
平成26年６月30日 

 

 

第三回練馬区子ども読書活動推進会議（第７期） 次第 

 

 

１ 開会 

 

２ 報告 

(1) 練馬区子ども読書活動推進計画（第二次）各所管平成25年度取組状況について 

(2) 練馬区子ども読書活動推進に係る関係施策目標値の達成状況について 

(3) 平成25年度「子ども読書の日」記念事業の実施結果について 

(4) 南大泉図書館分室こどもと本のひろばの平成25年度の状況等について 

 

３ 議題 

(1) 練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）の策定予定（案）について 

(2) 練馬区子ども読書活動推進会議提言案骨子について 

 

４ その他 

  

５ 閉会 

 

 【配付資料】 

  資料１ 練馬区子ども読書活動推進会議第７期委員名簿 

  資料２ 練馬区子ども読書活動推進計画（第二次）各所管平成25年度取組状況 

  資料３ 練馬区子ども読書活動推進に係る関係施策目標値の達成状況について 

資料４ 平成25年度「子ども読書の日」記念事業の実施結果について 

資料５ 南大泉図書館分室こどもと本のひろばの平成25年度の状況等について 

資料６ 練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）策定予定（案） 

資料７ 練馬区子ども読書活動推進会議提言案骨子 

 

参考１ 平成25年度 児童・生徒の読書状況調査等の結果について 

参考２ 練馬区立図書館ビジョン（概要版） 

  

 



資料１

練馬区子ども読書活動推進会議（第７期）委員名簿  ※平成26年4月1日修正

区分 氏名 役職等

学識経験者 漆
ｳﾙｼ

澤
ｻ ﾞﾜ

　その子
ｺ

武蔵大学人文学部教授

子ども読書活動推進団体 関
ｾｷ

　日奈子
ﾋﾅｺ

ねりま地域文庫読書サークル連絡会

子ども読書活動推進団体 工藤
ｸﾄﾞｳ

　靜子
ｼｽﾞｺ

ねりま子どもと本ネットワーク

図書館関係団体 塙
ﾊﾅﾜ

　靖沖
ﾔｽｵｷ

東京都書店商業組合練馬支部理事

幼稚園 橋爪
ﾊｼﾂﾞﾒ

　千尋
ﾁﾋﾛ

つくし野学園北町カトリック幼稚園長

小学校 澤井
ｻﾜｲ

　英子
ｴｲｺ

練馬区立仲町小学校長

中学校 新村
ﾆｲﾑﾗ

　紀昭
ﾉﾘｱｷ

練馬区立開進第四中学校長

特別支援学校 田村
タムラ

　初枝
ハツエ

旭出学園（特別支援学校）校長

公募区民 吉岡
ﾖｼｵｶ

　美佐子
ﾐｻｺ

公募区民 小宮
コミヤ

　ひとみ

公募区民 植松
ウエマツ

　和宏
カズヒロ

公募区民 神田
カンダ

　万里子
マリコ

公募区民 長島
ナガシマ

　良介
リョウスケ



資料２

練馬区子ども読書活動推進計画（第二次）各所管平成25年度取組状況

所管課 回答

①　ブックスタート事業の充実
・乳児健診における啓発活動に取り組んでいる。
　　4か月児健診　173回　6,142人　　　　　　　　　（各保健相談所）
・ブックスタート図書配付数　4,484組　　　　　　（光が丘図書館）

②　子育て支援事業における
　　読書活動の啓発と支援

・児童館の子育て支援事業（乳幼児事業）で絵本・紙芝居のよみきかせを
  実施しながら紹介している。また、よみきかせサークルへの活動場所提
  供を行っている施設もある。学童クラブ室活用型子育て支援事業（通称
  「にこにこ」）でよみきかせを実施している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子育て支援課）
・児童館において、図書室の本の配置を工夫し、親子一緒に本に親しめる
  環境づくりを行っている。また、季節によって図書を入れ替えたりして
  いる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子育て支援課）
・学童クラブで「にこにこ」実施時に、推薦図書を掲示し貸出も可として
　いる。また、母親向け図書を用意したり、絵本の与え方や選び方紹介も
　行っている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子育て支援課）
・イクメン講座として父親の団体による読み聞かせ等の実施は、前年度か
  ら継続している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子育て支援課）
・地域交流事業を通じて啓発・支援を行っている。　実施園数23園
                                                        （保育課）

