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練馬区子ども読書活動推進会議(第８期第五回)要録 

 

日時：平成29年７月14日（金） 午後０時45分から 

場所：光が丘図書館視聴覚室 

 

●参加者 

○出席委員 漆澤、関、工藤、塙、岡田、境野、新村、生田、神田、櫛田、立花 

○欠席委員 橋爪 

○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 

○練馬区子ども読書活動推進計画(第三次)平成28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 

○関町図書館の再開館について 

○平成29年度「子ども読書の日」記念事業の実施結果について 

○第35号図書館だよりの発行について 

○年代別の取組状況について～乳幼児編～ 

 

●配付資料 

資料１ 練馬区子ども読書活動推進計画(第三次)平成28年度各所管取組状況 

 資料２ 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３ 関町図書館の再開館について 

資料４ 平成29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 第35号図書館だより(7月13日発行) 

 

●会議要録 

○事務局 

開会に先立ちまして、報告いたします。本日の欠席委員は橋爪委員１名です。傍聴

の方はいらっしゃいません。 

 

○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。 

ただ今より、第８期第五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。議事に入る前に、事務局より説明があります。 

 

○事務局 

第８期は平成27年11月に発足し任期が２年ですので、本日が最後の会議となります。
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よろしくお願いいたします。 

 

○座長 

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）～（５）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）～（５）について、ご説明いたします。まず、（１）練

馬区子ども読書活動推進計画(第三次)平成28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１をご覧ください。資料１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28年度取組状況です。 

 

（事務局より資料１、２について説明） 

 

資料２ 補足説明 

資料２は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です。 

指標「ブックスタート事業の参加率」につきましては、目標値に対し86.7％であり

ます。広報はホームページや紙面等で行っていますが、保健相談所とも連携のうえ、

周知の方法に更なる工夫が必要だと考えております。 

指標「区立図書館によるおはなし会等事業の実施回数」につきましては、28年度は

増加に転じています。 

指標「おはなし会等事業の参加人数」においては28年度には31,155人と目標値を超

える結果となっており、事業１回あたりの参加人数が増えていることが伺えます。 

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52校であり

ます。延べ数は58校となり複数学年で実施した学校があります。未実施校やラリーの

希望が多い時期以外にも実施できるよう、学校訪問等の事業案内でラリーの実施につ

いて働きかけ、実施校数の増に努めてまいります。  

 指標「子どもへの貸出冊数」につきましては、増加傾向にあります。指標「区立図

書館による学校等団体への貸出冊数」につきましても増加しており、28年度には目標

値を超える冊数となりました。 

指標「小学生の読書率」と「中学生の読書率」につきましては、２年毎に読書率の

統計をとっており28年度は読書率の数字がございませんので参考とさせていただきま

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、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。 
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○座長  

資料１、２について、質問等があればいただきたいと思います。 

 

○委員 

 読書を通じたコミュニケーションの場の提供とはどういうものか？また、青少年向

けの講座とはどういったものを行ったのか？ 

 

○事務局 

大規模改修工事を行った関町図書館で、青少年向けの整備拡充を行いました。ティ

ーンズコーナーに加え、グループ学習室を設置しました。青少年向けの事業としまし

ては、各種企画展示の他、小さな子供向けではないイラストやアニメーションを作る

ワークショップ、学習サポートする講座など行っています。 

 

○委員 

 ブックスタート事業の参加率について、下がっているが理由があれば教えてほしい。 

 

○事務局 

 周知については各方面で行っておりますが、28年度については、前年度に比べ低い

結果となっています。参加率（配布率）については、28年４月から３月の練馬区の４

か月児健康診査の対象者数と、同期間の配布数で算出しています。転出入や生まれ月

の関係で参加者がお受け取りにいらっしゃる時期が年度をまたぐこともありますので、

１年毎に区切って28年度の方があまり参加しなかったということは単純には言えない

ところではありますが、26、27年度の参加率と比べると下がっているので、参加率を

上げるため対策を検討していきたいと考えています。 

 

