
目標１　成長段階に応じた読書機会の提供

1 事業名 所管課
真砂中央図書館

保健サービスセンター

目標
４か月児検診参加者全員への配付を継続するとともに内
容の充実を図る。

２
【重点】 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標 広報活動に努めるとともに内容の充実を図る。

3 事業名 所管課 幼稚園・保育園・児童館

目標 本に触れる機会を増やすなどより充実を図る。

幼稚園

保育園

児童館

幼稚園

保育園

児童館

３０年度の実績
○1歳6か月の乳児を対象に「図書館デビュー」バックを配付するフォローアップ事業の実施。ブックスタート時
のこの事業のPRにより参加者が増加した。
○対象者 2,047 人　参加者　1,453人　配布数　801袋

３０年度の実績

２９年度の実績

○保健サービスセンターとの連携により充実した図書館の紹介を行えた。
○対象者　2,093人　参加者　2,045人　（９７.7％）

○読み聞かせの実施　全１０園
○絵本の貸し出し　８園
○保護者ボランティアや小・中学生による絵本の読み聞かせ　全１０園

○読み聞かせの実施　全園
○玄関やホール等への絵本コーナーの設置もしくはその充実　１４園

○読み聞かせ　全館
○ストーリーテーリング(お話会)　２館

○1歳6か月の乳児を対象に「図書館デビュー」バックを配付するフォローアップ事業の実施。ブックスタート時
のこの事業のPRにより参加者が増加した。
○対象者 2,136 人　参加者　1,578人　配布数　790袋

３０年度の実績

○1歳6か月の乳児を対象に「図書館デビュー」バックを配付するフォローアップ事業の実施。ブックスタート時
のこの事業のPRにより参加者が増加した。
○対象者 1,900 人　参加者　1,127人　配布数　575袋

現況

現況

内容

対象者の98%（26年度実績）

２７年度の実績

日々の活動の中におはなし会や絵本・紙芝居の読み聞かせを積極的に取り入れ、子どもの想像力や豊かな心を育
てる。

おはなし会や読み聞かせ等本に触れる機会の
提供

各施設で読み聞かせやおはなし会を実施し、
絵本コーナー等も設置している。

内容
ブックスタートから継続して読書活動が行われるように、読み聞かせを行い図書館バッグと絵本を配付する「と
しょかんとなかよし」を月１回実施する。

ブックスタート事業の充実

内容
保健センターで実施される４か月児健診時に、絵本の読み聞かせを行い、絵本や図書館の紹介が入ったブックス
タートパックを手渡し、親子のふれあいを通した本との出会いのきっかけ作りとする。

現況

２７年度の実績

１歳６か月児を対象
対象者の27％（26年度実績）

○保健サービスセンターとの連携により充実した図書館の紹介を行えた。
○対象者　2,037人　参加者　2,015人　（９８.9％）

ブックスタートのフォローアップ事業の充実

２８年度の実績
○保健サービスセンターとの連携により充実した図書館の紹介を行えた。
○対象者　2,143人　参加者　2,060人　（９6.1％）

２８年度の実績
○1歳6か月の乳児を対象に「図書館デビュー」バックを配付するフォローアップ事業の実施。ブックスタート時
のこの事業のPRにより参加者が増加した。
○対象者 1,984 人　参加者　1,183人　配布数　682袋

令和元年度の実績
○保健サービスセンターとの連携により充実した図書館の紹介を行えた。
○対象者　2,103人　参加者　2,010人　（９5.5%）

令和元年度の実績
○1歳6か月の乳児を対象に「図書館デビュー」バックを配付するフォローアップ事業の実施。ブックスタート時
のこの事業のPRにより参加者が増加した。
○対象者 2,048人　参加者　1,216人　配布数　674袋

令和元年度の実績

〇保育後の絵本読み聞かせ　　　　全１０園
〇絵本の貸し出し　　　７園
〇保護者ボランティアによる絵本読み聞かせ・中学生による絵本の読み聞かせ　全１０園
○図書館員や外部講師によるお話会　２園

○読み聞かせの実施　全園
○玄関やホール等への絵本コーナーの設置もしくはその充実　１４園

○読み聞かせ　全館
○ストーリーテーリング(お話会)　２館

２９年度の実績
○保健サービスセンターとの連携により充実した図書館の紹介を行えた。
○対象者　2,076人　参加者　2,027人　（９7.6％）
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幼稚園

保育園

児童館

幼稚園

保育園

児童館

幼稚園

保育園

児童館

4 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標
乳幼児向け行事　300回
小学生・YA向け行事　200回

5 事業名 所管課 小・中学校

目標 本に触れる機会を増やなどより充実を図る。

小学校

中学校

小学校

中学校

小学校

中学校

○朝読書　毎日10分　全10校

○朝読書　毎日10分　全10校

○読み聞かせの実施　全１０園
○絵本の貸し出し　８園
○保護者ボランティアや小・中学生による絵本の読み聞かせ　９園

○読み聞かせの実施　全園
○玄関やホール等への絵本コーナーの設置もしくはその充実　１４園

○読み聞かせ　全館
○ストーリーテーリング(お話会)　２館

２９年度の実績

○朝読書の実施　13校
○朝読書以外の時間の確保　7校
○図書室の利用を固定枠で確保　11校
○保護者ボランティアによる読み聞かせ　20校

全小中学校で「朝読書」または「学習活動内
での読書の時間」が実施されている。

学校における読書時間の確保

内容

○乳幼児向け行事の回数の充実　(187回　5,801人参加）
○乳幼児を対象とした行事や小学生向けおはなし会、ＹＡ世代を対象としたビブリオバトル等幅広く参加できる
行事を各館で実施。

２９年度の実績

成長段階にあった行事の充実

内容 乳幼児からYA世代まで成長段階にあった行事を充実させ、子どもが本に親しむ機会を提供する。

３０年度の実績

現況

２７年度の実績

○乳幼児向け行事の回数の充実　(212回　5,061人参加）
〇おはなし会等、幼児小学生向け行事の回数の充実　（389回　4,677人参加）
○子ども会や子ども映画会、小学生向けおはなし会や落語会、工作会、ＹＡ世代を対象とした講座やビブリオバ
トル等幅広く参加できる行事を各館で実施。
※感染防止のため3月は中止。

令和元年度の実績

○朝読書の実施　１７校
○朝読書以外の時間の確保　８校
○図書室の利用を固定枠で確保　１６校
○保護者ボランティアによる読み聞かせ　１９校

２８年度の実績
○乳幼児向け行事の回数の充実　(219回　6,067人参加）
○乳幼児を対象とした行事や小学生向けおはなし会、ＹＡ世代を対象とした映画会、POP講座、ビブリオバトル
等幅広く参加できる行事を各館で実施。

「朝読書」「読書の時間」等学校活動における読書時間の確保に努める。

３０年度の実績

○乳幼児向け行事の回数の充実　(232回　6,112人参加）
〇おはなし会等、幼児小学生向け行事の回数の充実　（413回　5,568人参加）
○子ども会や子ども映画会、小学生向けおはなし会や落語会、工作会、ＹＡ世代を対象とした講座やビブリオバ
トル等幅広く参加できる行事を各館で実施。

乳幼児向け読み聞かせの会や、小学生向けお
はなし会、YA向け読書会等を実施してい
る。

○乳幼児向け行事の回数の充実　(228回　6,111人参加）
○乳幼児を対象とした行事や映画会、小学生向けおはなし会や落語会、ＹＡ世代を対象とした科学実験講座やビ
ブリオバトル等幅広く参加できる行事を各館で実施。

○読み聞かせ　全館
○ストーリーテーリング(お話会)　２館

令和元年度の実績

２７年度の実績

○読み聞かせの実施（全クラス）　全園
○玄関やホール等への絵本コーナーの設置もしくはその充実　１４園

２８年度の実績

○朝読書　毎日10分　全１０校

○読み聞かせの実施　全１０園
○絵本の貸し出し　6園　延１5，0００冊
○保護者ボランティアや小・中学生による絵本の読み聞かせ　７園

○読み聞かせの実施　全１０園
○絵本の貸し出し　７園
○保護者ボランティアや小・中学生による絵本の読み聞かせ　９園

○読み聞かせ　全館
○ストーリーテーリング(お話会)　２館

○読み聞かせの実施（全クラス）　全園
○玄関やホール等への絵本コーナーの設置もしくはその充実　１４園

現況

２９年度の実績

○朝読書の実施　17校
○朝読書以外の時間の確保　13校
○図書室の利用を固定枠で確保　13校
○保護者ボランティアによる読み聞かせ　17校
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小学校

中学校

小学校

中学校

6 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標
年代に合わせた推薦図書の紹介等引続き内容の充実を図
る。

○朝読書の実施　13校
○朝読書以外の時間の確保　7校
○図書室の利用を固定枠で確保　11校
○保護者ボランティアによる読み聞かせ　18校

内容

乳幼児向けに「えほんがすき」、小学生に
「読んでみましょう」、中学生に
「yomitan」等、成長段階にあったブックリ
ストの作成・配付を行っている。

２９年度の実績

２８年度の実績

乳幼児からYA世代まで成長段階に合った多様なブックリストの作成・配布を行い、読書のきっかけを作る。

３０年度の実績

２７年度の実績

○乳児・幼児向け　　「えほんがすき」の作成配布
○小学生向け　夏休みの推薦リスト作成配布。「よんでみましょう２０１6」の作成。新小学生向けに「読んで
みましょう」「読んでみましょう第２集」の作成配布。
○中学生に向けに「yomitan」、新中学生向けに「ぶんきょう来ぶらりー」の作成配布。

