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練馬区子ども読書活動推進会議(第９期第五回)要録 

 

 

●日時 

平成31年３月22日（金） 午後１時から午後３時まで 

 

●場所 

光が丘図書館 視聴覚室 

 

●参加者 

出席委員：工藤副座長、塙委員、橋爪委員、境野委員、生田委員、大山委員、櫛󠄁田委

員、立花委員 

欠席委員：漆澤座長、関副座長、古山委員、岡田委員、荒井委員 

事務局 ：赤沼子供事業統括係長、同係 横塚、藤田 

 

●議事等 

○次期計画の策定に向けた検討 

○次期練馬区子ども読書活動推進計画の方向性について 

 

●配付資料 

第五回練馬区子ども読書活動推進会議（第９期）次第 

資料１ 子ども読書活動推進計画（第四次）重点取組・重点取組事業（案） 

資料２ 次期練馬区子ども読書活動推進計画の方向性について 

資料３ 練馬区子ども読書活動推進計画（第四次）策定に向けた推進会議のスケジュ

ール(案） 

資料４ 「第三次練馬区子ども読書活動推進計画」策定に向けての提言 

 

●会議要録 

○事務局 

光が丘図書子供事業統括係の赤沼です。開会に先立ちまして、報告いたします。本日の

欠席委員は、漆澤座長、関副座長、古山委員、岡田委員、荒井委員です。傍聴の方はいら

っしゃいません。 

本日、漆澤座長が欠席となりました。この会議につきましては、座長が会議の進行を務

めることになっておりますが、座長が欠席の場合は、副座長が職務代理することとなって

おります。まだ副座長がおみえになっておりませんので、その間、事務局が会議の進行を

兼ねさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○事務局 

 本日は、ご多忙の中、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９期 

第五回練馬区子ども読書活動推進会議を開催いたします。次第に沿って議事を進めさせて

いただきます。 

事務局より、次第の２（１）次期計画に向けた検討についてご説明いたします。資料１

をご覧ください。前回の第４回推進会議において計画策定にあたり、「乳幼児」、「高校

生等」、「支援を必要とする子ども」の読書活動の推進について、ご議論をいただいたと

ころです。 

本日は、練馬区子ども読書活動推進計画（第四次）重点取組事業（案）の「関係団体等

との連携」について、ご意見を頂戴したいと存じます。 

 

（事務局より資料１について説明） 

 

○事務局 

次期計画策定に向けた検討を行うにあたり、練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）

の内容や配付しました資料から関係団体等との連携について、委員の皆様のご意見、ご質

問をお聞かせいただきたく思いますので、ご発言をお願いいたします。 

 

（副座長職務代理出席） 

 

〇委員 

 資料１の第五「関係団体等との連携」の重点取組事業（案）の１「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」のところで、図書館自体は、小中学校、高等

学校、関係団体、NPOなどと連携をとられていると思います。 

図書館をハブとしたネットワークの構築のために関係団体との連携に加えて、団体同士

を繋ぐような、例えば地域文庫を近隣の学校に紹介するために、リーフレットを学校図書

館に置いたり、体験会を開くなど、そういったことはあるのでしょうか。 

 

〇事務局 

 地域文庫等と学校を繋げるような取組はないように思います。 

 

〇副座長 

地域文庫等と学校との連携はあまりないのですが、学校の開放図書館は、以前は文庫と

言っていました。その頃は学校図書館の一部が文庫連絡会の会員になっていたので、連携

はありました。 
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〇委員 

 練馬区内の小中学校で本の探検ラリーをやられていますが、図書館を介して学校と団体

がうまく連携できている事例だと思います。 

ほかにもNPOなど関係団体で子どもの読書活動をサポートするような、例えばお母さん

方による読み聞かせの団体があれば、図書館を介して学校に紹介するなどができたらいい

と思います。 

 旭町小学校で読み聞かせの保護者ボランティアをやらせてもらっているのですが、保護

者が入れ替わっていきます。新１年生の保護者の方がなかなかボランティアに入ってこら

れないこともあって、旭町小学校の例でいうと昨年まで20人ほどいたボランティアが、今

年、６年生の保護者が退くことによって10人位になり、読み聞かせができる対象クラスが

減ってしまいました。 

読み聞かせは多くの小学校でやられていると思うのですが、学校の近くに読み聞かせが

できる団体の方々がいて、保護者ではないけど学校で読み聞かせのお手伝いをしてもいい

というような、地域の皆さんで支えていく取組みなどのハブとしての役割を図書館が担え

るとすごくいいなと思います。 

重点取組事業（案）の１「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」だけだと、図書館と関係団体等との連携はうまくできているようですが、全体を包括

