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練馬区子ども読書活動推進会議(第９期第七回)要録 

 

 

●日時 

令和元年７月29日（月） 午後１時30分から午後２時30分まで 

 

●場所 

光が丘図書館 第一会議室 

 

●参加者 

出席委員：漆澤座長、工藤副座長、古山委員、生田委員、関根委員、大山委員、 

立花委員 

欠席委員：関副座長、岡田委員、橋爪委員、塙委員、荒井委員 

事務局 ：清水光が丘図書館長、 

赤沼子供事業統括係長、同係 新山主査、新井、渡辺 

  その他、 :傍聴人１名 

 

●議事等 

〇報告 

(1)  第四次練馬区子ども読書活動推進計画 提言書について 

○議題 

(1) 第四次練馬区子ども読書活動推進計画の考え方について 

 

●配付資料 

第七回練馬区子ども読書活動推進会議（第９期）次第 

資料１    第四次練馬区子ども読書活動推進計画策定に向けての提言 

資料２-１   第四次練馬区子ども読書活動推進計画策定について（案） 

資料２-２   第四次練馬区子ども読書活動推進計画（案） 

 

●会議要録 

○事務局  

光が丘図書館長の清水です。 

開会に先立ちまして、報告いたします。本日の欠席委員は関副座長、岡田委員、橋爪

委員、塙委員、荒井委員です。また、傍聴の方は、１名いらっしゃいます。 

よろしくお願いいたします。 

〇座長 

本日は、お暑い中、お集まりいただきありがとうございます。 
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ただいまより、第９期 第七回 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。早速ですが、次第に沿って議事を進めたいと思います。 

まず、事務局より議題についてご説明をお願いします。 

 

 

○事務局 

事務局より、「２ 報告 第四次練馬区子ども読書活動推進計画 提言書について」

ご報告いたします。 

前回の推進会議において委員の皆様に提言書（案）について、ご了承いただいたとこ

ろですが、座長から文言等についての修正がございましたので、報告させていただき

ます。 

委員の皆様に内容確認をいただき、ご意見があれば、頂戴したく存じます。 

 

〇座長 

私の方で訂正を入れさせていただきました。今日みなさまにお配りしたものは訂正後

の提言書です。 

内容として変更はないのですが、文章として通りのいい形にしましたので、再度ここ

で委員の皆様にお目通しいただき、ご意見、ご要望をいただきたいと思います。いか

がでしょうか。 

  

○副座長 

１ページ目、「はじめに」の５行目、「こどもたちは、様々な変化に対応し、情報を見

極め、課題を解決し、社会に適応していかなければなりません。」というのは、決めつ

けのような表現になっています。子どもにはもっと自由にあってほしいので、「そうい

う対応が求められます。」または、「望まれます。」という表現がよいのではないでしょ

うか。 

  

〇事務局 

「望まれます。」という表現に変更します。 

 

〇委員 

３ページの１のところですが、８行目の例えばというところで、「学級だより等に掲載

される」とありますが、現在は学級だよりに載せることはなく、文集として作ること

が一般的です。 

 

〇委員 

あるいは、図書館だよりに掲載されることもあります。「学級だより」を「文集」や「図
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書館だより」などに変えたほうがいいのではないですか。 

 

〇事務局 

承知いたしました。現状に即した形に訂正します。 

 

〇委員 

同じページの下から 11 行目、「また、今月最も読まれた本の紹介が児童・生徒の読書

習慣の拡充につながることも考えられます。こうした事例からもわかるように、さら

なる学校への支援の充実が重要と言えます。」とありますが、どこからの支援ですか。 

 

〇事務局 

図書館が主語になると思います。 

 

〇座長 

では、「公共図書館は、さらなる学校への支援の充実を図ることが重要と言えます。」

という表現でよろしいですか？  

 

〇事務局 

そのとおりです。 

 

〇委員 

「また、今月最も読まれた本の紹介が児童・生徒の読書習慣の拡充につながることも

考えられます。」の「読まれた本」は「図書館」で読まれた本ですか。「学校図書館」

で読まれたものは含まれますか。 

 

〇事務局 

図書館からの支援員や教育指導課からの管理員を通して、図書館からの間接的な働き

が考えられると思います。 

 

〇座長 

それでは、そうした内容を盛り込んだ形でさらに訂正いただければと思います。他に

はいかがでしょうか。 

 

〇副座長 

同じく下から５行目に「平成２９年度に告示された学習指導要領では、子どもが豊

かな人生を送ることができるようにとの記述があります。」のところですが、これだけ

では意味がわかりづらいです。学習指導要領ではどういう記述になっていますか。 
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〇事務局 

 学習指導要領 15 ページの５です。「一人一人の児童が、自分のよさや可能性を認識

するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と共働しな

がら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手

となることができるようにすることが求められる。」とあり、そこから「豊かな人生」

を引用しました。 

 

〇座長 

学習指導要領の文章をぎゅっと凝縮したのですね。長くなっても良いので学習指導要

領をそのまま引用してもいいのかと思います。 

 

