
平成30年７月２日 

 

 

第三回練馬区子ども読書活動推進会議（第９期） 次第 

 

 

１ 開会 

 

２ 報告 

(1) 平成 30 年度「子ども読書の日」記念事業の実施結果について 

(2) 練馬区子ども読書活動推進計画(第三次)平成29年度各所管取組状況について 

(3) 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 議題 

(1) 第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」の概要を受けて 

 

４ 閉会 

 

 

【配付資料】 

資料１ 平成30年度「子ども読書の日」記念事業の実施結果について 

資料２ 練馬区子ども読書活動推進計画(第三次)平成29年度各所管取組状況 

  資料３ 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４ 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 

 



資料１ 

 

 

平 成 30 年 7 月 2 日  

教育振興部光が丘図書館  
 

平成 30 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ので報告する。 
 

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 
見えないものを描いてみよう 

～絵本作家いとうひろしさんと音のお面づくり～ 
５月 12 日(土) 59 

 

（２）企画展示事業 

実施館名 事業名 展示期間 

光が丘図書館 ＬＥＤでじっけん！  5 月 13 日（日）～5月 20 日（日） 

練 馬 図 書 館 図書館員おすすめの子どもの本 4 月 24 日（火）～5月 27 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１日（日）～5 月 20 日（日） 

平和台図書館 としょかんからのおすすめの本 4 月 24 日（火）～5月 27 日（日） 

関 町 図 書 館 としょかんからのおすすめの本 4 月 24 日（火）～5月 27 日（日） 

稲荷山図書館 おはなしの木 3 月 27 日（火）～5月 13 日（日） 

小 竹 図 書 館 読書の木をかざろう 4 月 24 日（火）～5月 27 日（日） 

貫 井 図 書 館 “名作”にふれてみよう 3 月 27 日（火）～5月 27 日（日） 

春日町図書館 としょかんからのおすすめの本 4 月 24 日（火）～5 月 6日（日） 

南田中図書館 科学道 100 冊 4 月 24 日（火）～5月 27 日（日） 

 

 



資料１ 

（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「LED でじっけん！～きれいな光のラ

ンプをつくろう～」 
5 月 13 日（日） 32 

練 馬 図 書 館 
科学あそび「にぼしのかいぼう」 4 月 21 日（土） 21 

よみきかせ広場 5 月 13 日（日） 55 

石神井図書館 

はるのスペシャルおはなし会 4 月 28 日（土） 30 

こうさく会「しおり作り」 5 月 13 日（日） 40 

はるのおたのしみ会（人形劇） 5 月 20 日（日）  53 

平和台図書館 
らくごであそぼう！こどもへいわだいよせ 4 月 28 日（土） 31 

スペシャルおはなし会 5 月 6 日（日） 28 

大 泉 図 書 館 

庭園おはなし会 4 月 29 日（日） 25 

ぶんるい・ビンゴ！ 
4 月 24 日（火）～ 

5 月 27 日（日） 
254 

関 町 図 書 館 

テラスでおはなし会 5 月 2 日（水） 21 

本の探検ラリー 
5 月 19 日（土）～ 

5 月 20 日（日） 
118 

貫 井 図 書 館 第 13 回よみきかせ大臣 4 月 15 日（日）  65 

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（日）  27 

小 竹 図 書 館 

英語の本とあそびうた 4 月 22 日（日） 32 

科学あそび教室「高分子化合物って、なんだ？」 5 月 12 日（土） 26 

春のスペシャルおたのしみ会（人形劇） 4 月 21 日（土） 27 

南大泉図書館 

3 か国語でたのしむおはなし会（英・中・韓） 4 月 21 日（土） 13 

スペシャルおはなし会 5 月 2 日（水） 13 

Let's Enjoy English!～英語おはなし会～ 5 月 6 日（日） 20 

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「おむすび座公演」 4 月 30 日（月） 80 

3 か国語でたのしむおはなし会（英・中・韓） 4 月 21 日（土） 54 

こうさく会 5 月 5 日（土） 39 

春日町図書館 
こどもひろばたんけんクイズ 

4 月 28 日（土）～

5 月 6 日（日） 

ただし平日を除く 

88 

人形劇「おむすび座がやってくる！！」 5 月 6 日（日） 46 

南田中図書館 あおぞら紙芝居 5 月 5 日（土） 44 

 



