
平成29年７月14日 

 

第五回練馬区子ども読書活動推進会議（第８期） 次第 

 

１ 開会 

 

２ 報告 

（１）練馬区子ども読書活動推進計画(第三次)平成28年度各所管取組状況に

ついて 

（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について 

（３）関町図書館の再開館について 
（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 
（５）第35号図書館だよりの発行について 

 

３ 議題 

（１）年代別の取組状況について～乳幼児編～ 

 

 

４ その他 

（１）前回会議における質問事項について 

 

５ 閉会 

 

 

【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) 
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主管課 回答

第一

重点取組

重点取組事業

1
・平和台図書館大規模改修　H28.4.6再開館
・関町図書館大規模改修工事　（H29.4.6再開館）

2

・児童図書504,432冊
　青少年図書80,092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
各保健相談所
光が丘図書館

・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　168回　6,112人
・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。
・１歳児子育て相談時に引き換え確認と案内をしている。
　
・ブックスタート図書配付数　4,504組

（各保健相談所）

(光が丘図書館）

2

保育課
地域振興課
福祉部管理課
子育て支援課

子ども家庭支援センター

教育指導課

・区立保育園（60園）全園で実施。食事の前やお昼寝の前、子どもからの要望に応えてよ
みきかせを行うなど、日々の保育の中でよみかせを行っている。

・よみきかせや図書の紹介
　地区区民館でよみきかせやおはなし会実施(11館）うちボランティアによるおはなし会
（４館）、パネルシアター(３館）実施

・厚生文化会館児童室で、おはなし会を実施したり（年４回程度）、職員がよみきかせを
行っている。

・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はなし会）

・子育てのひろばぴよぴよ（11か所）において、適宜絵本のよみきかせを行っている。

・区立幼稚園(３園）の取組
　・よみきかせ　毎日実施 ３園
　・パネルシアター　月１回　２園、月２回　１園
　・素話　月１回 １園、年８回 １園、年３回 １園
　・絵本の貸出　週１回 ３園
　・絵本ラリーの実施　年１回 １園、年２回　１園、なし　１園

（保育課）

（地域振興課）

（福祉部管理課）

（子育て支援課）

（子ども家庭支援センター）

（教育指導課）

3

(1)おはなし会、よみきかせ等各種事業
・子ども読書の日、こどもの読書週間記念行事等の実施　　37回　1,381人

(2)出張おはなし会、ブックトーク
・保育園（所）幼稚園　８館　67回
・地区区民館、地区祭、ぴよぴよ等　７館　18回

(3)本の探検ラリー事業
・図書館開催(幼児コーナーの設置）２館

(4)区立図書館見学
・随時受入れ、実施　全館

(5)子どもへの図書貸出促進の取組

・ブックリスト「よんでみようこんなほん」(年１回　4種類　赤ちゃん・幼児、低学年、
 中学年、高学年）､ ブックリスト「ほんだな」(月１回）の配布
・読んだ本の題名等を記録するノート等の配布　４館

(6)図書館資料の団体貸出の推進
・団体貸出　106団体、11,018冊（保育園、幼稚園等）

4
保育課

教育指導課

・ボランティア活用園30園（中高生、地域のボランティア、ねりまおはなしの会）
月１回程度行う園が多い。

・読み聞かせボランティアの活用　月１回 ２園

（保育課）
　

（教育指導課）

5

保育課
学務課

地域振興課
福祉部管理課
子育て支援課

子ども家庭支援センター

光が丘図書館

・絵本コーナーや文庫の設置（60園）。
在園児や保護者向けに図書の貸し出しを行う（52園）。
子ども用の図書だけでなく、育児関連の図書や防災に関する図書など保護者向けの図書を
置き貸出する園もある。
貸出しやすいように玄関前に絵本コーナーを設置したり、貸出袋を用意したり、季節など
に合わせて絵本の入れ替えを行う等の工夫をしている。

・区立幼稚園３園すべてに図書室または図書コーナー設置。

・地区区民館の取組
　・季節に合った絵本を紹介するとともに、手に取りやすくなるようにした。展示を工
夫。
　・図書室やロビーに絵本等が置いてあり自由に読めるようにしてある。
　・図書コーナーの整理、新規購入。
　・図書の閲覧・貸出（16館）