的にうまく繋ぐことができたらいいと感じました。 

 

〇委員 

図書館を介して、地域の読み聞かせボランティアを募集するのはいいですね。 

私も大泉小学校で読み聞かせボランティアをやっていたのですが、学校がとても熱心で 

読書旬間に保護者ボランティアが授業の時間に読み聞かせやパネルシアターをやっていま

した。 

卒業しても続けてくださいという声があったのですが、皆さん職業に就いているのでで

きませんでした。地域の方たち、年配の方たちで、読み聞かせをやりたいという方がいる

と思うのですが、やりたくても活動の仕方がわからないと思うので、小学校の読み聞かせ

ボランティアを図書館で掲示などして情報発信していただけると、どの学校にニーズがあ

るのか分かるのかと思います。 

 

〇副座長 

 以前、各学校のボランティアの連携がないので、いちど集まって話し合いをしたことが

ありました。それぞれの学校で地域のボランティアにお願いしている学校もあるし、保護

者だけの学校、子どもが卒業しても続けている方がいる学校など、様々なボランティアの

関わりかたがありました。 

情報交換することで自分が関わっている学校もこうすれば連携できるのかなという話が
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できたのです。そのボランティアの連携が意外とないのですね。 

 

〇事務局 

図書館とボランティアさんの連携はあるのですが、ハブとして機能しているのかどう

か。ボランティアさん同士の連携が希薄であるとは思います。 

 

〇副座長 

 図書館とそれぞれの連携はとれていて、文庫連絡会との交流はあります。図書館が間に

はいるのがいいのか分からないのですが、ボランティアや関係団体等との連携がとれると

色々な問題が解決していけるのかと思います。 

 

〇委員 

 学校の読み聞かせを授業でやっていてもいつも同じメンバーになってしまいます。低学

年の保護者からは辞めないでほしいと言われます。 

大泉小学校は金曜日の朝読書の時間に保護者ボランティアの読み聞かせがあるのですが

働いている親が多く、参加できる方が本当に少なくなっています。地域に、お時間があっ

て、やりたいという方はいると思うのですが、やりたくても、やる術がわからない、ニー

ズがわからないのです。 

 

〇委員 

 読み聞かせをやりたいという方は私のまわりにも結構いるのですが、子どもが学校にい

るわけではないし、突然、行くのも怪しまれるし、どうしたらいいのかなという方は多い

と思います。図書館という公の機関で募集した人を学校に紹介していくのは、すごくいい

かもしれません。 

 

〇副座長 

 学校が地域に募集をかけたりはしないのですか。 

 

〇委員 

 しないです。 

 

〇副座長 

 学校コーディネーターができて地域と連携をとる人が、そういう役割も担っているのか

と思っていたのです。どういう仕事をしているのか聞いたら、学校で読み聞かせが必要だ

と思ったら、地域に声をかけてもらって、情報を集めるという仕事をするので大変だと聞

きました。そのコーディネーターも学校によってすごく違いますね。 
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 学校全体のことをする、スクールサポーターが全校配置されたと聞いていますが。 

 

〇委員 

 地域コーディネーターの仕事の大枠はあるのですが、人によります。学校のほうもなか

なか忙しいので、授業のなかで、直接この人をお願いというかたちで動いています。 

 私の学校でいえば、昔からやっている図書館ボランティアさんが卒業していくのをどう

引き留めようかといった話をしているのですが、お話を伺っていてコーディネーターの方

が卒業生の保護者だったり、地域の方々に募集をかけたりという動きができるといいのだ

ろうと思いました。 

 

