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第 1 章 計画策定の背景 
                                  

 

➊ 子どもの読書活動の意義 

 

子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、思考力や表現力を高め、創

造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠かすことので

きないものです。読書により、子どもは普段の生活では得られない物語の世界を体験で

きたり、科学や歴史・社会の出来事を知ることができ、考える習慣や豊かな感性などを

身に付けることができます。  

近年、インターネット、スマートフォンなど情報メディアの普及が著しく、子どもに

大きな影響を与えています。様々な情報を簡単・瞬時に入手できるようになった反面、

子どもの読書離れが懸念されています。こうした中、乳幼児期からそれぞれの年齢にあ

った読書環境の充実・読書活動の支援を途切れることなく行っていくことは極めて重要

です。 

 

新宿区では、平成 16 年 3 月に「第一次新宿区子ども読書活動推進計画（平成 15

年度～19 年度）」（以下「第一次推進計画」）、平成 20 年３月に「第二次新宿区子ども

読書活動推進計画（平成 20 年度～23 年度）」（以下「第二次推進計画」）、平成 24 年

3 月に「第三次新宿区子ども読書活動推進計画（平成 24 年度～27 年度）」（以下「第

三次推進計画」）を策定しました。 

 「第一次推進計画」期間中には、平成 18 年度に区立の小・中学校で朝読書等を実施

し、平成 19 年度には全ての学校の蔵書数が学校図書館図書標準を充足することができ

ました。「第二次推進計画」期間中には、区立図書館の子どもの年間貸出冊数・団体貸

出冊数が当初の目標値を超え、子どもの延べ利用人数や団体での図書館資料の活用実績

も着実に増加しました。「第三次推進計画」期間中には、団体貸出冊数が目標値を超え

ました。学校や、幼稚園、保育園、子ども園、児童館等の子ども子育て支援施設との連

携を深め、子どもたちの読書環境の整備が進んでいます。 

 

「第四次新宿区子ども読書活動推進計画」では、「第一次推進計画」から掲げている

新宿区のすべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的に読書活動を

行うことを目指します。家庭・地域、図書館、学校、幼稚園・保育園・子ども園、子ど

も総合センター等・保健センター・男女共同参画推進センターにおいて読書環境の充

実・読書活動の支援を推進していきます。さらに、202０年の東京オリンピック・パ

ラリンピック開催を見据え、子どもたちが郷土を知り、多文化を知り、国際社会で活躍

する人材としての資質や能力を高められるような事業にも取り組んでまいります。 
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❷ 国及び東京都の動向 

 

国では、平成 13 年 12 月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」を公布・施

行しました。同法第 2 条で読書を「子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高

め、想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くこ

とのできないもの」と定義しています。 

この法律は子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体

の責務を明らかにするとともに、地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する

計画を策定、公表することが定められました。 

翌年、「子どもの読書活動に関する基本的な計画（第一次基本計画）」を策定し、平

成 20 年３月には「同計画（第二次基本計画）」を、平成 25 年 5 月に「同計画（第

三次基本計画）」を策定しました。また、平成 26 年の学校図書館法の改正により、条

文において初めて「学校司書」が位置づけられ、その役割が明記されました。 

東京都は、平成 15 年３月に「東京都子ども読書活動推進計画」を、平成 21 年３ 

月に「第二次東京都子供読書活動推進計画」を策定しました。また、平成 27 年 2

月に「第三次東京都子供読書活動推進計画」（平成 27～31 年度）を策定しましたが、そ

の特長は、子どもの「成長段階に合わせた取組」により推進するものとなっています。 

 

 

❸ 新宿区における子どもの読書環境・読書活動の現状 

 

（１）家庭・地域における読書環境・読書活動 

 

平成 15 年度に策定された「子ども読書活動推進計画」は、第二次及び第三次の同 

推進計画と引き継がれ、十余年にわたる事業の推進実施により、家庭・地域における

読書に関する関心が高まり、その重要性が広く認識されてきています。 

各地域でのボランティアや民間団体による読書活動も広く行われています。また、

地域図書館と子育て関係施設等との連携により、子どもたちが本を手に取りやすい環

境が整ってきています。  

 

（２）こども図書館・地域図書館の児童室等における読書環境・読書活動 

 

新宿区には、こども図書館・地域図書館８館に児童室または児童コーナー及び中高 

生コーナーが設けられ、多くの子どもたちに利用されています。平成 28 年 1 月末

の区立図書館の延べ利用人数は、平成 27 年 1 月末に比べやや増加しました。特に、

小学生以下の延べ利用人数は過去最高となりました。 
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の区立図書館の延べ利用人数は、平成 27 年 1 月末に比べやや増加しました。特に、
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  全館の児童に関する蔵書数は、全館で児童書約 240,400 冊、紙芝居約 6,900

冊の合計で約 247,300 冊です。 

  また、図書館は乳幼児連れの親子が気兼ねなく、いつでも利用できる場所でも

あります。図書館には読み聞かせができるスペースがあり、リラックスして過ご

しながら子どもが読書の楽しさを知ることができる環境づくりに努めています。

ボランティアや民間団体と協力して実施しているお話し会や様々な行事を通して、

子どもたちが積極的に読書活動を行うことができるようにしています。 

 学校や幼稚園・保育園・子ども園・児童館等の子育て関係施設における読書環

境が整備されるよう支援するため、団体貸出専用の資料の充実を図りました。ま

た、区内 4 つの病院に対して配本サービス及びおはなし会（1 病院）を実施する

など、図書館外での活動も行っています。 

 

（３）区立学校における読書環境・読書活動 

 

学校図書館は、児童・生徒の創造力を培い、学習に対する興味・関心等を呼び起こ

し、豊かな心を育む自由な読書活動や読書指導の場である「読書センター」としての

機能と、児童・生徒の自発的、主体的な教育活動を支援し、教育課程の展開に寄与す

る「学習・情報センター」としての機能を果たし、学校教育の中核的な役割を果たす

ことが期待されています。 

小・中・特別支援学校では、学校図書館検索システムの構築により、蔵書のデータ

ベース化が図られ、効率的・効果的な蔵書管理が可能となりました。 

小・中学校では、学校図書館に司書教諭や司書等の資格を有する学校図書館支援員

を配置（週２回程度）し、児童・生徒へのレファレンス（お薦めの本の紹介や調べ学

習に必要な資料・情報などの案内）を行っています。 

また、平成 26 年度は、区立小・中学校すべての朝読書の取組みが実施されており、

学級文庫として学習支援用図書のクラス貸出を行う前に、読み聞かせや図書紹介を行

うなど、より有効に資料を活用してもらえるような工夫を行うなど、各校で様々な工

夫が行われています。 

 

（４）幼稚園・保育園・子ども園における読書環境・読書活動 

 

乳幼児時期における本との出会いは、心の成長に大きな効果があります。保護者に

対し、「絵本が子どもの豊かな心情を育むこと」を周知しています。 

区立幼稚園・保育園・子ども園では、施設環境に応じて子どもたちが自発的・意欲

的に本に親しめるよう絵本コーナーを設置しています。さらに、担任や保育者等から

園児への読み聞かせも行っています。毎日、読み聞かせを行っている園もあります。 

区立図書館の団体貸出を利用して、季節や行事に関する本や紙芝居の入替えを行い、

図書資料の充実を図っています。 
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また、地域の図書館へ行き読み聞かせ会や本の貸出・返却など図書館見学を実施し

ています。 

 

（５）子ども総合センター等・保健センター・男女共同参画推進センターにお

ける読書環境・読書活動  

 

子ども総合センター・子ども家庭支援センター・児童館には図書室があり、読書の

場を子どもたちに提供し、図書の貸出しも行っています。また、幼児専用ルームが設

置されている館では、親子がゆっくり安心して読書を楽しむことができます。図書室

では児童館等で購入する蔵書のほか、区立図書館の団体貸出を利用し、定期的に本の

入替えを行うことにより、図書の充実を図っています。  

また、外部講師、ボランティア、職員による読み聞かせ会、お話し会を積極的に実

施しています。 

保健センターでは、地域図書館と地域ボランティアの協力により、乳幼児健康診査

等で読み聞かせを実施し、絵本を配付しています。また、乳幼児健康診査等の待合場

所にも絵本を置き、親子で自由に絵本を手に取ってもらえるようにしています。  

また、男女共同参画推進センターでは、センターの専門性を生かした資料・情報の

収集と提供をしています。 

 

❹ 第三次新宿区子ども読書活動推進計画の成果と課題 

 

 「第三次推進計画」では、次のような成果を上げることができました。 

 

（１）家庭・地域 

子どもの読書に関する普及啓発及びその周知に努めることにより、子どもと保護

者等がより多くの本と出会うきっかけづくりになる取組みを行いました。 

乳幼児の心健やかな成長を促すため、保健センターで実施している乳幼児健康診

査等で絵本の読み聞かせを実施し、絵本の配付を行いました。また、子ども読書活

動の推進のため、ボランティア活動への参加促進を目指し、図書館サポーター講習

会を行いました。こちらは、サポーター同士の情報交換の場ともなっています。 

 

（２）図書館 

こども図書館・地域図書館は、読書の楽しさに触れることのできる身近な場所で

あり、「第三次推進計画」の拠点として、子どもの読書活動を支援しました。 

子どもたちが本に親しみ、本の楽しさを実感できるよう、また、「図書館に行こ

う」と思うようなスタンプラリー、工作会や映画会などの様々な行事を通じて、子

どもたちが集まる機会を提供しました。 
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（３）学校 

子どもが自主的に読書を行い、学習に活用できる取組みを行うとともに、区立図

書館と学校図書館支援員等との連携により読書活動を推進しました。調べ学習の授

業に団体貸出（学習支援便）を活用し、朝読書・読書週間の取組みも全校で行って

います。また、学校図書館検索システムの構築により、効率的・効果的な蔵書管理

が可能になりました。 

 

（４）幼稚園・保育園・子ども園 

こどもの読書週間の啓発ポスターを掲示するとともに、絵本が子どもの豊かな心

情を育むことを保護者に周知しています。また、読み聞かせの時間を設けたり、子

どもが絵本を取り出しやすいように工夫をしています。そして、区立図書館の団体

貸出を積極的に活用し、図書の充実を図りました。 

 

（５）児童館・子ども家庭支援センター 

各館には図書室が設けられ、読書の場を提供し、図書の貸出しを行っています。

児童館等の図書資料の購入、及び区立図書館の団体貸出を利用して、蔵書の充実を

図りました。また、ボランティア等による読み聞かせ会を行うなど、本に親しむ環

境づくりを推進しました。 

 

「第三次推進計画」では、次のような課題が残されています。 

 

子どもの区立図書館の延べ利用人数及び貸出冊数は、目標値に達しませんでした。こ

れは、子どもの居場所の変化と考えられますが、より一層、図書館を利用する多くの機

会を作り、魅力あるサービス内容となるよう努めて行くとともに、魅力ある資料を充実

していくことが不可欠です。また、区立図書館の団体貸出冊数は、平成 27 年 1 月末

に目標値に達成しましたが、平成 28 年 1 月末は「47,735 冊」と減少しました。こ

れは、中央図書館拡張工事に伴い、こども図書館の団体書庫が一定期間使用できなかっ

たことによるものです。 

児童・生徒の不読者率は、平成 28 年 1 月末に小・中学校ともに目標値に達するこ

とができました。今後も一層の読書習慣の定着が図られるよう、各学校での朝読書の充

実や読書時間の確保に努めていくことが重要です。また、学校図書館が「学習センター」

「情報センター」として機能していくことが大切です。 

子どもの読書活動の楽しさや大切さについて、各主管課での取組みは進んでいますが、

障害のある子どもや特別な支援が必要な子どもに対する読書活動の取組について、今後

より一層推進していくことが求められています。 

以上のことから、区立図書館は、家庭や地域、学校、子育て支援施設等での読書活動

を推進するため、積極的、且つ、適切な支援を行っていくことが重要となります。 
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（３）学校 

子どもが自主的に読書を行い、学習に活用できる取組みを行うとともに、区立図

書館と学校図書館支援員等との連携により読書活動を推進しました。調べ学習の授

業に団体貸出（学習支援便）を活用し、朝読書・読書週間の取組みも全校で行って

います。また、学校図書館検索システムの構築により、効率的・効果的な蔵書管理

が可能になりました。 

 

（４）幼稚園・保育園・子ども園 

こどもの読書週間の啓発ポスターを掲示するとともに、絵本が子どもの豊かな心

情を育むことを保護者に周知しています。また、読み聞かせの時間を設けたり、子

どもが絵本を取り出しやすいように工夫をしています。そして、区立図書館の団体

貸出を積極的に活用し、図書の充実を図りました。 

 

（５）児童館・子ども家庭支援センター 

各館には図書室が設けられ、読書の場を提供し、図書の貸出しを行っています。

児童館等の図書資料の購入、及び区立図書館の団体貸出を利用して、蔵書の充実を

図りました。また、ボランティア等による読み聞かせ会を行うなど、本に親しむ環

境づくりを推進しました。 

 

「第三次推進計画」では、次のような課題が残されています。 

 

子どもの区立図書館の延べ利用人数及び貸出冊数は、目標値に達しませんでした。こ

れは、子どもの居場所の変化と考えられますが、より一層、図書館を利用する多くの機

会を作り、魅力あるサービス内容となるよう努めて行くとともに、魅力ある資料を充実

していくことが不可欠です。また、区立図書館の団体貸出冊数は、平成 27 年 1 月末

に目標値に達成しましたが、平成 28 年 1 月末は「47,735 冊」と減少しました。こ

れは、中央図書館拡張工事に伴い、こども図書館の団体書庫が一定期間使用できなかっ

たことによるものです。 

児童・生徒の不読者率は、平成 28 年 1 月末に小・中学校ともに目標値に達するこ

とができました。今後も一層の読書習慣の定着が図られるよう、各学校での朝読書の充

実や読書時間の確保に努めていくことが重要です。また、学校図書館が「学習センター」

「情報センター」として機能していくことが大切です。 

子どもの読書活動の楽しさや大切さについて、各主管課での取組みは進んでいますが、

障害のある子どもや特別な支援が必要な子どもに対する読書活動の取組について、今後

より一層推進していくことが求められています。 

以上のことから、区立図書館は、家庭や地域、学校、子育て支援施設等での読書活動
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（３）学校 

子どもが自主的に読書を行い、学習に活用できる取組みを行うとともに、区立図

書館と学校図書館支援員等との連携により読書活動を推進しました。調べ学習の授

業に団体貸出（学習支援便）を活用し、朝読書・読書週間の取組みも全校で行って

います。また、学校図書館検索システムの構築により、効率的・効果的な蔵書管理

が可能になりました。 

 

（４）幼稚園・保育園・子ども園 

こどもの読書週間の啓発ポスターを掲示するとともに、絵本が子どもの豊かな心

情を育むことを保護者に周知しています。また、読み聞かせの時間を設けたり、子

どもが絵本を取り出しやすいように工夫をしています。そして、区立図書館の団体

貸出を積極的に活用し、図書の充実を図りました。 

 

（５）児童館・子ども家庭支援センター 

各館には図書室が設けられ、読書の場を提供し、図書の貸出しを行っています。

児童館等の図書資料の購入、及び区立図書館の団体貸出を利用して、蔵書の充実を

図りました。また、ボランティア等による読み聞かせ会を行うなど、本に親しむ環

境づくりを推進しました。 

 

「第三次推進計画」では、次のような課題が残されています。 

 

子どもの区立図書館の延べ利用人数及び貸出冊数は、目標値に達しませんでした。こ

れは、子どもの居場所の変化と考えられますが、より一層、図書館を利用する多くの機

会を作り、魅力あるサービス内容となるよう努めて行くとともに、魅力ある資料を充実

していくことが不可欠です。また、区立図書館の団体貸出冊数は、平成 27 年 1 月末

に目標値に達成しましたが、平成 28 年 1 月末は「47,735 冊」と減少しました。こ

れは、中央図書館拡張工事に伴い、こども図書館の団体書庫が一定期間使用できなかっ

たことによるものです。 

児童・生徒の不読者率は、平成 28 年 1 月末に小・中学校ともに目標値に達するこ

とができました。今後も一層の読書習慣の定着が図られるよう、各学校での朝読書の充

実や読書時間の確保に努めていくことが重要です。また、学校図書館が「学習センター」

「情報センター」として機能していくことが大切です。 

子どもの読書活動の楽しさや大切さについて、各主管課での取組みは進んでいますが、

障害のある子どもや特別な支援が必要な子どもに対する読書活動の取組について、今後

より一層推進していくことが求められています。 

以上のことから、区立図書館は、家庭や地域、学校、子育て支援施設等での読書活動

を推進するため、積極的、且つ、適切な支援を行っていくことが重要となります。 
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れは、子どもの居場所の変化と考えられますが、より一層、図書館を利用する多くの機

会を作り、魅力あるサービス内容となるよう努めて行くとともに、魅力ある資料を充実

していくことが不可欠です。また、区立図書館の団体貸出冊数は、平成 27 年 1 月末

に目標値に達成しましたが、平成 28 年 1 月末は「47,735 冊」と減少しました。こ

れは、中央図書館拡張工事に伴い、こども図書館の団体書庫が一定期間使用できなかっ

たことによるものです。 

児童・生徒の不読者率は、平成 28 年 1 月末に小・中学校ともに目標値に達するこ

とができました。今後も一層の読書習慣の定着が図られるよう、各学校での朝読書の充

実や読書時間の確保に努めていくことが重要です。また、学校図書館が「学習センター」

「情報センター」として機能していくことが大切です。 

子どもの読書活動の楽しさや大切さについて、各主管課での取組みは進んでいますが、

障害のある子どもや特別な支援が必要な子どもに対する読書活動の取組について、今後

より一層推進していくことが求められています。 

以上のことから、区立図書館は、家庭や地域、学校、子育て支援施設等での読書活動

を推進するため、積極的、且つ、適切な支援を行っていくことが重要となります。 
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➎　第三次新宿区子ども読書活動推進計画 数値目標の達成状況

 

１　区立図書館の子どもの延べ利用人数の増加（対象者＝区内在住者）

（新宿区立図書館の業務データを集計）

小学生以下 95,796 人 98,006 人 98,102 人 95,073 人 101,517 人

中学生 12,666 人 12,595 人 13,083 人 13,453 人 12,788 人

合計 108,462 人 110,601 人 111,185 人 108,526 人 114,305 人

　