青少年課

・練馬区子供家庭教育推進事業
　　ＰＴＡや地域で活動する団体等に企画・運営を委託して、子供の読
    書に関する講座を開催している。
　　子育て学習講座
　　　・よみきかせ　2回、参加者　延べ81人
　　　・本を通して子育てについて語る　10回、参加者　延べ338人
　　　・本の紹介　3回、参加者　延べ76人
・ねりま遊遊スクール
　　・8企画　延べ417人　（よみきかせ、音楽と絵本、絵本の世界の疑
      似体験など、公募分）
    ・3企画　延べ90人（部活分）

①　保育園等の職員への
　　研修の実施

・児童施設職員へのわらべうた講習会の実施　１回　27名

②　読書活動ボランティアの
　　養成と活用

・よみきかせ講習会の実施　３回
・図書館ボランティアフォロー講習会の実施　１回
・よみきかせ等ボランティア　延べ3,486人

③　地域文庫への支援 ・18団体へ876冊の支援

・子ども読書の日、週間記念行事等の実施　20回　986人

子育て支援課
・平成24年度より全65校でひろば事業を実施し、事業内で「読書の場」
  としての活用を継続して行っている。

・おはなし会・おたのしみ会等の実施　延べ36回　1,687人

・中学生のあなたにおくるブックリスト等の作成

①　手話付おはなし会等の
　　サービス★

・2回　子ども32人の参加

②　ボランティアとの連携★
・布の絵本製作講習会　延べ４回　延べ92人
・音訳者等養成講習会　延べ13回　延べ209人

③　図書等の郵送サービス ・外出困難者向け：2,422点

・児童用外国語図書　4,486冊を所蔵
・外国語利用案内の作成（中国語２種・韓国語・英語）

・２館　48校176学級　5,855名参加

①　区立図書館子ども向け
　　ホームページ

・行事案内等掲載内容の充実

②　区立図書館青少年向け
　　ホームページ【新規】

・青少年向けホームページの開設（平成25年４月１日公開）

③　図書館の利用案内 ・新１年生向け「としょかんへおいでよ」の配付

④　推薦図書リスト等の配布 ・「よんでみようこんなほん」、「ほんだな」の配付

⑤　特別な支援を必要とする
　　子どもへの情報提供

・需要に応じた資料目録提供の検討

・都立多摩図書館、国際こども図書館等の研修に参加
・図書館内研修の実施

・調査項目、結果の事業反映等について引続き調査研究

・指定管理者館担当校（52校）へ学校図書館支援員を配置し、学習、図
　書選定支援を行う。

(8)　アンケート調査の実施

(9)　学校支援モデル事業【新規】

(2)　青少年へのサービス

(3)　特別な支援を必要とする
　 　子どもへのサービス

(4)　外国語を母語とする子どもや、
　　帰国児童・生徒へのサービス

(5)　本の探検ラリー事業★

(6)　啓発・広報

取組項目（区分）

　
第
一
　
家
庭
・
地
域
社
会
等

1
（1)　乳幼児期の子どもの読書活動の
　　　啓発と支援

人権・男女共同参画課

（福祉部経営課）
各保健相談所
子育て支援課
保育課

教育指導課
光が丘図書館

家
庭
・
地
域
社
会
に
お
け
る
読
書
活
動
の
推
進

2 (1)　児童へのサービス★

光が丘図書館

区
立
図
書
館
に
お
け
る
読
書
活
動
の
推
進

(7)　人材の育成と配置

（2)　児童・青少年期の子どもの
　　　読書活動の啓発と支援

（3)　地域社会で読書推進にかかわる
　　　人材・団体の育成と支援

光が丘図書館

(4)　子ども読書活動の啓発

(5)　学校図書館の地域開放

１



練馬区子ども読書活動推進計画（第二次）各所管平成25年度取組状況

所管課 回答取組項目（区分）

①　絵本の読み聞かせや
　　絵本に触れる機会の提供

・実施園60園

②　保護者への啓発 ・園便りや保護者会等を通じて行っている。

③　ボランティアとの連携等 ・16園が実施。中学生によるボランティア等。

④　在園児の保護者への
　　図書の貸出等

・44園で実施。新刊の紹介文の作成や季節ごとの図書の入替え等。

①　児童館や地区区民館での
　　読み聞かせ

・児童館全１７館でよみきかせを実施
　（職員やボランティアによるお話会）　　　　　　　（子育て支援課）
・幼児対象事業を増加したことに伴う、職員によるよみきかせ回数の増
　（毎月　8回　平均親子25組）　　　　　　　　　　（福祉部経営課）
・児童対象　月１回実施　１館、年２回～９回　２館　（地域振興課）
・乳幼児対象　年１回～17回実施　３館　延べ1,020人参加
　人形劇２館  パネルシアター２館 年３回実施　延べ137人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地域振興課）