・厚生文化会館児童室で、図書室の本の配置を工夫するなど親子一緒に本に親しめる環境
づくりを行ったり、館外貸出をしている。
・厚生文化会館学童クラブでのにこにこ実施の際に、推薦図書を掲示したり、館外貸出を
している。

・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。
・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。
・お話の会やボランティアによるよみきかせや素話等は、子ども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どもたちに提供し
たり、クラブたよりで紹介している。

・子育てのひろばぴよぴよ（11か所）において、絵本棚を設置し、自由に保護者がよみき
かせをできるようにしている。

・平和台図書館大規模改修　H28.4.6再開館
・関町図書館大規模改修工事　（H29.4.6再開館）
・保育施設等へリサイクル資料の頒布

(保育課）

(学務課）

(地域振興課）

(福祉部管理課）

(子育て支援課）

（子ども家庭支援センター）

(光が丘図書館）

6
保育課

各保健相談所
光が丘図書館

・図書館が発行している「ほんだな」を配布したり、保護者会や園便りなどで子どもたち
が好きな絵本やおすすめ絵本の紹介を行っている（60園）。

・母子健康手帳交付時の配付物（ねりま子育て応援ハンドブック）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　6,417人
　　３歳児健康診査　141回　5,701人
・育児栄養相談等で保健所文庫を開設し貸出している。
・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。
　
・図書リストの配布

（保育課）

（各保健相談所）

(光が丘図書館）

光が丘図書館

ボランティアによる異年齢間の交流等の充実

取組項目（区分）

乳幼児の読書活動の推進

子どもが自ら読書に親しめる環境の整備

「こどもと本のひろば」コーナーの整備

光が丘図書館

区立図書館の児童図書の充実

関連する主な取組

ブックスタート事業の充実

絵本のよみきかせや絵本に触れる機会の充実

区立図書館による子どもの読書活動への関心
を高める事業の実施

子どもや保護者が読書に親しめる環境の整備

保護者への啓発

1
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主管課 回答取組項目（区分）

7

子育て支援課
福祉部管理課
青少年課
保育課

・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・運営を公募・委託し、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
　　　・２企画　よみきかせ　延べ124人
　　　・３企画　本を通じた子育て学習　延べ74人
　　　・１企画　子ども向けの本の紹介　32人 （青少年課）

8 光が丘図書館
・乳幼児向けおはなし会等イベントの周知
・子育て支援に関する講座の実施

9
教育指導課
光が丘図書館

・司書教諭等研修会　２回実施
内容：学校図書館の環境づくり、学校図書館運営と学校図書館の学習情報センターとして
の活用の実施

・施設職員へのわらべうた講習会の実施　１回　30人

（教育指導課）

（光が丘図書館）

第二

重点取組事業

1

(1)学校図書館利活用の推進
・図書館運営計画を策定  　小学校　65校　中学校　34校 （教育指導課）

(2)学校図書館への支援員の配置

・学校図書館管理員の配置（22校）
　　１日６時間　年間100日
・学校図書館支援員の配置（67校）
　　１日６時間　年間100日

（教育指導課）

（光が丘図書館）

(3)学校図書館所蔵図書の情報化
・中学校3校に図書館蔵書管理ソフトを購入。 （学務課）

(4)区立図書館による学校図書館の支援
・団体貸出　小学校：560団体　108,717冊　中学校：81団体　12,687冊
・学級訪問　334組（出張おはなし会、ブックトーク等）

(光が丘図書館）

2 光が丘図書館
・指定管理者館担当校（67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。

3
教育指導課
学務課

施設給食課

・学校図書館の図書購入費を各区立小中学校へ配当している。

・開進第四中学校の校舎改築にあたり、図書室とコンピュータ室を近くに配置し、生徒の
調べ学習に対応するよう整備した。また、図書室は木製の書棚と内装仕上げによる温かみ
ある空間の中で、北側の壁面緑化、城北中央公園の緑や自然を感じながら、本や勉強に向
き合える環境とした。

(学務課）

（施設給食課）

4
教育指導課
光が丘図書館

・小学校教育会：学校図書館研究部13回実施　授業研究３回　講演会１回
　その他実技研修、読書感想文審査など
・中学校教育研究会：図書館部６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）

