
 1 

練馬区子ども読書活動推進会議(第８期第三回)要録 

 

日時：平成28年７月１日（金） 午後１時から 

場所：光が丘図書館視聴覚室 

 

●参加者 

○出席委員 漆澤、工藤、塙、橋爪、境野、新村、生田、神田、櫛田、立花 

○欠席委員 関、岡田 

○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 

○練馬区子ども読書活動推進会議第８期委員の変更について 

○第二回練馬区子ども読書活動推進会議の視察について 

○練馬区子ども読書活動推進計画(第三次)平成27年度各所管取組状況について 

○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 

○平和台図書館の再開館について 

○平成28年度「子ども読書の日」記念事業の実施結果について 

 

●配付資料 

資料１ 練馬区子ども読書活動推進会議(第８期)委員名簿 

資料２ 第二回練馬区子ども読書活動推進会議の視察（報告） 

資料３ 練馬区子ども読書活動推進計画(第三次)平成27年度各所管取組状況 

 資料４ 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５ 平和台図書館の再開館について 

資料６ 平成28年度「子ども読書の日」記念事業の実施結果について 

 

●会議要録 

○事務局 

本年 4 月に人事異動があり、光が丘図書館長が変わりました。紹介いたします。桑原修

光が丘図書館長です。 

 

（桑原館長 自己紹介） 

 

開会に先立ちまして、報告いたします。本日の欠席委員は関委員、岡田委員の２名です。

傍聴の方はいらっしゃいません。 
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○座長  

本日は、大変お暑い中、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。

次第に沿って議事を進めたいと思います。 

それでは、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 

 事務局より報告事項（１）～（６）について、ご説明いたします。まず、（１）子ども

読書活動推進会議第８期委員についてご報告いたします。小学校長より選出されておりま

した表迫委員におかれましては、小中学校の各種委員会の変更により、変わって境野委員

が、また、田村委員におかれましては、旭出学園校長の交代により、変わって岡田委員が

新たに選任されました。岡田委員は、学園の行事のため本日ご欠席の連絡をいただいてお

ります。 

 ここで、境野委員より皆さまに自己紹介をお願いいたします。 

 

（境野委員、自己紹介） 

 

○事務局 

境野委員、ありがとうございました。 

それでは、引き続き（２）について、ご報告申し上げます。 

第二回練馬区子ども読書活動推進会議としまして、「南大泉図書館分室こどもと本のひ

ろば」（以下 こどもと本のひろば）及び「ロールパン文庫」の視察を行いました。各委

員から、視察についてのご意見・ご感想をいただきましたのでご報告させていただきます。 

 

（事務局より資料２について説明） 

 

資料２（１）意見①地域文庫に対する補足説明 

・多くの方に地域文庫を利用していただけるようにとのご意見について 

地域に根差した文庫特有の利点を子供たちや保護者に知ってもらえるよう図書館として

も、各地域文庫の周知用チラシを置くことや、ホームページでの周知を引き続き行います。

また図書館と文庫の連携に努め、活動を支援していきたいと思います。 

・練馬区の地域文庫を一覧にした紹介冊子等ができないかとのご質問について 

 文庫連絡会と連携を取り、検討していきます。 

・区内にいろいろな文庫がある中なぜ今回ロールパン文庫を選ばれたのかというご質問に

ついて 

昨年度いくつかの文庫を訪問しました。こちらの文庫については、蔵書数や広さ、開放
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日時や行きやすさの点を考慮し視察をお願いしましたところ快諾いただいたので視察場所

とさせていただきました。 

資料２（１）意見②その他に対する補足説明 

・図書館が遠い地域の児童館等の図書室の状況も知りたいというご意見について 

資料３にお示ししております。 

・両施設の利用者がどのくらいか、中高生向けの取組を知りたいというご意見について 

 「こどもと本のひろば」28年４月 入館者数4,195人、貸出数8,910点            

28年５月 入館者数5,250人、貸出数8,822点 

            中高生向け事業は行っておりません。 

 「ロールパン文庫」  登録者数は、60～80人くらいで、入れ替わりがあるそうです。 

おはなし会等イベント時の参加者数は、平均で延30人程度、保

護者を入れると50人程度になります。 

高校生の利用はあまりないようですが、中学生の利用はありま

す。また、イベントのお手伝いに参加、小さい兄弟のいる中学

生は、一緒におはなし会等にもきてくれるそうです。 

 