小学生以下 23,831 人 24,049 人 24,274 人 24,676 人 25,350 人

中学生 5,026 人 5,071 人 5,108 人 5,115 人 5,089 人

    102,000人

      14,000人

    116,000人

平成24年10月1日 平成25年1月1日 平成26年1月1日

≪ 参考：区内の人口≫

　区立図書館の子どもの延べ利用人数の増加については、目標値に達する
ことはできませんでしたが、平成28年1月末の延べ利用人数は、平成27
年1月末に比べやや増加しました。特に、小学生以下の延べ利用人数は、
過去最高の延べ利用人数となりました。これは、小学生以下向けの工作会
・映画会・人形劇やおはなし会、そして魅力ある図書館資料を充実するこ
とにより、来館機会の増進につながったと考えられます。

　中学生については、平成28年1月末の延べ利用人数が平成27年1月末
の人数に比べ減少しました。この要因の一つとして、話題性のある図書館
資料数が少ないことが考えられます。今後、話題性のある、また、魅力あ
る図書館資料の充実に努めます。

　子どもが継続的に図書館を利用できる環境づくりのため、図書館では全
ての年齢層に役立ち、楽しめる図書館資料を充実することやお話し会や工
作会・映画会等の行事の実施を更に推進していきす。
　今後も、学校・幼稚園・保育園・子ども園等と連携して図書館見学・出
張お話し会の実施・職場体験学習の受入等を行うことにより、図書館利用
の促進に努めて行きます。

＊目標値

平成27年1月末
平成24年1月末
＊計画策定時基準値 平成26年1月末 平成28年1月末対象

平成27年1月1日

平成25年1月末

平成28年1月1日

平成28年1月末

5,000

25,000

45,000

65,000

85,000

105,000

125,000

小学生以下

中学生

合計
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２　区立図書館における団体貸出冊数の増加
　　　（区内の公立及び私立の幼稚園・保育園・子ども園・児童館・小学校・中学校等）

（新宿区立図書館の業務データを集計）

42,744 冊 46,409 冊 49,781 冊 54,704 冊 47,735 冊

＊計画策定時基準値

平成24年1月末
平成25年1月末 平成26年1月末 平成27年1月末

50,000冊

　区立図書館における団体貸出冊数の増加についての目標値50,000冊に対
し、平成27年1月末には「54,704冊」となり目標値を達成しました。しか
し、平成２８年１月末の貸出冊数は「47,735冊」となりました。これは、
27年度の1年間にわたる中央図書館拡張工事に伴い、こども図書館の団体書
庫が、一定期間、使用できなくなったことによる減少です。
　
　こども図書館の団体貸出専用図書は約37,000冊（平成27年3月末現在）の蔵書
があり、“米づくり”などのテーマ別セット貸出や、“お正月”などの季節
行事関係の図書貸出の要望に対応し、多く利用されています。また、学校図
書館支援員が児童・生徒からの資料相談に応じ、朝読書や調べ学習のための
貸出も促進しました。
　今後も団体貸出冊数の増加につなげるため、利用団体の増加に努め、また、
各団体との連携を強化し利用しやすい貸出方法と蔵書の充実を図ります。

平成28年1月末
＊目標値

平成28年1月末

0
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40,000

50,000

60,000

団体貸出冊数
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➎　第三次新宿区子ども読書活動推進計画 数値目標の達成状況
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　区立図書館の子どもの延べ利用人数の増加については、目標値に達する
ことはできませんでしたが、平成28年1月末の延べ利用人数は、平成27
年1月末に比べやや増加しました。特に、小学生以下の延べ利用人数は、
過去最高の延べ利用人数となりました。これは、小学生以下向けの工作会
・映画会・人形劇やおはなし会、そして魅力ある図書館資料を充実するこ
とにより、来館機会の増進につながったと考えられます。

　中学生については、平成28年1月末の延べ利用人数が平成27年1月末
の人数に比べ減少しました。この要因の一つとして、話題性のある図書館
資料数が少ないことが考えられます。今後、話題性のある、また、魅力あ
る図書館資料の充実に努めます。

　子どもが継続的に図書館を利用できる環境づくりのため、図書館では全
ての年齢層に役立ち、楽しめる図書館資料を充実することやお話し会や工
作会・映画会等の行事の実施を更に推進していきす。
　今後も、学校・幼稚園・保育園・子ども園等と連携して図書館見学・出
張お話し会の実施・職場体験学習の受入等を行うことにより、図書館利用
の促進に努めて行きます。

＊目標値

平成27年1月末
平成24年1月末
＊計画策定時基準値 平成26年1月末 平成28年1月末対象
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45,000
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125,000

小学生以下

中学生

合計
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3　区立小・中学校児童・生徒の不読者率の減少
　　　（１か月間に本を１冊も読んでいない児童・生徒の割合）

（「児童・生徒の学校図書館活用及び読書活動等に関する調査」より）

小学生 9.9 ％ 10.1 ％ 6.4 ％ 2.8 ％ 0.1 ％

中学生 23.8 ％ 19.1 ％ 12.8 ％ 7.2 ％ 0.9 ％

平成25年1月末

　不読者率とは、「調査1ヶ月間に漫画や雑誌を除いて1冊も本を読ま
ない」と回答した人の割合です。
　区立小・中学校児童・生徒の不読者率は平成25年から順調に減少し、
平成28年１月末では小・中学校ともに目標値を大幅に下回ることがで
きました。これは、各学校および教員による「朝読書の取り組み」や読
書週間（月間）における各校独自の取り組み等の成果が出たものと思わ
れます。

　今後も区立小・中学校における読書活動を一層推進し、小学生を2％
以下、中学生を5％以下の目標値を維持していくとともに、引き続き、
学校図書館支援員の全校配置と学校図書の計画的な更新を推進し、学校
図書館をより一層、「読書センター」「学習センター」「情報センター」
として意図的に活用していくよう、学校（教員）への働き掛けや、蔵書
構成の工夫・魅力的な本との出会いの場を設定するなど、学校図書館の
質・量の両面の充実を図ります。
　また、放課後等に学校図書館で自由に図書検索やインターネット等に
よる調べ学習ができる仕組みづくりに向けた検討も行っていきます。

平成28年1月末
＊目標値

平成28年1月末平成27年1月末対象

　　5%以下

　２０%以下

平成26年1月末
平成24年1月末
＊計画策定時基準値

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

小学生

中学生
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（「児童・生徒の学校図書館活用及び読書活動等に関する調査」より）

小学生 75.0 ％ 61.3 ％ 67.8 ％ 67.1 ％ 77.8 ％

中学生 27.0 ％ 24.3 ％ 29.1 ％ 28.9 ％ 38.7 ％

　　

平成28年1月末平成27年1月末

４０％

＊目標値

＊計画策定時基準値

  小・中学生ともに目標値には届きませんでしたが、前年より約10ポイン
ト増加しました。
　各学年の数値に着目すると、小・中学校ともに、学年が上がるにつれ、
「学校図書館で本を読んだり借りたりした児童・生徒の割合」が減少する
傾向が見られます。特に小学校低学年（１・２・３年生）では85.6％が
学校図書館を利用しているのに対し、中学生になるとその割合は半分以下
の38.7％となっており、傾向が顕著です。

　したがって、学校図書館をより一層「読書センター」「学習センター」
「情報センター」として意図的に活用していく取り組みが特に中学校にお
いて不可欠です。また、全学年の数値の底上げとして、児童・生徒のニー
ズに応じた蔵書構成の工夫・魅力的な本との出会いの場の設定など、学校
図書館の利用促進に向けた取り組みが必要と思われます。

平成28年1月末

８５％

４　１か月間に学校図書館で本を読んだり借りたりした児童・生徒の割合の増
加（授業で学校図書館を使った場合は除く）

対象
平成24年1月末

平成25年1月末 平成26年1月末

0.0
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40.0

50.0

60.0
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80.0
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小学生

中学生

9

（「児童・生徒の学校図書館活用及び読書活動等に関する調査」より）
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傾向が見られます。特に小学校低学年（１・２・３年生）では85.6％が
学校図書館を利用しているのに対し、中学生になるとその割合は半分以下
の38.7％となっており、傾向が顕著です。

　したがって、学校図書館をより一層「読書センター」「学習センター」
「情報センター」として意図的に活用していく取り組みが特に中学校にお
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（「児童・生徒の学校図書館活用及び読書活動等に関する調査」より）
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  小・中学生ともに目標値には届きませんでしたが、前年より約10ポイン
ト増加しました。
　各学年の数値に着目すると、小・中学校ともに、学年が上がるにつれ、
「学校図書館で本を読んだり借りたりした児童・生徒の割合」が減少する
傾向が見られます。特に小学校低学年（１・２・３年生）では85.6％が
学校図書館を利用しているのに対し、中学生になるとその割合は半分以下
の38.7％となっており、傾向が顕著です。

　したがって、学校図書館をより一層「読書センター」「学習センター」
「情報センター」として意図的に活用していく取り組みが特に中学校にお
いて不可欠です。また、全学年の数値の底上げとして、児童・生徒のニー
ズに応じた蔵書構成の工夫・魅力的な本との出会いの場の設定など、学校
図書館の利用促進に向けた取り組みが必要と思われます。
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（「児童・生徒の学校図書館活用及び読書活動等に関する調査」より）

小学生 86.0 ％ 83.4 ％ 85.3 ％ 85.3 ％ 86.6 ％

中学生 77.0 ％ 73.7 ％ 74.8 ％ 71.8 ％ 73.8 ％

95 ％

85 ％

平成28年1月末

平成28年1月末
＊目標値

５　読書が好きな児童・生徒の割合の増加

対象
平成24年1月末

平成25年1月末 平成26年1月末 平成27年1月末＊計画策定時基準値

  小・中学校ともに目標値には届きませんでしたが、前年より僅かに増加
しました。各学校および教員による学校図書館を「読書センター」「学習
センター」「情報センター」として意図的に活用していく取り組みの成果
が出たものと思われます。
　各学年の状況に着目すると、小学校５年生のみ前年の割合を下回ってい
ることから、学年相応の蔵書選定や魅力的な本との出会いの場の設定な
ど、各学年のニーズに応じた読書への意欲をさらに高める工夫が必要で
す。
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中学生

　小・中学校ともに目標値には届きませんでしたが、前年より僅かに増加
しました。各学校および教員による学校図書館を「読書センター」「学習
センター」「情報センター」として意図的に活用していく取り組みの成果
が出たものと思われます。
　各学年の状況に着目すると、小学校５年生のみ前年の割合を下回ってい
ることから、学年相応の蔵書選定や、魅力的な本との出会いの場の設定な
ど、各学年のニーズに応じた読書への意欲をさらに高める工夫が必要です。

９５％

８５％
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第２章 第四次新宿区子ども読書活動推進計画の基本方針 
                                 

➊ 計画の性格 

この計画は「子どもの読書活動の推進に関する法律」第 9 条に基づき、新宿区の現況を

踏まえて策定したものです。また、新宿区総合計画及び実行計画をはじめ新宿区立図書館

基本方針や新宿区次世代育成支援計画とも整合性を図った、子どもの読書活動分野におけ

る総合的な計画です。 

 

❷ 計画の視点・目標 

 この計画を達成していくため、3 つの視点と 5 つの数値目標を定めます。 

 

（１）３つの視点 

① 家庭、地域ぐるみの読書環境・読書活動の充実 

子ども、親子の読書習慣が一層進むように、家庭・地域ぐるみの読書環境づく

りを支援していきます。 

 

子どもの読書活動についての関心と理解を深めるため、子ども読書の日（4 月 23 日）

の普及啓発を行います。 〔子ども読書活動推進計画全所管課〕 

 

② 区立図書館、子育て関係施設の読書環境・読書活動の充実 

図書館には乳幼児連れの利用者が読み聞かせできるスペースがあり、親子で読

書を楽しむことができます。こうした環境を広くＰＲするとともに、図書館資料

の充実を図ります。また、区立図書館と子育て関係施設が連携し、団体貸出の利

用をより一層促進します。 

 

団体貸出の利用推進のため、調べ学習用（学校向け）・おすすめ絵本や物語 

（幼稚園・保育園等向け）等のセット貸出を充実します。 〔中央図書館〕 

 

③ 学校における読書環境・読書活動の充実 

区立小・中学校、特別支援学校における、これまで行っている教員の研修会の

内容の改善や工夫を図り一層充実させていきます。その中で、児童・生徒の読書

活動の一層の推進が図れるような取組みを啓発していきます。また、学校図書館

へ司書等を配置し、児童・生徒への読書案内やレファレンス・読み聞かせ・ブッ

クトーク等、学校での読書活動の充実を図ります。 

学校図書館を教育活動に一層活用するため、学校図書館支援員の全校配置（継続）、

学校図書の計画的な購入・更新（継続）、学校図書館の放課後等開放の検討（新規）

を行い、子どもの読書環境を整備します。 〔教育支援課〕 
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（２）５つの数値目標 

 

これらの目標値は、第三次推進計画の達成状況を踏まえて設定しています。な

お、第四次推進計画より、延べ利用人数と年間貸出冊数について、計画の対象が

18 歳までであることをふまえ、高校生等（16～18 歳）の数値を追加しました。 

 

① 区立図書館の子どもの延べ利用人数の増加 

（対象者＝区内在住者） ※現状値は平成 27 年 2 月～平成 28 年 1 月の集計数値 

 現状値（27 年度） 目標値（31 年度） 

小学生以下 101,517 人 102,000 人 

中学生 12,788 人 14,500 人 

高校生等（16～18 歳） 7,275 人 7,600 人 

合計 121,580 人 124,100 人 

 

  ② 区立図書館における子どもの年間貸出冊数の増加 

      （対象者＝区内在住者）  

 現状値（27 年度） 目標値（31 年度） 

小学生以下 375,274 冊 384,500 冊 

中学生 32,869 冊 37,500 冊 

高校生等（16～18 歳） 16,833 冊 17,600 冊 

合計 424,976 冊 439,600 冊 

 

③ 区立図書館における団体貸出冊数の増加 

（区内の公立及び私立の幼稚園・保育園・子ども園・児童館・小学校・中学校等） 

現状値（27 年度） 目標値（31 年度） 

 47,735 冊 57,000 冊 

 

④ 区立図書館における団体貸出の利用率の増加 

   （区内の公立及び私立の幼稚園・保育園・子ども園・児童館・小学校・中学校等） 

現状値（27 年度） 目標値（31 年度） 

 71.9% 75% 

 

⑤ 区立小・中学校の児童・生徒の不読者率の減少 

（１か月間に漫画や雑誌を除いて１冊も本を読んでいない児童・生徒の割合） 

 現状値（27 年度） 目標値（31 年度） 

小学生 ０．１% ２％以下 

中学生 ０．９% 5％以下 

    ※区立全小学校・中学校の児童・生徒へのアンケート調査による 

 

13 

❸ 計画の期間 

 平成 28 年度から平成 31 年度までの 4 年間とします。また、この計画の進捗状況

については、地域関係者、学識経験者、区職員から構成する新宿区子ども読書活動推進

会議において、毎年度進捗状況を把握し、検証を行っていきます。 

 

❹ 計画の対象 

 0 歳からおおむね 18 歳までの子どもを対象とします。 

 

❺ 子どもの読書活動推進のための役割 

 

（１）家庭・地域 

 

①  子どもが本を手に取り、本に親しむ機会を創出していかなければなりません。

特に、家庭における読書の体験は、読書活動の出発点として大変に重要です。 

 

②  地域においては、親子で本に親しむ環境づくりを子育て関係施設の重要な取り

組みとし、保護者への働きかけも積極的に進めていくことが大切です。 

 

（２）こども図書館・地域図書館 

 

①  子育てへの支援事業を通し、区の関係所管課等と連携して子どもに本の楽しさ

を伝えていくこと、また、子ども向け行事の充実を図り、図書館への来館機会の

増進していくことが大切です。 

   地域に密着した読書活動の拠点として、各図書館では子どもの発達段階に応じ

た読書に関する様々なサービスを提供します。子どもの読書意欲を高めるための

情報発信や子どもが自主的に調べ学習を行うことが重要です。 

 

②  地域住民、ボランティア団体及び民間団体など関連機関との協力、連携を図り

ながら子どもに豊かな読書環境を提供することが大切です。 

   また、学校や幼稚園・保育園・子ども園・児童館等の子育て関係施設との連携

をさらに強化し、団体貸出の充実、団体利用の受入れ等、読書環境の整備が重要

です。 

 

③  子どもや保護者及び他の関連施設に対してより多くの本を利用できる機会を

提供していくことが大切です。 

また、図書館が行っている様々な事業を広く、きめ細かく周知するため、区の

ホームページや広報しんじゅくなど多様な広報媒体を活用して積極的な情報提

供が重要となります。 
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（３）区立学校 

 

①  児童・生徒が生涯にわたる読書習慣を身に付け、読書の幅を広げるため、読

書の機会の拡充や図書の紹介、読書経験の共有により、様々な図書に触れる機

会を確保することが重要です。 

 

②  言語活動の充実を図る学習指導要領の趣旨を踏まえ、各教科等において学校

図書館の活用を拡大し、言語に関する能力の育成や、人間形成や情操の涵養に

重要な読書活動を推進していくことが大切です。 

 

（４）幼稚園・保育園・子ども園 

 

①  幼稚園・保育園・子ども園においては、子どもが絵本を手に取り、触れられる

環境づくりが大切です。また、自発的・意欲的に絵本に親しみ、読書の楽しさと

出会う読書環境の整備が重要です。 

 

②  絵本を見たり、読み聞かせ等を行うことで、ことばの持つ心地好さを体感し、

情緒の安定を図り、人間形成に役立てます。 

  子どもはお話を聴くことでイメージを膨らませ、想像する楽しさを味わいま

す。 

一人一人の子どもが豊かな創造力を養えるよう支援することが大切です。 

 

（５）子ども総合センター等・保健センター・男女共同参画推進センター 

 

①  親と子が読書を通じてふれあい、楽しく育児ができるよう、読み聞かせの意

義や読書の楽しさについて区民の理解と関心を深め、読書習慣のある子を増や

します。年齢や発達段階に応じた図書が提供できるよう、区立図書館の団体貸

出の利用等により、図書資料の充実が大切です。 

 

②  子どもの読書活動の意義、読書の楽しさについて、区民の理解と関心を深め

るため、積極的に広報活動等を行い、第四次推進計画についての周知・普及が

重要です。 
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第 3 章 読書活動推進のための具体的な取組み 
                                            

 

➊ 新たに展開する取組み 

 

計画の 3 つの視点に基づき、主に「読書環境の充実」に向けた新たな６つの事業に

取組みます。 

 

