっかけになるように思います。 

 

○座長 

 本を保護者の方に紹介する場が具体的にどういう形で展開しているか、事務局の方

でご説明いただけますでしょうか。 

 

○事務局 

各所管課の取組状況調査からは、様々な児童施設において子どもに本に親しんでい

ただくためのコーナーを設けたり、お薦め本の展示をしたりする取組が多く見受けら

れます。 

 

○座長 

 よみきかせなどの際には、具体的にどういった形で本を紹介しているのでしょうか。 

 

○委員 

 光が丘図書館の「こねこの会」では図書館員がテーマを決めて選んだ本を、各図書

館から資料を集めて紹介しています。保護者の方は、そこから選んで本を借りていく

のですが、かなりの数が借りられているように思います。 

 

○委員 

 区立図書館では必ず今月のおすすめ本のコーナーなどが面だしであると図書館の来

館者の目には留まるが、来ない方にも見てもらうには、区立図書館のホームページ上

でおすすめ本の紹介ができると良いと思います。 

 

○座長 

 本を選ぶ際に、何を基準に選んだらよいのか自分自身悩んだ経験があるので、本を

選ぶ際の内容部分の充実が今後は必要になってくるように思います。 

ネットと紙ベースの本でうまく双方を利用していくと、本に触れる機会の少ない保
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護者への啓発にも繋がると思います。その次に、本に触れた方に対して、どのように

フォローアップしていくのか、次の計画において内容を充実できると良いのではない

でしょうか。 

 

○委員 

 本を楽しめる場の提供という意味では、既に場はあるような気がしますので、場の

活用と知らない方への周知を重点にした方が良いのではないかと思いました。 

 

○座長 

 ここまでの委員の皆さまのご発言から、第三次の計画では、関連する主な取組とし

て保護者への啓発が記載されていますが、これを重点取組事業として階層を上げてい

く方向で事務局へ提案させていただければと思います。 

 

○委員 

 「３ 区立図書館の児童図書の充実」に関して、団体貸出が昔よりもすごく盛んで、

季節に関連した図書がその時期になくなってしまい、区立図書館の一般利用者の手に

渡らないことがあるように思います。 

 

○座長 

読書の活用の場が増えたことや、学校での団体貸出が盛んになってきていることも

あると思いますが、一般利用者の手に渡らないことが起こらないような工夫を、事務

局にご検討いただければと思います。また、新しい図書を入れるだけではなく、名作

といわれる本やお薦めの本は複数冊所蔵していただき、利用者の手に渡るような工夫

により充実することも、事務局にてご検討いただければと思います。 

 

○座長 

 続きまして、「第３ 高校生等」の読書活動の推進の項目について、ご意見をお出し

いただければと思います。 

 

○委員 

 ＹＡコーナーは練馬区立図書館では全館にあると思いますが、全館に中高生優先の

閲覧席はあるのでしょうか。 

 

○事務局 

 館によって異なり、全館でそうしたスペースを確保できていない状況にあります。 

 

○委員 
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 関町図書館や平和台図書館では大規模改修時に中高生優先の閲覧席を設けましたが、

実際には中高生以外の利用者にも多く利用されているように思います。 

 

○委員 

 書棚としてのＹＡコーナーは全館にあるようですので、設備として中高生が読書に

親しめる場の充実を図ることが今後も必要に思います。 

 

○委員 

 高校生ぐらいになると読む子と読まない子がハッキリ分かれてくるように思います。 

本をよく読んでいる高校生を巻き込んで、同世代へ向けた書評やＰＯＰを作成して

もらって、図書館等に展示するような取組も良いのではないかと思います。 

 

○座長 

 現在、区立図書館で高校生を巻き込んだ事業は行っているのでしょうか。 

 

○事務局 

 高校生になると部活等で忙しいためか、一部の区立図書館を除き、高校生を巻き込

んだ事業の実施状況はあまり芳しくないというのが実態です。区立図書館１館のみで

高校生２名を含む中高生からなるグループが活動しています。 

中学生を巻き込んだ事業は実施しておりますが、高校生になっても継続してグルー

プで活動するまでには至っておりません。 

 