○座長 

 26年度、27年度と年々下がっているのは、気になるところです。母親になる世代の

本離れが要因にあるのではないでしょうか？子供に本を与える重要性についてあまり

関心が向かない方がいらっしゃるのではと思います。 

 

○委員 

 ４か月児健康診査の対象者数が増えているから参加率が下がっているのか？ 

 

○事務局 

 参加率については、図書館での配布がはじまってからは26年度の数値が最高値で、

ここ数年は７割前後で推移していました。４か月児健康診査の対象者数については、

26、27年度と比べると大きな変動はありません。 
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 また、最近は保護者の仕事への復帰が早いご家庭が増え、なかなか図書館に来館で

きないのではないかとも推測されます。 

 

○委員 

 資料１の２頁[９施設職員等への講習会等の実施について]の司書教諭等研修会につ

いては、参加の状況はどうだったか？ 

 

○事務局 

 参加状況については所管に確認します。 

   

○委員 

 資料１の２頁第二章、[１（1）学校図書館利活用の推進]の図書館運営計画を策定と

あるが作成率27年度から100％となってはいるが、内容についての学校差についてはど

うなのか？学校図書館は、関わる方が様々なので内容について差があるのではないか

と心配している。 

また、蔵書数の調査等をして、学校間で差があった場合は調整してもらえるのか？ 

 

○委員 

 学校側の立場からお答えする。学校図書館運営計画については、教育指導課へ提出

する書式が決まっていて、年度ごとに蔵書数の修正等を加えている。内容の濃さは、

各学校で違いはあると思う。担当教諭による考え方の差もあるかもしれないし、学校

図書館のスペースの違いもあり、いろいろな問題があるので、一概に比べられるもの

ではないと考えられる。 

 蔵書数の差などについては、予算の調整をしていただいていると思われる。 

 

○事務局 

続いて、報告（３）についてご報告申し上げます。 

関町図書館の再開館についてご説明いたします。 

 

（資料３について説明） 

 

○座長  

資料３について、質問等があればいただきたいと思います。 

 

○委員 

 石神井西中学校への連絡扉が新設されましたが、利用されているのか？ 
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○事務局 

 はっきりした回数は取っておりませんが、行き来し易くなったと聞いています。 

関町図書館については、資料５「第35号図書館だより」でもご紹介しております。 

※訂正 

委員からのご指摘を受け、確認したところ、防犯上の理由から石神井西中学校へ

の連絡扉は普段は施錠されており、利用はほとんどされておりませんでした。 

 

○座長 

 再開館したばかりということですので、引き続き関町図書館の運営状況を見ていっ

ていただきたいと思います。 

 

○事務局 

続いて、報告（４）についてご報告申し上げます。 

平成29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４について説明） 

 

○座長  

資料４について、質問等があればいただきたいと思います。 

 

○座長  

 おはなし会、おたのしみ会など沢山の事業が行われていて、各館特色があるのが感

じられます。 

 

○事務局 

続いて、報告（５）についてご報告申し上げます。 

第35号図書館だよりの発行についてご説明いたします。 

 

（資料５について説明） 

  発行日：平成29年７月13日   

表紙写真：関町図書館 

 

○座長 

 特にご意見等なければ、議題に移らせていただきます。 

 事務局より、ご説明をお願いいたします。 
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○事務局 

練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）に基づき、発達段階に応じた取組につい

て、各回でテーマを絞り、それぞれの年代に有効な取組等についてご意見を伺いたい

と思います。本日は、乳幼児編としまして、乳幼児の読書活動に関して集中的にご議

論をいただきたく存じます。 

「練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）」の８頁、乳幼児の読書活動の推進と

本日の資料１練馬区子ども読書活動推進計画(第三次)平成28年度各所管取組状況より

乳幼児の読書活動の推進部分をご参照いただき、委員の皆様のそれぞれの立場から、

ご意見を頂戴したく存じます。 

 

○座長 

それでは、本日は乳幼児の読書活動の推進に関する取組について、テーマを絞って

集中的に議論を進めていきたいと思います。第三次計画の内容や、配布された資料な

どから、ご意見、ご要望など自由にご発言をお願いします。 

  