②　学童クラブでの読み聞かせ

・多くの学童クラブでよみきかせを実施（おやつ時間、お帰りの会や夏
　休みの午睡時間）　　　　　　　　　　　　　　　　（子育て支援課）
・学童クラブ 休業時によみきかせを行う　６館　毎日よみきかせ　１館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地域振興課）

③　児童館、学童クラブ等での
　　図書の貸出

・絵本・児童書は2週間2冊までの貸出事業を実施　　　（福祉部経営課）
・図書の貸出　12館　おはなし会の際に図書紹介　　　　（地域振興課）
・ほぼ全ての児童館で館外貸出を実施（保護者等、大人の利用もあり）
　学童クラブでは蔵書が少ないため貸出実施はほぼしていない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子育て支援課）

④　おはなし会の充実

・幼児対象事業におけるお話会（毎月1回　平均、親子15組）
　児童向けクラブ事業におけるおはなし会（毎月１回　平均15名）
　人形劇の上演（毎月1回　平均25名）　その外に25年度は3回上演
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福祉部経営課）
・お話会のお話の元の図書を紹介すると児童は興味を示す。また、ボラ
　ンティアによるよみきかせやす話等は、子ども達の心情的な安定感が
　増す効果もある。施設によっては、新規購入本はよみきかせを行って
　から子供たちに提供したり、クラブたよりで紹介している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子育て支援課）

⑤　保護者への啓発

・昨年に引続き、講師による絵本の紹介、よみきかせに関する講演会の
　実施、図書館の「ほんだな」等を配布。その他お勧め本のパンフレッ
　トを置く施設もある。「おひざの上のお話会」など、保護者によるよ
　みきかせの大切さを伝える取組を行っている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子育て支援課）
・学童クラブの便りにて日々のよみきかせの取組を紹介　１館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地域振興課）
・絵本の紹介（不定期）　図書館だより、図書リスト（図書館作成）の
　配布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福祉部経営課）

①　保護者への啓発
・母子健康手帳の情報版（出産育児情報）と3歳児健康診査用テキスト
　に、絵本に関する啓発記事を掲載している。
・母子健康手帳の交付　6,537人・3歳児健康診査　142回　5,601人