○委員 

 ビブリオバトルへの参加者には、高校生もいらっしゃいますか。 

 

○事務局 

 区立図書館で中高生を対象にしたビブリオバトルの参加者を募った際には、中学生

の応募はあるのですが、どうしても高校生からの応募は少ないか、または応募がない

という状況のようです。 

 

○委員 

 高校生になると区民以外も多くなるので、高校自体にアプローチをかけなければ、

練馬区在学の高校生は来てもらえないのではないでしょうか。 

 

○委員 

青少年、ＹＡコーナー、高校生等という表現が様々使用されていますが、まず、高

校生等というのはどの範囲を指しているのでしょうか。 
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○事務局 

 計画の対象年齢が０歳から１８歳までを対象としており、発達段階別に分けたとき

に、乳幼児、小中学生の次は高校生ときますが、必ずしも高校に通っている子どもだ

けではないということも配慮しまして、計画策定時には高校生等といたしました。 

 

○委員 

 ＹＡコーナーの対象範囲はどこまででしょうか。また、青少年という表現はどこま

で入るのでしょうか。 

 

○事務局 

 ＹＡコーナーに置いてある資料は主に中高生を対象としております。青少年という

と、18歳を超える範囲まで含まれてくるので、本計画の対象となる年齢を超える世代

も含まれてきます。 

 

○座長 

 計画内でそれらの文言の使い分けが整理しきれていない部分もあるので、次期計画

を策定する際には、事務局にて整理していただければと思います。また、良いネーミ

ング等ありましたら、事務局までご意見をお寄せください。 

高校生等を巻き込んだ事業は、区立図書館の利用や図書に触れるきっかけづくりに

もなりますので、当該年齢層の子どもが参加できる事業の実施は具体的な取組として

次期計画にも含めていただけると良いのではないかと思いました。 

 

○委員 

高校生になると、本は友達からの貸し借り等により読んでいる姿は見ていましたが、

区立図書館から借りている姿はあまり見たことがないように思います。ただ、図書館

に行かないかというと、勉強や調べもののために行くことが多いので、高校生にとっ

て図書館は本を読みにいく場所ではなくなっているように思います。 

 

○委員 

 先ほどから出ているような、高校と連携した事業や、来館した高校生にお薦め本の

紹介文やＰＯＰを作成してもらう等の連携によって、勉強のつもりで図書館に来た高

校生の目に留まるような情報提供の手段や巻き込んだ事業の実施等、何らかの方法が

とれると良いのではないでしょうか。 

  

○委員 
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 ネット上のマナーが問題になっている現状や、区立図書館が情報リテラシーを発信

する場であることも考えると、情報リテラシーを学ぶことができる事業を高校生向け

事業として実施することも考えられると思います。 

 

○委員 

 年齢によって、図書館の利用の仕方が変化していくように思います。 

例えば、高校生の年齢の子がどんな時間に何を借りているのかということが分かる

と、利用状況から今後の検討をする際の参考になるのではないでしょうか。 

 

○委員 

 光が丘図書館では、ＹＡコーナーをよく利用されるのはどういった方が多いでしょ

うか。 

 

○事務局 

 日常的には中学生の利用が多いように感じています。ただ、試験前になると高校生

と思われる年代の方の利用も多く見受けられます。 

 

○委員 

 そもそも図書館に来館する高校生は、高校生全体に占める割合でいうとかなり少な

いように思います。高校生の読書率を高めるのであれば、図書や図書館にまったく見

向きもしない高校生をどう取り込むかを考えないといけないと思います。 

スマートフォンの利用状況を考えると、インターネットをうまく活用して、面白い

本の情報発信等ができると飛びついてくれるのではないでしょうか。 

 