小中学生の読書活動の推進

子育て支援事業における読書活動の推進

区立図書館による子育て家庭への支援

施設職員等への講習会等の実施

重点取組　

学校図書館の利活用の推進

学校図書館の活性化

教育指導課
教育企画課
学務課

光が丘図書館

学校支援モデル事業

学校図書館の読書環境の整備

読書指導の充実

2
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主管課 回答取組項目（区分）

1 教育指導課
・全校一斉の読書活動の実施、よみきかせやブックトーク等の実施

2

(1)おはなし会、よみきかせ等各種事業
・子ども読書の日、こどもの読書週間記念行事等の実施　　37回　1,381人

(2)出張おはなし会、ブックトーク
・学級訪問　334組

(3)本の探検ラリー事業
・２館　368人　58校（小学校 延べ46校、中学校 延べ12校）　6,676人

(4)区立図書館見学、職場体験
・学級招待　174組、職場体験等　149人
・学級訪問　334組（出張おはなし会、ブックトーク等）

(5)子どもへの図書貸出促進の取組

・ブックリスト「よんでみようこんなほん」(年１回　4種類　赤ちゃん・幼児、低学年、
中学年、高学年）、ブックリスト「ほんだな」(月１回）の配布
・中高生向けブックリスト(年１回）の配布
・読んだ本の題名等を記録するノート等の配布　４館

(6)図書館資料の団体貸出の推進
・団体貸出　小学校：560団体　108,717冊　中学校：81団体　12,687冊

3
地域振興課
福祉部管理課
子育て支援課

・よみきかせや図書の紹介
・地区区民館でよみきかせやおはなし会実施(12館）うちボランティアによるおはなし会
（４館）
・地区区民館で人形劇（１館）

・厚生文化会館児童室で、おはなし会を実施している。（年８回程度）
・厚生文化会館学童クラブで、日常的によみきかせを実施している。

・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はなし会）

（地域振興課）

（福祉部管理課）

（子育て支援課）

4

・全小学校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。
・学校図書館開放事業実施校42校において、各学校応援団に運営の一部を委託している。
・学校応援団が図書の貸出業務やおはなし会等のイベントを実施している。
・学校図書館の情報化にかかわる研修を予定したが、情報化の延期に伴い未実施となって
いる。

5
・全小学校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
定期的によみきかせ会などを継続している。

6 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・運営を公募・委託し、子供の読書に関する講座
を開催している。
　　①ねりま遊遊スクール
　　　・８企画　延べ406人（よみきかせ・音楽と絵本・絵本作成等）
　　②子育て学習講座【再掲】
　　　・よみきかせ　２企画　延べ124人
　　　・本を通じた子育て学習　３企画　延べ74人
　　　・子ども向けの本の紹介　１企画　32人

7

福祉部管理課
子育て支援課
教育指導課
青少年課

・厚生文化会館に定期的に推薦図書コーナーを設けている。

・図書館発行「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。
職員が「よみきかせ」に関する研修を受講し保護者に対しよみきかせの大切さを伝える取
り組みを行っている。

・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・運営を公募・委託し、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【再掲】
　　　・よみきかせ　２企画　延べ124人
　　　・本を通じた子育て学習　３企画　延べ74人
　　　・子ども向けの本の紹介　１企画　32人

（福祉部管理課）

（子育て支援課）

（青少年課）

8 光が丘図書館

・児童図書504,432冊
　青少年図書80,092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

9

地域振興課
福祉部管理課
子育て支援課
光が丘図書館

・地区区民館の取組
　・展示の工夫。
　・図書室やロビーに絵本等が置いてあり自由に読めるようにしてある。
　・図書コーナーの整理、新規購入。
　・図書の閲覧・貸出（16館）