○朝読書　毎日10分　全10校

○乳児・幼児向け  「えほんがすき」の作成配布。
○小学生向けに「よんでみましょう２０１9」の作成。新小学生向けに「読んでみましょう」の作成配布。
○中学生に向け に「yomitan」、新中学生向けに「ぶんきょう来ぶらりー」の作成配布。

○乳児・幼児向けに「えほんがすき」に新たに20冊を選定追加し、改訂版を作成。
○小学生向けに夏休みの推薦リスト作成配布。「よんでみましょう２０１８」の作成。新小学生向けに「読んで
みましょう」の作成配布。
○中学生に向け に「yomitan」、新中学生向けに「ぶんきょう来ぶらりー」の作成配布。

○乳児・幼児向け　　「えほんがすき」の作成配布
○小学生向け　夏休みの推薦リスト作成配布。「よんでみましょう２０１7」の作成。新小学生向けに「読んで
みましょう」「読んでみましょう第２集」を合本して再編集し、作成配布。
○中学生に向けに「yomitan」、新中学生向けに「ぶんきょう来ぶらりー」の作成配布。

２７年度の実績

令和元年度の実績

○乳児・幼児向け  「えほんがすき」の作成配布。
○小学生向けに「よんでみましょう２０２０」の作成。新小学生向けに「読んでみましょう」の作成配布と新た
な推薦図書を検討し、78冊を追加。
○中学生に向け に「yomitan」、新中学生向けに「ぶんきょう来ぶらりー」の作成配布。

２８年度の実績

○朝読書　毎日10分　全10校

現況

○朝読書の実施　16校
○朝読書以外の時間の確保　6校
○図書室の利用を固定枠で確保　8校
○保護者ボランティアによる読み聞かせ　17校

ブックリスト（推薦図書）の作成
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7 事業名 所管課
真砂中央図書館

幼稚園・小・中学校
保育園・児童館

目標 連携を強化し、内容の充実を図る。

真砂中央図書館

幼稚園

小学校

中学校

保育園

児童館

真砂中央図書館

幼稚園

小学校

中学校

保育園

児童館

真砂中央図書館

幼稚園

小学校

中学校

保育園

児童館

２９年度の実績

○区内の幼稚園や保育園・認証保育所に新入園児の図書館利用案内を配布
○団体貸出や出張･来館お話会等を行う。
○幼稚園・保育園・小学校の新入園児・新入生にブックリストを配付。
○中学新入生に図書館案内「ぶんきょう来ぶらりー」を配付。
○中学生の職場体験・職場訪問の受け入れ。
○幼稚園・保育園・小中学校・児童館等に団体貸出や出張・来館おはなし会などを定期的に実
施。
○幼稚園・保育園・小中学校・児童館等に、リサイクル図書の提供。
○小学校図書担当教諭との連絡会を開催し、情報交換。

○出張お話会　4園
○図書館への行事参加　6園
○図書館からの団体貸し出し　6園
○図書館のパンフレット・チラシ等の掲示・配布　6園

○団体貸出　全２０校
○図書館見学　１1校
○お話会やブックトークの実施　１4校

○職場体験　9校
○団体貸出　5校
○ブックトーク等の行事　4校

内容

○団体貸し出しの利用　14園
○図書館の行事に参加　5園
○学生による読み聞かせ　1園

区内の子どもと関わりのある各施設と連携して、ブックリストの配付、団体貸出、出張おはなし会、リサイクル
図書の提供や情報交換等を行い読書活動を支援する。

○団体貸し出しの利用　１１館
○図書館職員による本の紹介や読み聞かせ　６館

目標２　家庭・地域・学校・関係機関における子どもの読書環境の整備と読書活動の充実

○団体貸し出しの利用　15園
○図書館の行事に参加　4園
○学生等による読み聞かせ　３園

○区内の幼稚園や保育園・認証保育所に新入園児の図書館利用案内を配布
○団体貸出や出張･来館お話会等を行う。
○幼稚園・保育園・小学校の新入園児・新入生にブックリストを配付。
○中学新入生に図書館案内「ぶんきょう来ぶらりー」を配付。
○中学生の職場体験・職場訪問の受け入れ。
〇小学生の図書館見学。
○幼稚園・保育園・小中学校・児童館等に団体貸出や出張・来館おはなし会などを定期的に実
施。
○幼稚園・保育園・小中学校・児童館等に、リサイクル図書の提供。
○小学校図書担当教諭との連絡会を開催し、情報交換。

○職場体験  10校
○団体貸出　7校
○ブックトーク等の行事　5校

３０年度の実績

○団体貸し出しの利用　12館
○図書館職員による本の紹介や読み聞かせ　8館

○団体貸出　全20校
○図書館見学　11校
○お話会やブックトークの実施　14校

学校や施設との連携･支援体制の充実

各施設が団体貸出や行事等で図書館を利用し
ている。

令和元年度の実績

○区内の幼稚園や保育園・認証保育所に新入園児の図書館利用案内を配布
○団体貸出や出張･来館お話会等を行う。
○幼稚園・保育園・小学校の新入園児・新入生にブックリストを配付。
○中学新入生に図書館案内「ぶんきょう来ぶらりー」を配付。
○中学生の職場体験・職場訪問の受け入れ。
〇小学生の図書館見学。
○幼稚園・保育園・小中学校・児童館等に団体貸出や出張・来館おはなし会などを定期的に実
施。
○幼稚園・保育園・小中学校・児童館等に、リサイクル図書の提供。
○小学校図書担当教諭との連絡会を開催し、情報交換。

現況

○職場体験  ５校
○団体貸出　４校
○ブックトーク等の行事　１校

○団体貸し出しの利用　15園
○図書館の行事に参加　4園
○学生等による読み聞かせ　1園

○団体貸し出しの利用　１１館
○図書館職員による本の紹介や読み聞かせ　６館

○出張お話会　8園
○図書館への行事参加　７園
○図書館からの団体貸し出し　６園
○図書館のパンフレット・チラシ等の掲示・配布　８園

○団体貸出　全２０校
○図書館見学　１１校
○お話会やブックトークの実施　１2校

○出張お話会　５園
○図書館への行事参加　６園
○図書館からの団体貸し出し　8園
○図書館のパンフレット・チラシ等の掲示・配布　7園
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真砂中央図書館

幼稚園

小学校

中学校

保育園

児童館

真砂中央図書館

幼稚園

小学校

中学校

保育園

児童館

２８年度の実績

○職場体験・訪問　8校
○団体貸出　4校
○ブックトーク等の行事　２校

○職場体験　8校
○職場訪問　3校
○団体貸出　２校
○ブックトーク等の行事　２校

○団体貸し出しの利用　９園
○図書館の行事に参加　４園
○学生による読み聞かせ　１園

○団体貸し出しの利用　９館
○図書館職員による本の紹介や読み聞かせ　６館

２７年度の実績

○出張お話会　4園
○図書館への行事参加　6園
○図書館からの団体貸し出し　6園
○図書館のパンフレット・チラシ等の掲示・配布　6園

○区内の幼稚園や保育園・認証保育所に新入園児の図書館利用案内を配布
○団体貸出や出張･来館お話会等を行う。
○幼稚園・保育園・小学校の新入園児・新入生にブックリストを配付。
○中学新入生に図書館案内「ぶんきょう来ぶらりー」を配付。
○幼稚園・保育園・小中学校・児童館等に団体貸出や出張・来館おはなし会などを定期的に実
施。
○幼稚園・保育園・小中学校・児童館等に、リサイクル図書の提供などを行った。

○出張お話会　5園
○図書館への行事参加　８園
○図書館からの団体貸し出し　５園

○区内の幼稚園や保育園・認証保育所に新入園児の図書館利用案内を配布
○団体貸出や出張･来館お話会等を行う。
○幼稚園・保育園・小学校の新入園児・新入生にブックリストを配付。
○中学新入生に図書館案内「ぶんきょう来ぶらりー」を配付。
○幼稚園・保育園・小中学校・児童館等に団体貸出や出張・来館おはなし会などを定期的に実
施。
○幼稚園・保育園・小中学校・児童館等に、リサイクル図書の提供などを行った。

○団体貸し出しの利用　９館
○図書館職員による本の紹介や読み聞かせ　６館

○団体貸出　全２０校
○図書館見学　１1校
○お話会やブックトークの実施　１4校

○団体貸し出しの利用　15園
○図書館の行事に参加　5園
○学生による読み聞かせ　1園

○団体貸出　全２０校
○図書館見学　１2校
○お話会やブックトークの実施　１５校
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8 事業名 所管課
幼稚園