②　地域文庫との連携 ・5保健相談所の育児栄養相談等で保健所文庫を開設し貸し出している。

③　ブックスタート事業の充実
・ブックスタート事業を絵本例示で説明し、子育てに絵本を活用するこ
　とを保護者に啓発している。

・開設準備（石神井公園駅受取窓口〈平成26年４月10日開設〉）
　　　　　（〈仮称〉大泉学園駅受取窓口）

・児童図書486,795冊（前年度457,591冊）
　青少年図書78,710冊（前年度77,424冊）所蔵

・新刊本コーナーやテーマ展示の実施
・青少年向け職業コーナーと青少年向け展示の充実

①「布の絵本」に親しむ
　機会の充実

・布の絵本　1,133冊（前年度1,090冊）所蔵

②点字資料等の収集、相互貸借
・点字図書雑誌　2,910冊所蔵
・相互貸借　49冊

・南大泉図書館分室こどもと本のひろばの整備（平成25年４月23日開設）

・団体貸出の活用（72件、7,626冊）による支援   （光が丘図書館）

・学校施設等への寄贈              　　　　　  （光が丘図書館）

光が丘図書館

読
書
活
動
推
進
の
た
め
の
施
設
や
設
備
の
整
備
・

充
実

(2)　区立図書館の児童図書と
　　青少年図書の充実★

(3)　区立図書館の児童コーナーと
　　青少年コーナーの充実

(4)　特別な支援を必要とする子どもの
　　　ための資料の収集と利用の拡充

(5)　区立図書館の改修

(6)　保育園、児童館等の図書の整備
関係各課

光が丘図書館(7)　区立図書館のリサイクル
　　 図書の活用

　
第
一
　
家
庭
・
地
域
社
会
等

3 (1)　保育園における
　　 読書活動の推進

4
(1)　区立図書館受取窓口の拡大

保育課
（各保育園）

保
育
園
、
児
童
館
等
に
お
け
る
読
書
活
動
の
推
進

(2)　児童館、学童クラブ等における
　　 読書活動の推進

地域振興課
福祉部経営課
子育て支援課

(3)　保健相談所における
　　 読書活動の推進

健康推進課
各保健相談所

2



練馬区子ども読書活動推進計画（第二次）各所管平成25年度取組状況

所管課 回答取組項目（区分）

①　絵本の読み聞かせや絵本に
　　触れる機会の提供

・よみきかせ：３園（毎日実施）
・パネルシアター：３園（月１回程度）
・素話：３園（月１回１園、年10回程度１園、年４回１園）
・絵本の貸出：３園（週１回）
・絵本ラリーの実施：１園（年１回）　　　　　　　（教育指導課）

②　保護者への啓発

・読書に関する講演会：１園（年１回）
・読書に関するお便りの配布：３園（年２回１園、年４回程度１園）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育指導課）
・図書リストの配布　　　　　　　　　　　　　　（光が丘図書館）

③　ボランティアとの連携 ・２園（月１回１園、週１回１園）　　　　　　　　（教育指導課）

④　教員等への研修の実施
・実技研修「パネルシアター」１回・２５名　　　　（教育指導課）
・教育研修会等における研修へ館員の派遣　　　　（光が丘図書館）

①　読書指導計画の策定 ・小学校：４５校　　中学校：１８校　（教育指導課）

②　多様な読書活動の推進
・学校独自の課題図書リストの作成、読書クイズの掲示、保護者
　ボランティアによるよみきかせやブックトーク、中学生による小
　学生へのよみきかせ等　　　　　　　　　　　　　（教育指導課）

③　区立図書館の活用
・小学校　全校実施４９校　校内の一部で実施１３校
・中学校　全校実施１８校　校内の一部で実施１２校　（教育指導課）

④　学校支援モデル事業
・学校図書館支援員の配置（52校）
　　１日６時間　年間100日　　　　　　　　　　　（光が丘図書館）

⑤　学校図書館の運営

・学校図書館開放事業実施校42校について、各学校応援団に運営を委託
　している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子育て支援課）
・学校図書館管理員の配置（22校）
　　１日６時間　年間100日　　　　　　　　　　　　　（教育指導課）

⑥　学校間の連携・協力

・小学校教育会　学校図書館研究部１１回実施　授業研究２回
　講演会２回　実技研修２回　読書感想文審査など
・中学校教育研究会　図書館部９回実施　図書館との連絡協議会
　読書感想文審査など　　　　　　　　　　　　　　　　（教育指導課）

⑦　特別支援学級児童・生徒の
    読書活動の推進

・よみきかせ等の実施　　　　　　　　　　　　　　　　（教育指導課）

⑧　保護者への啓発 ・よみきかせ講習会の実施　３回　88名参加（光が丘図書館）

⑨　図書館担当教員の研修

・司書教諭等研修会　２回実施
　・１回講義　「学校図書館の学習・情報センター機能を高めるために」
　・２回講義　「協働してつくる学校図書館～情報リテラシーの育成を
　　通して～」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育指導課）

⑩　学校図書館の地域開放
・学校と学校応援団図書館開放部会が連携して、学校図書館づくり
　（選書やレイアウト等）を行っている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子育て支援課）

⑪　「ひろば」事業における
    読書活動

・全65校でひろば事業を実施しており、ひろば事業の「読書の場」として
　の活用や定期的に読み聞かせ会などを継続している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子育て支援課）

学務課
教育指導課
各幼稚園

・区立幼稚園５園すべてに図書室または図書コーナー設置
　区立幼稚園５園で、合計約2,000冊。　　　　　　　　　　　（学務課）

学務課
教育指導課
（各幼稚園）
各小中学校

（施設給食課）

・学校と所管の業務委託事業　小学校：13校　中学校：９校　計22校
　（各校への学校図書館管理員の配置　年間100日　１日６時間）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育指導課）
・団体貸出　小学校：473件　79,588冊　中学校：48件　5,782冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（光が丘図書館）

学務課

・学校図書館にパソコンを試行導入した学校では、学校図書館の管理・
　運営に係る作業について一定の効率化が進んだ。
　他の区立小中学校の学校図書館へのパソコン導入については、学校
　支援モデル事業も踏まえてさらに研究を進める。