○委員 

 私もブックスタートの活動を通していろんな方と接する中で、最近の乳幼児の保護

者の世代が本離れをしているように感じることがある。まずは、保護者の方に赤ちゃ

んと一緒に絵本を開くことがどんなに気持ちの良いものか分かっていただきたい。ブ

ックスタートがその最初の機会だと思うが、参加する方が減っているのも実感してい

る。事務局からも話があった通り、最近は赤ちゃんが生まれてから数か月で仕事復帰

される方が多くなり、ブックスタートが始まった時とは参加の仕方が変わってきた。

絵本を各家庭に届けるために、周知活動をもっと積極的に行っていくのは分かる。し

かし、仕事などを持つ家庭は、わざわざ休日に図書館へ来ることについて負担が大き

いのではないかと想像する。現在の絵本の引換券等には、ご都合のつかない方には「図

書館にご相談ください。」と記載してあるが、「図書館のカウンターでお渡しできま

す。」に変えて、まずは図書館に来館してもらい絵本を受け取りやすいような積極的

な文章にしてみてはどうかと思う。そして、実施時間外に絵本をカウンターでお渡し

する際には、ブックスタートの内容や実施日をお伝えし、後日ご参加を促すような形

をとってみてもよいのではないか。また、引換券での案内の際に１歳頃までに引き換

えをお願いしているが、例えば「１歳半頃まで」へ期間を変更するなど、今までとは

違うやり方が必要なのではないかと思う。 

 

○事務局 

 ブックスタートの絵本の図書館カウンターでのお渡しについては、課題を感じてお

ります。実施時間外の図書館カウンターでの対応と引き換え期間についてのご意見を

担当に伝え、今後事業を進める上で参考にさせていただきます。 
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○委員 

 ブックスタートについては、図書館のカウンターで絵本を渡すだけでは早期教育に

繋がると誤解されることがあるので、今の形でブックスタートを行っている。配布率

を上げることは重要だと思うが、もし、図書館のカウンターで渡すならば、絵本を手

渡す方が、ブックスタートとは何かをよく理解して、絵本を引き換えに来られた方に

誤解のないように伝えてお渡しできるようにしないと、今まで続けてきた練馬区のブ

ックスタートを守っていけないと思う。変更するには、十分に検討する必要があると

考える。配布率を上げることは、とても大切だが、それよりもっと大事なことがある

ように思う。配布率にだけこだわらなくてもよいのではとも思う。確かに、１度絵本

を手にしてもらうことは大事なことだとは思う。 

 

○委員 

 今までブックスタートに関わっている職員は大丈夫だと思うが、図書館カウンター

で絵本をお渡しする各館の職員に、ブックスタートをきちんと理解していただけるよ

う光が丘図書館から指導をお願いしたい。 

 

○委員 

 赤ちゃんコーナーの絵本について、０～２歳向けの絵本があるべきと思われる場所

に、大人が読むと内容が分かるようなものや、子供と接する時の親の気持ちに沿うよ

うな大人向け絵本が多く置いてあるように感じている。最近は大人に向けた絵本が増

えているで、各図書館に、子供向けである、本当に子供に良い本を選書できる方がい

らっしゃるのかどうか気になっている。 

  

○事務局 

 選書については、直営館である光が丘、練馬、石神井図書館についてはそれぞれの

館の職員が選書を行っております。その他の指定管理者館９館１分室については、ま

ず光が丘図書館において集中的に選書しております。そして各館で選書する部分につ

いては、タイトル等のリストを挙げてもらい光が丘図書館で確認しております。ご指

摘いただいた内容については、各館の選書担当にお伝えしまして今後の選書に生かし

ていきたいと思います。 

  