（１）家庭読書をはじめましょう 〔教育支援課・中央図書館〕 

各家庭において家族等で本や絵本を読み、語り合う「家庭読書」（「家読
うちどく

」とも言う）

を普及します。また、家庭内での「家庭文庫」整備の支援を行います。 

 （平成 28 年度 調査・検討、平成 29 年度 実施） 

（２）多文化を知るおはなし会等と洋書絵本の充実  〔中央図書館〕 

日本語以外の言語を母国語とする児童、及びすべての児童に対し、多文化を知って

もらうためのおはなし会や映画会等を開催します。また、このおはなし会の素材とな

る洋書絵本等の充実を図ります。 （平成 28 年度より調査・検討後、実施） 

 

（３）郷土・新宿を知る図書の充実  〔中央図書館〕 

新宿区にゆかりのある作家等を知る図書、及び地域を知り・地域を理解する図書館

資料の充実に努めます。また、それぞれの展示コーナーを設置し、様々な広報媒体を

活用して情報の発信を行います。（平成 28 年度 調査・検討、平成 29 年度 実施） 

 

（４）東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた気運醸成  〔中央図書館〕 

平成 32 年（2020 年）に開催される東京オリンピック・パラリンピック開催に向

け、区立図書館ではその展示コーナーを設置し、気運の醸成を図ります。また、関連

した情報やスポーツ情報に関する図書館資料等について様々な広報媒体で周知します。 

 （平成 28 年度より実施） 

（５）親子同士のふれあいの場へ行こう  〔中央図書館〕 

区立図書館にあるスペース・おはなしのへやなどを利用して、絵本や紙芝居などを

置き、親子で自由にあそべる場とします。また、そこに集った親同士の情報交換の場

として利用してもらいます。 （平成 28 年度より調査・検討後、実施） 

 

（６）子育てメッセにおける区立図書館事業の周知 〔子育て支援課・中央図書館〕 

区内の子育て関係団体の活動周知を主な目的とした「新宿子育てメッセ」会場にお

いて、「絵本でふれあう子育て支援」事業等を周知します。 （平成 28 年度より実施） 
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　　❷　子どもの読書活動推進のための主な取組み（年齢別）

　

 ＊33．中学生・高校生の図書館サポーター活動の実施

 
 

16

2．「子ども読書の日」等の普及啓発 3. 「しんじゅくの教育」への掲載

7．家庭学級・家庭教育講座における読書活動支援

家
庭
・
地
域
に
お
け
る

読
書
活
動
の
推
進

こ
ど
も
図
書
館
・
地
域
図
書
館
に
お
け
る
読
書
活
動
の
推
進

16．展示図書の充実

1．子ども読書活動推進計画に関する普及啓発

5．家庭読書をはじめましょう《新規》

6．多文化を知るおはなし会等と洋書絵本の充実《新規》

10.幼児サークル等における読み聞かせ会の実施

9.絵本でふれあう子育て支援

11．図書館サポーターへの研修

13．郷土・新宿を知る図書の充実《新規》

14．中高生向け読書環境の整備

15．東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた気運醸成《新規》

18．親子同士のふれあいの場へ行

12．魅力ある図書の充実

25．作家の講演会の開催

4．子育てメッセと区立図書館事業の

周知《新規》

8.本と絵本の講座の開催

26．障害者サービス等の充実

27．病院サービスの充実

28．お話し会の充実

29．子ども読書リーダー講座の開催2930．利用者登録の推進

31．子ども向け行事の実施

32．図書館利用の案内

＊ 33．

34．団体貸出の充実

37．専門学校等との連携

38．図書館利用案内等説明会の開催

39．読み聞かせ講習会の開催

40．新刊選書リストの作成・提供

乳幼児期 小学生 中学生～

19．新こども図書館の検討

20．ホームぺージの充実

22．推薦図書リストの充実

23．調べ学習用セット貸出の充実

24．出張おはなし会・施設訪問の実施

35．区立図書館を使った調べる学習コンクール

17．情報交換コーナーの充実

11 

 

第２章 第四次新宿区子ども読書活動推進計画の基本方針 
                                 

➊ 計画の性格 

この計画は「子どもの読書活動の推進に関する法律」第 9 条に基づき、新宿区の現況を

踏まえて策定したものです。また、新宿区総合計画及び実行計画をはじめ新宿区立図書館

基本方針や新宿区次世代育成支援計画とも整合性を図った、子どもの読書活動分野におけ

る総合的な計画です。 

 

❷ 計画の視点・目標 

 この計画を達成していくため、3 つの視点と 5 つの数値目標を定めます。 

 

（１）３つの視点 

① 家庭、地域ぐるみの読書環境・読書活動の充実 

子ども、親子の読書習慣が一層進むように、家庭・地域ぐるみの読書環境づく

りを支援していきます。 

 

子どもの読書活動についての関心と理解を深めるため、子ども読書の日（4 月 23 日）

の普及啓発を行います。 〔子ども読書活動推進計画全所管課〕 

 

② 区立図書館、子育て関係施設の読書環境・読書活動の充実 

図書館には乳幼児連れの利用者が読み聞かせできるスペースがあり、親子で読

書を楽しむことができます。こうした環境を広くＰＲするとともに、図書館資料

の充実を図ります。また、区立図書館と子育て関係施設が連携し、団体貸出の利

用をより一層促進します。 

 

団体貸出の利用推進のため、調べ学習用（学校向け）・おすすめ絵本や物語 

（幼稚園・保育園等向け）等のセット貸出を充実します。 〔中央図書館〕 

 

③ 学校における読書環境・読書活動の充実 

区立小・中学校、特別支援学校における、これまで行っている教員の研修会の

内容の改善や工夫を図り一層充実させていきます。その中で、児童・生徒の読書

活動の一層の推進が図れるような取組みを啓発していきます。また、学校図書館

へ司書等を配置し、児童・生徒への読書案内やレファレンス・読み聞かせ・ブッ

クトーク等、学校での読書活動の充実を図ります。 

学校図書館を教育活動に一層活用するため、学校図書館支援員の全校配置（継続）、

学校図書の計画的な購入・更新（継続）、学校図書館の放課後等開放の検討（新規）

を行い、子どもの読書環境を整備します。 〔教育支援課〕 

 

こう《新規》

33. 中学生・高校生の図書館サポーター活動の実施

4. 子育てメッセにおける区立図書館

　 事業の周知 《新規》
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乳幼児期 小学生 中学生～

17

区
立
学
校
に
お
け
る
読
書
活
動
の
推
進

幼
稚
園
・
保
育
園
・

子
ど
も
園
に
お
け
る

読
書
活
動
の
推
進

子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
等
・
保
健
セ
ン

タ
ー
・
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
に
お

け
る
読
書
活
動
の
推
進

41．学校図書館の運営の充実

43．学校図書館の蔵書の充実

44．校内読書環境の整備

49．朝読書の推進

50．指導資料の作成

52．区立図書館との連携

45．読書感想文集「けやき」の発行

46．読書感想文の表彰

47．図書館利用指導の充実

48．ボランティアの活用

53．絵本コーナーの充実

54．区立図書館の有効活用

55．絵本の読み聞かせの充実

56．絵本の貸出し

57．家庭における読書活動への支

58．男女共同参画に関する資料の充実

59．子ども総合センター等の読書環境の整備

60．子ども総合センター等の図書室の充実

61．図書貸出しの推進

62．乳幼児健康診査等における

読書コーナーの運営

63．区立図書館との連携

9．絵本でふれあう子育

て 支援【再掲】

64．お話し会の実施

42．学校図書館への学校図書館支援員の配置

家庭における読書活動への支援

絵本でふれあう子育て

支援【再掲】
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1 子どもの読書活動推進計画に関する普及啓発 推進計画全所管課

2 「子ども読書の日」等の普及啓発 推進計画全所管課

3 「しんじゅくの教育」への掲載 教育調整課・中央図書館

4 子育てメッセと区立図書館事業の周知 ≪新規≫ 子育て支援課・中央図書館

5 家庭読書をはじめましょう ≪新規≫ 教育支援課・中央図書館

6 多文化を知るおはなし会等と洋書絵本の充実 ≪新規≫ 中央図書館

7 家庭教育学級・家庭教育講座における読書活動支援 教育支援課

8 本と絵本の講座の開催 中央図書館

9 絵本でふれあう子育て支援 中央図書館・保健センター

10 幼児サークル等における読み聞かせ会の実施 子ども総合センター

11 図書館サポーターへの研修 中央図書館

12 魅力ある図書の充実

13 郷土・新宿を知る図書の充実 ≪新規≫

14 中高生向け読書環境の整備

15 東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた気運醸成 ≪新規≫

16 展示図書の充実

17 情報交換コーナーの充実

18 親子同士のふれあいの場へ行こう ≪新規≫

19 新こども図書館の検討

20 ホームページの充実

21 職員研修の実施

22 推薦図書リストの充実

23 調べ学習用セット貸出の充実

24 出張お話し会・施設訪問の実施

25 作家の講演会の開催

26 障害者サービス等の充実

27 病院サービスの充実

28 お話し会の充実

29 子ども読書リーダー講座の開催

30 利用者登録の推進

31 子ども向け行事の実施

32 図書館利用の案内

33 中学生・高校生の図書館サポーター活動の実施

34 団体貸出の充実

35 区立図書館を使った調べる学習コンクール

36 国立国会図書館・国際子ども図書館等との連携

37 専門学校等との連携

38 図書館利用案内等説明会の開催 

39 読み聞かせ講習会の開催  

40 新刊選書リストの作成・提供  

41 学校図書館の運営の充実

42 学校図書館への学校図書館支援員の配置

43 学校図書館の蔵書の充実

44 校内読書環境の整備

45 読書感想文集「けやき」の発行

46 読書感想文の表彰

47 図書館利用指導の充実

48 ボランティアの活用

49 朝読書の推進

50 指導資料の作成

51 研修の充実

52 区立図書館との連携

53 絵本コーナーの充実

54 区立図書館の有効活用

55 絵本の読み聞かせの充実

56 絵本の貸出し

57 家庭における読書活動への支援

58 男女共同参画に関する資料の充実 男女共同参画課

59 子ども総合センター等の読書環境の整備

60 子ども総合センター等の図書室の充実

61 図書貸出しの推進

62 乳幼児健康診査等における読書コーナーの運営 保健センター

63 区立図書館との連携

64 お話し会の実施

〈9〉 絵本でふれあう子育て支援　【再掲】 中央図書館・保健センター

18

３ 読書活動の支援

２ 読書環境の充実

２ 読書活動の支援

2 読書活動の支援

教育支援課（53,54,56除く）

学校運営課
保育園子ども園課

子ども総合セン
ター等・保健セン
ター・男女共同参
画推進センターに
おける子どもの読
書活動の推進

1 読書環境の充実 子ども総合センター

2 読書活動の支援
子ども総合センター

中央図書館

2 読書活動の支援

3 区立図書館の
利用促進

4 学校等との連携

区立学校におけ
る子どもの読書活
動の推進

1 読書環境の充実

教育支援課

３ 子どもへの教育活
動

➌  施策体系

家庭・地域にお
ける子どもの読書
活動の推進

1 子どもの読書活動
の普及啓発

読
 
書
 
活
 
動
 
推
 
進
 
の
 
た
 
め
 
の
 
具
 
体
 
的
 
な
 
取
 
組
 
み

こども図書館・
地域図書館におけ
る子どもの読書活
動の推進

1 読書環境の充実

幼 稚 園 ・ 保 育
園・子ども園にお
ける子どもの読書
活動の推進

1 読書環境の充実

1 子どもの読書活動推進計画に関する普及啓発 推進計画全所管課

2 「子ども読書の日」等の普及啓発 推進計画全所管課

3 「しんじゅくの教育」への掲載 教育調整課・中央図書館

4 子育てメッセと区立図書館事業の周知 ≪新規≫ 子育て支援課・中央図書館

5 家庭読書をはじめましょう ≪新規≫ 教育支援課・中央図書館

6 多文化を知るおはなし会等と洋書絵本の充実 ≪新規≫ 中央図書館

7 家庭教育学級・家庭教育講座における読書活動支援 教育支援課

8 本と絵本の講座の開催 中央図書館

9 絵本でふれあう子育て支援 中央図書館・保健センター

10 幼児サークル等における読み聞かせ会の実施 子ども総合センター

11 図書館サポーターへの研修 中央図書館

12 魅力ある図書の充実

13 郷土・新宿を知る図書の充実 ≪新規≫

14 中高生向け読書環境の整備

15 東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた気運醸成 ≪新規≫

16 展示図書の充実

17 情報交換コーナーの充実

18 親子同士のふれあいの場へ行こう ≪新規≫

19 新こども図書館の検討

20 ホームページの充実

21 職員研修の実施

22 推薦図書リストの充実

23 調べ学習用セット貸出の充実

24 出張お話し会・施設訪問の実施

25 作家の講演会の開催

26 障害者サービス等の充実

27 病院サービスの充実

28 お話し会の充実

29 子ども読書リーダー講座の開催

30 利用者登録の推進

31 子ども向け行事の実施

32 図書館利用の案内

33 中学生・高校生の図書館サポーター活動の実施

34 団体貸出の充実

35 区立図書館を使った調べる学習コンクール

36 国立国会図書館・国際子ども図書館等との連携

37 専門学校等との連携

38 図書館利用案内等説明会の開催 

39 読み聞かせ講習会の開催  

40 新刊選書リストの作成・提供  

41 学校図書館の運営の充実

42 学校図書館への学校図書館支援員の配置

43 学校図書館の蔵書の充実

44 校内読書環境の整備

45 読書感想文集「けやき」の発行

46 読書感想文の表彰

47 図書館利用指導の充実

48 ボランティアの活用

49 朝読書の推進

50 指導資料の作成

51 研修の充実

52 区立図書館との連携

53 絵本コーナーの充実

54 区立図書館の有効活用

55 絵本の読み聞かせの充実

56 絵本の貸出し

57 家庭における読書活動への支援

58 男女共同参画に関する資料の充実 男女共同参画課

59 子ども総合センター等の読書環境の整備

60 子ども総合センター等の図書室の充実

61 図書貸出しの推進

62 乳幼児健康診査等における読書コーナーの運営 保健センター

63 区立図書館との連携

64 お話し会の実施

〈9〉 絵本でふれあう子育て支援　【再掲】 中央図書館・保健センター

➌  施策体系

家庭・地域に
おける子どもの
読書活動の推進

1 子どもの読書活動
の普及啓発

読
 
書
 
活
 
動
 
推
 
進
 
の
 
た
 
め
 
の
 
具
 
体
 
的
 
な
 
取
 
組
 
み

こ ど も 図 書
館・地域図書館
における子ども
の読書活動の推
進

1 読書環境の充実

幼稚園・保育
園・子ども園に
おける子どもの
読書活動の推進

1 読書環境の充実

子ども総合センター

中央図書館

2 読書活動の支援

3 区立図書館の
利用促進

4 学校等との連携

区立学校にお
ける子どもの読
書活動の推進

1 読書環境の充実

教育支援課

３ 子どもへの教育活
動
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３ 読書活動の支援

２ 読書環境の充実

２ 読書活動の支援

2 読書活動の支援

教育支援課（53,54,56除く）

学校運営課
保育園子ども園課

子ども総合セ
ンター等・保健
センター・男女
共同参画推進セ
ンターにおける
子どもの読書活
動の推進

1 読書環境の充実 子ども総合センター

2 読書活動の支援

子育てメッセにおける区立図書館事業の周知 «新規»
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23 

❹　子どもの読書活動の推進
 

（１）　家庭・地域

１　子どもの読書活動の普及啓発

 

1 継続 内容 現況

子ども読書活動推進計
画に関する普及啓発 　広報紙・ホームページ等を活用

して子どもの読書活動推進計画の
普及啓発に努めます。

　「第三次新宿区子ども読書活動推進計画」策定周知
ポスターの掲示。また、毎年『広報しんじゅく』に子
ども読書活動推進計画の達成状況を掲載した。

期間中の目標

　紙媒体、電子媒体あるいは事業実施の機会を活用す
る等により、普及啓発に取組む。

推進計画全所管課

2 継続 内容 現況

「子ども読書の日」等
の普及啓発

　平成13年12月に公布・施行の
「子ども読書活動の推進に関する
法律」により4月23日が「子ども
読書の日」に制定されました。新
宿区でも「子ども読書の日」と4
月23日～5月12日の「こどもの
読書週間」を子どもの読書活動の
普及啓発に努める機会とします。

　広報しんじゅく等に「子ども読書の日」「こどもの読書
週間」について掲載するとともに、学校及び子育て関係施
設で「子ども読書週間」「こどもの読書週間」の普及啓発
ポスターを掲示及び各施設での発行物の「こどもの読書週
間のマーク」掲載を行った。

期間中の目標

　「子ども読書の日」「こどもの読書週間」の普及啓
発に努める。推進計画全所管課

　子どもの読書習慣の形成は日常生活で徐々に培われていきます。家庭での果たす役
割は大きく、保護者自らが本に接し、家庭での読書環境を整えることが重要であり、
その支援事業に取り組んでいきます。
　また、子どもの読書活動の大切さについて、保護者の理解が得られるよう取組みを
進めていきます。
　地域においてはあらゆる場面で、保護者と子どもが読書に親しむ機会を提供するこ
とが大切です。地域全体で子どもの読書活動ができる環境づくりを積極的に進めてい
きます。
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２　読書環境の充実

現況

『しんじゅくの教育』
への掲載

　教育広報紙『しんじゅくの教
育』により、子どもの読書活動の
啓発と、子ども及び保護者や地域
への効果的な情報提供を行い本計
画を推進します。

　図書館からのお知らせ「子ども読書の日」「こども
の読書週間」及び「子どもの読書週間のマーク」「夏
休みは図書館へ行こう」「読書の秋　新宿区立図書館
からのおすすめの本（ブックリスト『クロー
バー』）」「図書館の紹介」などの掲載。

期間中の目標

3 継続

　『しんじゅくの教育』に子どもの読書活動の啓発記
事を掲載し、広く情報提供を行っていく。ブックリス
ト『クローバー』に掲載されているような子どもの発
達段階に応じた「おすすめの本」の掲載頻度を今後高
めていく。教育調整課・中央図書館

内容

　第６回新宿子育てメッセを開催（平成２６年度）。
子育てに役立つ情報等の提供の場。おはなし会も実施
している。

期間中の目標

　新宿子育てメッセ会場で絵本でふれあう子育て支
援、特に３歳児の「絵本引き換え」の周知を図るな
ど、子どもの読書活動の普及啓発に努める。また、新
規利用者登録の促進に努める。平成２８年度より実
施。　子育て支援課・中央図書館　

家庭読書をはじめま
しょう

　各家庭において家族等で本や絵
本を読み、語り合う「家庭読書」
を普及するとともに、「家庭内文
庫」整備の支援を行います。

　