練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）　平成29年度取組状況調査　回答表②

資料２

主管課 回答

第一

重点取組

重点取組事業

1
・関町図書館大規模改修工事　H29.4.6再開館

2

・児童図書516,148冊所蔵
・新刊本コーナーやテーマ展示の実施

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　5,824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　4,418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(13館）うちボランティアによるおはなし会
（６館）、パネルシアター(３館）実施
・図書に関する保護者懇談会（１館）

・厚生文化会館児童室で、おはなし会を実施したり（年９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　３園
　・素話　月１回 １園、年８回 ２園
　・絵本の貸出　週１回 ３園
　・絵本ラリーの実施　年１回 １園、なし　２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　　32回　1,232人

(2) 出張おはなし会、ブックトーク
・保育園（所）幼稚園への学級訪問（出張おはなし会、ブックトーク等）　53組
・地区区民館、地区祭、ぴよぴよ等での出張おはなし会　44回　1642人

(3) 本の探検ラリー事業
・本の探検ラリー（図書館開催）(幼児コーナーの設置）２館　289人

(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　７館

(6) 図書館資料の団体貸出の推進
・団体貸出　111団体、11,963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36園（中高生、大学生、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 １園、年４回　１園、なし　１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

・区立保育園全園(60園)で絵本コーナーや文庫の設置している。(保護者向けの文庫を設
置する園もあり)
玄関や保育室内に図書コーナーを設けるなど、子どもや保護者が本を手に取りやすいよう
な工夫をしている。
49園で在園児や保護者向けに絵本の貸し出しを行っている。
季節に合わせて、本の入れ替えを行ったり、子どもの年齢や本の内容ごとに整理して、展
示している。

・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
　・季節や年齢等に応じた展示の工夫。週替りでお薦めの本を展示
　・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（22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。

・関町図書館大規模改修工事　H29.4.6再開館

(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
教育指導課

光が丘図書館

・区立保育園全園(60園)で保護者への啓発を行っている。
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おすすめの絵
本などの紹介を行っている。
読書週間に合わせて、子どもに人気の絵本を紹介している。

・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　6,169人
　　３歳児健康診査　141回　5,712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。　　１所
　
・保護者会や各種通信等を通して、読書の意義について説明

・図書リストの配布

（保育課）

（各保健相談所）

（教育指導課）

(光が丘図書館）

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

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

1



練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）　平成29年度取組状況調査　回答表②

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
　　　　10企画　延べ342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

・保育園・幼稚園職員向け講習会の実施　１回　33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
・学校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（27校）
　　１日６時間　年間100日
・学校図書館支援員の配置（72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の導入、運用。
・小学校１校で学校図書館蔵書管理システムを独自に導入、運用。
・小学校４校、中学校２校に学校図書館蔵書管理システムを導入、運用。

（学務課）

（光が丘図書館）

(4) 区立図書館による学校図書館の支援
・区立図書館と近隣小中学校の連絡協議会の開催により相談・助言等支援の実施　全館
・学校支援モデル事業の実施による支援（72校） (光が丘図書館）

2 光が丘図書館
・指定管理者館担当校（72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。

・該当なし（平成29年度に竣工した学校がないため）

(学務課）

（学校施設課）

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17回実施　講演会２回
　その他実技研修３回、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）

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　　32回　1,232人

(2) 出張おはなし会、ブックトーク
・小・中学校への学級訪問　266組（出張おはなし会、ブックトーク等）

(3) 本の探検ラリー事業
・本の探検ラリー（図書館開催）　２館　368人
・本の探検ラリー（小中学校開催）　延べ63校　7,029人

(4) 区立図書館見学、職場体験
・小・中学校学級招待（図書館見学、インタビュー、職場訪問）　149組
・小・中学生職場体験　249人

(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　７館

(6) 図書館資料の団体貸出の推進
・団体貸出　小学校：600団体　110,611冊　中学校：82団体　10,956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）、パネルシアター（１館）、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10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。