保育園・児童館

目標 図書の充実と環境の整備を図る。

幼稚園

保育園

児童館

幼稚園

保育園

児童館

幼稚園

保育園

児童館

幼稚園

保育園

児童館

幼稚園

保育園

児童館

9 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標 ０歳～6歳児の貸出数　　180,000冊

２７年度の実績

２８年度の実績

○絵本リストの作成　１園
○発達や季節に合わせたコーナーの設置　全１０園

乳幼児向け絵本や育児に関する図書を充実させ、親子で楽しく安心して利用できる環境を整備する。

○全園で絵本・紙芝居・図鑑を購入。
○定期的に本棚の中を整理し、入替えを行う。

○全館で図書を1,122冊購入
○絵本の外、紙芝居、ＣＤの購入もある。

○絵本リストの作成　３園
○発達や季節に合わせ、定期的に本棚の整理を行う　全１０園

３０年度の実績

２８年度の実績

幼稚園・保育園・児童館等の図書と設備の充
実

絵本を中心に所蔵し、季節や行事に合わせた
展示コーナーを設けている。

○全園で絵本・紙芝居・図鑑を購入。
○定期的に各クラス内の絵本コーナーの中を整理し、入替えを行う。

○全館で図書を1,435冊購入
○絵本の外、紙芝居、ＣＤの購入もある。

○全館で図書を1,858冊購入
○絵本の外、紙芝居、ＣＤの購入もある。

○全園で絵本・紙芝居・図鑑を購入。
○定期的に各クラス内の絵本コーナーの中を整理し、入替えを行う。

２９年度の実績

○全館で図書を1,532冊購入
○絵本の外、紙芝居、ＣＤの購入もある。

○絵本リストの作成　２園
○発達や季節に合わせ、定期的に本棚の整理を行う　全１０園

内容

○０歳～６歳児の貸出数　223,708冊

○全園で絵本・紙芝居・図鑑を購入。
○定期的に本棚の中を整理し、入替えを行う。

２９年度の実績 ○０歳～６歳児の貸出数　204,458冊

新規
0歳～6歳児の貸出数　151,115冊（26年
度）

○絵本リストの作成　３園
○発達や季節に合わせ、定期的に本棚の整理を行う　全１０園

乳幼児とその保護者が利用しやすい環境作り

○０歳～６歳児の貸出数　179,563冊

令和元年度の実績

○絵本リストの作成　２園
○発達や季節に合わせ、定期的に本棚の整理を行う　９園

○全園で絵本・紙芝居・図鑑を購入。
○定期的に各クラス内の絵本コーナーの中を整理し、入替えを行う。

○全館で図書を1,318冊購入
○絵本の外、紙芝居、図鑑の購入もある。

成長段階に合わせ、子どもが興味や関心を持った本、子どもに薦めたい本を充実させる。子どもが自由に本を選
べるよう親しみやすい環境を整備する。

現況

内容

現況

令和元年度の実績 ○０歳～６歳児の貸出数　214,112冊

３０年度の実績
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10 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標 障害の特性を考慮したサービスを継続的に推進する。

11 事業名 所管課 小・中学校

目標
児童・生徒の障害の特性等を考慮しつつより充実を図
る。

小学校
(該当校10校)

中学校
(該当校4校)

小学校
(該当校11校)

中学校
(該当校4校)

小学校
(該当校11校)

中学校
(該当校3校)

小学校
(該当校11校)

中学校
(該当校3校)

小学校
(該当校10校)

中学校
(該当校３校)

２９年度の実績

○東京都立北特別支援学校の東大こだま分教室へ団体貸し出し及び出張お話会を実施。
○デイジー音訳図書と点字図書は、ヤングアダルト向けにも作成中。
○小石川・水道端の２館において、ボランティアによる布の絵本の製作活動は継続中。
○教育センターふれあい学級へ隔月の団体貸し出しと図書館見学及び来館お話会の実施。

３０年度の実績

デイジー音訳図書や点字図書、布の絵本等を
製作している。特別支援学校へのおはなし会
を開催している。

２９年度の実績

２７年度の実績

内容

特別な支援を必要とする子どもへのサービス
及び資料の充実

○東京都立北特別支援学校・東大こだま分教室へ団体貸出を１回、出張お話会を2回実施。
○デイジー音訳図書と点字図書は、ヤングアダルト向けに作成中。
○小石川・水道端の２館において、ボランティアによる布の絵本の製作活動は継続中。
○障害者の理解を深めるために「文京盲学校」の学校公開に参加。

○支援学級の生徒と通常学級の生徒が合同で読書活動の授業に参加した ２校
○支援学級単独で図書館オリエンテーション １校

○デイジー音訳図書と点字図書は、ヤングアダルト向けにも作成中。
○小石川・水道端の２館において、ボランティアによる布の絵本の製作活動は継続中。
○教育センターふれあい学級へ隔月の団体貸し出し。

○東京都立北特別支援学校の東大こだま分教室へ出張お話会を2回実施。
○デイジー音訳図書と点字図書は、ヤングアダルト向けに作成中。
○小石川・水道端の２館において、ボランティアによる布の絵本の製作活動は継続中。
○障害者の理解を深めるために「都立文京盲学校」の学校公開に参加。

３０年度の実績
○支援学級の生徒と通常学級の生徒が合同で読書活動をした ２校
○特別支援学級生徒に配慮した本の整備　2校
○支援学級単独で図書館オリエンテーション １校

障害のある子ども一人ひとりに配慮した読書活動の工夫に努める。

○児童の特性・生活経験、興味に応じた図書を選定し、読み聞かせや読書を進める　11校

２8年度の実績

２7年度の実績

○児童の特性・生活経験、興味に応じた図書を選定し、読み聞かせや読書を進める　11校

○児童の特性・生活経験、興味に応じた図書を選定し、読み聞かせや読書を進める　10校

特別支援学級児童・生徒の読書活動の推進

○児童の特性・生活経験、興味に応じた図書を選定し、読み聞かせや読書を進める　11校

○支援学級の生徒と通常学級の生徒が合同で読書活動をした ２校
○特別支援学級生徒に配慮した本の整備　2校
○支援学級単独で図書館オリエンテーション １校

○児童の特性・生活経験、興味に応じた図書を選定し、読み聞かせや読書を進める　１０校

○支援学級の生徒と通常学級の生徒が合同で読書活動をした １校
○特別支援学級生徒に配慮した本の整備　１校
○支援学級単独で図書館オリエンテーション ２校

現況

内容

令和元年度の実績

２８年度の実績

本に親しめるようなサービスを提供し、障害のある子どもの読書活動を支援する。

○支援学級の生徒と通常学級の生徒が合同で読書活動をした ２校
○特別支援学級生徒に配慮した本の整備　1校
○支援学級単独で図書館オリエンテーション １校

現況

児童生徒の障害の特性、生活経験を考慮した
図書を選定したり、読み聞かせやパネルシア
ター等読書の意欲の向上を図る工夫を行って
いる。

令和元年度の実績

○デイジー音訳図書と点字図書は、ヤングアダルト向けにも作成中。
○小石川・水道端の２館において、ボランティアによる布の絵本の製作活動は継続中。
○教育センターふれあい学級へ隔月の団体貸し出し。
○特別支援学級の図書館見学及び来館おはなし会の実施
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12 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標
より見やすくわかりやすいホームページを作成し、さら
なる情報発信を積極的に行う。

13 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標 絵本以外の外国語図書等も収集し、より充実を図る。

14
【重点】 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標
オリンピック・パラリンピックへの理解を深めるために
関連本等を収集するとともに、積極的な情報発信を行
い、利用促進を図る。

３０年度の実績

現況

２７年度の実績

２８年度の実績

オリンピック・パラリンピックに向けた図書
の充実

○外国語絵本資料の整備、受入（約30冊）

○外国語絵本資料の整備、受入（約160冊）

２９年度の実績

子ども向けホームページの充実

おすすめ本のリストや子ども向け行事案内を
掲載している。

水道端図書館を中心に各館で外国語の絵本を
所蔵している。

○子ども向けページには、おススメ本のリストを掲載。
○ＹＡページはおススメリスト、新刊や人気のある本の情報更新と中学生から参加できる行事を掲載。

○子ども向けページには、おススメ本のリストを掲載。
○ＹＡページはおススメリスト、新刊や人気のある本の情報更新と中学生から参加できる行事を掲載。

○平昌の冬季オリンピック・パラリンピック開催期間前後に関係書籍の展示コーナーを設置。出版された関連本
新刊の購入。

○大河ドラマ「いだてん」や東京オリンピックに向けて出版されたオリンピック・パラリンピック関連本、新刊
の購入。

○外国語絵本資料の整備、受入（約60冊）

読書へのきっかけ作りのために図書館ホームページの「こどもページ」を充実させる。内容

現況

２８年度の実績

令和元年度の実績

○外国語絵本資料の整備、受入（約90冊）

２７年度の実績

○子ども向けページには、おススメ本のリストを掲載。
○ＹＡページはおススメリスト、新刊や人気のある本の情報更新と中学生から参加できる行事を掲載。

現況

２９年度の実績

外国語図書の整備、充実

○子ども向けページには、おススメ本のリストを掲載。
○ＹＡページはおススメリスト、新刊や人気のある本の情報更新と中学生から参加できる行事を掲載。

○リオのオリンピック・パラリンピック開催期間前後に関係書籍の展示コーナーを設置。出版された関連本新刊
の購入。

２９年度の実績

２８年度の実績

３０年度の実績

３０年度の実績

内容 多言語にわたる外国語図書を収集整理し、必要とする子どもの読書活動を支援する。

○子ども向けページには、おススメ本のリストを掲載。
○ＹＡページはおススメリスト、新刊や人気のある本の情報更新と中学生から参加できる行事を掲載。

○外国語絵本資料の整備、受入（約70冊）

内容
東京オリンピック・パラリンピックに向けて、広く資料を収集・提供し、オリンピック・パラリンピックや諸外
国についての理解を深め、読書の幅を広げることを支援する。

新規

令和元年度の実績

令和元年度の実績
○東京オリンピックに向けて出版されたオリンピック・パラリンピック関連本、新刊の購入。
○スポーツの本の展示コーナーやスタンプラリーを実施。
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15 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標
乳幼児から高校生に関わる機関との連携をより密にし
て、引続き読書活動の推進を図る。

真砂中央図書館

真砂中央図書館

真砂中央図書館

真砂中央図書館

真砂中央図書館

16 事業名 所管課
子育て支援課

子ども家庭支援センター担当課

目標
子どもが読書に親しむ機会を増やすため、読み聞かせ等
を引続き充実させる。

子育て支援課

子ども家庭支援セン
ター

子育て支援課

子ども家庭支援セン
ター

子育て支援課

子ども家庭支援セン
ター

子育て支援課

子ども家庭支援セン
ター

子育て支援課

男女協働・子ども家
庭支援センター担当
課

○ぴよぴよひろばで、絵本の読み聞かせ、紙芝居等を随時実施
○職員による子育て講座で、絵本等を活用
○本の貸し出しを実施
○絵本・大型絵本の購入   ２５冊

２８年度の実績

内容

３０年度の実績

子育て支援施設における読書活動の充実

〇子育てひろば西片　絵本購入３０冊　出張お話会２回
〇子育てひろば汐見　絵本購入３８冊　出張お話会２回

２９年度の実績

２７年度の実績

区の関連機関と情報交換を行い相互の連携による事業を行うなど、図書館内外での子どもの読書活動推進に努め
る。

○子育て支援課主催の「子育てフェスティバル」に参加し、大型絵本や紙芝居の読み聞かせを
実施。
○おりがみ会館と共催し、小学生から参加できるおりがみ教室を開催した。（湯島図書館）