〇委員 

提出先が教育長あてなので、教育長なら分かっていて当然ということで簡略に書かれ

るのですね。公開される文章であれば、第三者に分かるように学習指導要領をそのま

ま引用したほうがいいですね。 

 

〇事務局 

提言書については公開となります。 

 

〇座長 

それでは学習指導要領をそのまま引用することにします。他に気になる点はあります

か？ 

 

〇事務局 

この提言書は、第四次子ども読書活動推進計画の冊子の中に織り込むので、いただ

いたご意見を反映し訂正したいと思います。内容につきましては、基本的に前回の第

６回にいただいた内容と変えておりません。 

 

〇座長 

内容については変更ありません。分かりやすい文章にするとか、現状に則した文言

に訂正するとかありましたら、ご指摘いただきたいと思います。 

 

〇委員 

３ページの下から13行目「例えば、読書週間などの機会に書かれた読書感想文が・・・」

とありますが、私の子どもの中学校では、読書週間に感想文を書いていません。夏休

みの宿題でした。 
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〇事務局 

「読書週間など」の「など」の表現に含まれていると考えております。小学校、中学

校、学校によって読書感想文を書く機会はまちまちなので、そこをお汲み取りくださ

い。 

 

〇委員 

５ページの４行目「支援を必要すると子どもの・・・」とありますが、「支援を必要

とする子どもの・・・」が正しいと思います。 

 

〇座長 

正しく訂正してください。内容については変更ございません。 

「など」と「等」が混在しているので、統一してください。その他の「てにをは」も

提出する前に事務局で再度確認してください。 

それでは、提言書についてはここまでとします。次の議題に入ります、事務局より資

料のご説明をお願いします。 

 

○事務局 

事務局より、議題（１）第四次子どもの読書活動推進計画の考え方について説明さ

せていただきます。 

（資料２－１、２－２の説明） 

 

〇座長 

事務局の方ありがとうございました。次期計画の方向性について具体的に説明いただ

いたところですが、こちらを基にみなさんの意見を伺いたいと思います。 

 

〇事務局 

これまでは、子どもの読書活動推進計画（第三次）としていましたが、今回から何次

を頭に付けて、第四次子ども読書活動推進計画とさせていただきます。 

また、構成につきましては、「子どもの発達段階に応じた取組」と「読書活動推進の

基盤づくり」を２本の柱とし、その下に「目標」「施策」「取組事業」また、それに

「関連する取組」を加えるという形で考えております。 

 

〇座長 

構成が三次のときと変わるということですね。なかなか言葉だけだとわかりにくいと

おもいますので、皆様からはこの資料をご覧いただき、こういう事業があってもいい

のでないかとか、こういう施策も考えた方がいいのではないかとか、具体的なご意見



 6 

でもかまいませんのでお聞かせいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

 

〇委員 

資料２－２の一番下。連携の１ に「センター機能の充実」とありますが、資料２－

１では、「中心的役割」とあるのですが、これまでの議論でも、「中心的役割」の方が

言葉としてとらえやすいという話をしてきたので「センター機能の充実」を「中心的

役割の充実」に入れ替えるのがいいのではと思います。 

また、資料２－２の一番下の取組事業１、「図書館の関係団体とのネットワークの活性

化」の中に、以前話した「ボランティアの育成」が盛り込まれるということでよろし

いでしょうか。 

 

〇事務局 

その通りです。 

 

〇座長 

ではご確認いただいて、適切に変更いただければと思います。ほかにはいかがでしょ

うか。 

私の方で気になったのは２点ですが、 

１点目は資料２－２の青い部分、目標に「高校年代の読書活動推進」とありますが、

その右、施策では「２ 高校生向け事業の実施」とあります。「高校年代」と「高校生」

の使い分けはこれでよろしいのでしょうか？ 教えてください。 

 

〇事務局 

資料２－１と資料２－２の作成時期が違うので一致していない点についてはお許しく

ださい。 

以前の会議で、「高校生等」の「等」というのは何かとお尋ねがありましたので、「高

校年代」という表現を取り入れました。「高校年代」は 18 歳までの世代をさしますの

で、この文言を使わせていただきたいと思います 

 

〇委員 

病気などで高校に通っていない人もいますね。高校生でも、転学という形で通信制高

校に替えられたり、いろいろな方がいらっしゃいます。あと、家庭の事情で働いてい

る方もいらっしゃいますので「高校年代」がいいと思います。 

 

 

〇事務局 

リタイヤされた方もいらっしゃいまして、教育委員会でやっている不登校支援の枠組
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では、「高校年代」という使い方をしておりますので、それに合わせたほうがいいと思

います。また、事務局から 18 歳までという話がありましたが、定時制だと 19 歳まで

高校に行っていますので、必ずしも 18 歳という区切りでなく広く捉えていただいて、

「高校年代」とさせていただきたいと思います。 

 