○委員 

 区立図書館を利用しない子でも、学校図書館や本屋さんに行くことや、友達同士で

本の貸し借りをしている子はいると思います。そうなると、区立図書館を利用しない

子は必ずしも本を読んでいないわけではないと思うので、そこは難しいですね。 

 

○委員 

 区立図書館は、本を借りられるだけではなくて、利用のルールや本の使い方、本の

大切さ、期日までに返すこと等、利用することが社会性の広がりにも繋がっているよ

うに感じています。 

 特別支援学校では、本を読むだけではなくて、触って音声が出たり、字が出てきた

りするものもあります。区立図書館が苦手な子どもだと、家に帰って落ち着いて読め

るということも良いところなので、両方が共存できると良いと思います。 
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○座長 

 重点取組事業（案）「３ 読書コンクールの推進」について、中学生ですと調べ学習

コンクールのような取組があるようなので、高校生にも拡大をしていただけると図書

館への来館を促す一つの機会として良いと思います。全国規模でなくとも、練馬区内

のコンクールでも良いので、何か設けることができないかと思いました。 

来年度から大学入試の際に新テストの形式がとられるようになると、学校の成績だ

けでなく、地域での活動やボランティア活動の実績も場合によっては点数化されるよ

うになるので、読書コンクール等への参加や入賞がそういったところにも繋がってく

るように思います。 

 

○委員 

 年代別の貸出統計は区立図書館で把握していますか。高校生に来ていただくために

は、高校生が区立図書館で調べもの等の際にどういった本を借りているかが分かると、

年代に合わせた図書の充実も図れるのではないでしょうか。 

 

○事務局 

 年代別の貸出冊数は統計データとして把握しておりますが、高校生がどの分類の本

を多く借りているかといった統計がシステム上から抽出できるのかは確認が必要です

ので、一度持ち帰らせていただき、次回の推進会議でご報告させていただきます。 

 

○委員 

 高校生が勉強する場として活用しているのは、事典等の図書館の資料を活用して調

べながら勉強するということもあるのではないでしょうか。 

 

○委員 

 高校生には、学校の授業や宿題などで出されたことを調べる本や調べたいことが載

っている本が区立図書館に所蔵されていると、より活用されると思います。 

 

○委員 

 高校で必要としている本がどういうものかを図書館側が高校と話し合いを持つよう

な連携ができると良いかもしれませんね。 

 

○委員 

 近隣の高校と区立図書館の連携は何かあるのでしょうか。 

 

○事務局 
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 高校に対しては依頼があった際に団体貸出を行う等の連携を行っていますが、高校

からの団体貸出の依頼は少ないと感じています。 

 

○委員 

 高校生が自分で調べものをする際に、区立図書館にその資料があるかを確認するた

めには、やはりインターネットでの情報発信が重要に思います。 

 

○委員 

 高校生が調べもので区立図書館に行かない理由の一つとして、図書館に行っても調

べたいことが本から調べられないというのもあると思います。例えば、レファレンス

が充実していて色々と教えてもらえたという経験があれば、また図書館へ足を運ぶき

っかけづくりにもなると思います。 

 

○委員 

 書店の立場でこれまでの経験から申し上げますと、今の子どもたちは、こういう本

を読みなさいとか、読んだらどうですかまで薦めていかないと、区立図書館の書棚の

構成だけ見ても難しいと感じてしまいます。子どもたちの要望と本がマッチングする

ためには、紆余曲折があって、やっと辿り着くのが現状だと思います。 

書店に本を探しに来るときに、先生から言われた本の著者名や題名だけを頼りに購

入しにくることがありますが、そうではなくて、本来であればその本の何を読んだら

いいのかそこまで踏み込んで、大人が子どもに対して伝えてあげることが重要だと思

います。 

 

○座長 

 少なくとも大学生になると、ネットではなく本を活用して調べる能力は求められま

すので、高校生等の段階から、本の接し方について手引きをしてあげる必要があるの

ではないかと思います。 

 高校生等のところには、高校生等に向けた本の紹介に関する充実をしたり、レファ

レンスの部分の充実をしたりといった内容を、次期計画に反映させていただきたいと

思います。 

 