〇副座長 

 地域ごとに近いところの人がサポートしていく、コーディネーターの方が地域に声をか

けたり、私も制度がよく分かってないのですが、お話がボランティアにいくのです。 

おはなし会のボランティアがあると、２～３年前からコーディネーターがはいっている

学校でその方を中心に交渉する学校があったり、あるいは直接先生のところがあったり、

いろいろなのです。本の探検ラリーでもコーディネーターの方が担当する学校もあるよう

なので、コーディネーターの方に聞いてみたらコーディネーターの仕事は、学校外の人な

どと連携する際の窓口を担うのが仕事ですという話でした。読み聞かせに関してもコーデ

ィネーターの方をとおして学校単位で広げていくことは可能ではないでしょうか。 

 

〇委員 

 どこの学校もそれまでの組織があるので、そことコーディネーターと結びつけるのは当

たり前のことだけど、なかなかそこまで手がまわらない状況があります。 

 地域コーディネーターも自分でというより学校からの依頼で動くというのが現状です。 

いろいろな情報を学校にもらえるといいのですけれども。学校もこれはやってもらえるの

かなと手探りの状態なので、いろんな学校にこんな依頼の仕方があるのだと提案できると

いいかと感じます。 

 

〇副座長 

 各学校にコーディネーターさんがいても読み聞かせボランティアと一緒に何かするとい

うことはないです。 

 

〇委員 

 卒業したら立ち消えになってしまいます。大泉中学校にいっているのですが人材不足で 

在校生の親に募集をかけたのですが応募がありませんでした。やはり関心のある方は図書

館で情報収集なさる方が多いと思うので、図書館に掲示があったら応募してくださるのか
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と思います。 

 

〇委員 

 地域の図書館で学校がボランティアを募集しているという情報があるとか、協力、連携

がとれるといいと思います。 

 

〇副座長 

 図書館で読み聞かせボランティアの養成講習会をやっています。図書館で読み聞かせボ

ランティアをする方は、養成講習会を受けて登録している方を図書館に派遣しています

ね。 

 図書館で読み聞かせボランティア講習会を受講した方は希望者だけが登録をするのです

か。 

 

〇事務局 

 ボランティア養成講習会を受講した方については、登録して希望する図書館に配置して

います。 

 

〇副座長 

 待機している方もいるのですよね。 

 

〇事務局 

 現時点ではボランティアさんが足りない状況で来年度募集をかける予定です。 

 

〇副座長 

 そこで、学校で読み聞かせボランティアが足りないときに図書館にお願いすると、そこ

から派遣ということが可能なのでしょうか。 

 

〇事務局 

図書館での読み聞かせをお願いしています。ボランティアさんですが、交通費程度の謝

礼をお渡ししていますので、学校まで広げていくのであれば予算的な問題をクリアしなけ

ればなりません。 

 

〇副座長 

 図書館のボランティアという形で登録しているので図書館でしか活動していないのです

ね。養成講習会を図書館で行って学校ボランティアを希望する方の確認は可能ですか。図

書館ではなく、学校の読み聞かせボランティアとして活動してもらえるような。 
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 養成講習会の応募は多いですよね。 

 

〇事務局 

 募集すると多くの方の申し込みがあります。ただ、学校ボランティアを希望する方の確

認は行っておりません。 

 

〇副座長 

 やりたいし、読み聞かせの講習会を受けたい方は多くいるので、講習会を受けたら読み

聞かせをしたいという方たちだと思うのです。 

 

〇委員 

 私はかねてから有償ボランティアの必要があるのかなと思っています。図書館ボランテ

ィアの方が有償ボランティアである必要があるのか。無償でいいのではないか、学校の保

護者ボランティアは無償なわけですから。 

もっと多くの方に門戸を開くのであれば無償でいいのではないでしょうか。 

 

〇副座長 

 そうですね。おはなし会を20年間無償でやってきたのに、いつのまにか予算がついて、

図書館で行う事業はだいたい予算がつくようになった。 

 

〇委員 

 練馬区子ども読書活動推進計画（第三次）23頁の１「関係する主な取組」の（６）「読

書活動推進団体、ボランティアとの連携」を素直に読ませていただくと、皆さんのおっし

ゃている要望がここにあたるのではないでしょうか。 

 つまり、ここに記載していることに従い、図書館を介して、例えば各学校にボランティ

アの派遣ができないか等の声をすくい上げ、話し合いの場を持つことはできるのではない

ですか。 

 