・厚生文化会館で館外貸出の実施

・平和台図書館大規模改修　H28.4.6再開館
・関町図書館大規模改修工事　（H29.4.6再開館）
・学校施設等へリサイクル資料の頒布

（地域振興課）

（福祉部管理課）

（光が丘図書館）

10
・平和台図書館大規模改修　H28.4.6再開館
・関町図書館大規模改修工事　（H29.4.6再開館）

11

・行事案内や事業報告等掲載内容の充実
・青少年事業報告やおすすめ本の紹介等掲載内容の充実
・2020東京オリンピック・パラリンピック特設ページ開設

第三

1

2
・平和台図書館大規模改修　H28.4.6再開館
・関町図書館大規模改修工事　（H29.4.6再開館）

1
・実施（講座、企画展示等）　全館

2
・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

3
・青少年図書80,092冊所蔵

4
・実施　４館

5

・行事案内や事業報告等掲載内容の充実
・青少年事業報告やおすすめ本の紹介等掲載内容の充実
・2020東京オリンピック・パラリンピック特設ページ開設

光が丘図書館

児童館や地区区民館、学童クラブでのよみき
かせ等の充実

児童図書と青少年図書の充実

関連する主な取組

多様な読書活動の推進

区立図書館による子どもの読書活動への関心
を高める事業の実施

学校図書館の地域開放の活用

子育て支援課

学校応援団「ひろば事業」における読書活動
の推進

児童・青少年期の子どもの読書活動の啓発と
支援

保護者への啓発

関連する主な取組

子どもや保護者が読書に親しめる環境の整備

「こどもと本のひろば」コーナーの整備

光が丘図書館

区立図書館ホームページの充実

高校生等の読書活動の推進

重点取組

高校生等の多様な読書の機会の提供

重点取組事業

読書を通じたコミュニケーションの場の提供
光が丘図書館

青少年コーナーの整備

青少年向け講座等の実施

光が丘図書館

子どもへの図書貸出促進の取組

青少年図書の充実

中高生の提案・企画による事業の実施

区立図書館ホームページの充実

3
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主管課 回答取組項目（区分）

第四

1
・手話付おはなし会の実施　２回　子ども延べ34人、大人延べ44人
・入院中の子供たちへのよみきかせ（練馬光が丘病院）実施

2
・布の絵本　1,157冊（前年度1,149冊）所蔵
・布の絵本製作講習会　延べ４回　延べ76人

1
・外出困難障害者等資料郵送サービス貸出点数　2,530点

2
・需要に応じた資料目録提供の検討

3

・点字資料（図書・雑誌）　2,665点所蔵
・録音資料（図書・雑誌）　4,821点所蔵
・相互貸借　2,604点
・布の絵本製作講習会　延べ４回　延べ76人
・音訳者等養成講習会　延べ15回　延べ166人

4
教育指導課
光が丘図書館

・よみきかせ等の実施
・団体貸出　14団体　1,928冊（特別支援学校・学級）
・学級訪問　19組（出張おはなし会、ブックトーク等）

（教育指導課）
(光が丘図書館）

5 光が丘図書館
・児童青少年用外国語図書　4,609冊所蔵
・外国語利用案内の作成（中国語２種・韓国語・英語）

第五

1
・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

2
・委員12名(第８期委員）　２回開催
・子ども読書活動実態の調査研究

1

(1)保育所、児童館等との連携
・団体貸出の活用、研修講師派遣

(2)小中学校との連携
・新１年生向け「としょかんへおいでよ」の配付
・全館設置の連絡協議会による連携

(3)高等学校との連携
・高校生の奉仕活動

(4)特別支援学級・特別支援学校との連携
・団体貸出等による特別支援学級連携
・団体貸出　14団体　1,928冊（特別支援学級・学校）

(5)地域文庫等との連携

・図書の助成　16団体　835冊
・地域文庫へ出張おはなし会実施
・ブックリスト「よんでみようこんなほん」(年１回　4種類　赤ちゃん・幼児、低学年、
 中学年、高学年）作成

(6)
読書活動推進団体、ボランティアとの連
携

・よみきかせ講習会の実施　１回　25人
・図書館ボランティアフォロー講習会の実施　３回　83人
・よみきかせ等ボランティア　延べ7,522人
・事業の安定的継続実施