（地域振興課）

（福祉部管理課）

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。
・区立図書館より講師を迎え、区立図書館の業務を基にした実務的な研修を実施した。
（「子供たちの本の世界を広げる図書館の工夫～選定・配架・除籍について～」参加者：
26校61名）

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
　　　4企画　延べ374人
　　②子育て学習講座【再掲】
　　　10企画　延べ342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】
　　　　10企画　延べ342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516,148冊所蔵
・青少年図書86,630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

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

児童図書と青少年図書の充実

読書指導の充実

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

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

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

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

2



練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）　平成29年度取組状況調査　回答表②

主管課 回答取組項目（区分）

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
　・季節や年齢等に応じた展示の工夫。
　・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（22館）

・厚生文化会館で館外貸出の実施

・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
・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・運営

第三

1

2
・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
・中高生向けブックリスト(年１回）の配布

3
・青少年図書86,630冊所蔵

4
・実施　５館
・近隣中学校生徒の「職場体験」時に作成した「おすすめの本のＰＯＰ」をＰＯＰ記載の
資料とともに展示、貸出

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

第四

1
・手話付おはなし会の実施　２回　子ども延べ21人、大人延べ24人

2
・布の絵本　1,153冊所蔵
・布の絵本製作講習会　延べ８回　延べ133人

1
・外出困難障害者等資料郵送サービス貸出点数　4,601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）　2,637点所蔵
・録音資料（図書・雑誌）　4,753点所蔵
・相互貸借　2,666点
・布の絵本製作講習会　延べ８回　延べ133人
・音訳者等養成講習会　延べ12回　延べ209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　4団体　693冊（特別支援学級・学校）
・学級訪問　12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　4,728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13名(第９期委員）　３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
・区立図書館と近隣小中学校の連絡協議会の開催による連携　全館

(3) 高等学校との連携
・区立図書館での高校生の奉仕活動の受入　69人

(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　4団体　693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　841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
・乳幼児向けおはなし会よみきかせボランティア養成講習会の実施　１回　23人
・よみきかせ等ボランティア　延べ8,083人
・事業の安定的継続実施

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

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

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

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

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

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

3



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

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 71.33 80 89.2%

前年比 97.3% 94.1% 102.8% - -

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 1,408 1,300 108.3%

前年比 97.9% 108.6% 113.5% - -

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 31,852 29,500 108.0%

前年比 101.3% 114.9% 102.2% - -

指
　
標

65.0
67.0
69.0
71.0
73.0
75.0
77.0
79.0
81.0

26年度… 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500

26年度… 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

目標値

26,500
27,500
28,500
29,500
30,500
31,500
32,500

26年度… 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

目標値

目標値

1



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

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

66.2 100.0 100.0 100.0 100 100.0%

前年比 151.1% 100.0% 100.0% - -

中学校の学校図書館運営計画
作成率

79.4 100.0 100 100 100 100.0%

前年比 125.9% 100.0% 100.0% - -

本の探検ラリーの実施校数 48 51 58 63 65 96.9%

前年比 106.3% 113.7% 108.6% - -

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…27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

目標値

目標値

目標値

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

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 1,572,907 1,700,000 92.5%

前年比 101.6% 102.6% 103.0% - -

区立図書館による学校等団体へ
の貸出冊数

126,757 134,572 150,413 154,051 140,000 110.0%

前年比 106.2% 111.8% 102.4% - -

小学生の読書率 97.00 95.40 98.50 100% 98.5%

前年比 98.4% - 103.2% - -

中学生の読書率 86.90 91.10 93.70 100％ 93.7%

前年比 104.8% - 102.9% - -

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 1,632 1,800 90.7%

指
　
標

1,450,000
1,500,000

1,550,000
1,600,000

1,650,000
1,700,000

26年度

（参考）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

26年度… 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… 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… 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

目標値

目標値

目標値

目標値
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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

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% 105.6% - -

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 8,083 8,000 101.0%

前年比 98.4% 104.5% 107.5% - -

指
　
標

24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000

1 2 3 4 5 6

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

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
1,900

26年度… 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

目標値

目標値
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