〇副座長 

 これがでて図書館がボランティア養成講習会をするようになったように私は思っている

のですが、ここでボランティア養成や育成に努めますとありますが、図書館の仕事として

養成講習会が生まれたのが、推進計画ができたあとなのです。 

 

〇委員 

 ボランティアでも図書館の読み聞かせボランティアと学校等のボランティアに分けるの

ではなく、あくまでも図書館を介したボランティアだと考えればいいのではないですか。 
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〇副座長 

 地域での読み聞かせと計画に書いてあるので、ボランティアの活動場所は図書館とは限

らないのではないですか。だから講習会を受講した方を学校から依頼があったら紹介する

ということに繋がっていくと思います。 

 

〇事務局 

 図書館からは司書資格を持った専門員さんが各学校に訪問して、ブックトークなど読み

聞かせをしているということはあります。ただ、専門員さんの人数も限られておりますの

で、頻繁に学校訪問ができているわけではありません。 

 先ほどお話にでた本の探検ラリーにも図書館が関わっております。ただ、学校からは本

の探検ラリーを開催するにあたっても保護者のボランティアさんを集めるのが大変だと聞

いております。 

 

〇委員 

 保護者のボランティアがいる状況で、じゃあ来てくれるのならやらなくてもいいと思う

方々が増える可能性もなきにしもあらずですが、そういう仕組作りはいいと思うのですけ

ど、そこの調整、ハンドリングが難しいと思います。 

ボランティアが少なくなっても継続できるところはいいですけど、一時期ある学年のボ

ランティアがいなくなりそうになったことがあり、そういう機会が喪失するのはよくない

ので、ボランティアが足りなくなったときだけでも図書館から紹介してもらえれば、万が

一の時でも継続できる安心感がもてます。 

その間に保護者もボランティアがいなくなったらいけないから、自分もやろうと思って

くだされば、より皆さんがそういった活動に目を向けてくれると思います。 

 学校との調整に時間もかかるでしょうし、個人情報とか学校に入るためのセキュリティ

ーの問題等があるので、大変だとは思いますがモデル的に試行してみて、実績をつくって

実現できるとよいのではないでしょうか。 

 

〇副座長 

 計画に「子ども読書活動の推進を行っている団体との情報交換に努め」と書いてあると

いうことは、団体さんに機会をつくるということだし、「地域でよみきかせ等の読書活動

をするボランティアの養成や、継続して活動するボランティアの育成に努めます。」とい

うことは、皆さんが言っていることをして欲しいということですね。 

 

〇委員 

 図書館はボランティアと連携ができているので、そのボランティアをどう活かすかとい
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うことですよね。 

 校長先生とボランティアと話すなり、この方だったら来て欲しいとか、校長先生が学校

の出入りを認めれば個別に進むと思うのですが、そういう場をつくるだけでもいいのかと

思います。 

 

〇副座長 

 計画に書いてあることが実現できるネットワークづくりが必要だと思います。 

 

〇委員 

 養成講習会を受講した方に来てもらって学校のボランティアに読み聞かせを教えてもら

えると喜ばれると思います。 

 

〇副座長 

 この講習会は、学校の読み聞かせをしているボランティアが優先して入れるという講習

会ではないのですか。 

 

〇事務局 

 特に優先枠は設けておりません。 

 

〇副座長 

 学校で読み聞かせのボランティアをしている方に対しても呼びかけている講習会だと思

っていたのですけど、図書館のボランティアの方とか学校で読み聞かせをしたい方たちの

養成講習会だと思います。 

 図書館ボランティアをしたい方が登録して、学校で読み聞かせしている方たちは登録せ

ずに受講しているのではないかと思うのです。そこをきちんと学校と連携できれば繋がっ

ていきますね。 

 講習会を行うときに各学校に養成講習会を行いますという連絡はしているのですか。 

 

〇事務局 

 区報などで広報しており、学校に個別に連絡はしておりません。 

 

〇委員 

 毎年、広報しているわけではないので、限られた方にしか知られてないのではないでし

ょうか。 

 

〇副座長 
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 学校に講習会の情報を提供し、保護者のボランティアの方の目にふれれば行ってみよう

と思ったり、こういう講習会を受講してみたいという方がでてくるかもしれないと思いま

す。 

  

〇委員 

 浅くても良いので広く知れ渡るアナウンスの方法があったらいいと思います。 

 