資料２（２）感想②「こどもと本のひろば」に対する補足説明 

・今回のおはなし会の参加者が少なく驚いたというご感想について 

今回は定期的なおはなし会ではなく、視察に併せ行いました。また、こちらの施設は、

定期的な開催のみならず、子供たちの人数に合わせ随時よみきかせを行っています。 

 

資料２（２）感想③その他に対する補足説明 

・利用者のことを考えた配慮ある施設はこれからますます必要になると思うというご感想

について 

図書館大規模改修時には、子供や青少年専用のスペースを確保することができるよう整

備してまいります。 

  

○座長  

 第二回子ども読書活動推進会議では、子どもの読書活動推進に関わる昔ながらの地域に

根差した文庫と新しい施設ということで子供専用図書館の２施設を視察しました。視察後、

各委員にご意見・ご感想をいただいたものを、資料２のとおり集約し本日ご報告をさせて

いただきました。事務局の説明に、質問等があればいただきたいと思います。また、視察

にご参加いただいた委員に、この他にもご感想等あればいただければと思います。 

 

○委員 

 「こどもと本のひろば」については、建設前に子どもの読書活動推進会議の場でも委員
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でいろいろな意見を出していたので、とても考えられた良い図書館になったなと感じてい

る。残念に思ったのは、視察日の来館者がとても少なかったこと。イベントのある日は来

館者が多いと聞いているが、通常の日は少ないように感じる。昨年、個人で行った時も少

なかった。イベントをたくさん行うのも良いが、日常的に利用してもらえるような図書館

だといいと思う。 

 

○座長 

「こどもと本のひろば」については、通常の日とイベントがある日では来館者の人数が

大きく違うように思われます。その違いが分かるようなデータはありますか？ 

 

○事務局 

西東京市の境にありますが、土日も含め親子連れの利用は多いと聞いています。先ほど

ご説明しました統計資料に、４月の貸出数8,910点、５月の貸出数8,822点となっておりま

す。子ども読書活動を推進するため、今後ますます充実を図っていきたいと思います。 

 

○座長 

貸出数も安定してきているとのことは、日常の利用も見込めていると理解させていただ

きます。 

 

○委員 

 文庫については、区内いろいろな文庫がある中、今回視察した文庫は学習塾と同じ居場

所で運営されていて、他の文庫と少し違っていたと思う。視察前にその説明があった方が

良かった。 

 

○委員 

２施設ともとても良い視察だった。ロールパン文庫は、素晴らしい環境だと思った。し

かし、個人事業者が同じ場所で地域文庫を運営していることは問題ないのか？ 

 

○事務局 

利用者に対して営業活動をするのはもちろんふさわしくありませんが、学習に来る子供

たちが、文庫で本を読んだり借りていったりと利用するのは読書活動の面では良いのでは

と考えます。また、主宰者の方が、一般の方に疑われないような運営の仕方やご配慮を心

がけていただければと思います。もし、疑われるような事例がありましたら教えていただ

ければと思います。 
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○委員 

学問と読書が相乗効果で広がるのは、本当に良いことだと思う。 

 

○座長 

 子どもの読書離れが進んでいるといわれているこの時代に、子供の習い事等が入口とな

り、学習に来る子供たちの本に触れる機会になっているとこの会議では解釈し、まとめさ

せていただきます。 

 

○委員 

 「こどもと本のひろば」について多くの方が日常的に利用するかについては、図書の流

動性もあるかもしれないが、忙しい保護者は大人向けの資料が少ないので、普段は南大泉

図書館を利用されていると思う。「こどもと本のひろば」は、やはりイベントの時に多く

集まるのがメインではないか。開館前から懸念していたことではあった。 

 

○事務局 

それでは、報告（３）（４）についてご報告申し上げます。 

         Ａ３資料３および資料４をご覧ください。資料３は、子ども読書活動推進計画（第三次）

に合わせた各所管平成 27年度取組状況です。 

 