期間中の目標

　図書館内に家庭読書コーナーを設置し、普及に努め
る。また、「家庭内文庫」の整備支援を推進する。平
成２８年度調査検討、平成２９年度より実施。

教育支援課・中央図書館

5 新規 内容 現況

4 新規 内容 現況

子育てメッセnにおけ
る区立図書館事業の周
知

　区内の子育て関係団体の活動を
主な目的とした「新宿子育てメッ
セ」会場において、「絵本でふれ
あう子育て支援」の周知など子ど
も読書活動の普及啓発に努めま
す。また、メッセ会場の来場者に
向けて区立図書館の利用登録の促
進を図ります。

子育てメッセにおける
区立図書館事業の周知
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２　読書環境の充実

現況

『しんじゅくの教育』
への掲載

　教育広報紙『しんじゅくの教
育』により、子どもの読書活動の
啓発と、子ども及び保護者や地域
への効果的な情報提供を行い本計
画を推進します。

　図書館からのお知らせ「子ども読書の日」「こども
の読書週間」及び「子どもの読書週間のマーク」「夏
休みは図書館へ行こう」「読書の秋　新宿区立図書館
からのおすすめの本（ブックリスト『クロー
バー』）」「図書館の紹介」などの掲載。

期間中の目標

3 継続

　『しんじゅくの教育』に子どもの読書活動の啓発記
事を掲載し、広く情報提供を行っていく。ブックリス
ト『クローバー』に掲載されているような子どもの発
達段階に応じた「おすすめの本」の掲載頻度を今後高
めていく。教育調整課・中央図書館

内容

　第６回新宿子育てメッセを開催（平成２６年度）。
子育てに役立つ情報等の提供の場。おはなし会も実施
している。

期間中の目標

　新宿子育てメッセ会場で絵本でふれあう子育て支
援、特に３歳児の「絵本引き換え」の周知を図るな
ど、子どもの読書活動の普及啓発に努める。また、新
規利用者登録の促進に努める。平成２８年度より実
施。　子育て支援課・中央図書館　

家庭読書をはじめま
しょう

　各家庭において家族等で本や絵
本を読み、語り合う「家庭読書」
を普及するとともに、「家庭内文
庫」整備の支援を行います。

　

期間中の目標

　図書館内に家庭読書コーナーを設置し、普及に努め
る。また、「家庭内文庫」の整備支援を推進する。平
成２８年度調査検討、平成２９年度より実施。

教育支援課・中央図書館

5 新規 内容 現況

4 新規 内容 現況

子育てメッセnにおけ
る区立図書館事業の周
知

　区内の子育て関係団体の活動を
主な目的とした「新宿子育てメッ
セ」会場において、「絵本でふれ
あう子育て支援」の周知など子ど
も読書活動の普及啓発に努めま
す。また、メッセ会場の来場者に
向けて区立図書館の利用登録の促
進を図ります。
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２　読書環境の充実

現況

『しんじゅくの教育』
への掲載

　教育広報紙『しんじゅくの教
育』により、子どもの読書活動の
啓発と、子ども及び保護者や地域
への効果的な情報提供を行い本計
画を推進します。

　図書館からのお知らせ「子ども読書の日」「こども
の読書週間」及び「子どもの読書週間のマーク」「夏
休みは図書館へ行こう」「読書の秋　新宿区立図書館
からのおすすめの本（ブックリスト『クロー
バー』）」「図書館の紹介」などの掲載。

期間中の目標

3 継続

　『しんじゅくの教育』に子どもの読書活動の啓発記
事を掲載し、広く情報提供を行っていく。ブックリス
ト『クローバー』に掲載されているような子どもの発
達段階に応じた「おすすめの本」の掲載頻度を今後高
めていく。教育調整課・中央図書館

内容

　第６回新宿子育てメッセを開催（平成２６年度）。
子育てに役立つ情報等の提供の場。おはなし会も実施
している。

期間中の目標

　新宿子育てメッセ会場で絵本でふれあう子育て支
援、特に３歳児の「絵本引き換え」の周知を図るな
ど、子どもの読書活動の普及啓発に努める。また、新
規利用者登録の促進に努める。平成２８年度より実
施。　子育て支援課・中央図書館　

家庭読書をはじめま
しょう

　各家庭において家族等で本や絵
本を読み、語り合う「家庭読書」
を普及するとともに、「家庭内文
庫」整備の支援を行います。

　

期間中の目標

　図書館内に家庭読書コーナーを設置し、普及に努め
る。また、「家庭内文庫」の整備支援を推進する。平
成２８年度調査検討、平成２９年度より実施。

教育支援課・中央図書館

5 新規 内容 現況

4 新規 内容 現況

子育てメッセnにおけ
る区立図書館事業の周
知

　区内の子育て関係団体の活動を
主な目的とした「新宿子育てメッ
セ」会場において、「絵本でふれ
あう子育て支援」の周知など子ど
も読書活動の普及啓発に努めま
す。また、メッセ会場の来場者に
向けて区立図書館の利用登録の促
進を図ります。
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３　読書活動の支援

家庭教育学級・家庭教
育講座における読書活
動支援

　ＰＴＡが主体的に取り組む「家
庭教育学級」「家庭教育講座」へ
の助言を通して、保護者が積極的
に読書活動に参加する環境を醸成
します。

　家庭教育学級・講座の実施に向けた説明会での読書
活動に関する資料・情報の提供、あるいは各講座ごと
の助言を通して支援を行っている。

期間中の目標

　家庭教育学級・講座の実施に向けた説明会で、取組みを
促進するために読み聞かせの講師名などの資料・情報の提
供を行う。
　家庭教育学級・講座説明会（幼・小ＰＴＡ対象）年１回
　家庭教育講座説明会（中ＰＴＡ対象）年１回

教育支援課

7 継続 内容 現況

8 手段改善 内容 現況

本と絵本の講座の開催

　子どもが読書好きになるために
は、保護者は家庭で子どもと一緒
に本に親しむことが大切です。
　就学前児童から小学生までの保
護者を対象に、段階的な絵本や児
童書の選び方等を紹介する講座を
開催します。

　就学前児童から小学生までの保護者を対象とし、区
内２ヵ所で各一回講座を開催した。参加者は合計１９
名であった。平成２４年度２６名、平成２５年度29
名、平成２６年度19名。

期間中の目標

　就学前児童から小学生の保護者を対象にした講座を
開催する。

中央図書館

6 新規 内容 現況

多文化を知るおはなし
会等と洋書絵本の充実

　日本語以外の言語を母国語とす
る児童、及びすべての児童に対
し、多文化を知ってもらうための
おはなし会や映画会等を開催しま
す。また、当該おはなし会の素材
となる洋書絵本の充実を図りま
す。

　外国語おはなし会を２７回実施した。（平成２６年
度）

期間中の目標

　すべての児童に対し、「多文化を知るおはなし会」
等を実施し、相互理解を図る。また、当該おはなし会
で使用する洋書絵本の購入等により充実を図る。平成
２８年度調査・検討後、実施。

中央図書館
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※掲載写真は、すべて許諾を受けています。

３～４か月児健診　ボランティアによる読み聞かせ(牛込保健センター） 3歳児健診　ボランティアによる読み聞かせ（東新宿保健センター）

期間中の目標

幼児サークル等におけ
る読み聞かせ会の実施

　子ども総合センター・子ども家
庭支援センター・児童館では、子
育て支援の一環として幼児サーク
ルを実施し、乳幼児親子に、つど
いと交流の機会を提供していま
す。
　幼児サークルのプログラムに読
み聞かせを積極的に取り入れ、保
護者と子どもが読書に親しむ機会
の提供に努めます。

　引き続き、幼児サークルでの読み聞かせを全館で実
施する。

子ども総合センター

　子ども総合センター・子ども家庭支援センター・児
童館全館でお話し会を実施している。
26年度実績　851回　20,444名

現況10 継続 内容

9 継続 内容 現況

絵本でふれあう
子育て支援

　保健センターで実施する３～
４ヵ月児健診を受診する親子に絵
本(２冊)を配付し、産婦歯科健康
相談・育児相談日に、読み聞かせ
をするとともにその意義を説明し
ています。また、３歳児健診時に
も、会場で読み聞かせを行ってま
すが、絵本(１冊)の配付を図書館
で行うことにより来館の機会を促
し、利用促進につなげています。
読み聞かせは地域のボランティ
ア、地域図書館が連携して行って
います。

読み聞かせ参加者の割合（26年度）
０歳児→92.3％　３歳児→79.6％

保健センターで実施する３～４か月児健診時の絵本(2冊)配付数
平成24年度配付数 2,244セット
平成25年度配付数 2,362セット
平成26年度配付数 2,357セット

期間中の目標

　保健センターとこども図書館及び地域図書館との連
携強化を図る。
・読み聞かせ参加者の割合
  ０歳児→９５％　３歳児→８５％

中央図書館
保健センター

11 継続 内容 現況

図書館サポーター
への研修

図書館サポーター
＝図書館ボランティア

　子どもの読書活動の推進のた
め、ボランティア活動への参加促
進を目指し、人材の育成を図りま
す。

　図書館サポーター講習会の機会にあわせて研修を
行っている。26年度は中央図書館にて2回開催し、計
13名の参加があった。また、講習会ではサポーター同
士の懇談会を行い、情報交換の場となっている。

期間中の目標

　サポーターの要望をふまえ研修会の充実を図る。
中央図書館

絵本でふれあう子育て
支援

図書館サポーターへの
研修
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（２）　こども図書館・地域図書館

１　読書環境の充実

14 拡大 内容 現況

中高生向け読書環境の
整備 　読書から遠ざかりがちな中学

生・高校生を対象とした中高生
コーナーの利用促進を図ります。

　全館に中高生コーナーを設置。また、推薦図書リス
ト「クローバー」を中学生に向けに特化するため分冊
化を行い「Ｃｌｏｖｅｒ」を発行した。

期間中の目標

　中学生・高校生向け図書館資料の充実、利用促進を
図る。また、生徒会や図書委員会等と連携し、更なる
読書環境の整備に努めて行く。

中央図書館

内容 現況

魅力ある図書の充実
　楽しみのための読書、学習や生
活に役立つ図書を各年齢に合わ
せ、幅広く的確に選書して図書を
収集します。
　その際には区在住の小学生・中
学生の意見も参考にします。

　週に１度全館児童担当者が集まり選定会議を開催
し、選書及び情報交換を行っている。子どもの意見に
ついてはカウンター業務やフロア案内、中学生の職場
体験、情報交換コーナー等から収集を行っている。

期間中の目標

　利用者(特に小・中学生)及び学校図書館関係者からの
意見を幅広く聞き選書に取り入れる。収集した意見の
分析をし、その結果を反映させ選書の充実を図る。

中央図書館

　子どもにとって魅力のある図書館となるよう、一層の図書館資料及び子ども向け行
事の充実を図り、図書館への来館機会の増進に努めます。また、時間的に図書館へ来
館できない子どもたちを含めたすべての子どもに、読書に親しめる環境を整備するた
め、学校や幼稚園・保育園・子ども園・児童館等の子育て関係施設及び地域の関連団
体と連携を深め、地域や家庭における読書活動についても積極的に支援します。

12 継続

13 新規 内容 現況

郷土・新宿を知る図書
の充実

　新宿区にゆかりのある作家等を
知る図書、及び地域を知り・地域
を理解する図書館資料の充実に努
める。また、それぞれの展示コー
ナーを設置し、様々な広報媒体を
活用して情報の発信を行う。

　

期間中の目標

　新宿区にゆかりのある作家等を知る図書、及び地域
を知り・地域を理解する図書館資料の充実に努める。
また、それぞれの展示コーナーを設置し、様々な広報
媒体を活用して情報の発信を行う。平成２８年度調
査・検討、平成２９年度より実施。

中央図書館
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情報交換コーナー（中町図書館）展示図書（西落合図書館）

17 継続 内容 現況

情報交換コーナーの充
実

　児童書等に関する情報交換コー
ナーの充実を図り、子どもの意
見・要望を積極的に取り入れま
す。

　情報交換コーナーは全館に設置してあり、児童書に
関する子どもの意見の収集のほか、利用者同士の交流
の場にもなっている。コーナーの内容は月１回程度、
更新している。

期間中の目標

　掲示板等を利用した情報交換を引続き実施する。こ
どもページに情報交換コーナーを設置する。

中央図書館

現況

展示図書の充実
　季節の行事などに関連したもの
やテーマを決めて図書を展示し紹
介しています。これからも内容を
工夫し、新たな発見をしてもらえ
る図書の展示を行います。

　全図書館で季節に関連した展示、作家の追悼展示、
推薦図書リスト本の展示、長期休みにおすすめの本の
展示等、様々な工夫をこらしたテーマ展示を行ってい
る。また、ホームページにて展示の告知をしている。

期間中の目標

　課題展示用資料の相互貸借制度を活用する。展示図
書のＰＲを積極的に行う。

中央図書館

16 継続 内容

15 新規 内容 現況

東京オリンピック・パ
ラリンピック開催に向
けた気運醸成

　区立図書館におけるオリンピッ
ク・パラリンピック展示コーナー
を設置します。また、関連情報や
スポーツ情報に関する図書館資料
等について様々な広報媒体で周知
します。

　

期間中の目標

　オリンピック・パラリンピックや各種スポーツの展
示コーナーを設置する。また、オリンピック・パラリ
ンピック関連情報、及びスポーツ情報の図書館資料等
について周知する。平成２８年度より実施。中央図書館
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19 継続 内容 現況

　

期間中の目標

　多くの親子が来館するよう広報・ホームページ等に
より広く周知する。また、男性保護者と子が来館する
よう、その増進に努める。平成28年度調査・検討後、
実施。中央図書館

新こども図書館の検討 　新中央図書館等の建設にあわせ
て、新こども図書館の整備につい
て検討します。

　新中央図書館等基本計画策定委員会の中で児童サービス
の検討を行い、22年11月「新中央図書館等基本計画」を
策定した。また、新宿区緊急震災対策により、新中央図書
館及びこども図書館等の建設スケジュールは、改めて判断
することとなった。

期間中の目標

　新こども図書館の整備について検討する。
中央図書館

21 継続 内容 現況

現況

ホームページの充実
　新宿区立図書館ホームページの
「こどもページ」で本の紹介や行
事のお知らせ、おすすめの本の紹
介をしています。これからも内容
の見直しや工夫をして、「こども
ページ」の充実を図ります。

　4つの年齢層別の本の紹介コンテンツ「このほんしって
る？」のデザインを一新し、見やすさを重視したホーム
ページにした。また、紹介した本は館内でも利用できるよ
うに年齢層別にファイルして利用者に提供している。区
ホームページ内のキッズページ「べんりなリンク集」にも
参加した。

期間中の目標

随時、内容の更新を行い、情報提供に努める。
中央図書館

20 継続 内容

18 新規 内容 現況

親子同士のふれあいの
場へ行こう

　「おはなしのへや」に絵本や紙
芝居等を置き、親子で自由に遊べ
る場とします。また、そこに集
まった親同士の情報交換の場とし
て利用してもらいます。
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２　読書活動の支援

19 継続 内容 現況
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することとなった。

期間中の目標

　新こども図書館の整備について検討する。
中央図書館

21 継続 内容 現況
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の見直しや工夫をして、「こども
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　4つの年齢層別の本の紹介コンテンツ「このほんしって
る？」のデザインを一新し、見やすさを重視したホーム
ページにした。また、紹介した本は館内でも利用できるよ
うに年齢層別にファイルして利用者に提供している。区
ホームページ内のキッズページ「べんりなリンク集」にも
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随時、内容の更新を行い、情報提供に努める。
中央図書館

20 継続 内容

18 新規 内容 現況

親子同士のふれあいの
場へ行こう

　「おはなしのへや」に絵本や紙
芝居等を置き、親子で自由に遊べ
る場とします。また、そこに集
まった親同士の情報交換の場とし
て利用してもらいます。

38

25 継続 内容 現況

24 継続 内容 現況

出張お話し会・施設訪
問の実施

　本に親しみを持ってもらうため
に、図書館では絵本の読み聞かせ
やお話し会などを行っています。
　図書館の中だけで行うのではな
く、学校や児童館など要望のある
ところへ出かけて実施します。

　学校や公共施設等の要望に基づき、朝の読み聞かせ
やブックトーク、公開授業、ボランティア向けの講習
会などを１９施設で延６１回実施した。

期間中の目標

　広く事業の周知を図る。こども図書館および地域図
書館ともに訪問依頼の受入れ態勢を整え、依頼先と密
接な連絡調整を図る。中央図書館

23 継続 内容 現況

調べ学習用セット貸出
の充実 　朝読書や調べ学習で使用するた

めのテーマ別資料のセット貸出を
充実し、利用推進を図ります。

　朝読書セットは、低学年・中学年・高学年・特別支援学級・中
学校・洋書・推薦図書リスト「クローバー」掲載本を合わせて計
２６種類、調べ学習セットはお米・豆・点字・手話・自動車・百
科事典のセットを用意している。朝読書セットは延１３２セッ
ト、調べ学習セットは学習支援便での利用を中心に３２セット貸
出した。（平成２６年度末）

期間中の目標

学校と連携し、意見を取り入れ、調べ学習のテーマ等
に合ったセットをより充実していく。

中央図書館

22 継続 内容 現況

推薦図書リストの充実
　子どもを対象に配布している推
薦図書リスト「クローバー」に児
童向け図書館だよりの要素を盛り
込んでさらに充実した内容にしま
す。

　子どもの読書の発達段階に応じて利用できる推薦図書リスト
「クローバー（小学生向き）」と「Clover（中学生向き）」を２
分冊作成し、全児童・生徒に１部ずつ配布した。ほか、区内の児
童関連施設にも配布依頼した。学校等４０か所、小学生８，１３
９名、中学生２,８７８名また、区内の児童生徒関係施設３１か所
にも配布した（平成２６年度末）

期間中の目標

　内容の充実及び配布先の拡大を図る。
中央図書館

職員研修の実施

　子どもの読書活動に関わる人材
を育成するためには、まず図書館
職員の知識の蓄積、技術向上を図
ることが必要です。お話しの講習
会等、外部の研修に積極的に参加
し各種情報の収集、技術の研鑽に
努めます。
　また、研修をより効果的に行う
ため、外部研修も含めて年間の研
修計画を作成し研修に参加しま
す。

　都立多摩図書館及び国際子ども図書館の研修に参加
した。研修内容は児童担当内で情報共有している。

期間中の目標

　研修に積極的に参加し、各種情報の収集、技術の向
上を図る。

中央図書館
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25 継続 内容 現況
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科事典のセットを用意している。朝読書セットは延１３２セッ
ト、調べ学習セットは学習支援便での利用を中心に３２セット貸
出した。（平成２６年度末）