○座長 

 続きまして、「第四 支援を必要とする子ども」の読書活動の推進について、ご意見

をお出しいただければと思います。 

 

○委員 
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 特別支援学校の子どもたちは、小学部では学習の一環で地域の図書館に行って図書

を借りてくるということをしており、また上の学年になると地域の図書館を利用する

段階になってきます。利用する本は通常の本のほかに、点字本や触って音声が流れる

本など、色々な種類の本があると障害者に対する合理的な配慮にも繋がってくると思

います。また、声を出してしまうために図書館に行けない子どもが、電子的な本を利

用して本に接することもあります。 

 大きな声や音を出してしまうことはどうしてもあると思いますが、本が大好きな子

どももたくさんおりますので、他の利用者の理解を得ながら、同じように図書館を利

用できるような環境が必要だと思います。 

 

○座長 

 本の種類を是非充実していただきたいということと、大きな声や音を出してしまう

お子さんがいらっしゃることについては、会議室等を利用して多少騒がしくしても良

い場所や時間帯によって図書館に足を運んでもらう工夫もできるのではないかと思い

ました。 

 

○委員 

 会議室等の別部屋で図書館を利用して、他の方と接すること等によって、図書館の

利用方法について学んでいくことができれば、成長した時に同じように図書館を利用

できるし、本に接するということが近くなってくるように思います。 

 

○委員 

 手話付きおはなし会の実施等の障害者に対する事業が減っているような気がします。 

 

○座長 

第三次の計画にも掲げている事業でありますので、引き続きしっかりと充実できる

よう、実施していただければと思います。 

 支援を必要とする子どもに向けてというよりも、みんなが楽しむことができるよう

にという視点から、既に実施している事業にプラスアルファ何かすることでより多様

に楽しむことができる事業を考えていけると良いと思います。 

 

○委員 

支援を必要とする子どもが参加しやすい事業であるためには、よみきかせが少人数

で年齢が明記されていたり、映画会で字幕が出ることが書かれていたり、ヘッドフォ

ンで聞くことができるといったことをイベントのポスターやホームページ等の事業案

内に記載するといった配慮をすることが必要だと思います。 
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○委員 

 区立図書館等で実施している布の絵本等、支援を必要とする子どもに向けた事業の

情報が特別支援学校等まで届いていないこともあるのではないでしょうか。 

 

○座長 

支援が必要な子どもに来ていただけるような事業がある場合には、各特別支援学校

とも連携をとって、情報発信を充実していくことによってもかなり活性化していくの

ではないかと思います。 

 色々なお子さんがいるということに、幼い時から接することはとても大事なことだ

と思います。新たな事業というよりは、既存の事業の中で支援を必要とする子どもが

参加しやすいような配慮の工夫と、参加が可能であるか判断するための情報の発信を

していくことは地に足のついた案だと思いますので、第四次の計画策定の際には、そ

の辺りを是非ご検討いただければと思います。 

 

○座長 

続きまして、次第「３ その他」です。事務局から何かありますか。 

 

○事務局 

 第四の「支援を必要とする子ども」の内容につきましては、第五の「関係団体との

連携」で特別支援学校や特別支援学級との連携の中でもご議論いただきたいと考えて

おりますので、また次回以降となりますが、引き続きよろしくお願いいたします。 

 来年度のスケジュールにつきましては、平成31年８月に推進会議から提言書を頂戴

いたしまして、事務局にて次期計画の策定に向けた検討を進めさせていただき、平成

32年３月に第四次計画の策定および冊子の発行となりますので、改めてご承知おきく

ださい。 

 

○座長 

 それでは、本日の議題は以上となります。 

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） 

○座長 

 最後に、事務局から何かありますでしょうか。 

 

○事務局 

次回の練馬区子ども読書活動推進会議は、平成31年３月頃に開催する予定です。具
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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。 

 

○座長 

 ありがとうございます。 

 それでは、第９期第四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。 

 