施設給食課
・校舎の改築にあわせて、必要な広さと使いやすい場所等について検討
　している。25年度は開進第四中学校の設計を行った。

第
二
　
学
校
（
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
）

1
(1)　幼稚園における読書活動の推進

教育指導課
各幼稚園

光が丘図書館

学
校
（
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
）
に
お
け
る
読
書
活
動
の
推
進

(2)　小学校や中学校における
　　 読書活動の推進

学務課
教育指導課
（各幼稚園）
各小中学校
子育て支援課
光が丘図書館

2
(1)　幼稚園の図書室・図書コーナー
     の充実

(2)　学校図書館の
     図書、施設・設備の充実

(3)　学校図書館所蔵図書の情報化

(4)　学校図書館の整備

3



練馬区子ども読書活動推進計画（第二次）各所管平成25年度取組状況

所管課 回答取組項目（区分）

・委員13名　３回開催　　　　　　　　　　　　　　　　（光が丘図書館）

・子ども読書活動実態の調査研究　　　　　　　　　　　（光が丘図書館）　

・子供事業統括係による子供読書活動推進の実施・支援・調整等

①　小学校、中学校との
　　 連絡協議会の開催

・全館設置の連絡協議会による連携、小学校教育会（施設見学、図書館
　担当者との懇談）への講師派遣の連携

②　学校・施設による
    区立図書館への訪問

・学級招待119組、職業体験293人

③　区立図書館による
    学校・施設への訪問

・学級訪問2,122組（出張おはなし会、ブックトーク等）

④　特別支援学級併設の小学校、
    中学校との連携・協力

・団体貸出等による特別支援学級連携

・貸出実績　117,424冊

・団体貸出の活用、研修講師派遣

・団体貸出の活用　４件、640冊

・高校生の奉仕活動

・借用19,496件、貸出11,989件

・事業の安定的継続実施

　※取組項目欄の★印は、計画で目標値を定めた項目です。

関係各課
光が丘図書館推

進
体
制 (2)　読書活動実態調査

2 (1)　子どもの読書活動を支援する
　　 センター機能としての区立図書館

光が丘図書館

関
係
団
体
の
連
携

(2)　区立図書館と小学校、
　　 中学校との連携

(3)　区立図書館の団体貸出★

(4)　区立図書館と私立保育園、
     私立学校との連携

　
第
三
　
関
係
団
体
等
の
連
携
・
協
力

1 (1)　練馬区子ども読書活動
     推進会議の開催

(5)　区立図書館と特別支援学校
     との連携

(6)　区立図書館と高等学校・
     大学との連携

(7)　区立図書館と他の
     公立図書館との連携

(8)　読書活動推進団体との連携

4



資料３

練馬区子ども読書活動推進に係る関係施策目標値の達成状況について

19年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 目標値 対目標値

事業の開催回数 31 27 34 36 36 36 50 72.0%

前年比 ― 125.9% 105.9% 100.0% 100.0%

事業の参加人数 1,481 1,541 1,664 1,748 1,500 1,687 2,000 84.4%

前年比 ― 108.0% 105.0% 85.8% 112.5%

本の探検ラリー実施学級数 65 87 90 101 131 176 140 125.7%

前年比 ― 103.4% 112.2% 129.7% 134.4%

指
　
標
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練馬区子ども読書活動推進に係る関係施策目標値の達成状況について

19年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 目標値 対目標値

　団体への貸出冊数 58,226 69,227 76,478102,950123,938117,424 125,000 93.9%

前年比 ― 110.5% 134.6% 120.4% 94.7%

ボランティア活動回数 1,355 1,602 1,454 1,533 1,385 1,531 1,800 85.1%

前年比 ― 90.8% 105.4% 90.3% 110.5%

ボランティア活動人数 2,905 3,887 4,682 6,140 6,706 6,882 6,700 102.7%

前年比 ― 120.5% 131.1% 109.2% 102.6%

指
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練馬区子ども読書活動推進に係る関係施策目標値の達成状況について

19年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 目標値 対目標値

子どもへの貸出冊数 1,326,7061,436,9611,544,1321,531,1031,426,8851,423,496 1,700,000 83.7%

前年比 ― 107.5% 99.2% 93.2% 99.8%

児童書および青少年向け図書の蔵書数 435,565487,970508,587521,973535,015565,505 550,000 102.8%

前年比 ― 104.2% 102.6% 102.5% 105.7%

指
　
標
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                   1 

 
平成 25年度「子ども読書の日」記念事業の実施結果について 

 
 練馬区立図書館 12館では、「子ども読書の日」を記念するとともに「練馬区子ども読
書活動推進計画（第二次）」を推進するため、講演会等の事業を下記のとおり実施した。 
 