○子育て支援課主催の「子育てフェスティバル」に参加し、大型絵本や紙芝居の読み聞かせを
実施。
○生活衛生課の「ハッピーベジタブルフェスタ」に参加し、大型絵本の読み聞かせ等を実施。
〇ダイバーシティ推進担当課の「カラーリボンフェスティバル」に参加し、大型絵本の読み聞
かせ等を実施。
○おりがみ会館と共催し、小学生から参加できるおりがみ教室を開催。（湯島図書館）
○保健サービスセンターの双子の会、カンガルーの会で、絵本・紙芝居等の読み聞かせを実
施。
○礫川地域活動センターからの依頼により朝顔ほうずき市で牛天神にて出張紙芝居を実施。

区関係機関との協力・連携体制の推進

○子育て支援課主催の「子育てフェスティバル」に参加し、大型絵本や紙芝居の読み聞かせを
実施。
○おりがみ会館と共催し、小学生から参加できるおりがみ教室を開催した。（湯島図書館）

現況

２８年度の実績

２９年度の実績

○子育て支援課主催の「子育てフェスティバル」に参加し、大型絵本や紙芝居の読み聞かせを
実施。
○生活衛生課の「ハッピーベジタブルフェスタ」に参加し、大型絵本の読み聞かせ等を実施。
○おりがみ会館と共催し、小学生から参加できるおりがみ教室を開催。（湯島図書館）
○保健サービスセンターの双子の会、カンガルーの会、ウエイトリセットプログラムで、絵
本・紙芝居等の読み聞かせを実施。
○礫川地域活動センターからの依頼により朝顔ほうずき市で牛天神にて出張紙芝居を実施。

子育て講座等で絵本を活用している。

３０年度の実績

子育て支援課主催の「子育てフェスティバ
ル」に参加するなど区の関係機関と連携して
いる。

〇子育てひろば西片　絵本購入１３冊　出張お話会２回
〇子育てひろば汐見　絵本購入３２冊　出張お話会２回

現況

○ぴよぴよひろばで、絵本の読み聞かせ、紙芝居等を随時実施
○職員による子育て講座で、絵本等を活用
○本の貸し出しを実施
○絵本・大型絵本の購入   ３１冊

○ぴよぴよひろばで、絵本の読み聞かせ、紙芝居等を随時実施
○職員による子育て講座で、絵本等を活用
○本の貸し出しを実施
○絵本・紙芝居の購入   ３８冊

○ぴよぴよひろばでは、絵本の読み聞かせ、紙芝居等を随時実施。
○職員による子育て講座で、絵本等を活用
○本の貸し出しを実施
○絵本の購入   ２２冊

２７年度の実績

〇子育てひろば西片　絵本購入５１冊　出張お話会１回
〇子育てひろば汐見　絵本購入４０冊　出張お話会３回

〇子育てひろば西片　絵本購入５３冊　出張お話会１回
〇子育てひろば汐見　絵本購入６５冊　出張お話会４回

内容
「ぴよぴよひろば」や「子育て広場」等子育てを支援する施設で、絵本コーナーの設置や読み聞かせ等を実施す
る。

令和元年度の実績

○子育て支援課主催の「子育てフェスティバル」に参加し、展示及び大型絵本や紙芝居の読み
聞かせを実施。
○生活衛生課の「ハッピーベジタブルフェスタ」に参加し、大型絵本の読み聞かせ等を実施。
〇ダイバーシティ推進担当課の「カラーリボンフェスティバル」に参加し、大型絵本の読み聞
かせ等を実施。
○保健サービスセンターの双子の会で、絵本・紙芝居等の読み聞かせを実施。

令和元年度の実績

〇子育てひろば西片　令和元年度休業　（令和２年度より委託に切替）
〇子育てひろば汐見　絵本購入２５冊　出張お話会１回

○ぴよぴよひろばで、絵本の読み聞かせ、紙芝居等を随時実施
○職員による子育て講座で、絵本等を活用
○本の貸し出しを実施
○絵本・大型絵本の購入   ２１冊

9



17
【重点】 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標
魅力的で使いやすいYAコーナー等にして、YA世代の読
書への意欲を高める。

18 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標 より多くの大学等と連携し、新たな事業展開を図る。

19 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標 引続き団体等と連携し、事業展開を図る。

現況

２８年度の実績

令和元年度の実績

現況

現況

２９年度の実績

２８年度の実績

区内の大学等との連携の推進

２９年度の実績

○大学生のボランティアグループによる、児童行事を継続実施　（目白台・千石図書館の２館でそれぞれ月１
回）

○YA世代（13～18歳）の貸出数　101,580冊
○真砂中央図書館のYAルームに自由に絵や文章を書けるコミュニケーションノートを設置。

○図書館振興財団と共催で、第１９回調べる学習コンクールを開催。２９年度は、小学校から大人まで応募総数
2,334点。

○図書館振興財団と共催で、第２０回調べる学習コンクールを開催。３０年度は、小学校から大人まで応募総数
2,348点。

３０年度の実績

○図書館振興財団と共催で、第１８回調べる学習コンクールを開催。２８年度は、小学校から大人まで応募総数
2,202点。

○YA世代（13～18歳）の貸出数　92,260冊
○真砂中央図書館のYAルームに自由に絵や文章を書けるコミュニケーションノートを設置。
〇YA対象の行事を開催。

○図書館振興財団と共催で、第１７回調べる学習コンクールを開催。２６年度は、小学校から大人まで応募総数
2,100点。

YA（ヤングアダルト）を対象としたサービ
スの充実

内容
図書館ホームページの「10代のためのYAページ」の充実とともに、YAコーナーや専用席を設け、資料収集や展
示を工夫して読書環境を整え、YA世代の利用促進を図る。

新規
YA世代（13～18歳）の貸出数　116,840
冊（26年度）

２７年度の実績

内容 区内にある大学、専門学校等と連携協力して、子どもの読書活動推進を図る事業を実施する。

大学生のボランティアグループによる児童行
事を実施している。

○大学生のボランティアグループによる、児童行事を継続実施　（目白台図書館は月1回、千石図書館は定期グ
ループ月１回及び不定期グループ年4回）

３０年度の実績

読書活動を推進する団体等との連携の推進

２７年度の実績

○大学生のボランティアグループによる、児童行事を継続実施　（目白台・千石図書館の２館でそれぞれ月１
回）

○大学生のボランティアグループによる、児童行事を継続実施　（目白台・千石図書館の２館でそれぞれ月１
回）

図書館振興財団と共催で「文京区調べる学習
コンクール」を開催しており、26年度は小学
校から中学校まで応募総数1,864点あった。

○真砂中央図書館にYA世代が調べ物等を行うＹＡルームを設けた。
○YA世代（13～18歳）の貸出数　106,358冊

○YA世代（13～18歳）の貸出数　82,741冊
○真砂中央図書館のYAルームに自由に絵や文章を書けるコミュニケーションノートを設置。
〇YA対象の行事を開催。

令和元年度の実績
○大学生のボランティアグループによる、児童行事を継続実施　（目白台図書館は月1回、千石図書館は定期グ
ループ月１回及び不定期グループ年4回）※ただし3月は中止。

令和元年度の実績
○図書館振興財団と共催で、第２１回調べる学習コンクールを開催。令和元年度は、小学校から大人まで応募総
数2,331点。

内容 子どもの読書活動に関わる地域や民間の関係団体との連携を深め、情報交換や人的交流を促進する。

２９年度の実績

２８年度の実績

３０年度の実績
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20 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標
出版社や書店等と連携して魅力的な事業を実施し、読書
活動の推進に努める。

21 事業名 所管課 小・中学校

目標
より多くの学校で策定されるよう、引続き推進に努め
る。

小学校

中学校

小学校

中学校

小学校

中学校

小学校

中学校

小学校

中学校

３０年度の実績

２９年度の実績

各読書指導計画(読書活動年間指導計画)等策
定
小学校7校、中学校3校（26年度実績）

２８年度の実績

○読書指導計画(読書活動年間指導計画)策定　3校

○区内児童図書出版社編集者を講師に迎え、児童書に関する講座を実施。

現況

区内にある児童図書出版社や書店との連携の
推進

○読書指導計画(読書活動年間指導計画)策定　2校

内容 区内にある児童図書出版社や書店と連携し講演会等を実施する。

区内の児童図書出版社と共催し、絵本原画展
や作家の講演会等を行っている。

○区内児童図書出版社編集者やOGを講師に迎え、児童書に関する講座を実施。

令和元年度の実績
○区内児童図書出版社編集者を講師に迎え、絵本に関する講座を実施。
○出版社と共同で絵本パネル展を実施。

３０年度の実績

○読書指導計画(読書活動年間指導計画)策定　3校

読書指導計画の策定

内容 毎年度、読書指導の目標を設定し、年度計画に基づく読書活動の推進を行う。

２７年度の実績

○区内児童図書出版社編集者を講師に迎え、絵本に関する講座を実施。

○区内児童図書出版社編集者を講師に迎え、絵本に関する講座を実施。

○読書指導計画(読書活動年間指導計画)等策定　13校

２９年度の実績

２８年度の実績

２７年度の実績

○読書指導計画(読書活動年間指導計画)等策定　9校

○読書指導計画(読書活動年間指導計画)等策定　9校

○読書指導計画(読書活動年間指導計画)等策定　9校

○読書指導計画(読書活動年間指導計画)策定　2校

現況

令和元年度の実績

○読書指導計画(読書活動年間指導計画)等策定　１2校

○読書指導計画(読書活動年間指導計画)策定　４校
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22 事業名 所管課 小・中学校