（資料３・４について説明） 

 

○座長  

資料３，４について、質問等があればいただきたいと思います。 

 

○委員 

 学校図書館の開放指導員に対して、実務研修を行ってはどうか？昨年度２回実施された

講習のうち１回は作家の話だけだったと不満も聞いている。学校図書館を利用する子供た

ちのために、図書の分類法や選書についてのスキルアップが必要と考える。開放指導員が

分類法についての知識がほとんどなく、現場で混乱しているとの話を聞いた。全国学校図

書館協議会理事長より各小学校宛に学校図書館で十進分類法を実施してレベルを上げよう

という通達を出しているようなのですが、それも開放指導員には周知されていない。 

子供たちのために、十進分類法はもちろん、区で統一した分類の方法をお示ししていた

だきたい。 

 

○事務局 

 27年度実施の講習会については、開放図書館指導員を対象に図書館から講師を派遣して
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所管の依頼に基づき十進分類法についても講義をさせていただいております。しかしなが

ら、ご意見をいただきました内容とともに、学校図書館開放事業の所管課へ充実した研修

を行うよう伝えます。 

○委員 

学校の図書館利用については、本当の意味での学校図書館として使われるべきだと思う。

ひろば事業である子供の居場所づくりと子どもの読書活動推進がなじまないとも感じてい

る。教諭および知識やスキルのある学校図書館管理員や支援員が入っているところは、開

放指導員が教諭と管理員や支援員の指示に従って図書館の運営を進めていくようにした方

が良いと思う。 

 

○委員 

学校図書館は、管理員や支援員の主導で運営を進めていくことを、学校側から開放指導

員にきちんと伝えるべきである。 

 

○委員 

 選書についても、開放指導員が成人向けの本を寄贈で受入れ、その本を子供が借りてき

て保護者が学校へ苦情をいれたという事例も聞いた。また、内容が悪いものではないかも

しれないが年齢に合わない本が普通に並べられていたりすることがある。開放での出来事

でも、責任の所在は学校にあると思う。学校側で贈呈本も購入本も所蔵する本を確認し、

開放指導員に対して指導を徹底すべきである。危機感を覚えている。 

 

○事務局 

 学校側は、今の事態をどのようにお感じになっているか伺いたいと思います。 

 

○委員 

同じ区内でも学校によって大きく違うと感じている。学校図書館に置く本なので、開放

で購入する本も学校側で購入リストを確認することはある。分類についてきちんとできて

いない学校があるというのは初めて聞いた。今回いろいろなお話を伺い参考にさせていた

だく。 

 

○委員 

 中学校では開放事業をしていない。支援員が選書、除籍、配架等をしてくれているので

助かっている。 

学校に管理員等が入っていない学校図書館は、生徒の利用がほとんどない。司書資格を

持っている教員が必ずいるわけでもなく、図書担当の教員はいるが、実際は手が回らず、

管理が難しいと聞いている。 
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○座長 

 子供たちは、10進分類法は分かっているのでしょうか？ 

 

○委員 

 今は、小学校三年生で指導されている。そこで、学校図書館がきちんと整備されていな

いと授業と合わなくなってしまう。 

 

○委員 

 予算の問題でもあるかと思うが、区内の学校図書館全部に図書館専門の人材を配置して

もらいたい。配置されない学校は、埃がたまってしまうくらい利用がない状態になってし

まっている。保護者ボランティアだけで掃除から本の修理・整理をするのはとても大変。 

 

○委員 

 どこの学校にも図書担当の教員はいるが、その教員が学校図書館だけに時間を取ること

はできない。区内の学校図書館１校に１名は図書館専門の人材が配置されることを強く望

む。 

 

○委員 

人の配置が一番大事だと思う。できれば管理員、支援員の年間100日の支援ではなく、学

校図書館には毎日勤務する練馬区が直接雇用する学校司書をきちんと入れていただきたい。

授業の中で生かせるような形を望む。 

 