期間中の目標

学校と連携し、意見を取り入れ、調べ学習のテーマ等
に合ったセットをより充実していく。

中央図書館

22 継続 内容 現況

推薦図書リストの充実
　子どもを対象に配布している推
薦図書リスト「クローバー」に児
童向け図書館だよりの要素を盛り
込んでさらに充実した内容にしま
す。

　子どもの読書の発達段階に応じて利用できる推薦図書リスト
「クローバー（小学生向き）」と「Clover（中学生向き）」を２
分冊作成し、全児童・生徒に１部ずつ配布した。ほか、区内の児
童関連施設にも配布依頼した。学校等４０か所、小学生８，１３
９名、中学生２,８７８名また、区内の児童生徒関係施設３１か所
にも配布した（平成２６年度末）

期間中の目標

　内容の充実及び配布先の拡大を図る。
中央図書館

職員研修の実施

　子どもの読書活動に関わる人材
を育成するためには、まず図書館
職員の知識の蓄積、技術向上を図
ることが必要です。お話しの講習
会等、外部の研修に積極的に参加
し各種情報の収集、技術の研鑽に
努めます。
　また、研修をより効果的に行う
ため、外部研修も含めて年間の研
修計画を作成し研修に参加しま
す。

　都立多摩図書館及び国際子ども図書館の研修に参加
した。研修内容は児童担当内で情報共有している。

期間中の目標

　研修に積極的に参加し、各種情報の収集、技術の向
上を図る。
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39

マルチメディアDAISY（デイジー）・・・視覚障害・学習障害など読みに困難を持つ方へ読書支援する道具のひとつ。

29 手段改善 内容 現況

28 継続 内容 現況

お話し会の充実 　現在、お話し会を全館で定例的
に実施しています。
　小さい子（0～3歳）を対象にした
お話し会などを実施します。

　全館で年齢層や内容などバラエティに富んだお話し
会を実施している。また、こども図書館では毎日お話
し会を実施している。

期間中の目標

　おはなし会の内容を工夫するとともに、広く周知を
し、参加者の増加を図る。

中央図書館

27 継続 内容 現況

病院サービスの充実
　区内の病院に長期間入院してい
る子どもたちへの配本サービスの
充実を図ります。

　区内４病院と提携し、２カ月に一度配本サービスを
実施している。３つの病棟に配本している病院もあ
る。また、おはなし会（１病院）を実施した。

期間中の目標

　病院との連携を深め、意見を取り入れた選書をす
る。また、病院と調整のうえ、貸出冊数の拡大を検討
する。中央図書館

26 継続 内容 現況

障害者サービス等の充
実

　障害を持つ子どもたちに本の楽
しさを知り、親しみを持ってもら
えるようなサービスのあり方を検
討し、実施します。
　また、全ての子どもが「障害」
について理解を深められるきっか
けづくりを検討し、実施します。

　布えほんや点字絵本の収集、家庭配本、対面朗読、
館内の利用者用パソコンを使用してのマルチメディア
DAISY（デイジー）の閲覧を行っている。また、特別
支援学級でのブックトークも実施した。

期間中の目標

　サービスの充実や利用促進に努め、障害をもつ子ど
もたちが本に親しめる機会を増やしていく。
また、全ての子どもに「障害」について理解できるよ
うな事業展開を行う。中央図書館

作家の講演会の開催 　作家から、子どもたちへのメッ
セージを送り、読書の機会を広げ
るために絵本作家・児童文学作家
の講演会を開催します。

　絵本作家の宮西達也氏、豊田一彦氏、鈴木のりたけ
氏、山口マオ氏。各氏を招いて、年１回開催した。

期間中の目標

　絵本作家だけではなく、小～中学生に支持されてい
る児童文学作家についても検討する。

中央図書館
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実施している。３つの病棟に配本している病院もあ
る。また、おはなし会（１病院）を実施した。
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する。中央図書館
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実
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また、全ての子どもに「障害」について理解できるよ
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作家の講演会の開催 　作家から、子どもたちへのメッ
セージを送り、読書の機会を広げ
るために絵本作家・児童文学作家
の講演会を開催します。
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氏、山口マオ氏。各氏を招いて、年１回開催した。
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40

３　区立図書館の利用促進

33 継続 内容 現況

32 継続 内容 現況

図書館利用の案内

　幼稚園・保育園・子ども園等が
園児を連れて団体利用した際や学
校の授業の一環として学年単位、
クラス単位で来館する団体を受入
れています。
　団体利用した際に、図書館の利
用についての説明やお話し会を実
施し、子どもにとって読書活動が
身近になるよう利用団体と更なる
連携を図ります。

　26年度実績　団体利用90件、図書館見学23件、職
場体験24件
　学校図書館に図書館の団体利用について情報提供を
行い、事業を周知した。

期間中の目標

　各地域の団体に事業の周知を図る。こども図書館及
び地域図書館において、受入れ態勢の整備を図る。

中央図書館

31 継続 内容 現況

子ども向け行事の実施 　工作会、映画会、人形劇会ほか
子ども向け行事の内容の充実を図
り、図書館に来館する機会や利用
を推進をします。

　各館で工夫をこらした行事を数多く実施し、来館の
機会を促進している。

期間中の目標

　子どもたちが楽しく参加し、図書館や読書との架け
橋になるよう内容の充実を図る。

中央図書館

30 継続 内容 現況

利用者登録の推進
　行事などの機会を通して利用者
登録の増加を図り、図書館利用の
促進につなげます。
　また、小学校１年生及び幼稚
園・保育園・子ども園等に対して
図書館利用登録を呼びかけます。

　利用登録促進チラシを区立小学校1年生1,436名に
配布した。また、区内公私立幼稚園・保育園・子ども
園55ヶ所に対し、利用登録促進ポスターを掲示依頼し
た。

期間中の目標

　各種事業を通じて利用者登録を呼びかけ、登録者数
の増加を図る。

中央図書館

子ども読書リーダー講
座の開催

　小学生から中学生を対象に、本
や図書館の楽しさを実感できる講
座を開催し、子どもたちが自ら読
書活動の中心となることを目指し
ます。

　小学校３～６年生を対象に、区内３か所で実施し
た。
平成２４年度：角筈・大久保・こども図書館　参加者２９名
２５年度：鶴巻・西落合・こども図書館　３１名
２６年度：中町・北新宿・こども図書館　２８名
（読書塾として実施）

期間中の目標

　地域図書館・学校と連携し、事業の実施と定着を図
る。

中央図書館



29

28

３　区立図書館の利用促進

33 継続 内容 現況

32 継続 内容 現況

図書館利用の案内

　幼稚園・保育園・子ども園等が
園児を連れて団体利用した際や学
校の授業の一環として学年単位、
クラス単位で来館する団体を受入
れています。
　団体利用した際に、図書館の利
用についての説明やお話し会を実
施し、子どもにとって読書活動が
身近になるよう利用団体と更なる
連携を図ります。

　26年度実績　団体利用90件、図書館見学23件、職
場体験24件
　学校図書館に図書館の団体利用について情報提供を
行い、事業を周知した。

期間中の目標

　各地域の団体に事業の周知を図る。こども図書館及
び地域図書館において、受入れ態勢の整備を図る。

中央図書館

31 継続 内容 現況

子ども向け行事の実施 　工作会、映画会、人形劇会ほか
子ども向け行事の内容の充実を図
り、図書館に来館する機会や利用
を推進をします。

　各館で工夫をこらした行事を数多く実施し、来館の
機会を促進している。

期間中の目標

　子どもたちが楽しく参加し、図書館や読書との架け
橋になるよう内容の充実を図る。

中央図書館

30 継続 内容 現況

利用者登録の推進
　行事などの機会を通して利用者
登録の増加を図り、図書館利用の
促進につなげます。
　また、小学校１年生及び幼稚
園・保育園・子ども園等に対して
図書館利用登録を呼びかけます。

　利用登録促進チラシを区立小学校1年生1,436名に
配布した。また、区内公私立幼稚園・保育園・子ども
園55ヶ所に対し、利用登録促進ポスターを掲示依頼し
た。

期間中の目標

　各種事業を通じて利用者登録を呼びかけ、登録者数
の増加を図る。

中央図書館

子ども読書リーダー講
座の開催

　小学生から中学生を対象に、本
や図書館の楽しさを実感できる講
座を開催し、子どもたちが自ら読
書活動の中心となることを目指し
ます。

　小学校３～６年生を対象に、区内３か所で実施し
た。
平成２４年度：角筈・大久保・こども図書館　参加者２９名
２５年度：鶴巻・西落合・こども図書館　３１名
２６年度：中町・北新宿・こども図書館　２８名
（読書塾として実施）

期間中の目標

　地域図書館・学校と連携し、事業の実施と定着を図
る。

中央図書館

41

４　学校等との連携　

37 拡大 内容 現況

34 拡大 内容 現況

団体貸出の充実

　学校、児童館など区の施設、区
内民間団体、10名以上のグループ
に団体貸出を実施しています。学
校等での調べ学習支援や朝読書等
の支援のため更に図書の充実を図
ります。
　また、多くの子どもの育成にか
かわる団体に配本サービスの団体
貸出（貸出期間2ヶ月・150冊）
を、学校には学習支援便（貸出期
間1ヶ月・100冊）を活用しても
らえるよう働きかけます。

　配本サービス利用による団体貸出及び学習支援便の貸出
を実施した。幼稚園・保育園・子ども園等は計40施設、区
立学校は計36校が利用している。学習支援便は457件の
依頼があった（すべて26年度実績）。また、調べ学習用の
本などを中心に年間3500～4000冊の図書を購入し、団
体図書の充実を図っている。

期間中の目標

　配本サービスの利用団体の増加、小・中学校向き学
習支援便の利用促進を図る。施設の規模に応じた柔軟
な対応や、各施設の要望を取り入れた選書を行う。中央図書館

中学生・高校生の図書
館サポーター活動の実
施

「中学生・高校生の図書館サポー
ター」に図書館運営に携わっても
らい、お話し会の実施、中高生向
けおすすめ本コーナーの設置など
を行います。

　区立中学校・都立高校の生徒が、区内3つの図書館
（中央・北新宿・鶴巻）において、資料の修理、おす
すめ本の展示などを行った。

期間中の目標

　事業の定着を図る。
中央図書館

35 継続 内容 現況

区立図書館を使った調
べる学習コンクール

　各地域図書館が「図書館を使っ
た調べる学習コンクール」の地域
コンクールを合同で開催し、各館
ごとに優秀な作品を表彰します。
そのための学習ガイダンスや学校
説明会等を実施します。
　さらに、上位作品については全
国コンクールに推薦し、全国規模
で審査・評価されます。

参加校　　　小：31校、  中：11校、高：2校
応募作品数　小：2,566、中：904、 高：185
館長賞：26　優秀賞：47　奨励賞：286
全国コンクール＝入選：１　優良賞：０　奨励賞：７
佳作：６４（平成26年度）

期間中の目標

　児童・生徒の図書館利用の促進と調べる学習の普及
に努める。また、教育現場で求められている「自己解
決能力の育成」や生涯を通して学ぶ力を育てる。中央図書館

　引き続き、児童サービスや児童文学に関する研修に
参加する。国立国会図書館や都立図書館の研修生を受
入れる。中央図書館

36 継続 内容 現況

国立国会図書館・国際
子ども図書館等との連
携

　国立国会図書館・国際子ども図
書館や都立図書館との連携を図り
職員研修や、施設見学などを通じ
て職員の研鑚に役立てます。

　国際子ども図書館の児童サービスや児童文学に関す
る研修に参加した。

期間中の目標
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４　学校等との連携　

37 拡大 内容 現況

36 継続 内容 現況

国立国会図書館・国際
子ども図書館等との連

携
　国立国会図書館・国際子ども図
書館や都立図書館との連携を図り
職員研修や、施設見学などを通じ
て職員の研鑚に役立てます。

　国際子ども図書館の児童サービスや児童文学に関す
る研修に参加した。

期間中の目標

　引き続き、児童サービスや児童文学に関する研修に
参加する。国立国会図書館や都立図書館の研修生を受
入れる。中央図書館

35 継続 内容 現況

区立図書館を使った調
べる学習コンクール

　各地域図書館が「図書館を使っ
た調べる学習コンクール」の地域
コンクールを合同で開催し、各館
ごとに優秀な作品を表彰します。
そのための学習ガイダンスや学校
説明会等を実施します。
　さらに、上位作品については全
国コンクールに推薦し、全国規模
で審査・評価されます。

参加校　　　小：31校、  中：11校、高：2校
応募作品数　小：2,566、中：904、 高：185
館長賞：26　優秀賞：47　奨励賞：286
全国コンクール＝入選：１　優良賞：０　奨励賞：７
佳作：６４（平成26年度）

期間中の目標

　児童・生徒の図書館利用の促進と調べる学習の普及
に努める。また、教育現場で求められている「自己解
決能力の育成」や生涯を通して学ぶ力を育てる。中央図書館

34 拡大 内容 現況

団体貸出の充実

　学校、児童館など区の施設、区
内民間団体、10名以上のグループ
に団体貸出を実施しています。学
校等での調べ学習支援や朝読書等
の支援のため更に図書の充実を図
ります。
　また、多くの子どもの育成にか
かわる団体に配本サービスの団体
貸出（貸出期間2ヶ月・150冊）
を、学校には学習支援便（貸出期
間1ヶ月・100冊）を活用しても
らえるよう働きかけます。

　配本サービス利用による団体貸出及び学習支援便の貸出
を実施した。幼稚園・保育園・子ども園等は計40施設、区
立学校は計36校が利用している。学習支援便は457件の
依頼があった（すべて26年度実績）。また、調べ学習用の
本などを中心に年間3500～4000冊の図書を購入し、団
体図書の充実を図っている。

期間中の目標

　配本サービスの利用団体の増加、小・中学校向き学
習支援便の利用促進を図る。施設の規模に応じた柔軟
な対応や、各施設の要望を取り入れた選書を行う。中央図書館

中学生・高校生の
図書館サポーター活動

の実施

「中学生・高校生の図書館サポー
ター」に図書館運営に携わっても
らい、お話し会の実施、中高生向
けおすすめ本コーナーの設置など
を行います。

　区立中学校・都立高校の生徒が、区内3つの図書館
（中央・北新宿・鶴巻）において、資料の修理、おす
すめ本の展示などを行った。

期間中の目標

　事業の定着を図る。
中央図書館

42

40 手段改善 内容 現況

新刊選書リストの作
成・提供

　区立図書館が購入した新刊本の
中から学校での活用に推薦する選
書リストを作成し、各小・中学校
へ提供します。

　区立図書館が購入した新刊本の中から、学校での活
用に推薦する選書リストを作成し、毎月提供した（40
校）。また、教育支援課の協力を得て、学校イントラ
にリストを公開した。

期間中の目標

　リストの提供方法を見直す。司書教諭および司書等
の資格を有する学校図書館支援員に提供し、より活用
してもらえるよう働きかける。中央図書館

39 拡大 内容 現況

読み聞かせ講習会の開
催 　区立小学校図書ボランティア・

保護者を対象に読み聞かせ講習会
を開催します。

　区立小学校図書ボランティア・保護者向けに、読み
聞かせの不安や疑問を解消することを目的とした、初
心者向けの講習会を中央図書館・戸塚地域センターで
開催した。参加者は計30名であった。（26年度実
績）

期間中の目標

　学校・子ども子育て支援施設と連携し、実施回数や
実施場所などを要望に沿ったものにする。中央図書館

38 拡大 内容 現況

図書館利用案内等説明
会の開催

　区立小学１年生～中学３年生を
対象に区立図書館の利用案内、本
の分類方法などについての説明会
を各学校へ出張して開催します。

　天神小（大久保図書館）、花園小（四谷図書館）、
西戸山小（北新宿図書館）、柏木小・落合第四小（角
筈図書館）の計5校で説明会を実施した（26年度実
績）。

期間中の目標

　他の事業との共催により、事業の定着を図る。
中央図書館

専門学校等との連携 　人材育成やボランティア活動へ
の参加促進を図るため、区内の各
種学校の学生との連携を図りま
す。

　民間専門学校１校と提携し、定例的に図書館のお話
し会を担当してもらっている。

期間中の目標

　専門学校だけでなく、大学や語学学校等とも連携の
幅を広げていく。

中央図書館
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37 拡大 内容 現況

36 継続 内容 現況

国立国会図書館・国際
子ども図書館等との連

携
　国立国会図書館・国際子ども図
書館や都立図書館との連携を図り
職員研修や、施設見学などを通じ
て職員の研鑚に役立てます。

　国際子ども図書館の児童サービスや児童文学に関す
る研修に参加した。

期間中の目標

　引き続き、児童サービスや児童文学に関する研修に
参加する。国立国会図書館や都立図書館の研修生を受
入れる。中央図書館

35 継続 内容 現況

区立図書館を使った調
べる学習コンクール

　各地域図書館が「図書館を使っ
た調べる学習コンクール」の地域
コンクールを合同で開催し、各館
ごとに優秀な作品を表彰します。
そのための学習ガイダンスや学校
説明会等を実施します。
　さらに、上位作品については全
国コンクールに推薦し、全国規模
で審査・評価されます。

参加校　　　小：31校、  中：11校、高：2校
応募作品数　小：2,566、中：904、 高：185
館長賞：26　優秀賞：47　奨励賞：286
全国コンクール＝入選：１　優良賞：０　奨励賞：７
佳作：６４（平成26年度）

期間中の目標

　児童・生徒の図書館利用の促進と調べる学習の普及
に努める。また、教育現場で求められている「自己解
決能力の育成」や生涯を通して学ぶ力を育てる。中央図書館

34 拡大 内容 現況

団体貸出の充実

　学校、児童館など区の施設、区
内民間団体、10名以上のグループ
に団体貸出を実施しています。学
校等での調べ学習支援や朝読書等
の支援のため更に図書の充実を図
ります。
　また、多くの子どもの育成にか
かわる団体に配本サービスの団体
貸出（貸出期間2ヶ月・150冊）
を、学校には学習支援便（貸出期
間1ヶ月・100冊）を活用しても
らえるよう働きかけます。

　配本サービス利用による団体貸出及び学習支援便の貸出
を実施した。幼稚園・保育園・子ども園等は計40施設、区
立学校は計36校が利用している。学習支援便は457件の
依頼があった（すべて26年度実績）。また、調べ学習用の
本などを中心に年間3500～4000冊の図書を購入し、団
体図書の充実を図っている。