〇副座長 

施策「２高校生向け事業の実施」と取組事業の「２高校生向け読書啓発イベントの実

施」については、「高校年代」ではなく「高校生向け」でよろしいでしょうか。 

 

〇事務局 

そこは「高校生向け」としています。「高校生向け」とは別に「高校年代」の事業を考

えていこうと思います。 

 

〇委員 

施策の「３読書に親しむ場の提供」で高校に行っていない方への支援もありますから、

いいと思います。高校へ行っている方と行っていない方では、図書館の必要性が多少

変わってくると思うので、私は違和感を感じることはありません。 

 

〇座長 

第四次の計画では、「高校年代」と、「高校生向け」をしっかり住み分けをして使い分

ける必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇委員 

公立高校への働きかけをひとつやり、さらに高校に行けていない子供たちへのアプロ

ーチもやる。２本立てでやっていくということですね。 

 

〇事務局 

そのとおりです。今までは高校に行けていない子どもたちに対する支援が盛り込まれ

ていないようだったので、そちらの方も考えていかなければいけないと考えている次

第です。 

 

〇座長 

私の方からも、もう一点ありまして、 

施策の「２日本語を母国語としない子供への支援」についてですが、「母国語」より「母

語」のほうがふさわしいかと思います。母語と使用していただければと思いますがい

かがでしょうか。 
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〇事務局 

第三次計画でも「母語」というふうに表示しているので、「母語」に訂正させていただ

きます。 

 

〇座長 

今回の資料２－２は色分けがしてあって見やすくて、話し合いもしやすく思います。

今後も続けていただけるとよりよいと感じました。 

また、黄色の「支援を必要とする子どもの読書活動の推進」というところの「手話付

きおはなし会等の実施」のところです。たまたま聴覚障害のある方とのご縁があるの

ですが、口の動きの読み取りなど、あえて手話を使わない意識もあるようです。口話

でコミュニケーションを取ることもあるので、そのあたりを汲み取って事業展開して

いただけるといいなと思いました。 

 

今回につきましては、計画の方向性を示しているという段階でございます。今回の資

料をお持ち帰りいただいて、次期推進会議で具体的に、こういう取組があったらいい

なとか考えていただく手引きにしていただければと思います。他に何かご意見ありま

すでしょうか。 

 

〇委員 

「支援を必要とする子供」の範囲は、乳幼児から高校年代のすべての年代の子どもが

対象となっているという理解でいいですか。 

 

〇事務局 

その通りです。 

 

〇事務局 

取組事業については重複する部分もあり、その際には再掲載という形にさせていただ

きます。 

 

〇委員 

教育委員会が出している教育だよりの中で「図書館においでよ」という欄があり、QR

コードがついています。ぜひ、こういう風にいろんなところで QR コードを使って宣

伝していただくと、広がっていくと思います。これは素晴らしい実践だと思いました。 

 

〇事務局 

事務局の方でも、さまざまな情報発信のツールを模索しておりまして、いくつかこれ

はというものが出ていますので、それをまたお示しできればと思っております。 
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〇座長 

今回の第四次計画では、情報発信ツールの充実が期待されるところだと思います。 

具体的なものを出していただけると我々も考えやすいと思います。ありがとうござい

ます。 

では、議題につきましてはよろしいでしょうか。 

 

それでは次第の「４その他」に移ります。委員の方から、あるいは事務局から何かご

ざいますでしょうか。 

 

〇事務局 

次回の推進会議ではみなさまに素案をお示ししたいと思います。 

素案といいますと、冊子に近い形で、事業についてはかなり具体的な内容となります。

また、資料２－２をもう少し具体的に説明した体系図みたいなものを作ってお示しし

たいと思っております。こちらの方で議論していただき、その内容を策定検討委員会

でさらに検討を重ねていきまして、素案を作成していきます。 

 

〇議長 

本日の議題は以上になります。本日の会議要録につきましては、事務局が取りまとめ

次第、委員のみなさまにご確認いただき、練馬区ホームページ等で公開いたします。 

最後に事務局から連絡事項をお願いします。 

 

〇事務局 

現在の推進会議の委員は令和元年 10 月をもって任期満了となります。第十期の委員に

つきましては、近いうちに区民公募を行う予定です。 

現在の委員の方で再任をお考えくださる方は、申込をお願いいたします。 

次回の会議につきましては、９月に開催する予定です。具体的な日程が決まり次第、

開催通知を送付させていただきます。よろしくお願いいたします。 

以上になります。 

 

〇事務局 

確認ですが、先ほど修正がありました提言書ですが、その文言を事務局で整理、精査

して、座長に確認の上で決定ということでよろしいでしょうか。決定した後、委員の

みなさまに送付するということでよろしいでしょうか。 

 

〇議長 

提言書につきましては、事務局と私の方で確認させていただくという形でよろしいで
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しょうか。 

（異議なし） 

それでは、こちらの方で確認させていただきます。 

 

ではこれで、第９期第七回練馬区子ども読書活動推進会議を終了いたします。 

みなさまありがとうございました。 

 

 