関連する主な取組

図書等の郵送サービス

光が丘図書館

布の絵本に親しむ機会の充実

支援を必要とする子どもの読書活動の推進

重点取組

支援を必要とする子どもの多様な読書の機会の提
供

重点取組事業

手話付おはなし会等の実施

光が丘図書館

支援を必要とする子どもへの情報提供

障害等に配慮した資料の充実

外国語を母語とする子どもや、帰国児童・生
徒への取組

関係団体等との連携

特別支援学級・特別支援学校における読書活
動の推進

関連する主な取組

関係団体等と区立図書館との連携

光が丘図書館

子どもの読書活動を支援する区立図書館のセ
ンター機能の充実

重点取組

関係団体等の連携による読書活動の推進体制の充
実

重点取組事業

光が丘図書館
練馬区子ども読書活動推進会議における点
検・評価

4



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

26年度
（参考）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 目標値 対目標値

ブックスタート事業の参加率 75.75 73.70 69.38 80 86.7%

前年比 97.3% 94.1% - - -

区立図書館によるおはなし会等
事業の実施回数

1,167 1,143 1,241 1,300 95.5%

前年比 97.9% 108.6% - - -

区立図書館によるおはなし会等
事業の参加人数

26,773 27,116 31,155 29,500 105.6%

前年比 101.3% 114.9% - - -

指
　
標

65.0
67.0
69.0
71.0
73.0
75.0
77.0
79.0
81.0

26年度

（参考）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1,050

1,100
1,150
1,200
1,250
1,300

26年度… 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

26,500

28,500

30,500

32,500

26年度… 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
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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

26年度
（参考）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 目標値 対目標値

小学校の学校図書館運営計画
作成率

66.2 100.0 100.0 100 100.0%

前年比 151.1% 100.0% - - -

中学校の学校図書館運営計画
作成率

79.4 100.0 100 100 100.0%

前年比 125.9% 100.0% - - -

本の探検ラリーの実施校数 48 45 52 65 80.0%

前年比 93.8% 115.6% - - -

実施校数（延べ） 54 51 58

指
　
標

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0

26年度… 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

26年度… 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

45

50

55

60

65

26年度

（参考）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

実施

校数

延べ

数
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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

26年度
（参考）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 目標値 対目標値

子どもへの貸出冊数 1,464,314 1,488,313 1,526,608 1,700,000 89.8%

前年比 101.6% 102.6% - - -

区立図書館による学校等団体
への貸出冊数

126,757 134,572 150,413 140,000 107.4%

前年比 106.2% 111.8% - - -

小学生の読書率 97.00 95.40 100％ ―

前年比 98.4% - - - -

中学生の読書率 86.90 91.10 100％ ―

前年比 104.8% - - - -

区立図書館におけるボランティ
アの活動回数

1,544 1,373 1,546 1,800 85.9%

指
　
標

1,450,000

1,550,000

1,650,000

26年度

（参考）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

26年度

（参考）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

26年度

（参考）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度25年度

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

26年度

（参考）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度25年度
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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

26年度
（参考）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 目標値 対目標値

前年比 88.9% 112.6% - - -

区立図書館におけるボランティ
アの活動人数

7,314 7,199 7,522 8,000 94.0%

前年比 98.4% 104.5% - - -

指
　
標

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

1 2 3 4 5 6

7,000

7,200

7,400

7,600

7,800

8,000

26年度… 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

26年度

（参考）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
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資料３ 

 

 

 

関町図書館の再開館について 

 

 

関町図書館の大規模改修工事を実施いたしました。今年度、下記のと

おり再開館いたしましたのでご報告します。 

 

 

記 

 

１ 再開館日 

平成 29年４月６日（木） 

 

２ 指定管理者 

(1) 団 体 名 称 株式会社図書館流通センター 

(2) 所 在 地 東京都文京区大塚三丁目 1番 1号 

(3) 代 表 者 代表取締役 石井 昭 

(4) 指定の期間 平成 29年 4月 1日～平成 34年 3月 31日 
 

３ 施設の概況 

(1) 所 在 地  練馬区関町南三丁目 11番２号 

(2) 敷 地 面 積  2,000.05㎡ 

(3) 延 床 面 積  1,552.85㎡ 

(4) 構 造 等  鉄筋コンクリート造地上２階、地下１階 

(5) 開館年月日  昭和 57年９月１日 

 (6) 所蔵資料数  約 12万 6千点（平成 29年３月末時点） 

 

４ 主な改修内容 

 建築設備および付帯施設の更新、エレベータ更新工事、館内レイア

ウトの変更等を行った。 

(1) こどもコーナーの充実・授乳室の新設（１階） 

(2) ティーンズ（青少年）コーナーの移設（１階から２階へ）・拡充 

(3) 自動販売機および休憩コーナーの新設（２階） 

(4) 会議室およびグループ学習室の新設（２階） 

(5) 屋上緑化、太陽光パネルの新設 

(6) 屋外テラス、隣接する区立石神井西中学校への連絡扉の新設 

(7) 障害者専用駐車場（１台）の新設 



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 

 
 練馬区立図書館12館1分室では、「子ども読書の日」を記念するとともに、子供の読書活動を 
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）講演会 