期間中の目標

　配本サービスの利用団体の増加、小・中学校向き学
習支援便の利用促進を図る。施設の規模に応じた柔軟
な対応や、各施設の要望を取り入れた選書を行う。中央図書館

中学生・高校生の
図書館サポーター活動

の実施

「中学生・高校生の図書館サポー
ター」に図書館運営に携わっても
らい、お話し会の実施、中高生向
けおすすめ本コーナーの設置など
を行います。

　区立中学校・都立高校の生徒が、区内3つの図書館
（中央・北新宿・鶴巻）において、資料の修理、おす
すめ本の展示などを行った。

期間中の目標

　事業の定着を図る。
中央図書館

31

（３）　区立学校

１　読書環境の充実

学校図書館図書標準
・・・公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準として、文部省（当時）が平成5年3月に定めたもの。

内容

教育支援課

43 現況継続

　学校図書館は、「学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全
な教養を育成すること」を目的としていることから、子どもたちの確かな学力や豊か
な人間性を育むため、「読書センター」「学習センター」「情報センター」の３つの
機能の充実を図ります。

41 継続 内容 現況

内容42 継続

　子どもが進んで学校図書館を利
用し、活用していけるように、図
書館の整備等のため、司書等の資
格をもつ図書館スタッフの配置
や、保護者や地域の図書館ボラン
ティア等の積極的な活用を図り、
学校図書館運営の充実に努めま
す。

　学校図書館へ学校図書館支援員を全校に配置すると
ともに、保護者・地域の図書館ボランティア等を活用
して、図書館の整備を進め、より一層活用しやすいも
のとする。

・学校図書館支援員の配置（39校）
・学校図書館活用推進員の巡回支援（40校）
・図書の更新（小学校14,199冊、中学校6,093冊）
※図書の更新冊数は平成28年3月末見込み

教育支援課

現況

　子どもの読書活動を推進すると
ともに、調べ学習など学校図書館
を教育活動に一層活用するため、
学校図書館へ学校図書館支援員を
2校に１人配置し、学校図書購
入、児童生徒への読書案内やレ
ファレンスを行います。

・学校図書館支援員の配置（39校）
・学校図書館活用推進員の巡回支援（40校）

期間中の目標

学校図書館の運営の充
実

　区立小・中学校への全校配置（39校）

期間中の目標

学校図書館への学校図
書館支援員の配置

　学校図書館システムを活用した蔵書管理を行うとと
もに、計画的に魅力ある図書や調べ学習で必要な図書
を購入するなど、蔵書の内容の充実を図る。

学校図書館の蔵書の充
実

期間中の目標

教育支援課

・図書の更新
図書標準数289,880冊
更新数20,292冊（小学校14,199冊、中学校6,093
冊）※平成28年3月末見込み

　学校図書館において、魅力ある
図書や調べ学習に必要な図書の充
実を図り、計画的な図書の更新を
行います。
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２　読書活動の支援

図書館利用指導の充実

　４月に小学校19校、中学校７校、５月に小学校10校、
中学校1校で学校図書館支援員を活用してオリエンテー
ションを実施した（平成26年度）。また、国語科や総合的
な学習の時間との関連を図り、図書館での本の使い方を学
習するなど、図書館の利用の仕方について各校で工夫した
指導を行っている。

期間中の目標

教育支援課

45 継続

　小学校低学年、小学校中学年、小学校高学年、中学校か
らそれぞれ1作品ずつを｢区長賞｣として表彰した。
　また、各学年から1～２作品を「優秀賞」として表彰し
た。

期間中の目標

現況

　区立の小・中学校全校から読書感想文の応募を募
り、小学校1～3年生用、小学校4～6年生用、中学生
用を発行していく。

読書感想文の表彰

　読書感想文集「けやき」の全作
品の中から、小学校低学年、小学
校中学年、小学校高学年、中学校
からぞれぞれ１作品を「区長賞」
として表彰しています。
　また、各学年から１～２作品を
「優秀賞」として表彰します。

教育支援課

47 継続 内容

　小学校低学年、小学校中学年、小学校高学年、中学
校からそれぞれ1作品ずつを｢区長賞｣として表彰す
る。
　また、各学年から1～２作品を「優秀賞」として表
彰する。

46 継続 内容

読書感想文集「けや
き」の発行

教育支援課

内容

　毎年、区立小・中学校の児童・
生徒から読書感想文を募集し、読
書感想文集「けやき」を発行して
います。
　読書感想文集「けやき」を学
校・区立図書館・児童館等に配布
し、読書の案内として役立てると
ともに、読書感想文の指導にも活
用します。

　子どもの読書意欲を高めるとと
もに、「読書センター」「学習セ
ンター」「情報センター」として
の機能向上を図るため、コン
ピュータによる検索・貸出システ
ムの活用や、図書の分類・配架の
工夫、本の紹介コーナーの設置
等、図書館の環境整備等を行いま
す。

44

期間中の目標

継続

内容

校内読書環境の整備

教育支援課

　各区立小・中学校において、適切な時期に学校図書
館及び区立図書館の利用の仕方について指導をしてい
く。

現況

現況

　「読書センター」「学習セン
ター」「情報センター」としての
学校図書館活用を推進するため、
学校図書館及び区立図書館の利用
の仕方について、区立小・中学校
の児童・生徒に指導します。

　区立の小・中学校全校から読書感想文の応募があ
り、小学校1～3年生用、小学校4～6年生用、中学生
用を発行している。

期間中の目標

　学校図書館検索システムの構築により、効率的・効
果的な蔵書管理が可能となった。また、気軽に相談で
きる学校図書館支援員の配置によって、読書活動推進
につながる掲示等の工夫により学校図書館が明るく親
しみやすい環境になっている。

　学校図書館支援員の全校配置とコンピュータによる
蔵書管理システムの活用によって、各学校において図
書の分類や配架の工夫、おすすめ本の紹介コーナーの
設置等、図書館の環境整備を行う。廊下や階段・踊り
場等に読書活動推進につながる掲示等の工夫をする。

現況
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２　読書活動の支援

図書館利用指導の充実

　４月に小学校19校、中学校７校、５月に小学校10校、
中学校1校で学校図書館支援員を活用してオリエンテー
ションを実施した（平成26年度）。また、国語科や総合的
な学習の時間との関連を図り、図書館での本の使い方を学
習するなど、図書館の利用の仕方について各校で工夫した
指導を行っている。

期間中の目標

教育支援課

45 継続

　小学校低学年、小学校中学年、小学校高学年、中学校か
らそれぞれ1作品ずつを｢区長賞｣として表彰した。
　また、各学年から1～２作品を「優秀賞」として表彰し
た。

期間中の目標

現況

　区立の小・中学校全校から読書感想文の応募を募
り、小学校1～3年生用、小学校4～6年生用、中学生
用を発行していく。

読書感想文の表彰

　読書感想文集「けやき」の全作
品の中から、小学校低学年、小学
校中学年、小学校高学年、中学校
からぞれぞれ１作品を「区長賞」
として表彰しています。
　また、各学年から１～２作品を
「優秀賞」として表彰します。

教育支援課

47 継続 内容

　小学校低学年、小学校中学年、小学校高学年、中学
校からそれぞれ1作品ずつを｢区長賞｣として表彰す
る。
　また、各学年から1～２作品を「優秀賞」として表
彰する。

46 継続 内容

読書感想文集「けや
き」の発行

教育支援課

内容

　毎年、区立小・中学校の児童・
生徒から読書感想文を募集し、読
書感想文集「けやき」を発行して
います。
　読書感想文集「けやき」を学
校・区立図書館・児童館等に配布
し、読書の案内として役立てると
ともに、読書感想文の指導にも活
用します。

　子どもの読書意欲を高めるとと
もに、「読書センター」「学習セ
ンター」「情報センター」として
の機能向上を図るため、コン
ピュータによる検索・貸出システ
ムの活用や、図書の分類・配架の
工夫、本の紹介コーナーの設置
等、図書館の環境整備等を行いま
す。

44

期間中の目標

継続

内容

校内読書環境の整備

教育支援課

　各区立小・中学校において、適切な時期に学校図書
館及び区立図書館の利用の仕方について指導をしてい
く。

現況

現況

　「読書センター」「学習セン
ター」「情報センター」としての
学校図書館活用を推進するため、
学校図書館及び区立図書館の利用
の仕方について、区立小・中学校
の児童・生徒に指導します。

　区立の小・中学校全校から読書感想文の応募があ
り、小学校1～3年生用、小学校4～6年生用、中学生
用を発行している。

期間中の目標

　学校図書館検索システムの構築により、効率的・効
果的な蔵書管理が可能となった。また、気軽に相談で
きる学校図書館支援員の配置によって、読書活動推進
につながる掲示等の工夫により学校図書館が明るく親
しみやすい環境になっている。

　学校図書館支援員の全校配置とコンピュータによる
蔵書管理システムの活用によって、各学校において図
書の分類や配架の工夫、おすすめ本の紹介コーナーの
設置等、図書館の環境整備を行う。廊下や階段・踊り
場等に読書活動推進につながる掲示等の工夫をする。

現況
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３　子どもへの教育活動

　子どもの読書活動を推進するた
めに、図書館スタッフや図書館ボ
ランティアによる読み聞かせや、
土曜日や長期休業中の学校図書館
の開放等を行います。

期間中の目標

教育支援課

48 継続 内容 現況

　学校図書館へ学校図書館支援員を全校に配置し、図
書館ボランティアとの連携により読み聞かせや学校図
書館の開放を推進する。

現況

　児童・生徒が目当てをもって朝読書に取り組めるよ
うに、読書カードの活用や課題図書の設定、朝読書用
図書の整備等を行う。

49 継続

朝読書の推進

ボランティアの活用

内容

　小学校２９校、中学校１０校で朝読書の時間を計画
的に確保し、始業前に朝読書を実施している。（平成
26年度）

内容

　スクールスタッフを活用した「図書館整備」「読書活動の推
進」等を行っています。
【活動日数】小学校1,026日　中学校（養護学校含む）513日
（26年度実績）
【活用校数】小学校25校　中学校（養護学校含む）９校（26年
度実績）

　望ましい読書習慣を育成し、読
書を通して豊かな知識と感性、豊
かな人間性をはぐくむため、読書
時間を計画的に確保し、始業前に
10～15分程度の朝読書を実施し
ます。

期間中の目標

教育支援課

50 継続

　平成24・25年度に作成した学校図書館教育推進資料
（学校図書館スタッフとの連携や年間指導計画例を掲載）
や平成26年度にホームページ上で公開した「学習セン
ター」「情報センター」としての学校図書館活用事例等を
利用し、各学校において指導の充実を図っている。指導資料の作成

現況

　多様な方法により指導方法の改善を図るため、新宿
区立教育センターのホームページ「しんじゅく学校図
書館」での公開や、研修会での先進事例の発表等を行
う。

　区立小・中学校において学校図
書館を効果的に活用するための具
体的な事例等をまとめた学校図書
館教育推進資料を作成します。作
成した内容については、新宿区立
教育センターのホームページで公
開や研修会での発表等を行いま
す。

期間中の目標

教育支援課
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　区立小・中・特別支援学校の教員及び学校図書館ス
タッフ等を対象として、学校図書館教育の充実を図る
ための研修会を年２回実施する。

内容

　公共図書館司書の学校への訪問や、公共図書館資料
の学校への貸し出しなど、区立図書館等書館と連携し
た取組みを、小学校29校、中学校9校で行った。（平
成26年度）

　区立図書館との連携の一層の充実を図るため、学校
図書館担当教員連絡会を開催し、区立図書館の取組み
を学校図書館担当教員へ周知していく。

51 継続

研修の充実

現況

　図書館ボランティアを対象とした研修会を年２回開
催するとともに、幼稚園・子ども園及び小・中・特別
支援学校の教員が参加できる夏季集中研修において、
学校図書館の活用に関する研修会を開催した。　区立小・中・特別支援学校教員

及び図書館スタッフ等を対象に、
「読書センター」「学習セン
ター」「情報センター」としての
学校図書館活用に関する研修会を
行います。

期間中の目標

教育支援課

52 継続 現況内容

図書委員の活動（落合第六小学校） 図書室（牛込第一中学校）

　区立図書館で実施している施設
見学や学校訪問、団体貸出、職場
体験の受入れなどを活用し、学校
図書館教育の充実を図ります。

期間中の目標

教育支援課

図書委員による書架整理（牛込第一中学校）

区立図書館との連携

ボランティアによる読み聞かせ（落合第六小学校）
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　区立小・中・特別支援学校の教員及び学校図書館ス
タッフ等を対象として、学校図書館教育の充実を図る
ための研修会を年２回実施する。

内容

　公共図書館司書の学校への訪問や、公共図書館資料
の学校への貸し出しなど、区立図書館等書館と連携し
た取組みを、小学校29校、中学校9校で行った。（平
成26年度）

　区立図書館との連携の一層の充実を図るため、学校
図書館担当教員連絡会を開催し、区立図書館の取組み
を学校図書館担当教員へ周知していく。

51 継続

研修の充実

現況

　図書館ボランティアを対象とした研修会を年２回開
催するとともに、幼稚園・子ども園及び小・中・特別
支援学校の教員が参加できる夏季集中研修において、
学校図書館の活用に関する研修会を開催した。　区立小・中・特別支援学校教員

及び図書館スタッフ等を対象に、
「読書センター」「学習セン
ター」「情報センター」としての
学校図書館活用に関する研修会を
行います。

期間中の目標

教育支援課

52 継続 現況内容

図書委員の活動（落合第六小学校） 図書室（牛込第一中学校）

　区立図書館で実施している施設
見学や学校訪問、団体貸出、職場
体験の受入れなどを活用し、学校
図書館教育の充実を図ります。

期間中の目標

教育支援課

図書委員による書架整理（牛込第一中学校）

区立図書館との連携

ボランティアによる読み聞かせ（落合第六小学校）
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（４）　幼稚園・保育園・子ども園

＊お話…語り話、素話

１　読書環境の充実

２　読書活動の支援

現況

期間中の目標

期間中の目標

　子どもの発達段階や興味・関心に応じた絵本を選
び、日常的に読み聞かせを行うことで、絵本に親しむ
機会を作り、感性を育んでいく。

　近隣の図書館の訪問を通して多くの絵本に触れる機
会を設けている。年長児が図書館で毎月1回1人1冊絵
本を借りる取り組みをしている園もある。図書館の絵
本であることをアピールし、親子で図書館へ行くきっ
かけを作っている。

　絵本をテーマとした園内研修を２回実施した園など、職員の理
解と資質の向上に努めている。また、子どもの発達段階や興味関
心に応じた絵本を選び、職員や図書館職員により日常的に読み聞
かせを行っている。さらに、スクールスタッフを活用した「図書
館整備」「読書活動の推進」等を行っている。

　教育支援課・学校運営課
保育園子ども園課

　幼稚園・保育園・子ども園においては、子どもが絵本等を手に取り、触れて、親しむ
ことができるよう読書環境の整備を推進します。
　読み聞かせは、子どもが絵本や童話の楽しさと出会う上で重要な役割を果たします。
そのため、保護者等にも読み聞かせやお話＊を語る大切さや意義を伝えていく必要が
あります。保育参観・保育参加、公開保育時に、読み聞かせ等を実施していきます。

53 継続 内容 現況

　乳幼児の読書は発達年齢・季節
などを考えて子どもの興味・関心
に応じた絵本を用意し、読み聞か
せを実施しています。また、子ど
もが自主自発的かつ意欲的に絵本
や童話に出会えるよう環境に応じ
た絵本コーナーを設置していま
す。子どもの目線に立った本の並
べ方や採光を工夫し、いつでも子
どもが自ら進んで本に親しめるよ
う環境を充実します。

期間中の目標

学校運営課
保育園子ども園課

54 継続

内容

絵本の読み聞かせの
充実

継続

　日常的に行う読み聞かせは、幼
児に豊かな心情を育みます。
　絵本に親しむ機会を設け、絵本
の内容や言葉の楽しさ、美しさに
触れられるように、そして個別又
は友達と一緒に楽しめるように支
援していきます。

内容 現況

55

絵本コーナーの充実

区立図書館の有効活用

　乳幼児向け、保護者向け、季節などに合わせ担当者
が本の入れ替えを行い、日常的に読み聞かせを実施す
るなど親子で楽しめるようにしている。また、子ども
が自分で選べる高さの本棚や近くにソファを置くなど
利用しやすい絵本コーナーの設置に努めている。

　絵本コーナーの充実を図る。

学校運営課
保育園子ども園課

　近隣の図書館の訪問を通して、多くの絵本に触れる
機会を設け、図書館を身近に感じさせ、親子での図書
館利用につなげる。

　図書館の利用を通して多くの絵
本に触れる機会を設け、社会経験
の幅を広げるとともに、親子での
図書館の利用を支援します。
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お話の時間（余丁町幼稚園） 読み聞かせ（中落合第二保育園）

友達と一緒に楽しい絵本(余丁町幼稚園） 本の時間（四谷子ども園）

　「こどもの読書週間」のポスターやシンボルマーク
を園内に掲示したり、保護者会やクラス便りで紹介し
ている。「読み聞かせで育つもの」の配布や子どもが
興味や関心を持っている絵本の紹介など継続的に保護
者への働きかけを行っている。

現況

現況56 継続

　子どもの興味・関心のある絵本
の紹介や、読み聞かせを実践する
ことにより、本を通じて親子が触
れ合い楽しめるよう支援していき
ます。
　また、「保護者会」や「家庭教
育講座」などで保護者に助言を行
い、読書活動の参加を促します。

　親子の触れ合いが豊かに育まれ
るように絵本の貸出しを実施して
います。
　図書の充実を図り、借りやすい
環境を整え、家庭での読み聞かせ
や絵本に親しむ機会を作れるよう
支援します。

内容

期間中の目標

　教育支援課・学校運営課
保育園子ども園課

学校運営課
保育園子ども園課

57 継続

　絵本の入れ替えや追加により興味や関心が持てるように
したり、玄関に貸し出し用図書コーナーを設置し気軽に借
りられるようにしている。絵本が子どもの豊かな心情を育
むことを保護者に周知することにより、絵本の貸出数も増
えてきている。また、家庭での読み聞かせにもつながって
きている。

　園にある絵本を家庭でも読むことができるように、
貸出し用の絵本の充実を図る。

　本を通じて親子の触れ合いが持てるように、子ども
の興味・関心のある絵本を紹介するとともに、読み聞
かせの実践を行っていく。また幼稚園・子ども園にお
いては、家庭教育講座説明会を年1回行い、読み聞か
せの講師などの情報を提供する。