記 
 
１ 「子ども読書の日」について 
  「子どもの読書活動の推進に関する法律」（平成 13年法律第 154号）第 10条によ
り、４月 23日を子ども読書の日と定めている。 

 
２ 事業実施結果等 
 （１）企画展示事業 

実施館 事業名 開催日 
光が丘図書館 図書館からのおすすめの本 4月21日(日）～5月12日（日） 

石神井図書館 
ぼく、わたしのすきな本 4月23日（火）～5月26日（日） 
図書館からのおすすめの本 4月23日（火）～5月26日（日） 

平和台図書館 図書館からのおすすめの本 4月23日（火）～5月26日（日） 
大泉図書館 図書館からのおすすめの本 4月23日（火）～5月26日（日） 
貫井図書館 しかけ絵本が出来るまで 5月18日(土）・19日(日） 
小竹図書館 かがくの本をたのしもう 4月23日（火）～5月26日（日） 
南大泉図書館 「ほんだな」にのった本 4月23日（火）～5月26日（日） 
南大泉図書館分

室こどもと本の

ひろば 

ようこそ！こどもと本のひ

ろばへ 
4月23日（火）～5月26日（日） 

 
 （２）講演会 

実施館 事業名 開催日 参加人数 

光が丘図書館 
「あらしのよるに」が生まれ

たわけ 
5月11日（土） 179 



 

2 
 

（３）おはなし会等 

実施館 事業名 開催日 参加人数 

光が丘図書館 子ども読書の日記念絵本ライブ 4月21日（日） 51 

練馬図書館 よみきかせ広場 5月18日（土） 42 

石神井図書館 
はるのおたのしみかい 5月19日（日） 52 

こうさくかい 5月12日（日） 64 

平和台図書館 子ども読書の日記念落語会 4月28日（日） 48 

大泉図書館 子ども読書の日記念おはなし会 4月27日（土） 42 

関町図書館 
子ども読書の日記念おはなし会 4月24日（水） 25 

子ども読書の日記念乳幼児向け

おはなし会 
4月27日（土） 48 

貫井図書館 
よみきかせ大臣 4月20日（土） 43 

しかけ絵本教室 5月19日（日） 38 

稲荷山図書館 あおぞらおはなし会 4月27日（土） 39 

小竹図書館 科学工作 「でんきでじっけん！」 5月12日（日） 31 

南大泉図書館 子ども読書の日記念おはなし会 4月24日（水） 15 

南大泉図書館

分室こどもと

本のひろば 
ひろばっこシアター 4月28日（日） 36 

春日町図書館 
子どもひろばたんけんクイズ 

4月 23日（火）

～5月12日（日） 
延べ88 

子ども読書の日記念おはなし会 5月11日（土） 20 

南田中図書館 

あおぞら紙芝居 4月20日（土） 59 

子ども読書の日記念ワークショ

ップ「はたらくくるま：くるまも

ひとも大集合！」 
5月5日（日） 27 

ジュニアreaderおはなし会 5月18日（土） 39 

 



                                           資料５ 

     南大泉図書館分室「こどもと本のひろば」の平成 25年度の状況等について 
 
 
１ 所在地   練馬区南大泉３－１７－２０（西武池袋線保谷駅徒歩約 15分） 
 
２ 敷地面積  ６１８．４６㎡（建築面積 221.17㎡） 
 
３ 延床面積  ４２９．５２㎡ 
 
４ 構造    鉄筋コンクリート造 地上２階 
 
５ 開設年月日 平成 25年４月 23日 
 
６ 主要施設  一般・こども・新聞雑誌コーナー、おはなしのへや 
 
７ 蔵書数   児童書 19,000冊、一般図書 2,000冊(平成 26年度当初) 
 
８ 平成 25年度実績（平成 25年４月 23日～平成 26年 3月 31日） 
 ○図書貸出数   87,425冊 
 ○予約受付点数  11,336点    
○事業実績（人数は保護者等も含む） 