目標 児童・生徒が読書を楽しめるようより充実を図る。

小学校

中学校

小学校

中学校

小学校

中学校

小学校

中学校

小学校

中学校

現況

○読書推進期間等の設定　15校
○多読者等の顕彰　8校
○目標読書量の設定　2校
○おすすめ本の紹介、ブックリスト作成、おすすめコーナー等設置　19校
○支援員等によるブックトーク、読み聞かせ等　14校
○学校図書館の利用指導　16校
○近隣図書館の利用案内等配布　19校

○読書推進期間等の設定　15校
○多読者等の顕彰　6校
○目標読書量の設定　2校
○おすすめ本の紹介、ブックリスト作成、おすすめコーナー等設置　19校
○支援員等によるブックトーク、読み聞かせ等　14校
○学校図書館の利用指導　16校
○近隣図書館の利用案内等配布　18校

○読書推進期間等の設定　１校
○多読者表彰　１校
○テーマコーナー設置　9校
○目標読書量　1校
○生徒・教職員による推薦図書の紹介・購入　4校
○支援員によるブックトーク等　4校
○学校図書館の利用指導　１年生　7校
○近隣図書館の利用案内の掲示配布　９校

○読書推進期間等の設定　１5校
○多読者等の顕彰　５校
○目標読書量の設定　４校
○おすすめ本の紹介、ブックリスト作成、おすすめコーナー等設置　１９校
○支援員等によるブックトーク、読み聞かせ等　１６校
○学校図書館の利用指導　１３校
○近隣図書館の利用案内等配布　１２校

○読書推進期間等の設定　２校
○多読者表彰　３校
○テーマコーナー等設置　全１０校
○目標読書量　０校
○生徒・教職員による推薦図書の紹介・購入　７校
○支援員によるブックトーク等　４校
○学校図書館の利用指導　７校（全学年１校　1年生３校）
○近隣図書館の利用案内の掲示配布　４校
○新着図書紹介　７校
○図書だよりの発行　７校

○読書推進期間等の設定　3校
○多読者表彰　2校
○テーマコーナー設置　9校
○目標読書量　1校
○生徒・教職員による推薦図書の紹介・購入　4校
○支援員によるブックトーク等　3校
○学校図書館の利用指導　9校（全学年1校　1年生8校）
○近隣図書館の利用案内の掲示配布　7校
○新着図書紹介　8校
○図書だよりの発行　3校

○読書推進期間等の設定　14校
○多読者等の顕彰　7校
○目標読書量の設定　2校
○おすすめ本の紹介、ブックリスト作成、おすすめコーナー等設置　18校
○支援員によるブックトーク等　8校
○学校図書館の利用指導　全学年　6校　　一部学年　7校
○近隣図書館の利用案内等配布　全20校

○読書推進期間等の設定　１校
○多読者表彰　１校
○テーマコーナー設置　9校
○目標読書量　1校
○生徒・教職員による推薦図書の紹介・購入　4校
○支援員によるブックトーク等　3校
○学校図書館の利用指導　１年生　6校
○近隣図書館の利用案内の掲示配布　7校
○新着図書紹介　7校
○図書だよりの発行　3校

内容
読書推進期間の設定や、ブックリストの作成、学校図書館・区立図書館の利用促進等、多様な読書活動を推進す
る。

各学校で、本の紹介の工夫、推薦図書の選
定、読書量の設定、図書館の利用指導等特色
のある読書活動を実施している。

３０年度の実績

○読書推進期間等の設定　17校
○多読者等の顕彰　5校
○目標読書量の設定　6校
○おすすめ本の紹介、ブックリスト作成、おすすめコーナー等設置　19校
○支援員等によるブックトーク、読み聞かせ等　16校
○学校図書館の利用指導　16校
○近隣図書館の利用案内等配布　18校

○読書推進期間等の設定　5校
○多読者表彰　4校
○テーマコーナー等設置　10校
○目標読書量　1校
○生徒・教職員による推薦図書の紹介・購入　８校
○支援員によるブックトーク等　8校
○学校図書館の利用指導　7校（全学年3校　1年生4校）
○近隣図書館の利用案内の掲示配布　7校
○新着図書紹介　7校
○図書だよりの発行　5校

２９年度の実績

２８年度の実績

２７年度の実績

学校における読書活動の推進

令和元年度の実績
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23 事業名 所管課
真砂中央図書館

小・中学校

目標
区立図書館と学校図書館が連携をとりながら調べ学習用
の図書等を充実させる。

真砂中央図書館

小学校

中学校

真砂中央図書館

小学校

中学校

真砂中央図書館

小学校

中学校

真砂中央図書館

小学校

中学校

真砂中央図書館

小学校

中学校

○小中学校用テーマ別調べ学習用図書購入　１５テーマ　計249冊  660,508円

○調べ学習での図書館利用　9校

現況

○調べ学習での学校図書館利用　全学年14校　一部の学年5校
○区立図書館の団体貸出を利用した調べ学習　18校

○調べ学習での学校図書館利用　全学年16校　一部の学年3校
○区立図書館の団体貸出を利用した調べ学習　19校

○調べ学習での図書館利用　7校

○調べ学習での学校図書館利用　全学年13校　一部の学年4校
○区立図書館の団体貸出を利用した調べ学習　18校

○小中学校用テーマ別調べ学習用図書購入　28テーマ　計546冊　987,668円

調べ学習のために学校図書館が利用されてい
る。また、区立図書館では調べ学習用図書を
購入し団体貸出も行っている。

学校図書館や区立図書館の活用を促進し、児童・生徒の調べ学習への支援をする。

○小中学校用テーマ別調べ学習用図書購入　１５テーマ　計402冊　991,117円

○調べ学習での図書館利用　全１０校
全学年８校

○調べ学習での学校図書館利用　全学年19校　一部の学年1校
○区立図書館の団体貸出を利用した調べ学習　19校

○調べ学習での図書館利用　9校

調べ学習への支援

内容

令和元年度の実績

○小中学校用テーマ別調べ学習用図書購入　計417冊  1,019,258円

○調べ学習での学校図書館利用　全学年 ５校　一部の学年　１５校
○区立図書館の団体貸出を利用した調べ学習　１８校

○調べ学習での図書館利用　７校

３０年度の実績

○小中学校用テーマ別調べ学習用図書購入　計412冊  877,933円

２９年度の実績

２８年度の実績

２７年度の実績
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24
【重点】 事業名 所管課

真砂中央図書館
教育指導課
小・中学校

目標
学校図書館の環境整備と児童・生徒への読書への意欲を
高める工夫をし、利用促進を図る。
学校図書館での貸出数　100,000冊

真砂中央図書館

教育指導課

小学校

中学校

真砂中央図書館

教育指導課

小学校

中学校

真砂中央図書館

教育指導課

小学校

中学校

○小学校全２０校、中学校全１０校に週４回、１回につき４時間の学校図書館職員を配置し
た。
○学校図書館ボランティアを区立小学校に配置し、学校図書館担当教員と協力して読書環境の
整備を行うことにより、児童の読書力の向上を図った。
○地域別に小学校図書館担当教諭と小学校図書館支援員、区立図書館担当者との連絡会を年１
回開催した。
○学校図書館ボランティアを活用した図書館整備の推進を図るとともに、国語の読書単元や各
教科等での調べ学習での学校図書館の活用について、学校訪問等の機会に指導・助言した。

○小学校全２０校、中学校全１０校に週４回、１回につき４時間の学校図書館職員を配置し
た。
○学校図書館ボランティアを区立小学校に配置し、教員と協力して読書環境の整備を行うこと
により、児童の読書力の向上を図った。
○地域別に小学校図書館担当教諭と小学校図書館支援員、区立図書館担当者との連絡会を年１
回開催した。

○学校図書館へ司書を週4日1回あたり4時間派遣し、学校図書館の整備、ブックトーク、調べ
学習の支援等を行った。全20校。全校での合計年間貸出冊数228,490冊

○学校図書館へ司書を週4日1回あたり4時間派遣し、学校図書館の整備、ブックトーク、調べ
学習の支援等を行った。全10校。全校での合計年間貸出冊数20,793冊

学校図書館への人的支援による機能の充実

３０年度の実績

○学校図書館支援員との連絡会を年３回開催。うち１回は、区教育委員会関係課からも参加
し、意見要望を調整した。
○小学校の学校図書館担当教諭と区立図書館担当者との全体連絡会を年１回開催し、連携を促
進。
○地域別に小学校図書館担当教諭と小学校図書館支援員、区立図書館担当者との連絡会を年１
回開催し、連携を強化。
○全小中学校の学校図書館モニタリングを実施、状況の把握と意見交換及び助言等行う。

２９年度の実績

現況

○学校図書館へ司書を週4日1回あたり4時間派遣し、学校図書館の整備、ブックトーク、調べ
学習の支援等を行った。全20校。全校での合計年間貸出冊数258,047冊

○学校図書館へ司書を週4日1回あたり4時間派遣し、学校図書館の整備、ブックトーク、調べ
学習の支援等を行った。全10校。全校での合計年間貸出冊数23,562冊

○学校図書館支援員との連絡会を年３回開催。うち１回は、区教育委員会関係課からも参加
し、意見要望を調整した。
○小学校の学校図書館担当教諭と区立図書館担当者との全体連絡会を年１回開催し、連携を促
進。
○地域別に小学校図書館担当教諭と小学校図書館支援員、区立図書館担当者との連絡会を年１
回開催し、連携を強化。
○全小中学校の学校図書館モニタリングを実施、状況の把握と意見交換及び助言等行う。