〇副座長 

 図書館側が講習会を企画して、区報で広報して館に掲示しても関心のある方も見ていな

いことについてどうしたらよいのでしょうか。 

 

〇委員 

 広報の問題はなかなか難しいですね。周りでボランティアをやっている方が増えれば、

自然と伝わるのではないでしょうか。そういうネットワークが広がればと思います。 

 図書館のほうで各学校の図書館ボランティアの代表者に案内を送っていただければ、一

番効果があるのかと思います。 

 

〇副座長 

 情報を受け取った人がどういうふうに誰に渡したらいいのか分からなくなるのが意外と

多いのかと感じます。そこを学校側が振り分けてくれれば情報が伝わっていくのかと思い

ます。 

 

〇委員 

 校長あてになっていればいいですけれども、毎月、合同校長会なりで集まる機会がある

のですが、そのなかで周知、連絡があるのですが、一言でも伝えていただければ、そうか

なと思う校長は多くいると思います。 

 

〇副座長 

 校長会で学校どうしが連携できれば、図書館の情報が全校に伝わるのではないでしょう

か。 

 

〇委員 

 一回そういう説明をいただければ情報が漏れなく伝わる確実性は高いと思います。 

 

〇副座長 

 学校ボランティアの募集は、組織としては学校が一番つくりやすいですね。学校が読書
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ボランティアを組織しますので、例えば地域の方に声をかけて集まってくださいと声かけ

すれば集まりやすいですよね。 

 学校ではどうやって読み聞かせのボランティアを集めているのですか。 

 

〇委員 

 私の関わっている学校ですと、読み聞かせ担当の先生がいるのですが、その方から今年

もお願いしますと、保護者の代表に話され、保護者が自助努力で集めているだけなので、

組織だって動いているという感じではないです。学校によっては組織されているところも

あると思うのですが、組織を動かすための担当の先生はいると思いますので、そこから保

護者ボランティアを集めていくのが通常だと思います。ただ、学校によって温度差はある

でしょう。 

 

〇委員 

 大泉小学校の場合は成功していて、小学校に入った四月最初の保護者会で担任の先生か

らお話があって、この日に入ってくださいと年間スケジュール表ができていました。その

場で保護者が一人二回は年内に入りましょうということで、名前をスケジュール表に書く

のですね。二人一組で自分が入れる日に記入していました。 

 

〇副座長 

 読書ボランティアということではなく、保護者全員が朝読を担当するのですか。 

 

〇委員 

 すごく成功している例で、各クラスの先生が小学校一年生の一学期にお知らせして、ま

た学年が上がって二年生の最初の保護者会のときに今年もお願いしますということで、学

校に行ったついでに、図書室にあるファイルに名前を記入するのです。そのなかから、さ

らにもっとやりたい人が読書旬間のときに年に二回、各クラスの国語の時間に読書イベン

トをやります。 

歴史があり、一番成功していたはずなのに、それでも働く保護者たちが増えて、結局は

人材不足になってしまいました。 

〇委員 

 組織としてはあって、担当の先生はいるのですが、ボランティアがいらっしゃるときに

顔を出したりは出来るのだけど、いろいろ抱えているなかで、昼間は子どもたちがいるわ

けで、それを実際に運営していく時間的な余裕がなかなかないということがあります。 

 私は、漢検を担当しているのですが、漢検ボランティアも運営していくのが難しく、校

長が変わったら活動ができなくなるのは避けたくて、ボランティアのなかから漢検友の会

というのを作って、その方たちが中心となって動いています。私が学校を異動しても活動
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してくれるようなシステムをつくっているところです。 

 図書ボランティアにしても、中心となってくれる方と先生が打合せすれば、その方たち

が自主的に活動するというのが理想ですね。学校のなかでボランティアが意識して活動し

ないと、担当者の負担が大きくなって継続が難しくなってしまいます。 

 

〇副座長 

 ボランティアのあるべき姿が実現できるような手立てを考えることが大事なのでしょう

ね。読書ボランティアに活動の場を提供したり、促進していく講習もやっているし、連携

し、それぞれの情報を共有するために、図書館側が提供していくことが大事なのでしょう

か。情報交換をする場を作るということが大事なのでしょうか。 

学校側の努力はあるし、図書館として発信していく。それがきちんと伝わっていない。

この連携がないのが問題なのかもしれないですね。 

  