○委員 

 最近は、いろんな本が沢山ある。図書館で開催する「本の探検ラリー」では、幼児

コーナーを設置し、０～４歳向けに選書した200冊程度の本を用意している。そこでは、

「図書館では本が多すぎて選べない」、「ここではある程度選ばれたものがあるので、

親子で楽しめる。」など、お母さんたちの声が聞かれる。図書館の児童コーナーは、

とても年齢の幅が広く、赤ちゃんだけが対象ではなくて小学生まで対象の本が入って
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いる。だから、関町や平和台図書館で赤ちゃんコーナーがあることは良いことだし、

また、他の図書館でも赤ちゃん向けの本を別置できれば良いのではないかと思う。児

童コーナー全体でみればいろんな本があって、子供１人でみるには向かないものがあ

るかもしれないが、親子で読むのに良いものや小学生くらいの子が読むのに適してい

るもの、人それぞれ絵の好み等もあるものだと思う。くくりがすごく大きいので、そ

の辺りを考慮して選書してもらえれば良いと思う。 

 

○座長 

 乳幼児というだけでも年齢の幅が広いですね。これからの図書館が、赤ちゃん向け

のコーナーを充実していくことが、乳幼児の読書活動の推進に繋がっていくというご

意見がありました。 

 

○委員 

選書に関しては、作家さんが有名になれば、その絵本を借りたい区民の方が多くい

らっしゃると思うし、区民サービスとして区立図書館はそういった本を置いていかな

いといけないと思う。乳幼児のコーナーとして、それに特化した司書が、ロングセラ

ーと呼ばれるような定番の本等、親子で楽しむことを理解して選書していってもらい

たい。 

 出版側としては、売れる本をたくさん出し、売りたいし、図書館にも買ってもらい

たいというのも分かります。しかし、幼児期から良書に触れてほしいと思うので、本

当に子供たちのためになるもの、月齢に合ったものをぜひ選んでいただきたい。 

中学校図書館のボランティアをしているが、そこに年齢に向かない本が置いてある。

保護者が性描写の有る漫画や本があることを学校アンケートに書き指摘したが、学校

側は問題にしない。子供たちにとってみれば、その側の本を手にするだけで冷やかさ

れて大変なことだと思う。そこにふさわしいものを大人がきちんと選書していくべき

だと思う。区民サービスも大切だけれど、図書館の役割を考えていただき、司書の方

に問題意識を持って選書していただければと思う。 

 

○座長 

 ロングセラーの本があり、区民サービスの点で新しいものも入ってくるという状況

で、リクエストに答える部分と月齢に合ったもの、子供に読ませたいものを置く部分

は配置の工夫で改善できるものがあるのではと感じました。意見として挙げさせてい

ただきます。 

 

○委員 

本の配置についてですが、近くの図書館でロングセラーの本が書棚の裏側に入って

しまい、新刊の派手な絵の本が目立つところに並んでいた。昔から読み継がれている
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いい絵本を、読み聞かせに使いたくても、すぐに手に取れないことがあった。新しい

ものに触れることも大事なことだが、昔も今も子供にとって大切なことは変わらない

と思うので、そういった本を子供に手に取ってもらえるようどのように並べるかは大

事なことである。 

 

○座長 

 選書に携わる職員の状況について、教えていただけますか？ 

 

○事務局 

 子供に関することについては、光が丘図書館子供事業統括係に区の非常勤職員であ

ります専門員が11名在籍し、交代で選書をしています。 

 

○座長 

 例えば、一般公募で意見を出していただく選書する方を入れるというのは可能です

か？ 

 

○事務局 

 今のところ、一般の方が図書館の選書をするということはありませんが、ブックリ

ストを地域文庫の方と一緒に選書し作成をさせていただいていることもあります。ご

意見として承ります。 

 