○事務局 

お手元の資料は27年度実績になり小学校と中学校合わせて82校支援に入っておりますが、

28年度は配置校が７校増え管理員が22校、支援員が67校配置されております。未配置校は、

10校になります。今後も学校図書館が充実していくよう、人的配置についても全校配置を

めざして関係部署と調整しながら進めていきます。 

 

○座長 

 学校図書館については光が丘図書館だけで対応できることではないと思いますので、学

校や関係各所との連携をよく取り、現場の意見を各所管へしっかりと伝えてください。 

他の項目で各委員のご質問等はございますか？ 

  

○委員 

病院へのおはなし会については、27年度は検討となっていますが、状況を教えてほしい。 
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○事務局 

光が丘図書館の近隣の施設である練馬光が丘病院の入院中の子供たちを対象に、６月２

日に職員が病院を訪れ紙芝居や絵本のよみきかせを行いました。病院内のプレイルームを

会場に、今回は子供５名の参加でした。アットホームな雰囲気で行われておりました。子

供たちにも、周りの方にも喜んでいただけたと感じております。今年度は、秋・冬あと２

回実施を予定しております。病院という場所なので、事前の打合せを細かく行うことや、

子供の容態や入退院も予測できないので実施当日まで分からないことが多く難しい部分も

ありますが、図書館の支援を必要としていただけるのであれば、各館でも連携を取って開

催できるよう検討していきたいと思っております。 

 

○委員 

 練馬区には小学校65校、中学校34校ある。「本の探検ラリー」の実施校数の目標値が、

65校になった根拠を伺いたい。 

 

○事務局 

 実施校数の実績数値については、小・中学校合わせた校数になります。 

練馬区の小学校は、全部で65校あります。この目標値は、まずは小学校全校での実施を

目指したいとの思いから65校としております。 

 

○委員 

 「本の探検ラリー」の運営を担っている「子どもと本ネットワーク」では、練馬区の小

学校に入ったら必ず１人１度は「本の探検ラリー」を体験してもらいたいと思っている。

それは３年または４年生のどちらかでと考えていて、実際、夏期や冬季の休業期間もある

し、使用物品の運搬や準備の関係で１年間に区内全小学校の実施は難しいと感じる。 

 

○事務局 

 目標値は高いですが、光が丘図書館としても多くの子供たちに経験していただきたいと

いう思いと、学校の要望にできるだけお応えして実施できるよう働きかけていきたいと考

えています。 

 

○事務局 

それでは、報告（５）についてご報告申し上げます。 

平和台図書館の再開館についてご説明いたします。 

 

（資料５について説明） 
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○座長  

資料５について、質問等があればいただきたいと思います。 

 

○委員 

 開館してから見てきた。全体的に素晴らしかった。児童コーナーは、書架も低くとても

良かった。青少年コーナーの窓側に向かった閲覧席も雰囲気良くできているなと感じた。

授乳コーナーが広く感じた。 

○委員 

授乳コーナーが広くて使いやすい。おはなし会後など乳児をもつお母さんが多い時でも、

複数で使用していた。指定管理者の職員も熱意があるように感じる。開館したばかりなの

で、今後期待している。 

 

○委員 

一般の書架と、児童コーナーが分かれているので、多少子供が騒がしくても大丈夫そう。 

 

○事務局 

それでは、報告（６）についてご報告申し上げます。 

子ども読書の日記念事業の実施についてご報告いたします。 

 

（資料６について説明） 

 

○座長  

資料６について、質問等があればいただきたいと思います。 

 

○座長 

平和台図書館の落語の会ですが、おはなし会等と異なり、落語というのは珍しいと思い

ますが子ども向けの行事ですか？ 

 

○事務局 

 子ども向けの催しです。毎年、日本大学芸術学部落語研究会の方がお話に来てくれてい

ます。 

 

○座長 

 落語というのは、子供たちにとっては大変貴重な経験になったように感じます。 
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○座長 

 その他ですが、各委員から何かありますか？ 

 

（なし） 

○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）  

 

○座長  

 ありがとうございます。最後に事務局から連絡事項等、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ですが、大体11月下旬～12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。 

 

○座長 

 それでは、第８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。 