実施館名 事業名 開催日 
参加 
人数 

光が丘図書館 
杉山亮さんのものがたりライブ  

～わくわく！どきどき！おはなしのライブショー～ 
4月30日(日) 68 

 

（２）企画展示事業 

実施館名 事業名 展示期間 

光が丘図書館 

よんでみようこんな本 

＜2006年～2008年のリストから＞ 
4月22日（土）～5月14日（日） 

科学展示「宇宙ってどんなとこ？」  5月14日（日）～5月28日（日） 

練馬図書館 おかあさん、おとうさんも読んだ本 4月22日（土）～5月21日（日） 

石神井図書館 
感想画募集と展示「ぼく、わたしのすきな本」 4月25日（火）～5月21日（日） 

図書館からのおすすめの本 4月25日（火）～5月21日（日） 

平和台図書館 図書館からのおすすめの本 4月25日（火）～5月21日（日） 

大泉図書館 絵本の国のぬいぐるみたち 4月16日（日）～4月30日（日） 

関町図書館 
しかけ絵本 4月16日（日）～5月7日（日） 

図書館からのおすすめの本 4月18日（火）～5月7日（日） 

小竹図書館 
読書の木をかざろう 4月25日（火）～5月21日（日） 

近隣の先生が選んだおすすめ本 4月25日（火）～5月21日（日） 

南大泉図書館 図書館からのおすすめの本 4月25日（火）～5月21日（日） 

 

 

 

 

 



 
（３）おはなし会等 

実施館名 事業名 開催日 
参加 

人数 

光が丘図書館 
科学あそび「宇宙ってどんなとこ？～月齢早見盤

をつくろう～」 
5月14日（日） 34 

練馬図書館 
科学あそび「かたちとつよさ～紙のじっけん～」 4月22日（土） 13 

よみきかせ広場 5月14日（日） 54 

石神井図書館 

はるのスペシャルおはなし会 4月22日（土） 32 

こうさく会「しおり作り」 5月14日（日） 32 

はるのおたのしみ会（人形劇） 5月21日（日）  83 

平和台図書館 

こうさく会 4月26日（水） 27 

らくごであそぼう！こどもへいわだいよせ 4月29日（土・祝） 38 

ピッカピカのおはなし会 5月3日（水・祝） 51 

大泉図書館 庭園おはなし会 4月23日（日） 33 

関町図書館 

乳幼児向けおはなし会スペシャル 4月22日（土）  17 

しかけ絵本・カードの作り方教室 4月23日（日）  27 

おはなし会スペシャル 4月26日（水）  8 

貫井図書館 第12回よみきかせ大臣 4月16日（日）  58 

稲荷山図書館 

はるのスペシャルおたのしみ会（ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ） 4月22日（土）  22 

こどもの読書週間記念いなりやまつり   

 ・こどもの日工作会 5月5日（金・祝）  32 

・青空おはなし会 5月6日（土）  18 

・いなりやま杯昆虫博士はきみだ！  5月6、7日（土、日）  18 

かがくと森田君のわくわく科学実験 5月7日（日） 25 

小竹図書館 

英語の本とあそびうた 4月23日（日） 27 

科学あそび教室   4月29日（土・祝） 25 

春のスペシャルおたのしみ会（人形劇） 5月13日（土） 15 

南大泉図書館 

はるのおたのしみ会「リコーダーと絵本の世界」 4月22日（土） 60 

スペシャルおはなし会 5月3日（水・祝） 2 

英語おはなし会「 ﾚｯﾂ  ｴﾝｼﾞｮｲ  ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 」 5月21日（日） 16 

こどもと本の

ひろば （南大泉

図書館分室） 

はるのおたのしみ会（人形劇） 4月29日（土・祝） 83 

すてきなむかしばなし 5月5日（金・祝） 75 

春日町図書館 
こどもひろばたんけんクイズ 

4月25日（火） 

～5月7日（日） 
延63 

おはなし会（人形劇ほか） 5月7日（日） 58 

南田中図書館 
ジュニアリーダーおはなし会 4月23日（日） 23 

あおぞら紙芝居 5月6日（土） 63 