令和元年度の実績

○学校図書館支援員との連絡会を年３回開催。年度末は例年区教育委員会関係課からも参加し
ているが、感染症予防のため見送り、中央館と学校図書館支援員統括のみで開催。
○小学校の学校図書館担当教諭と区立図書館担当者との全体連絡会を年１回開催し、連携を促
進。
○地域別に小学校図書館担当教諭と小学校図書館支援員、区立図書館担当者との連絡会を年１
回開催し、連携を強化。
○小中学校の学校図書館モニタリングを実施、状況の把握と意見交換及び助言等行う。
○翌年度から指定管理者の担当が入れ替わる学校について、年度末に事務引継ぎを指示し、そ
れに立ち会う。

○小学校全２０校、中学校全１０校に週４回、１回につき４時間の学校図書館職員を配置し
た。
○学校図書館ボランティアを区立小学校に配置し、学校図書館担当教員と協力して読書環境の
整備や読書に関する指導の補助を行うことにより、児童の読書力の向上を図った。
○地域別に小学校図書館担当教諭と小学校図書館支援員、区立図書館担当者との連絡会を年１
回開催した。
○学校図書館ボランティアを活用した図書館整備の推進を図るとともに、国語の読書単元や各
教科等の調べ学習での学校図書館の活用について、学校訪問等の機会に指導・助言した。

○学校図書館へ司書を週4日1回あたり4時間派遣し、学校図書館の整備、ブックトーク、調べ
学習の支援等を行った。９校。全校での合計年間貸出冊数    137,624冊

○学校図書館へ司書を週4日1回あたり4時間派遣し、学校図書館の整備、ブックトーク、調べ
学習の支援等を行った。５校。全校での合計年間貸出冊数   12,652冊

内容 学校図書館へ司書を派遣し、学校図書館機能の活性化を支援する。

学校図書館での貸出数　42,321冊（平成26
年度）
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真砂中央図書館

教育指導課

小学校

中学校

真砂中央図書館

教育指導課

小学校

中学校

25 事業名 所管課 学務課

目標
学校図書館標準充足率
全小中学校１００％

令和元年度の実績

○充足している学校　小学校11校、中学校8校
○90～99％　小学校8校、中学校1校
○80～89％　小学校1校
○79％以下　中学校１校

○学校図書館支援員との連絡会を年３回開催。うち１回は、区教育委員会関係課からも参加
し、意見要望を調整した。
○学校図書館支援員と教育指導課、学務課との連絡会を年１回開催し、質疑応答
○小学校の学校図書館担当教諭と区立図書館担当者との全体連絡会を年１回開催し、連携を促
進
○地域別に小学校図書館担当教諭と小学校図書館支援員、区立図書館担当者との連絡会を年１
回開催し、連携を強化

現況

３０年度の実績

○充足している学校　小学校17校、中学校10校
○90～99％　小学校3校

○充足している学校　小学校20校、中学校10校

○充足している学校　小学校10校、中学校6校
○90～99％　小学校7校、中学校4校
○80～89％　小学校2校
○79％以下　小学校１校

○学校図書館へ司書を週4日1回あたり4時間派遣し、学校図書館の整備、ブックトーク、調べ
学習の支援等を行った。全20校。全校での合計年間貸出冊数219,627冊

○学校図書館へ司書を週4日1回あたり4時間派遣し、学校図書館の整備、ブックトーク、調べ
学習の支援等を行った。全20校。

○学校図書館へ司書を週4日1回あたり4時間派遣し、学校図書館の整備、ブックトーク、調べ
学習の支援等を行った。全10校。全校での合計年間貸出冊数21,547冊

２8年度の実績

２７年度の実績

学校図書館資料の充実

内容 魅力ある本や調べ学習に必要な本の充実を図り、計画的に廃棄や購入を行う。

学校図書館図書標準充足率（26年度実績）
100％　　　　小学校7校、中学校3校
90～99％　　小学校8校、中学校4校

○学校図書館へ司書を週4日1回あたり4時間派遣し、学校図書館の整備、ブックトーク、調べ
学習の支援等を行った。全10校。

○小学校全２０校、中学校全１０校に週４回、１回につき４時間の学校図書館支援を実施。
○学校図書館ボランティアを活用した図書館整備の推進を図るとともに、国語の読書単元や各
教科等での調べ学習での学校図書館の活用について、学校訪問等の機会に指導・助言した。
○地域別に小学校図書館担当教諭と小学校図書館支援員、区立図書館担当者との連絡会を年１
回開催した。

○平成27年４月より、小学校全20校、中学校全10校に週４回、１回につき４時間の学校図
書館支援を実施
○学校図書館支援員との連絡会を年3回開催し、意見要望を調整
○小学校の学校図書館担当教諭と区立図書館担当者との全体連絡会を年１回開催し、連携を促
進
○地域別に小学校図書館担当教諭と小学校図書館支援員、区立図書館担当者との連絡会を年１
回開催し、連携を強化

○小学校全20校へ学校図書館ボランティアの配置を生かし、司書教諭や図書館担当の教諭が
連携して学校図書館の環境整備を推進した。
○学校図書館ボランティアを活用した図書館整備の推進により、総合的な学習の時間、国語、
理科、社会等での調べ学習での学校図書館の活用について、教育指導課訪問の際に指導・助言
した。また、司書教諭や図書館担当の教諭と学校図書館ボランティアが連携し、図書室の整備
や読み聞かせ等の読書活動を推進、図書館機能の更なる充実を図った。

○充足している学校　小学校13校、中学校9校
○90～99％　小学校7校、中学校1校

２７年度の実績

２９年度の実績

２８年度の実績
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目標３　子どもの読書活動の意義や大切さの普及・啓発

26 事業名 所管課

真砂中央図書館
幼稚園・小・中学校

児童青少年課
保育園・児童館

目標 より多くの保護者へ啓発するために引続き充実を図る。

真砂中央図書館

幼稚園

小学校

中学校

児童青少年課

保育園

児童館

真砂中央図書館

幼稚園

小学校

中学校

児童青少年課

保育園

児童館

真砂中央図書館

幼稚園

小学校

中学校

児童青少年課

保育園

児童館
○新しく購入した本、おすすめの本などの紹介　１０館
○保護者による読み聞かせの実施　　　　　　　　２館

○図書館の行事案内の掲示等を行った。

○園便り・クラス便りの活用　１６園
○保護者会での啓発　４園
○日々の保育室への掲示　１園

○学校だより等で意識啓発　17校
○朝読書などボランティアを通じた活動　17校

現況

○学校だより等を通じて啓発　10校
○保護者会で朝読書の紹介　4校

○図書館の行事案内の掲示等を行った。

○新しく購入した本、おすすめの本などの紹介　11館
○保護者による読み聞かせの実施　2館

○園だより等で読み聞かせの意義や、本について紹介　6園
○保護者の読み聞かせボランティアの実績や感想を記した手紙の発行　1園
○講師や保護者によるお話会等を実施　4園
○図書館の利用案内、ポスター・チラシ等の配布、掲示　全10園

○保護者向け講演会及び講座を開催　　5回
○こども読書週間に各館で子どもと読書に関する本を特集

保護者等への啓発

内容
校・園だより等を通じて子どもの好む本や読んで欲しい本を紹介し、また、講演会等を行い、読書や読み聞かせ
の大切さを伝える。

校・園だより、ボランティアによる読み聞か
せ、講演会等による啓発を行っている。

３０年度の実績

○保護者向け講演会及び講座を開催　　5回
○こども読書週間に各館で子どもと読書に関する本を特集

２９年度の実績
○学校だより等を通じて啓発　10校
○保護者会で朝読書の紹介　4校

○学校だより等で意識啓発　１７校
○朝読書などボランティアを通じた活動　１８校

○園だより等で読み聞かせの意義や、本について紹介　５園
○保護者の読み聞かせボランティアの実績や感想を記した手紙の発行　１園
○講師や保護者によるお話会等を実施　４園
○図書館の利用案内、ポスター・チラシ等の配布、掲示　　９園

令和元年度の実績

○保護者向け講演会及び講座を開催　　5回
○こども読書週間に各館で子どもと読書に関する本を特集

○園だより等で読み聞かせの意義や、本について紹介　５園
○保護者の読み聞かせボランティアの実績や感想を記した手紙の発行　１園
○講師や保護者によるお話会等を実施　4園
○図書館の利用案内、ポスター・チラシ等の配布、掲示　８園
○地域にある図書館の利用推進　1園

○学校だより等で意識啓発　１１校
○朝読書などボランティアを通じた活動　１５校

○学校だより等を通じて啓発　１０校
○保護者会で朝読書の紹介　３校

○図書館の行事案内の掲示等を行った。

○園便り・クラス便りの活用　16園
○保護者会での啓発　8園
○日々の保育室への掲示　3園

○新しく購入した本、おすすめの本などの紹介　１０館
○保護者による読み聞かせの実施　　　　　　　　２館

○園便り・クラス便りの活用　16園
○保護者会での啓発　6園
○日々の保育室への掲示　1園
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真砂中央図書館