  (1)おはなし会        67回 延2070人 

(2)ブックスタート           36回 約500人 

(3)えいごＤｅおはなし会        ６回 延425人 

(4)随時おはなし会              延1674人 

(5)ミニおはなし会              延2622人 

(6)出張おはなし会           18回 延280人 

(7)企画展示「知識の階段」 

(8)テーマ展示 
  (9)その他 工作会、科学あそび（簡単な実験）、人形劇、パネルシアター、コンサート等 
 
  [参考]平成 25年度 練馬区立図書館 貸出総数 6,280,148冊 予約受付点数 2,043,359点         



資料６

時期 子ども読書活動推進会議 子ども読書活動推進計画検討委員会

６月 提言書（案）検討（6月30日）

７月 提言書まとめ（７月下旬）

８月 提言書提出(８月中旬） 提言書受領（８月下旬）

９月

10月

11月 計画素案の報告（11月下旬）

12月 計画素案の決定

１月 計画素案の公表・区民意見反映制度

２月 計画案の作成

３月 計画書の報告

計画素案作成

練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）策定予定（案）
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練馬区子ども読書活動推進会議 提言書 骨子案 
 
○子ども読書活動の推進 

 読書活動の意義等 
 ・読書活動により、教養を高めることが、子どもの人生を豊かにするという実感がない 
ことが、読書の素晴らしさが定着しないことに繋がっている。 
・そのためには、発達段階に応じた取組をクリアに定める。 
・また、読んだ後のフォロー、例えば家庭読書の施策、書評合戦等は活性化につながる。 
読書を通じて感じたことを共有するような機会を設ける等、読書を楽しむ環境をつく 
ることが大切である。 
・原点は、本に触れる機会を提供してくれる人であり、人的な支援とその質の強化の取 
組が必要である。 
・ハコモノの図書館だけではなく、事業の質の向上、利用者のモラルの向上、ソフト面 
の充実に取り組むべきである。 

 
 
１ 家庭・地域社会等 
 (1)家庭・地域社会等への啓発と支援 
   乳幼児期、児童・青少年期 

・ボランティアの活動人数だけではなく、質の向上の取組 
 
(2)保育園、児童館等における読書活動の推進 
 保育園、児童館・学童クラブ、保健相談所 

 
２ 学校（幼稚園・小学校・中学校） 
 (1) 学校における読書活動の推進 
    幼稚園、小学校・中学校 

・学校図書館の人的支援の配置と研修等による人的支援の質の向上 
  ・ひろば事業における読書活動の推進 

  
(2)読書に親しむための施設や設備の充実 

 
 ３ 区立図書館 
 (1)読書活動の推進 

   ・よみきかせやおはなし会、本の探検ラリー等読書に親しむ事業の充実 
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   ・子育て家庭への支援 
   ・児童書の貸出の拡充  
  

(2)読書に親しむための施設や設備の充実 
・こどもと本のひろばの役割 

 
４ 関係団体等の連携・協力 

  (1)保育園、幼稚園への支援   
   

(2)学校 
・団体貸出の拡充 

  
(3)特別支援学級 
 
(4)高等学校 
 
(5)読書活動推進団体 
 
(6)その他  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※第三次練馬区子ども読書活動推進計画は、現在のところ、上記の構成を考えている 
ところです。 
記載の「・」の項目は、第１回、第２回の子ども読書活動推進会議で出たご意見を 

  目出しさせていただいています。 





概要版

練馬区立図書館ビジョン
～これからの図書館サービスのあり方～

平成25年（2013年）６月
練馬区教育委員会

大泉図書館 稲荷山図書館
光が丘図書館

春日町図書館
南大泉図書館

関町図書館

石神井図書館
南田中図書館 練馬図書館

豊玉受取窓口

小竹図書館

高野台受取窓口

平和台図書館

南大泉図書館分室 こどもと本のひろば

大泉図書館 稲荷山図書館
光が丘図書館

春日町図書館
南大泉図書館

関町図書館

石神井図書館
南田中図書館 練馬図書館

豊玉受取窓口

小竹図書館

平和台図書館

南大泉図書館分室 こどもと本のひろば

高野台受取窓口

貫井図書館貫井図書館

光が丘図書館

練馬区立図書館ビジョン
～これからの図書館サービスのあり方～

開館当初の練馬図書館

光が丘図書館

開館当初の練馬図書館

　練馬区には、12 の図書館と１つの分室、２つの受取窓口があり、皆様のご利用
をお待ちしています。
　各施設は図書館情報システムで結ばれ、他館の資料の状況をほぼリアルタイム
で確認することができます。予約した資料は、全館を回る配送便で運ばれ、お近
くの図書館、分室、受取窓口で受取ることができます。