家庭における読書活動
への支援 期間中の目標

絵本の貸出し

内容
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70

（５）　子ども総合センター等・保健センター・男女共同参画推進センター

１　読書環境の充実

現況

　子ども総合センター・子ども家
庭支援センター・児童館の図書室
が、バランスのとれた魅力ある図
書室となるよう、図書の充実を図
り、計画的に図書の廃棄・購入を
行います。

期間中の目標

子ども総合センター

　保護者や子どもがともに読書に親しめる機会を提供していきます。また、各地域図
書館との協力体制を築き、本推進計画に基づく各種事業を推進します。

59 継続 内容 現況

　身近な場所で読書に親しむ機会
を提供するため、子ども総合セン
ター・子ども家庭支援センター・
児童館の図書室の環境整備をし、
子どもがよりよい本を手にするこ
とができるよう環境を整えます。

期間中の目標

　男女共同参画に関する児童及び青少年向けの専門的
資料の充実やセンター図書資料室の利用促進を図る。

子ども総合センター等
の図書室の充実

　書架、読書机、椅子等の更新をした。
26年度実績　7館

　利用者の要望を聞きながら図書を購入し、充実を
図った。

　書架等の設備の更新を図る。

　図書を計画的に廃棄・購入し、蔵書の内容の充実を
図る。こども図書館の団体貸出を利用し、バランスの
とれた図書室を目指す。

子ども総合センター

60 継続 内容

男女共同参画課

子ども総合センター等
の読書環境の整備

58 継続 内容 現況

男女共同参画に関する
資料の充実

　男女共同参画推進センターで
は、男女共同参画に関する情報の
収集と提供を図書館情報システム
と連携して行っています。
　当センターの専門性を生かした
児童及び青少年向けの資料の充実
を図ります。

　継続して児童及び青少年向け図書の購入を行うとと
もに、貸出を行っている。

期間中の目標
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２　読書活動の支援

子ども総合センター

子ども総合センター

64 継続 内容 現況

継続

　乳幼児健診時等の際に待合場所に「読書コーナー」
を設置し、絵本を提供している。図書館との連携によ
り、絵本の充実を図った。

現況

　引き続き「読書コーナー」を設置し、すぐれた絵
本、魅力のある絵本の充実を図る。

　健診時の待合場所に、保護者と
乳幼児が自由に手にとって見たり
読んだりできるよう、絵本を置い
ています。
　これからも絵本を充実させ、子
どもたちが読書に親しむ機会を提
供します。

　区立図書館が実施している団体
貸出制度を活用し、児童に幅広い
分野の読書機会を提供します。ま
た、図書館と連携し、必要な情報
の収集に努め子どもの読書活動の
推進を図ります。

期間中の目標

期間中の目標

保健センター

子ども総合センター

62 継続 内容 現況

乳幼児健康診査等にお
ける読書コーナーの運
営

現況

区立図書館との連携

　身近な場所で読書に親しむ機会
を提供するため、子ども総合セン
ター・子ども家庭支援センター・
児童館の図書室で所有する図書の
貸出しを行います。

　こども図書館の団体貸出を利用している。
26年度実績　13館

期間中の目標

お話し会の実施

　子ども総合センター・子ども家
庭支援センター・児童館では利用
児童を対象に、お話し会を実施し
ています。
　今後は職員等の読み聞かせの技
術の向上に取組み、子どもが読書
に親しむ機会の提供に努めます。

　全館でお話し会（絵本・紙芝居など）等を実施してい
る。

期間中の目標

　引き続き、全館でお話し会等を実施するとともに、
読み聞かせをする職員等の技術の向上を図る。

63 内容

　こども図書館の団体貸出を利用し、幅広い図書の提
供をする。

61 継続 内容

図書貸出しの推進

　子ども総合センター・子ども家庭支援センター・児
童館で図書の貸出しを実施している。

　全館で図書の貸出しを実施する。
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資料２

49

平成27年度
「児童・生徒の読書の状況及び学校における読書活動等に関する調査」

（平成27年11月調査：新宿区）

（平成27年11月調査：新宿区）

調査１　不読者率

【質問内容】この１か月間で本を読みましたか（雑誌・コミック（まんが）を除く、

授業中を除く、朝読書を含む）。

調査２　学校図書館の利用状況

【質問内容】この１か月間に、学校の図書館で本を読んだり借りたりし
ましたか（朝読書は含む、授業で図書館を使った場合は除く）。

※不読者については、全国学校図書館協議会で「調査1か月間に漫画や雑誌を除いて1冊も本を読ま
ない」と回答した者を「不読者」としています。
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資料２

49

平成27年度
「児童・生徒の読書の状況及び学校における読書活動等に関する調査」

（平成27年11月調査：新宿区）

（平成27年11月調査：新宿区）

調査１　不読者率

【質問内容】この１か月間で本を読みましたか（雑誌・コミック（まんが）を除く、

授業中を除く、朝読書を含む）。

調査２　学校図書館の利用状況

【質問内容】この１か月間に、学校の図書館で本を読んだり借りたりし
ましたか（朝読書は含む、授業で図書館を使った場合は除く）。

※不読者については、全国学校図書館協議会で「調査1か月間に漫画や雑誌を除いて1冊も本を読ま
ない」と回答した者を「不読者」としています。
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（平成27年11月調査：新宿区）

調査３　読書に対する意識

【質問内容】あなたは本を読むことが好きですか。
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 50

（平成27年11月調査：新宿区）

調査３　読書に対する意識

【質問内容】あなたは本を読むことが好きですか。
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 51

平成27年度

電話番号

※調査実施時点までの一か月間の状況を記入する。
※この調査における「本」とは、雑誌・コミック(まんが)を除くものとする。
※各質問の項目ごとの合計は、回答人数と一致する。

１　この一か月間で本を読みましたか
(朝読書で読んだ本は入ります。授業中に読んだ場合は入りません)

不読者率(%)

第1学年 0.0
第2学年 0.0
第3学年 0.0
第4学年 0.0
第5学年 0.0
第6学年 0.8

２　この一か月間に、学校の図書館で本を読んだり借りたりしましたか
(授業で図書館を使った場合は除く)

はい(人) いいえ(人) 計
第1学年 1,301 143 1,444
第2学年 1,183 226 1,409
第3学年 1,124 238 1,362
第4学年 994 242 1,236
第5学年 854 411 1,265
第6学年 760 515 1,275

３　あなたは本を読むことが好きですか。
好き(人) きらい(人) 計

第1学年 1,330 114 1,444
第2学年 1,269 140 1,409
第3学年 1,191 171 1,362
第4学年 1,051 185 1,236
第5学年 1,035 230 1,265
第6学年 1,045 230 1,275

学　校　名

担当者職･氏名

新宿区

児童の読書の状況に関する調査(小学校用)
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 H27 小学校 (集計)

該当
する

該当
しない

1 29 0

2 29 0

3 22 7

4 21 8

5 29 0

6 17 12

7 20 9

8 19 10

9 4 25

10 17 12

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 27 2 0

2 29 0 0

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 25 4 0

2 16 13 0

3 17 5 7

4 16 7 6

5 18 6 5

6 29 0 0

国語 社会 算数 理科 生活 音楽
図画
工作

家庭 体育 道徳
外国語
活動

総合
特別
活動

その他

１学年 29 0 23 1 3 0 2 3 0

２学年 29 1 23 1 4 0 1 4 0

３学年 29 23 0 18 1 5 0 1 27 5 0

４学年 29 24 0 17 1 6 1 1 27 5 1

５学年 28 27 0 16 1 8 3 2 0 0 27 6 0

６学年 26 27 3 17 1 7 3 1 0 0 26 5 0

52
　　※｢総合｣：総合的な学習の時間

学級活動等で読書会等、本を読んで思ったことを伝える場を設けている。

独自の｢課題図書｣等のリストを作成している。(夏季休業期間中も含みます)

読書指導の資料・教材を校内で組織的に活用している。

教師の推薦図書を児童に紹介している。

学級文庫を設置している。

４　各教科、特別活動、総合的な学習の時間における学校図書館の利用の位置付け

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

朝や昼休み等に読書時間を設定している。

｢読書週間｣｢読書月間｣等を設けている。(夏季休業期間中も含みます)

３　読書指導の充実

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

教師や児童による読み聞かせを実施している。

教員の読書に関する指導力向上や学校図書館活用の推進のための校内研修を実施(企画)している。

学校評価において読書活動推進や学校図書館活用の推進に関する項目を挙げ、評価を行ってい
る。

4～8の実施にあたり、司書教諭が中心的な役割を担っている。

夏季休業期間を「読書月間」として位置付けている。

夏季休業期間に「課題図書」を設定している。

２　読書時間の確保　　※教科及び総合的な学習の時間で実施しているものを除く。

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

学校経営方針（計画）に読書活動の推進が位置付けられている。

学校経営方針（計画）に学校図書館活用の推進が位置付けられている。

学校全体としての読書活動推進のための指導計画がある。

学校全体としての学校図書館経営計画がある。

読書活動や学校図書館活用を推進する校内分掌組織がある。

回答者担当所属・氏名 電話番号

　※すべての回答欄に、○印をつけた学校数をご記入ください。

１　学校としての読書活動等の推進

【平成２７年度】 (調査２)

学校における読書活動等の状況に関する調査(小学校用)

教育委員会 調査校数
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 H27 小学校 (集計)

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 24 5 0

2 9 17 3

3 7 13 9

4 18 4 7

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 11 0 0

2 10 1 0

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 9 5 4

2 12 5 1

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 13 0 16

2 18 5 6

3 19 1 9

4 18 2 9

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 24 5 0

2 5 8 16

3 9 8 12

4 15 11 3

該当する
該当
しない

1 22 7

2 25 4

3 28 1

4 21 8

ボランティアが図書の整理や貸出･返却業務など、学校図書館の運営に関する支援を行っている。

ボランティアが学校図書館の書架見出し、飾りつけ、図書の修繕など、施設の整備に関する支援
を行っている。

ボランティアが読み聞かせやブックトークなどの読書活動の支援を行っている。

ボランティアの資質向上のための取組を行っている。

公共図書館から図書資料の団体貸出を行っている。

公共図書館の担当者に学校を訪問してもらい、読み聞かせやブックトークを行ってもらっ
ている。

公共図書館のレファレンス・サービスを利用している。

インターネット等を活用して公共図書館の蔵書に関する情報を得ている。

９　ボランティアの活用

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

図書委員が作成した｢図書だより｣等を活用した読書指導を行っている。

図書委員による読み聞かせを実施している。

学校図書館の利用について図書委員が資料を作成したり、説明したりしている。

学校図書館の利用状況に関する統計をとっている。

８　地域の公共図書館との連携

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

イ　校内に特別支援学級を設置していない場合

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

児童の障害の状態や特性、生活経験等を考慮した適切な図書の選定をしている

読み聞かせ、ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ、ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ、読書発表展などの活動を工夫し、読書することへの意
欲の向上を図る指導を実践している。

７　図書委員会の活動の充実

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

学校図書館利用案内や手引きを作成している。

６　障害に配慮した読書活動の充実（ア、イのどちらかにお答えください）

ア　校内に特別支援学級を設置している場合

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

児童の障害の状態や特性、生活経験等を考慮した適切な図書の選定をしている。

読み聞かせ、ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ、ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ、読書発表展などの活動を工夫し、読書することへの意
欲の向上を図る指導を実践している。

５　学校図書館及び公共図書館の利用指導の充実

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

学校図書館の機能や利用方法について計画的に指導している。

地域の公共図書館の利用指導を計画的に行っている。

インターネット等を活用して図書情報を得る方法を計画的に指導している。
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 H27 小学校 (集計)

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 1 3 25

2 1 13 15

3 2 5 22

4 15 12 2

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 28 1 0

2 3 4 22

3 9 5 15

該当する
該当
しない

1 19 10

2 17 12

3 7 22

該当する
該当
しない

1 22 7

2 13 16

3 13 16

該当する
該当
しない

1 29 0

2 29 0

3 9 20
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公立図書館の活用

14　学校図書館へのコンピュータ導入

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

資料の貸出に関する業務をパソコンを活用して行っている。

自校学校図書館内の資料を検索できるパソコンを設置している。

学校図書館内にインターネットに接続したパソコンがあり、児童が利用できる。

選書・図書整理のノウハウ

目録のオンライン化

13　読書活動、読書指導に取り組む上での課題

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

読み聞かせ、ブックトーク等のノウハウ

学校図書館の整備

保護者会や各種通信等を通して、読書の意義を家庭に説明している。

読み聞かせ・家読等、家庭における読書活動を啓発するための、講演会・研修会等を実施
している。

1,2以外で家庭における読書を推進するための啓発事業を実施している。

12　学校図書館運営上の課題

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

蔵書の充実

異校種の学校を訪問し読み聞かせ等を実践している。（幼稚園・保育園等を除く）

幼稚園や保育園等を訪問し読み聞かせ等を実施している。

自校で読書会等を企画し、異校種の学校、幼稚園や保育園等の子供を招いたりしている。

同じ校内で上級生が下級生に読み聞かせ等を行っている。

11　家庭への啓発

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

10　児童による異校種の学校、幼稚園及び保育園等との連携（異年齢・異校種間交流）

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容
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平成27年度

電話番号

※調査実施時点までの一か月間の状況を記入する。
※この調査における「本」とは、雑誌・コミック(まんが)を除くものとする。
※各質問の項目ごとの合計は、回答人数と一致する。

１　この一か月間で本を読みましたか
(朝読書で読んだ本は入ります。授業中に読んだ場合は入りません)

不読者率(%)

第1学年 0.9
第2学年 0.9
第3学年 0.9

２　この一か月間に、学校の図書館で本を読んだり借りたりしましたか
(授業で図書館を使った場合は除く)

はい(人) いいえ(人) 計
第1学年 395 480 875
第2学年 336 568 904
第3学年 291 570 861

３　あなたは本を読むことが好きですか。
好き(人) きらい(人) 計

第1学年 650 225 875
第2学年 661 243 904
第3学年 637 224 861

生徒の読書の状況に関する調査(中学校用)

学　校　名 新宿区
担当者職･氏名
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 H27 中学校 (個票)  (2)

該当
する

該当
しない

1 10 0

2 10 0

3 7 3

4 6 4

5 9 1

6 2 8

7 7 3

8 4 6

9 3 7

10 4 6

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 10 0 0

2 6 1 3

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 0 5 5

2 3 3 4

3 7 0 3

4 3 5 2

5 7 2 1

6 8 2 0

国語 社会 数学 理科 音楽 美術
保健
体育

技術
家庭

外国語 道徳 総合
特別
活動

その他

１学年 9 4 0 1 0 2 0 0 1 0 10 2 0

２学年 9 2 0 0 0 2 0 0 1 0 10 2 0

３学年 7 2 0 0 0 2 0 0 1 0 9 1 0

56

【平成２７年度】 (調査２)

学校における読書活動等の状況に関する調査(中学校用)

学校名 　　　　　　　　　　　　新宿区立　　　　　　　　　　　　　　　中学校

回答者担当職・氏名 電話番号

１　学校としての読書活動等の推進

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

学校経営方針（計画）に読書活動の推進が位置付けられている。

学校経営方針（計画）に学校図書館活用の推進が位置付けられている。

学校全体としての読書活動推進のための指導計画がある。

学校全体としての学校図書館経営計画がある。

読書活動や学校図書館活用を推進する校内分掌組織がある。

教員の読書に関する指導力向上や学校図書館活用の推進のための校内研修を実施(企画)している。

学校評価において読書活動推進や学校図書館活用の推進に関する項目を挙げ、評価を行ってい
る。

4～8の実施にあたり、司書教諭が中心的な役割を担っている。

夏季休業期間を「読書月間」として位置付けている。

夏季休業期間に「課題図書」を設定している。

２　読書時間の確保　　※教科及び総合的な学習の時間で実施しているものを除く。

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

朝や昼休み等に読書時間を設定している。

｢読書週間｣｢読書月間｣等を設けている。(夏季休業期間中も含みます)

３　読書指導の充実

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

教師や生徒による読み聞かせを実施している。

学級活動等で読書会等、本を読んで思ったことを伝える場を設けている。

独自の｢課題図書｣等のリストを作成している。(夏季休業期間中も含みます)

読書指導の資料・教材を校内で組織的に活用している。

教師の推薦図書を生徒に紹介している。

学級文庫を設置している。

４　各教科、特別活動、総合的な学習の時間における学校図書館の利用の位置付け

　　※｢総合｣：総合的な学習の時間
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 H27 中学校 (個票)  (2)

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 7 3 0

2 3 4 3

3 2 2 6

4 7 1 2

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 3 1 1

2 2 2 1

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 2 1 2

2 0 2 3

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 8 1 1

2 1 0 9

3 7 2 1

4 8 0 2

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 6 1 3

2 1 1 8

3 1 3 6

4 4 2 4

該当する
該当

しない

1 6 4

2 6 4

3 3 7

4 4 6

５　学校図書館及び公共図書館の利用指導の充実

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

学校図書館の機能や利用方法について計画的に指導している。

地域の公共図書館の利用指導を計画的に行っている。

インターネット等を活用して図書情報を得る方法を計画的に指導している。

学校図書館利用案内や手引きを作成している。

６　障害に配慮した読書活動の充実（ア、イのどちらかにお答えください）

ア　校内に特別支援学級を設置している場合

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

生徒の障害の状態や特性、生活経験等を考慮した適切な図書の選定をしている。

読み聞かせ、ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ、ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ、読書発表展などの活動を工夫し、読書することへの意
欲の向上を図る指導を実践している。

イ　校内に特別支援学級を設置していない場合

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

生徒の障害の状態や特性、生活経験等を考慮した適切な図書の選定をしている

読み聞かせ、ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ、ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ、読書発表展などの活動を工夫し、読書することへの意
欲の向上を図る指導を実践している。

７　図書委員会の活動の充実

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

図書委員が作成した｢図書だより｣等を活用した読書指導を行っている。

図書委員による読み聞かせを実施している。

学校図書館の利用について図書委員が資料を作成したり、説明したりしている。

学校図書館の利用状況に関する統計をとっている。

８　地域の公共図書館との連携

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

公共図書館から図書資料の団体貸出を行っている。

公共図書館の担当者に学校を訪問してもらい、読み聞かせやブックトークを行ってもらっている。

公共図書館のレファレンス・サービスを利用している。

インターネット等を活用して公共図書館の蔵書に関する情報を得ている。

９　ボランティアの活用

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

ボランティアが図書の整理や貸出･返却業務など、学校図書館の運営に関する支援を行っている。

ボランティアが学校図書館の書架見出し、飾りつけ、図書の修繕など、施設の整備に関する支援
を行っている。

ボランティアが読み聞かせやブックトークなどの読書活動の支援を行っている。

ボランティアの資質向上のための取組を行っている。
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 H27 中学校 (個票)  (2)