幼稚園

小学校

中学校

児童青少年課

保育園

児童館

真砂中央図書館

幼稚園

小学校

中学校

児童青少年課

保育園

児童館

27 事業名 所管課
真砂中央図書館
児童青少年課

目標 引続き子どもと本をつなぐ事業の展開を図る。

真砂中央図書館

児童青少年課

真砂中央図書館

児童青少年課

真砂中央図書館

児童青少年課

真砂中央図書館

児童青少年課

真砂中央図書館

児童青少年課 ○図書館からのポスター及びチラシの掲示による普及・啓発を行っている。

○学校だより等を通じて啓発　９校
○保護者会で朝読書の紹介　２校

○子ども読書の日記念講演会を開催　　１回
○こども読書週間に各館で子どもと読書に関する本を特集

○新しく購入した本、おすすめの本などの紹介　７館
○保護者による読み聞かせの実施　　　　　　　１館

○保護者向け講演会及び講座を開催　　７回
○こども読書週間に各館で子どもと読書に関する本を特集

現況

○図書館からのポスター及びチラシの掲示による普及・啓発を行った。

○新しく購入した本、おすすめの本などの紹介　９館
○保護者による読み聞かせの実施　　　　　　　２館

○図書館からのポスター及びチラシの掲示による普及・啓発を行っている。

○園だより等で読み聞かせの意義や、本について紹介　５園
○保護者の読み聞かせボランティアの実績や感想を記した手紙の発行　１園
○講師や保護者によるお話会等を実施　5園
○図書館の利用案内、ポスター・チラシ等の配布、掲示　　9園
○長期休業前のしおりで紹介　2園

○園便り・クラス便りの活用　１６園
○保護者会での啓発　５園

○園だより等で読み聞かせの意義や、本について紹介　５園
○保護者の読み聞かせボランティアの実績や感想を記した手紙の発行　１園
○講師や保護者によるお話会を実施　4園
○図書館の利用案内の配布や紹介　　9園
○保護者会でブックトーク　１園

○図書館からのポスター及びチラシの掲示による普及・啓発を行った。

○園便り・クラス便りの活用　１６園
○保護者会での啓発　５園

○新入園生への図書館利用案内を各保育園や幼稚園、小・中学校に加えて認証保育所へも配付
○小・中学校へ出向き、図書館オリエンテーションやブックトークなどを行った。
○青少年対策委員会主催の地域の子ども事業の時に協力した。（湯島図書館）

○4か月検診時のブックスタートによる読み聞かせと図書館案内。
○1歳6か月～2歳未満児対象事業「としょかんとなかよし」による読み聞かせと図書館案内に
よる利用促進。
○新入園生への図書館利用案内を各保育園や幼稚園、認証保育所、小・中学校に配付。
○小・中学校へ出向き、図書館オリエンテーションやブックトークなどを行った。
○青少年対策委員会主催の地域の子ども事業の時に協力した。（湯島図書館）

２８年度の実績

２７年度の実績

子どもへの啓発

内容
子どもの成長段階に合わせ、利用案内やブックリストの配布を行う。健全育成事業等において、読書活動の取組
を推奨する。

３０年度の実績

○4か月検診時のブックスタートによる読み聞かせと図書館案内。
○1歳6か月～2歳未満児対象事業「としょかんとなかよし」による読み聞かせと図書館案内に
よる利用促進。
○新入園生への図書館利用案内を各保育園や幼稚園、認証保育所、小・中学校に配付。
○小・中学校へ出向き、図書館オリエンテーションやブックトークなどを行った。
○青少年対策委員会主催の地域の子ども事業の時に協力した。（湯島図書館）

２９年度の実績

２８年度の実績

２７年度の実績

○新入園生への図書館利用案内を各保育園や幼稚園、小・中学校に加えて認証保育所へも配付
○小・中学校へ出向き、図書館オリエンテーションやブックトークなどを行った。
○青少年対策委員会主催の地域の子ども事業の時に協力した。（湯島図書館）

令和元年度の実績

○4か月健診時のブックスタートによる読み聞かせと図書館案内。
○1歳6か月～2歳未満児対象事業「としょかんとなかよし」による読み聞かせと図書館案内に
よる利用促進。
○新入園生への図書館利用案内を各保育園や幼稚園、認証保育所、小・中学校に配付。
○小・中学校へ出向き、図書館オリエンテーションやブックトークなどを行った。
○青少年対策委員会主催の地域の子ども事業の時に協力した。（湯島図書館）

○図書館からのポスター及びチラシの掲示による普及・啓発を行った。

○図書館の行事案内の掲示等を行った。

○学校だより等を通じて啓発　10校
○保護者会で朝読書の紹介　２校

○図書館の行事案内の掲示等を行った。

○学校だより等で意識啓発　14校
○朝読書などボランティアを通じた活動　18校

子どもの成長段階に合わせ、利用案内等を各
校・園へ配付している。健全育成会事業にお
いても啓発に取組んでいる。

○学校だより等で意識啓発　14校
○朝読書などボランティアを通じた活動　18校
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28
【重点】 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標
引続き子どもの読書活動の意義を伝える。

プレママ・プレパパへの事業数　10回

29 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標
推進会議を通して計画の進行を管理し、本計画の効果的
な推進に努める。

30 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標
情報窓口のさらなる充実を図り、広く読書活動の推進に
努める。

２９年度の実績

３０年度の実績

現況

○ポータルサイトに図書館行事や講座案内、夏休みの小学生向けおすすめリスト情報などを掲載
○子ども読書活動推進計画の進捗状況調査結果(H27年度)を公開し、情報発信に努めた

○母子手帳を交付時に渡している「母と子の保健バッグ」に「プレママ・プレパパのみなさんへ」のチラシを封
入して配付し、ブックスタートや各館でのプレママ・プレパパから参加できる行事を紹介。
○保健サービスセンター主催の「双子の会」に出演し、多胎児のプレママ・プレパパへ読み聞かせやわらべ歌を
通して乳児からの読書活動の重要性を伝えている。
○プレママ・プレパパも参加できる児童行事を毎月開催。

２8年度の実績

２９年度の実績
○ポータルサイトに図書館行事や講座案内、夏休みの小学生向けおすすめリスト情報などを掲載。
○子ども読書活動推進計画の進捗状況調査結果(H2８年度)と、新たに策定した子ども読書活動推進計画(平成28
年度～平成32年度)を公開し、情報発信に努めた。

現況

２７年度の実績

２８年度の実績

２８年度の実績

○ポータルサイトに図書館行事や講座案内、年間の小学生向けおすすめリスト情報などを掲載。
○子ども読書活動推進計画の進捗状況調査結果(H29年度)を公開し、情報発信に努めた。

「文京区子ども読書活動推進計画」の進捗状
況について調査している。「文京区子ども読
書活動推進会議」を設置し、毎年開催してい
る。

○「文京区子ども読書活動推進計画」の進捗状況について調査

○「文京区子ども読書活動推進計画」の進捗状況について調査

○「文京区子ども読書活動推進計画」の進捗状況について調査

○母子手帳を交付時に渡している「母と子の保健バッグ」に「プレママ・プレパパのみなさんへ」のチラシを封
入して配付し、ブックスタートや各館でのプレママ・プレパパから参加できる行事を紹介
○保健サービスセンター主催の「双子の会」に出演し、多胎児のプレママ・プレパパへ読み聞かせやわらべ歌を
通して乳児からの読書活動の重要性を伝えた。

○母子手帳を交付時に渡している「母と子の保健バッグ」に「プレママ・プレパパのみなさんへ」のチラシを封
入して配付し、ブックスタートや各館でのプレママ・プレパパから参加できる行事を紹介。
○保健サービスセンター主催の「双子の会」に出演し、多胎児のプレママ・プレパパへ読み聞かせやわらべ歌を
通して乳児からの読書活動の重要性を伝えている。
○プレママ・プレパパも参加できる児童行事を毎月開催。

○「文京区子ども読書活動推進計画策定検討委員会」を設置し、４回開催した。
○「文京区子ども読書活動推進計画」の進捗状況について調査

現況

２９年度の実績

○ポータルサイトに図書館行事や講座案内、夏休みの小学生向けおすすめリスト情報などを掲載
○文京区子ども読書活動推進計画策定検討委員会の会議録等を公開し、情報発信に努めた

３０年度の実績

２7年度の実績

○母子手帳を交付時に渡している「母と子の保健バッグ」に「プレママ・プレパパのみなさんへ」のチラシを封
入して配付し、ブックスタートや各館でのプレママ・プレパパから参加できる行事を紹介
○保健サービスセンター主催の「双子の会」に出演し、多胎児のプレママ・プレパパへ読み聞かせやわらべ歌を
通して乳児からの読書活動の重要性を伝えた。

プレママ・プレパパへの啓発

文京区の子ども読書活動に関する情報窓口
（ポータルサイト）の充実

内容 図書館ホームページのポータルサイト「子ども読書の部屋」の充実を図り、情報発信の拠点とする。

ポータルサイトに図書館行事や講座案内、夏
休みの小学生向けおすすめリスト情報、子ど
も読書活動推進計画の進捗状況調査結果等を
掲載している。

令和元年度の実績
○ポータルサイトに図書館行事や講座案内、年間の小学生向けおすすめリスト情報などを掲載。
○子ども読書活動推進計画の進捗状況調査結果(H30年度)を公開し、情報発信に努めた。

３０年度の実績

２７年度の実績

令和元年度の実績

○母子手帳を交付時に渡している「母と子の保健バッグ」に「プレママ・プレパパのみなさんへ」のチラシを封
入して配付し、ブックスタートや各館でのプレママ・プレパパから参加できる行事を紹介。
○保健サービスセンター主催の「双子の会」に出演し、多胎児のプレママ・プレパパへ読み聞かせやわらべ歌を
通して乳児からの読書活動の重要性を伝えている。
○プレママ・プレパパも参加できる児童行事を毎月開催。

○「文京区子ども読書活動推進計画」の進捗状況について調査令和元年度の実績

内容 妊娠時からの読書活動の重要性を伝える。

母子手帳交付時の「母と子の保健バッグ」に
啓発チラシを同封している。プレママ・プレ
パパも参加する行事で読書の大切さを伝えて
いる。

「文京区子ども読書活動推進計画」実施のた
めの進行管理

内容 計画推進のためのセンター機能を真砂中央図書館に置き、計画の進捗状況を管理する。
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目標4　子どもの読書活動を推進するための人材育成・活動の支援