〇委員 

 具体的に図書館としてはやっているのですか。 

 

〇副座長 

 場の提供をするということも計画に書いてありますよね。 

 

〇事務局 

 図書館で情報交換の場の提供はできていません。 

 

〇副座長 

 ここが学校とか多方面に案内できるようになると広がっていくという答えになっていく

のでしょうか。 

 

〇委員 

 活動の場が横に広がれば良いなと思います。 

 

〇委員 

 図書館ではお話し会以外にいろんなテーマで事業を行っていますよね。これも場の提供

になりますね。 

 

〇事務局 

 一例としては、利用者の方が図書館にお話しをもってこられて、インターナショナルス

クールの生徒さんに子どもたちに英語での読み聞かせをしたいということで会場をお貸し
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しているということはあります。 

 

〇副座長 

 次の計画では具体的なものが示されると良いですね。 

 

〇副座長 

 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」で重点取組事業としま

して、１「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」と２「練馬区 

子どもの読書活動推進会議における点検・評価」の２点で重点取組事業としてはこれでよ

ろしいでしょうか。 

 もう少し加えるものがありましたらご意見をお願いします。 

 

〇事務局 

 前回の会議では①社会教育関係施設等、関係機関・団体との連携、②学校への協力と連

携、③特別支援学校・特別支援学級との連携、④学校教育支援センター等との連携を含め

た６項目について、重点取組事業としてあげさせていただいておりましたが、更に細分化

され、煩雑となりすぎるため、重点取組を２項目として、①から④については関連する主

な取組で取り上げたいと思います。 

 

〇副座長 

 区立図書館のセンター機能の充実に①から④も含まれているわけですね。 

 

〇事務局 

 おっしゃる通りです。第三次計画を踏襲しておりますが、重点取組事業、関連する主な

取組について、委員の皆様のご意見を頂戴したいと思います。 

 

〇委員 

 ②のなかにまた小中学校との連携といったことを関係する主な取組に盛り込むのです

ね。 

 

〇事務局 

 おっしゃる通りです。 

 

〇委員 

 学校教育支援センター等との連携は具体的にどんなことを考えているのですか。 
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〇事務局 

 学校教育支援センターにつきましても様々な学校支援を行っておりますので、研究させ

ていただきたいと存じます。 

 

〇副座長 

 現在、学校教育支援センターとの連携はどういうものがあるのですか。 

 

〇事務局 

 昨年からフリーマインドでブックトークを行っておりますが、連携のありかたについて

検討をさせていただきたいと思います。 

 

〇副座長 

 学校への協力と連携は小中高、高等学校まで含むということですね。 

 

〇事務局 

 高等学校まで含みますが、連携は不十分であると考えています。 

 

〇副座長 

 ほかにご意見はございますか。 

 

〇委員 

 学校教育支援センターとの連携を付け加えるのであれば、関連する主な取組に個別にと

りあげたほうが、具体的な図書館との連携がわかりやすいと思います。 

 

〇委員 

 第三次計画の関連する主な取組の関係団体等と区立図書館との連携の（１）から（６）

に（７）に学校教育支援センターを付け加える７本立てのほうが①から④より分かりやす

いのかと思います。 

 

〇委員 

 学校教育支援センターを項目だしすると新しい事業がはじまると思い期待感を持ってし

てしまうのではないでしょうか。 

 

〇副座長 

 学校教育支援センターとの連携について企画があれば、項目だしするのも良いのではな

いか。わざわざ個別に項目だしするのであれば何か具体的なものがはいってこないと良く
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ないのではないでしょうか。 

 

〇委員 

 重点取組事業としては１と２だけで①から④は関連する主な取組という位置づけが分か

りやすいのではないでしょうか。第三次計画の（１）から（６）に必要であれば（７）に

学校教育支援センターを付け加える。私もそのほうが分かりやすいとの理解です。 

 

〇事務局 

 委員のおっしゃる通り、重点取組事業については広く捉えられるかたちで記載したいと

考えておりまして、関連する主な取組については具体的に記載したいとのご提案になりま

す。 

 