○委員 

 図書館にあるカーペットコーナーは、赤ちゃん連れが読めるスペースだと思う。そ

こには、主に小さい本が置いてあるが、小さいというだけで赤ちゃん向けではないよ

うに感じる本もある。書棚の問題だとは思うが、工夫してもらいたい。また、本は良

い、悪いと簡単に言えないので、いろいろあることが大事だと思う。児童館等に、ロ

ングセラーのもの８割と新しいもの２割程度入れた本を数十冊もって行き、自由に親

子で読む時間を作っている。子供の目は素晴らしくて、１、２歳の子供でも自らロン

グセラーのものを選んでお母さんのもとへ持っていく。だから、図書館にロングセラ

ーがないのは困るが、こんな本があると否定的になることはないと思う。ロングセラ

ーでないものが好きな子もいるし、いろんなものに触れることが大事だとも思う。様々

な種類の本があることが、図書館の使命ではないか。公立図書館としては、広くいろ

いろのものを入れてもらいたい。赤ちゃんの部分については、特化したコーナーを作

れれば良いと思う。選書については、図書館の方に幅広く見ていただきたいし、その

中から、子供が自分で選び、興味を持つことが大事なことではないかと思う。 
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○座長 

 本を与える側の保護者、大人の視点も大事だが、乳幼児の視点も考慮し、双方の視

点を大事にしながら読書活動を進めていくというのが重要なのではと感じました。 

 

○委員 

 子供がどのように読書を好きになっていくのか、はっきり分かるものではないが、

読書に対する子供の視点や、自分で選ぶ力をつけていくことが大きいと思う。そのス

タートが赤ちゃんの頃であり、結果が先にしか出ないのですが、この場で真剣に意見

を出し合っていることが素晴らしいと思う。 

 

○座長 

 乳幼児の読書活動の推進というのは、その後の子供の読書活動へ繋がっていき、さ

らに本に触れる機会を多く持つ大人へ成長していくための土台の時期だということを、

重視していかなければならないと感じました。本離れが進んでいると言われています

が、読書は、興味のあるものについて詳しくなれるだけでなく、難しい漢字を覚えた

り、新しい言葉を覚えたり、新しい社会の仕組みを学んだりできるものであると思い

ます。 

 

○委員 

 世代で本から得るものは、違ってくるものだと感じる。０～１歳頃だと父親や母親

との触れ合いを通して、絵本の内容よりもその雰囲気や環境であったり、少し大きく

なったら、自分で読んで興味、想像力を膨らませ自分の住んでいる場所だけではなく、

遠い場所の話も理解できたり、成長し大人になれば、細かいスキル的なことを学んだ

り、時期に合った本が提供される環境が必要だと感じる。小学生で参加する「本の探

検ラリー」のようなイベントは、いくつかの分類がある中で、自分でいろんな本に触

れ、「こんな本もあるんだ！」という気づきがあり良いと思う。乳幼児は主体的に動

けないので、父親や母親等周りの大人が本を読む方だったら、家の中に本に触れる環

境はあると思うが、多くの人はなかなか難しいかもしれない。活字離れの多いと言わ

れる世代だと、ブックスタートはとても良い事業だと思う。親世代に対しての啓蒙も

そうだが、地域での乳幼児への読み聞かせ等、子供たちは親ではない大人が自分のた

めにやってくれることに対してとても興味を持ってくれるように感じる。そういった

活動を区としても注目し、取り上げていけばもっと活動が広まるように思う。事業を

推進していく上で、指標のブックスタート参加率だけでは配布した数の結果だけしか

見えてこないので、ミスリードする可能性がある。満足度などを調査する親へのアン

ケートを取っていくと、これから進めていく上でひとつの評価軸にはなるのかと思う。 
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○座長 

 ブックスタートについてアンケートは取っていますか？ 

 

○事務局 

 開始してから数年経た時点で、ブックスタート事業運営の参考のために取っていま

す。また機会をみて、アンケート調査の実施を検討します。 

 

○委員 

 ブックスタートを図書館で実施するようになり、０、１歳の図書館利用登録者が増

えたと感じているので、図書館での貸し出しも増えているのではと思う。以前は、子

供も利用登録できることを知らない保護者の方もいた。 

登録者の統計はとれるか？ 

 

○委員 

 ブックスタートが図書館で実施されて３、４年目までは、乳幼児への貸出数は特に

増えていないと聞いたが、それからしばらく経っているので統計を取っていただきた

い。 

 