31 事業名 所管課

真砂中央図書館
教育指導課

幼稚園・小・中学校
保育園・児童館

目標 各種研修等を通して職員・教員の資質向上を図る。

真砂中央図書館

教育指導課

幼稚園

保育園

児童館

真砂中央図書館

教育指導課

幼稚園

保育園

児童館

真砂中央図書館

教育指導課

幼稚園

保育園

児童館

○区立小学校教育研究会及び区立中学校教育研究会の学校図書館部の取組を各学校が共有し、
読書活動の充実を図った。
○各学校において教員と司書教諭及び学校図書館ボランティアが連携し、読書活動の充実が図
られた。

○研修会、講習会に参加し、情報を園内で共有　2園
○講師を招き、実演による啓発を行う　1園
○絵本に関する情報を収集し、保育に生かす　9園

現況

○各職員が読み聞かせの練習や創意工夫に努めるなどにより、資質の向上を図っている

職員・教員の研修の充実

○区立小学校教育研究会及び区立中学校教育研究会の学校図書館部の取組により、各学校が情
報交換を行い、研究研修と連携して読書活動の充実を図った。
〇各学校において司書教諭や図書館担当の教諭による読書活動の充実が図られ、学校図書館ボ
ランティアとの連携も図られた。

内容 子どもの読書活動推進に関わる研修等を実施する。

区立幼・小・中学校教育研究会による研修を
実施している。

３０年度の実績

○幼稚園・保育園・児童館への出張おはなし会等の際に、教職員に向けて読み聞かせや選書等
子ども読書活動に関する具体的な話をしている。

２９年の度実績

○各職員が読み聞かせの練習や創意工夫に努めるなどにより、資質の向上を図っている。

○研修会、講習会に参加し、情報を園内で共有　2園
○講師を招き、実演による啓発を行う　1園
○絵本に関する情報を収集し、保育に生かす　9園

○講演会・研修会・図書館の読み聞かせ等に自主的に参加　全園

○幼稚園・保育園・児童館への出張おはなし会等の際に、教職員に向けて読み聞かせや選書等
子ども読書活動に関する具体的な話をしている。

○講演会・研修会・図書館の読み聞かせ等に自主的に参加　全園

令和元年度の実績

○幼稚園・保育園・児童館への出張おはなし会等の際に、教職員に向けて読み聞かせや選書等
子ども読書活動に関する具体的な話をしている。
○区立中学校教育研究会の学校図書館部の会合に参加。
○小学校新任教諭の研修で図書館実習の受け入れ。

○区立小学校教育研究会及び区立中学校教育研究会の学校図書館部の取組を各学校が共有し、
読書活動の充実を図った。
○各学校において教員と司書教諭、小学校図書館支援員、学校図書館ボランティアが連携し、
読書活動の充実が図られた。

○研修会、講習会に参加し、情報を園内で共有　2園
○講師を招き、実演による啓発を行う　２園
○絵本に関する情報を収集し、保育に生かす　９園

○講演会・研修会・図書館の読み聞かせ等に自主的に参加　全園

○各職員が読み聞かせの練習や創意工夫に努めるなどにより、資質の向上を図っている
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真砂中央図書館

教育指導課

幼稚園

保育園

児童館

教育指導課

幼稚園

保育園

児童館

32 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標 各種研修等を通して図書館職員の資質向上を図る。

３３
【重点】 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標
計画的に研修等を行い人材を育成し、協働して図書館事
業に取組む。

○幼稚園・保育園・児童館への出張おはなし会等の際に、教職員に向けて読み聞かせや選書等
子ども読書活動に関する具体的な話をしている。

○図書館ボランティア向け絵本読み聞かせ行事のプログラム作成講座（全１回）２７年度の実績

○図書館ボランティア向け絵本読み聞かせ行事のプログラム作成及び実演講座（全２回）

現況

２９年度の実績 ○図書館ボランティア向け絵本読み聞かせ行事のプログラム作成及び実演講座（全２回）

３０年度の実績

○各地区館では、指定管理者による児童専門研修を実施。
○都立多摩図書館が主催する研修等に参加。
〇司書未資格者による司書講習受講及び資格取得。

図書館ボランティア（ライブライーパート
ナー）の育成と連携

内容

○各地区館では、指定管理者による児童専門研修を実施
○都立多摩図書館が主催する研修等に参加

○講演会・研修会・図書館の読み聞かせ等に自主的に参加　全園

２９年度の実績
○各地区館では、指定管理者による児童専門研修を実施。
○都立多摩図書館が主催する研修等に参加。

２８年度の実績

２８年度の実績

現況

○区立小学校教育研究会及び区立中学校教育研究会の学校図書館部の取組により、各学校が情
報交換を行い、研究研修と連携して読書活動の充実を図った。また、各学校において司書教諭
や図書館担当の教諭による読書活動の充実が図られ、学校図書館ボランティアとの連携も図ら
れた。
○区教育研究会（学校図書館部）における取組により、各学校への新たな読書指導の情報提供
を進めるとともに、学校訪問の際に、学校図書館の活用について指導助言を行った。

○各職員が読み聞かせの練習や創意工夫に努めるなどにより、資質の向上を図っている

○区立小学校教育研究会及び区立中学校教育研究会の学校図書館部の取組により、各学校が情
報交換を行い、研究研修と連携して読書活動の充実を図った。また、各学校において司書教諭
や図書館担当の教諭による読書活動の充実が図られ、学校図書館ボランティアとの連携も図ら
れた。
○区教育研究会（学校図書館部）における取組により、各学校における読書指導の情報交換や
新たな読書指導の情報提供を進めるとともに、学校訪問の際に、学校図書館の活用について指
導助言を行った。

２８年の度実績

２７年度の実績

図書館職員の研修の充実

内容 子どもの読書活動推進に関わる研修等に参加する。

司書講習や、都立図書館等で実施している研
修に参加している。各自が情報収集や講習会
に参加するなど、自己啓発に努めている。

○講演会・研修会・図書館の読み聞かせ等に自主的に参加　１６園

○各職員が読み聞かせの練習や創意工夫に努めるなどにより、資質の向上を図っている

○研修会、講習会に参加し、情報を園内で共有　2園
○講師を招き、実演による啓発を行う　1園
○絵本に関する情報を収集し、保育に生かす　7園

○区立幼稚園教育研究会等を通じた研修　2園
○講師を招き、実演による啓発を行う　3園
○絵本に関する情報を収集し、保育に生かす　6園

図書館ボランティア研修を実施している。

○図書館ボランティア向け絵本読み聞かせ行事のプログラム作成及び実演講座（全２回）

○各地区館では、指定管理者による児童専門研修を実施
○第二ブロック（文京、台東、荒川、北）の図書館が主催する研修等に参加

２７年度の実績

３０年度の実績

令和元年度の実績 ○図書館ボランティア向け絵本読み聞かせ行事のプログラム作成及び実演講座（全２回）

令和元年度の実績
○各地区館では、指定管理者による児童専門研修を実施。
○都立多摩図書館が主催する研修等に参加。

子どもの読書活動推進のために図書館ボランティアを育成し、活動の場を提供する。
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34 事業名 所管課 真砂中央図書館

目標 研修等を通してボランティアの資質向上を図る。

35 事業名 所管課 社会福祉協議会

目標
引続き、地域社会で子どもの読書活動推進に関わる人材
や団体への支援を行う。

社会福祉協議会

社会福祉協議会

社会福祉協議会

社会福祉協議会

社会福祉協議会

２８年度の実績
○ボランティア団体や子育てサロンの活動のＰＲ等を行い、読み聞かせの活動を支援
○区内および小児科病棟に入院中の子どもに読み聞かせをする団体の事業費を
引き続き助成

○ボランティア団体や子育てサロンの活動のＰＲ等を行い、読み聞かせの活動を支援
○区内で絵本の読み聞かせをしているボランティア団体の研修費を助成

２９年度の実績

２８年度の実績

２９年度の実績

令和元年度の実績
○ボランティア団体や子育てサロンの活動のＰＲ等を行い、読み聞かせの活動を支援
○区内で絵本の読み聞かせをしているボランティア団体の研修費を助成

現況

３０年度の実績

○学校図書館ボランティア向け絵本読み聞かせ講座（全４回）

３０年度の実績

○学校図書館ボランティア向け絵本読み聞かせ講座（全４回）

○学校図書館ボランティア向け絵本読み聞かせ講座（全４回）

２７年度の実績
○ボランティア団体や子育てサロンの活動のＰＲ等を行い、読み聞かせの活動を支援
○区内および小児科病棟に入院中の子どもに読み聞かせをする団体の事業費を
引き続き助成

現況

２７年度の実績

内容
地域施設で読み聞かせやストーリーテリングなどを行う団体の交流や、情報交換の場を設け、また、団体の活動
を支援する。

ボランティア団体や子育てサロンの活動のＰ
Ｒ等を行い、読み聞かせの活動を支援してい
る。入院中の子どもに読み聞かせをする団体
の事業費を助成している。

○ボランティア団体や子育てサロンの活動のＰＲ等を行い、読み聞かせの活動を支援
○区内で絵本の読み聞かせをしているボランティア団体の研修費を助成

学校図書館のボランティアへの支援

内容 学校図書館のボランティア向けの研修等を実施する。

小学校図書館のボランティア向けに研修を実
施している。

○学校図書館ボランティア向け絵本読み聞かせ講座（全４回）

地域社会における人材・団体への支援

令和元年度の実績 ○学校図書館ボランティア向け絵本読み聞かせ講座（全４回）
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