〇副座長 

 第三次計画と同様な書き方になるということですね。そのときに学校教育支援センター

について項目だししたほうがいいのかということですね。 

 重点取組事業については１と２として関連する主な取組については①から④ということ

でよろしいでしょうか。 

 

〇委員 

 重点取組事業は１、２で良いと思います。関連する主な取組については①から④の記載

ではなく第三次計画の（１）から（６）と（７）として学校教育支援センターを入れるか

は具体的な取組の目途によって決めたら良いと考えています。 

 

〇副座長 

 第三次計画の主な取組についての表現のほうが良いということですね。 

 

〇委員 

従来の表現のほうが、①社会教育関係施設が何を指しているか分かりにくく、第三次計

画の関連する主な取組のほうが分かりやすいと思います。 

 

〇副座長 

 第三次計画と同じかたちで、「（１）保育所、児童館」「（２）小中学校」「（３）高

等学校」「（４）特別支援学級・特別支援学校」「（５）地域文庫等」「（６）読書活動

推進団体、ボランティア」との連携、プラス学校教育支援センターとの連携を項目だしす

るか、ということでよろしいですか。 
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〇委員 

 作るにあたって読む方が理解しやすい平易なものにしたほうが良いと思います。 

  

〇副座長 

 委員の皆様の意見から、第三次計画にあるような形にしていただけたらと思います。 

 

（事務局より資料２について説明）  

 

〇副座長 

 方向性についてのポイント等、ご意見、ご質問はございませんか。 

  

〇委員 

 方向性についてではないのですが、５頁の第三、高校生等の下段の「高校で必要として

いる本がどういうものかを図書館と高校で話し合いを持つような連携ができると良い」と

いうことで、そう思ったことがありました。 

４月に子どもが高校生になりまして、学校が始まるまでに一週間しかないなか、いきな

り春休みの宿題を出されまして、図書館に行ったら必要な資料が360人待ちでどこの本屋

さんにもなく、初めてインターネットで本を購入しました。 

 次は高校でこういう本が必要とされる、宿題の読書感想文で必要とされるというのを図

書館でいち早く把握できるような対応ができないかなと思いました。子どもの学校は読書

に関する宿題が多くて、年間20冊以上、本を読まなければならないのです。先生から指定

された本は、先生も世間の方も読みたい本のようで図書館で借りることができませんでし

た。 

 都立高校の国語の授業で読書に関する宿題がでたということで、学校のほうからも図書

館にアプローチしてお互いに情報共有できたら良いと思います。 

 

〇事務局 

 近隣の私立高校については、読書コンクール等のご案内をしている図書館が数館ござい

ます。都立高校については東京都の所管となりますので、なかなかアプローチが十分にで

きていないということがございます。 

 

〇委員 

 読書コンクールで受賞した本は、図書館で購入数を増やすという考えがあるのですか。 

 

〇事務局 

 練馬区立図書館の資料の購入方針に従い、図書館の選書会議で需要が見込まれる資料に
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ついては購入することはありますが、同じ資料を大量に購入することはありません。 

 

〇委員 

 図書館も相当数、本を購入していると思うのですが、ブームが去ると書架に多くの冊数

が置いてありますので難しいところではありますね。 

 

〇副座長 

 それとは別に高校の授業でよく使われる本を高校との連携で購入することはできます

か。都立高校と区立図書館では連携が難しいということなのですね。 

 

〇事務局 

 確かに都立高校との連携は不十分ではあります。 

 

〇副座長 

 推進計画のなかでの高校との連携となると都立高校以外ということになるのでしょうか

ね。 

 

〇事務局 

 都立高校と区立図書館の連携のあり方について検討していくことは必要かと思います。 

 

〇委員 

 私は本屋さんなので、よく思うのが、同じ本を求めて２～３人のお客さんがいらっしゃ

るのですが、せいぜいあっても一冊なのです。その経験から言わせてもらうと、もう少し

先生のほうで現状を知って欲しいと思います。 

例えばそういう課題を課せられているお子さんに作品を読ませたいのだったら、もちろ

ん先生はその本が良いと思っているのだろうし、学校側が指示すれば購入し、宿題なりを

課すのでしょう。 

具体的に言うと、さきほど言った作品はどこにもなかったので、出版社に増刷してもら

う。そういった作品は本屋さんで注文すると１か月位、時間がかかってしまうのです。 

お子さんによく言うのですが、先生も本屋さんにおいてない本について宿題をだすだけ

ではなく、先生に作品はどこで手に入れたらいいのか逆に聞いてみなさいと、それがある

意味、本に対する知識なりに繋がるきっかけになるのではないかと思います。 

 