○事務局 

 手元に数値がありませんが、後ほどお知らせいたします。 

 

○委員 

 区立図書館に行けば、無料で本を借りられることを知らない方がまだいらっしゃる。

乳幼児を持った親が、もっと子供と一緒に図書館へ行きたくなるようなイベントや宣

伝が必要だと考える。 

  

○座長 

 誰でも借りられるということが、知られていない部分があるのかもしれません。そ

ういった方へ向けた周知の仕方を検討していただきたく思います。 

今の時代はネット等で情報を得ることが多いとは思いますが、赤ちゃんが生まれて

からだけでなく、それ以前の母親学級など顔が見える機会の中で、妊娠期をどう過ご

していくか等の情報を本を活用して得たりすることもあると思いますので、その辺り

から図書館へ誘えるようなこともできるのではないでしょうか。そして、そういった

利用者の方が、赤ちゃんが生まれてもまた図書館へ来ていただけるような形もあるの

ではと感じました。 
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○委員 

 子供たちの保護者を見ていて感じるのは、保護者の本に対する考え方の幅が大きい。

昔の保護者は、本の読み聞かせは当たり前にやっていたし音読の宿題等も普通にあっ

たが、今は音読の宿題で「親が聞かないといけないのか？」、「(分かってはいるけれ

ど)忙しく時間が取れない。」という保護者の方がいらっしゃる。そのようなご家庭の

子供は、多分読み聞かせをしてもらっていないし、家に本があまりないのではと思う。

その子供たちが、どの時点でも本に触れられるような仕組みを望んでいる。選書につ

いては、図書館に沢山の本があった方が良いと思うし、また、今、本に興味を持った

子供が年齢にあったロングセラーのものをすぐに手に取れる環境も大事だと思う。子

供が本を選ぶ時には、表紙だけだと興味を持たないこともあるが、ＰＯＰ等簡単な案

内を付けることによって、手に取り読んでみることがある。家庭ごと環境が違い、簡

単な周知でどんどん図書館や本に興味が向く方と反面呼びかけても全く本に触れない

方が多くいて、その部分をどうしたら良いのかと感じている。 

 

○座長 

 家庭環境にかなり格差があることを考えると、乳児期の次の段階での子供がどの年

齢からも本に触れられるよう、それぞれの状況にあわせて子供自身が本に触れていけ

る環境の充実というのも重要であると考えられます。学齢期にそういった子供たちも

いるということを踏まえ、乳幼児の読書活動の環境の整備を進めていってもらいたい

と思います。 

 

○座長 

 多くのご意見ありがとうございました。充実した意見の交換ができたと思います。 

その他に移ります。前回の会議における質問事項について事務局よりご報告をお願い

します。 

 

○事務局 

 前回の会議における質問事項についてお答えします。関町図書館の視聴覚室の座席

数については、定員 36名、座席数 36席用意されています。学校図書館の分類別蔵書

数の調査については、いくつかの関係部署に問合せをしましたが、調査元の判明はし

ませんでした。学校関係の部署に引き続き確認します。 

 

○委員 

 学校図書館についての調査は蔵書数のみでしたが、昨年は分類別の蔵書数でした。

蔵書構成を考え、学校図書館の整備を進める目的だと思うので、よろしくお願いする。 
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○座長 

その他、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 

第８期の練馬区子ども読書活動推進会議につきましては、11月初旬までの任期満了

に伴い、本日が最後の開催となりました。第８期の委員のみなさまには、練馬区子ど

も読書活動推進計画（第三次）の実施に係る進捗状況の検証や子供の読書推進に係る

様々な検討等のご尽力をいただき感謝申し上げます。長期にわたり、ありがとうござ

いました。 

なお、第８期の任期満了に伴い、８月より新たに第９期の公募区民委員を募集する

予定としております。区民委員の皆様におかれましては、改めてご応募いただければ

と思います。詳細は８/１号の区報かホームページをご覧ください。８/31を応募の締

切といたしておりますのでご留意願います。 

 

○座長 

 それでは、第８期第五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。 