発行　練馬区教育委員会事務局教育振興部光が丘図書館
住所　〒179-0072　練馬区光が丘４－１－５
TEL　03-5383-6500　　FAX　03-5383-6505
図書館ホームページ　http://www.lib.nerima.tokyo.jp/
携帯ホームページ　http://www.lib.nerima.tokyo.jp/i/
Eメール　hiklib@city.nerima.tokyo.jp

練馬区立図書館ビジョン　～これからの図書館サービスのあり方～

練馬区公式アニメキャラクター「ねり丸」
©練馬区

「アニメのまち  練馬区」を
PRするため、平成 23年３月に

決定した公式アニメキャラクターです。

「練馬大根」と、区名の「馬」を
イメージしています。

昭和 50年頃の移動図書館の様子

南大泉図書館分室 こどもと本のひろば



図書館の資料や人材の活用 
図書館の持つ資源を活用し、区民サービス
の向上を図ります。 

区民や地域との協働 
地域との協働を進め、区民が図書館事業に
参加・参画する仕組みを作ります。 

 

この図書館ビジョンは、概ね今後 10 年間の練馬区立図書館のサービスについて示しています。 

社会経済情勢などの変化や取組の進捗状況に応じた見直しを図っていきます。 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 

練馬区公式アニメキャラクター「ねり丸」Ⓒ練馬区 

 

情報発信拠点の機能の充実 
図書館の持つ情報を分かりやすく発信し、
情報拠点としての機能を充実します。 

•地域情報、区政情報などの収集・提供 ・館内掲示を含めた施設の活用

•地域に関連する資料の作成 ・地域イベントへの参画 ・区の各部所と連
携した事業の実施 ・区民情報ひろばや地区区民館など関連部所との連携

1 地域情報の発信拠点

•パスファインダーなどを用いた情報提供の強化

•図書館ホームページなどを用いた情報発信の強化

•電子書籍の導入や図書館資料のデジタル化に向けた調査・研究

2 情報発信の充実

•図書館事業への参加・参画場面の拡大

•図書館サポーター活動への支援

•図書館サポーターの育成

1 図書館事業への参加・参画の推進

•地域活動での図書館資料の活用の推進

•生涯学習活動・地域活動の場、発表の場の提供

•区内の大学や施設と連携した事業の実施

2 地域との連携・協力

•図書の貸出、供与、情報提供などの充実

•文庫活動に必要な講習会・講演会の実施
3 地域文庫等への支援

•各年齢層の子供たちにふさわしい図書の選定

•年齢層に合わせたブックリストの作成・配布

•年齢層に合わせた事業の実施

1 読書に親しむ機会の充実

•青少年コーナーの充実 ・青少年向けホームページの開設

•読書活動推進事業の実施 ・青少年館などとの連携

•区内の高校、大学との連携

2 青少年への支援

•子育て支援情報の提供

•保健所や児童施設などと連携した事業の実施

•本を介した親子グループ、子育てサークルへの支援

3 子育て家庭への支援

•小中学校との連携強化 ・（仮称）学校図書館活性化事業の計画策定とその推進

•区立小中学校向けホームページの開設 ・教員や学校図書館ボランティア
などを対象とした講習の充実 ・人的支援を含めた支援内容の充実

4 小中学校への支援

•団体貸出の推進

•保育園、幼稚園などと連携した事業の実施

•教員や施設職員などを対象とした講習の充実

5 保育園、幼稚園などへの支援

•生活に密着した課題の解決に向けた事業の実施

•レファレンスサービスの充実 ・図書館利用の啓発

•情報リテラシーに関する事業の実施

1 職員の専門性や資料の活用

•障害者、高齢者、多言語サービスの充実 ・開設日や開設時間の検討

•図書館資料受取窓口の設置・拡大など、図書館施設の整備

•図書館資料のデジタル化に向けた調査・研究

2 図書館の利用促進

•図書館が持つ資料の区の各部所への情報提供3 区の事業への図書館情報の提供

これからの図書館サービスの方向性（４つの柱） 項目別の取組 具体的な施策 

 

学校および子育て家庭 

などへの支援 
乳幼児期から青年期まで、家庭を含めた 
切れ目のない読書活動の支援を行います。 

基本理念 

位置付けと期間  

満足度調査（利用者アンケート）の実施や項目別の取組状況の確認を行い、図書館運営への

要望などを集約する仕組みを整え、図書館サービスに反映させます。
 

図書館サービスへの反映
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