〇委員 

 その通りで、例えば、子どものノートにしても見本を示して、このノートを購入してく

ださいと言うのですが、実際にこの地域で手に入るものなのですかと確認すると教材会社
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が持ってきて、ある所では手に入るのかもしれない。けれども、このマス数はあまり聞い

たことないよねと、そういうものが地域で手に入るのか、一番大きなお店があって子ども

たちはだいたいそこへ行くとか、それを踏まえたうえで、そこにあるものだとか、逆にそ

こに置いていないのだったら、入手するのが可能かどうか事前にお店に確かめるくらいで

ないとだめだよと言っています。 

 そういう教材として学校で指定する場合は、その前に確認しておくことが必要だと思い

ます。 

 

〇副座長 

 方向性検討のポイントについての質問や意見はほかにございませんか。 

 

〇委員 

 皆さんおっしゃるようにアンテナを張り巡らして、図書館で冊数を揃えてもらえれば、

一般の方も学校としても有難いわけです。ただ在庫を多く抱えてもということはあるので

すが。 

 

〇副座長 

 学校図書館に関しては電算化も進められておりますし、人も全校配置になりましたし随

分進んできているとは思います。あと配置の仕方、学校図書館の人の配置について引き続

き検討していくという表現になっていますが、これについてどういう検討をするのでしょ

うか。 

 

〇事務局 

 学校支援モデル事業の見直しを行い、支援員さんから管理員さんへ移行を進めていま

す。管理員さんについては教育指導課が所管となりますので、同課と図書館で検討してい

くことになるかと思います。 

 

〇副座長 

 具体的なことではなく、検討するということは課題があるという見方をしているのでし

ょうか。 

 

〇事務局 

 学校図書館ガイドラインによれば、学校司書を配置することが望ましいのですが、クリ

アしなければならない課題があり、速やかな配置は難しいところです。ただ、管理員だっ

たり、支援員だったりと立場が分かれているのは統一したほうが良いとは考えます。 
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〇副座長 

 検討するという文言があるので、良い方向に向かっていくと考えてよろしいのですか。 

 

〇事務局 

 引き続きの検討課題ととらえていただければと思います。 

 

〇委員 

 管理員と支援員と、同じ区立小中学校のなかで立場が分かれているのはおかしいなと思

っています。教育現場も管理員と支援員に分かれていることを理解してないらしくて、前

の学校は支援員さんだったから図書館から派遣されている人で、いまの学校は管理員で民

間委託により派遣されていることが分からなかったようです。 

 同じ区立小中学校でありながら練馬区に管理員と支援員が混在しているのは良くないと

思っておりましたので、統一してもらえれば現場の混乱もなく、働く方のモチベーション

もあがると思います。 

 

〇副座長 

 検討の中身として練馬区の直接雇用という動きにはならないのですか。 

 

〇事務局 

 事務局からお答えすることはできないことをご了承ください。 

 

〇副座長 

 管理員と支援員で業務の仕様が違う方が来ていることが練馬区の学校図書館の問題なの

かなとは思います。 

 ほかにご意見はありませんか。 

 

（なし） 

 

〇事務局 

 これまでの推進会議でいただきました委員の皆様のご意見をもとに、練馬区子ども読書

活動推進計画（第四次）の提言書（案）を次回以降の会議でお示ししたいと考えておりま

す。 

 

〇副座長 

 もう時間となりますので、ご意見のある方は、事務局までお寄せください。 
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〇副座長 

 事務局からつぎの資料の説明をお願いします。 

 

（事務局より資料３、４について説明） 

 

〇副座長 

 スケジュールの確認をお願いします。次回の練馬区子ども読書活動推進会議は５月の予

定です。 

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） 

 

ありがとうございます。最後に事務局から次回の開催予定についてご連絡お願いいたし

ます。 

 

○事務局 

次回の練馬区子ども読書活動推進会議は、平成31年５月頃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。 

 

○副座長 

それでは、第９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。 