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 1 0 9

2 1 2 7

3 1 0 9

4 0 0 10

全校で
実施

校内の一
部で実施

実施して
いない

1 7 1 2

2 0 0 10

3 4 0 6

該当する
該当
しない

1 5 5

2 5 5

3 6 4

該当する
該当
しない

1 5 5

2 5 5

3 8 2

該当する
該当
しない

1 10 0

2 10 0

3 1 9
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10　生徒による異校種の学校、幼稚園及び保育園等との連携（異年齢・異校種間交流）

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

異校種の学校を訪問し読み聞かせ等を実践している。（幼稚園・保育園等を除く）

幼稚園や保育園等を訪問し読み聞かせ等を実施している。

自校で読書会等を企画し、異校種の学校、幼稚園や保育園等の子供を招いたりしている。

同じ校内で上級生が下級生に読み聞かせ等を行っている。

11　家庭への啓発

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

保護者会や各種通信等を通して、読書の意義を家庭に説明している。

読み聞かせ・家読等、家庭における読書活動を啓発するための、講演会・研修会等を実施
している。

1,2以外で家庭における読書を推進するための啓発事業を実施している。

12　学校図書館運営上の課題

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

蔵書の充実

選書・図書整理のノウハウ

目録のオンライン化

13　読書活動、読書指導に取り組む上での課題

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

自校学校図書館内の資料を検索できるパソコンを設置している。

学校図書館内にインターネットに接続したパソコンがあり、児童が利用できる。

読み聞かせ、ブックトーク等のノウハウ

学校図書館の整備

公立図書館の活用

14　学校図書館へのコンピュータ導入

質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

資料の貸出に関する業務をパソコンを活用して行っている。
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学校番号   調査票

番号 はい いいえ

問
とい

１

問
とい

２

問
とい

３

問
とい

４

問
とい

５

問
とい

６

問
とい

７

問
とい

８

　　　　　　　　　　アンケートはこれで終
お

わりです。ありがとうございました。

59

あなたは本
ほん

を読
よ

むことが好
す

きですか。

学校
がっこう

図書館
としょかん

と読書
どくしょ

についてのアンケート（児童
じどう

用
よう

）

　あなたの学年
がくねん

・組
くみ

　　　　　　［　　　　　　　］年
ねん

　[　　　　　　　]組
くみ

　あてはまるものに、どちらか○印
じるし

を付
つ

けてください。

しつもん

あなたは学校
がっこう

の図書館
としょかん

が好
す

きですか。

（「好
す

き」でも「きらい」でもない人
ひと

は「いいえ」にしてください）

この１か月間
げつかん

で本
ほん

を読
よ

みましたか。

（朝
あさ

読書
どくしょ

で読
よ

んだ本
ほん

は入
はい

ります。授業
じゅぎょう

中
ちゅう

に読んだ場合
ばあい

は入
はい

りません。）

この１か月間
げっかん

に、学校
がっこう

の図書館
と し ょ か ん

で本
ほん

を読
よ

んだり借
か

りたりしましたか。

（朝
あさ

読書
どくしょ

で読
よ

んだ場合
ば あ い

は入
はい

ります。授業中
じゅぎょうちゅう

に使
つか

った場合
ば あ い

は入
はい

りません。）

この１か月間
げつかん

で、学校
がっこう

の図書館
と し ょ か ん

の本
ほん

（図鑑
ず か ん

や辞書
じ し ょ

も入
はい

ります）を使
つか

って、調
しら

べた

り勉強
べんきょう

したりしましたか。

(授業中
じゅぎょうちゅう

に使
つか

った場合
ば あ い

も入
はい

ります。)

この１か月間
げつかん

で、インターネットを使
つか

って、調
しら

べたり勉強
べんきょう

したりしましたか。

(授業中
じゅぎょうちゅう

に使
つか

った場合
ば あ い

も入
はい

ります。)

この１か月間
げつかん

で、先生
せんせい

や図書館
と し ょ か ん

の先生
せんせい

にすすめられたり、紹介
しょうかい

されたりした本
ほん

を

読
よ

みましたか。

（学校
がっこう

図書館
と し ょ か ん

で展示
て ん じ

されている本
ほん

や図書館
と し ょ か ん

だよりを見
み

て、読
よ

んだ本
ほん

も入
はい

りま

す。）

学校
がっこう

の図書館
と し ょ か ん

に、まだ読
よ

んでいないが、今度
こ ん ど

、読
よ

もう（借
か

りよう）と思
おも

っている

本
ほん

がありますか。
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学校番号 調査票

番号 はい いいえ

問
とい

１

問
とい

２

問
とい

３

問
とい

４

問
とい

５

問
とい

６

問
とい

７

問
とい

８

　　　　　　　　　　アンケートはこれで終
お

わりです。ありがとうございました。

60

あなたは本
ほん

を読
よ

むことが好
す

きですか。

学校
がっこう

図書館
としょかん

と読書
どくしょ

についてのアンケート（生徒
せいと

用
よう

）

　あなたの学年
がくねん

・組
くみ

　　　　　　［　　　　　　　］年
ねん

　[　　　　　　　]組
くみ

　あてはまるものに、どちらか○印
じるし

を付
つ

けてください。

しつもん

あなたは学校
がっこう

の図書館
としょかん

が好
す

きですか。

（「好
す

き」でも「きらい」でもない人
ひと

は「いいえ」にしてください）

この１か月間
げつかん

で本
ほん

を読
よ

みましたか。

（朝
あさ

読書
どくしょ

で読
よ

んだ本
ほん

は入
はい

ります。授業
じゅぎょう

中
ちゅう

に読んだ場合
ばあい

は入
はい

りません。）

この１か月間
げっかん

に、学校
がっこう

の図書館
と し ょ か ん

で本
ほん

を読
よ

んだり借
か

りたりしましたか。

（朝
あさ

読書
どくしょ

で読
よ

んだ場合
ば あ い

は入
はい

ります。授業中
じゅぎょうちゅう

に使
つか

った場合
ば あ い

は入
はい

りません。）

この１か月間
げつかん

で、学校
がっこう

の図書館
と し ょ か ん

の本
ほん

（図鑑
ず か ん

や辞書
じ し ょ

も入
はい

ります）を使
つか

って、調
しら

べた

り勉強
べんきょう

したりしましたか。

(授業中
じゅぎょうちゅう

に使
つか

った場合
ば あ い

も入
はい

ります。)

この１か月間
げつかん

で、インターネットを使
つか

って、調
しら

べたり勉強
べんきょう

したりしましたか。

(授業中
じゅぎょうちゅう

に使
つか

った場合
ば あ い

も入
はい

ります。)

この１か月間
げつかん

で、先生
せんせい

や図書館
と し ょ か ん

の先生
せんせい

にすすめられたり、紹介
しょうかい

されたりした本
ほん

を

読
よ

みましたか。

（学校
がっこう

図書館
と し ょ か ん

で展示
て ん じ

されている本
ほん

や図書館
と し ょ か ん

だよりを見
み

て、読
よ

んだ本
ほん

も入
はい

りま

す。）

学校
がっこう

の図書館
と し ょ か ん

に、まだ読
よ

んでいないが、今度
こ ん ど

、読
よ

もう（借
か

りよう）と思
おも

っている

本
ほん

がありますか。
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資料３

23年度
（24年3月末）

24年度
(25年3月末)

25年度
(26年3月末)

26年度
(27年3月末)

年間貸出冊数 406,308 413,516 402,146 398,063

利用登録者数 12,257 12,312 11,999 11,560

冊数/年間１人あたり 33.1 33.6 33.5 34.4

年間貸出冊数 39,536 39,884 41,298 44,619

利用登録者数 2,834 2,904 3,004 3,090

冊数/年間１人あたり 14.0 13.7 13.7 14.4

年間貸出冊数 445,844 453,400 443,444 442,682

利用登録者数 15,091 15,216 15,003 14,650

冊数/年間１人あたり 29.5 29.8 29.6 30.2

61

小・中学生の区立図書館利用実績

（「しんじゅくの図書館」資料から）

小学生以下

中学生

合　計
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資料４

62

平成27年6月30日現在

区立幼稚園

1000冊未満 0

1000～1500冊 10

1501～2000冊 3

2001冊以上 1

合計 14

14園の合計 20,530 冊

平均 1,466 冊

区立保育園

1000冊未満 2

1000～1500冊 6

1501～2000冊 2

合計 10

10園の合計 13,254 冊

平均 1,325 冊

区立子ども園

1500冊未満 2
1501～2000冊 6

2001冊以上 2

合計 10

10園の合計 17,758 冊

平均 1,776 冊

子ども総合センター・児童館
子ども家庭支援センター

1000冊未満 2

1000～1500冊 3

1501～2000冊 5

2001冊以上 10

合計 20

20館の合計 39,006 冊

平均 1,950 冊

(２) 区立小・中学校　学校図書館蔵書数

(１) 幼稚園・保育園・子ども園・子ども総合センター等の蔵書数

10%

15%

25%

50%

1000冊未満 1000～1500冊

1501～2000冊 2001冊以上

0%

72%

21%

7%

1000冊未満 1000～1500冊

1501～2000冊 2001冊以上

20%

60%

20%

1500冊未満 1501～2000冊 2001冊以上

20%

60%

20%

1000冊未満 1000～1500冊 1501～2000冊
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資料４

62

平成27年6月30日現在

区立幼稚園

1000冊未満 0

1000～1500冊 10

1501～2000冊 3

2001冊以上 1

合計 14

14園の合計 20,530 冊

平均 1,466 冊

区立保育園

1000冊未満 2

1000～1500冊 6

1501～2000冊 2

合計 10

10園の合計 13,254 冊

平均 1,325 冊

区立子ども園

1500冊未満 2
1501～2000冊 6

2001冊以上 2

合計 10

10園の合計 17,758 冊

平均 1,776 冊

子ども総合センター・児童館
子ども家庭支援センター

1000冊未満 2

1000～1500冊 3

1501～2000冊 5

2001冊以上 10

合計 20

20館の合計 39,006 冊

平均 1,950 冊

(２) 区立小・中学校　学校図書館蔵書数

(１) 幼稚園・保育園・子ども園・子ども総合センター等の蔵書数

10%

15%

25%

50%

1000冊未満 1000～1500冊

1501～2000冊 2001冊以上

0%

72%

21%

7%

1000冊未満 1000～1500冊

1501～2000冊 2001冊以上

20%

60%

20%

1500冊未満 1501～2000冊 2001冊以上

20%

60%

20%

1000冊未満 1000～1500冊 1501～2000冊

資料４
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平成27年6月1日現在
学級数

1 11

2 6

3 15

4 10

5 16

6 6

7 10

8 6

9 12

10 9

11 13

12 10

13 6

14 7

15 6

16 12

17 13

18 8

19 6

20 14

21 12

22 12

23 12

24 6

25 7

26 12

27 12

28 8

29 15

292

学級数

1 9

2 8

3 6

4 8

5 12

6 8

7 8

8 6

9 7

10 12

84

小学校名

早稲田小学校

鶴巻小学校

牛込仲之小学校

富久小学校

余丁町小学校

津久戸小学校

江戸川小学校

市谷小学校

愛日小学校

天神小学校

戸山小学校

戸塚第一小学校

戸塚第二小学校

戸塚第三小学校

東戸山小学校

四谷小学校

四谷第六小学校

花園小学校

大久保小学校

落合第六小学校

淀橋第四小学校

柏木小学校

西新宿小学校

西戸山小学校

落合第一小学校

落合第二小学校

落合第三小学校

落合第四小学校

落合第五小学校

落合中学校

落合第二中学校

西新宿中学校

新宿中学校

新宿西戸山中学校

牛込第一中学校

牛込第二中学校

牛込第三中学校

四谷中学校

西早稲田中学校

124.7%

138.1%

181.6%

111.9%

132.3%

135.2%

136.3%

達成率

124.1%

128.6%

108.6%

113.7%

117.6%

142.3%

104.6%

114.5%

121.7%

145.2%

128.8%

113.0%

146.9%

110.1%

図書標準数

7,480

5,080

9,160

7,000

5,080

9,560

7,000

5,080

7,960

6,520

8,360

7,000

5,080

109.9%

156.6%

138.9%

106.9%

123.7%

125.2%

156.2%

114.1%

7,960

6,040

5,080

8,760

7,960

7,960

7,960

5,560

5,080

7,960

8,360

6,040

6,721

10,758

11,397

7,562

7,937

9,160

蔵書数

9,281

6,534

9,944

7,957

11,238

7,229

7,322

6,181

9,111

9,467

10,767

7,907

9,226

6,219

5,080

5,560

7,960

7,721

8,511

9,849

8,875

10,088

9,992

9,923

8,751

10,992

7,953

7,360

7,920

10,720

9,040

8,480

7,360

8,480

10,720

10,179

9,527

11,411

11,219

13,206

9,721

8,500

8,766

10,569

14,880

中学校計 107,978 87,040 124.1%

小学校計 255,413 202,840 125.9%

中学校名 蔵書数 図書標準数 達成率

112.3%

120.0%

155.0%

141.7%

123.2%

107.5%

100.2%

119.1%

124.6%

138.8%

8,480

8,480
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平成27年6月30日現在

区立幼稚園

1000冊未満 0

1000～1500冊 10

1501～2000冊 3

2001冊以上 1

合計 14

14園の合計 20,530 冊

平均 1,466 冊

区立保育園

1000冊未満 2

1000～1500冊 6

1501～2000冊 2

合計 10

10園の合計 13,254 冊

平均 1,325 冊

区立子ども園

1500冊未満 2
1501～2000冊 6

2001冊以上 2

合計 10

10園の合計 17,758 冊

平均 1,776 冊

子ども総合センター・児童館
子ども家庭支援センター

1000冊未満 2

1000～1500冊 3

1501～2000冊 5

2001冊以上 10

合計 20

20館の合計 39,006 冊

平均 1,950 冊

(２) 区立小・中学校　学校図書館蔵書数

(１) 幼稚園・保育園・子ども園・子ども総合センター等の蔵書数

10%

15%

25%

50%

1000冊未満 1000～1500冊

1501～2000冊 2001冊以上

0%

72%

21%

7%

1000冊未満 1000～1500冊

1501～2000冊 2001冊以上

20%

60%

20%

1500冊未満 1501～2000冊 2001冊以上

20%

60%

20%

1000冊未満 1000～1500冊 1501～2000冊
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資料５ 

6４ 

新宿区子ども読書活動推進会議設置要綱 
 
（設置） 
第１条 新宿区子ども読書活動推進計画（以下「推進計画」という。）に基づき、毎年度

の進捗状況を把握するとともに検証し、円滑な読書活動の推進に向けた検討などを行

い、区民との協働による子どもの読書活動を推進するため、新宿区子ども読書活動推

進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 
（担当事項） 
第 2 条 推進会議は、新宿区の子ども読書活動の推進に関する次の事項を協議する。 
（１） 推進計画の策定及び進捗状況に関すること。 
（２） 推進計画の普及・啓発に関すること。 
（３） 絵本でふれあう子育て支援事業の絵本の選定に関すること。 

 （４） 関係機関等の連携・協力に関すること。 
 （５） その他 
（構成） 
第３条 推進会議は、１０人の委員をもって組織する。 
 （１） 新宿区立幼稚園 P T A 連合会・新宿区立小学校 P T A 連合会・ 

新宿区立中学校 P T A 協議会        各代表    ３人 
 （２） 中央図書館読み聞かせ会代表            １人 
 （３） 学識経験者                   ２人 
 （４） 区職員                     ４人 
２ 推進会議に座長及び副座長各１名を置く。 
３ 座長及び副座長は、委員が互選する。  
４ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。 
（推進会議） 
第 4 条 推進会議は、座長が召集する。 
２ 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 
３ 座長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。 
（任期） 
第５条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 
 ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（庶務） 
第 6 条 推進会議の庶務は、こども図書館が担当する。 
 
附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から適用する。 
 この要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 
 この要綱は、平成２０年７月２８日から適用する。 
 この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 
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資料５ 

6４ 

新宿区子ども読書活動推進会議設置要綱 
 
（設置） 
第１条 新宿区子ども読書活動推進計画（以下「推進計画」という。）に基づき、毎年度

の進捗状況を把握するとともに検証し、円滑な読書活動の推進に向けた検討などを行

い、区民との協働による子どもの読書活動を推進するため、新宿区子ども読書活動推

進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 
（担当事項） 
第 2 条 推進会議は、新宿区の子ども読書活動の推進に関する次の事項を協議する。 
（１） 推進計画の策定及び進捗状況に関すること。 
（２） 推進計画の普及・啓発に関すること。 
（３） 絵本でふれあう子育て支援事業の絵本の選定に関すること。 

 （４） 関係機関等の連携・協力に関すること。 
 （５） その他 
（構成） 
第３条 推進会議は、１０人の委員をもって組織する。 
 （１） 新宿区立幼稚園 P T A 連合会・新宿区立小学校 P T A 連合会・ 

新宿区立中学校 P T A 協議会        各代表    ３人 
 （２） 中央図書館読み聞かせ会代表            １人 
 （３） 学識経験者                   ２人 
 （４） 区職員                     ４人 
２ 推進会議に座長及び副座長各１名を置く。 
３ 座長及び副座長は、委員が互選する。  
４ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。 
（推進会議） 
第 4 条 推進会議は、座長が召集する。 
２ 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 
３ 座長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。 
（任期） 
第５条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 
 ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（庶務） 
第 6 条 推進会議の庶務は、こども図書館が担当する。 
 
附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から適用する。 
 この要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 
 この要綱は、平成２０年７月２８日から適用する。 
 この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

資料６ 

6５ 

 

平成 27 年度 新宿区子ども読書活動推進会議委員名簿 

    
 役職 区 分 氏  名 現  職 

１ 座長 学識経験者 秋田 喜代美 東京大学大学院教授 

２ 副座長 学識関係者 宮本 久 
（公益社団法人）読書推進運動協議会 
事務局長 

３ 委員 地域関係者 菅原 祐 新宿区立幼稚園 PTA 連合会会長 

４ 委員 地域関係者 徳田 有香 新宿区立小学校 PTA 連合会副会長 

５ 委員 地域関係者 水門 直美 新宿区立中学校 PTA 協議会 

６ 委員 地域関係者 松岡 あすか 中央図書館読み聞かせ会代表 

７ 委員 区関係職員 峯岸 志津子 子ども家庭部子ども家庭課長 

８ 委員 区関係職員 遠山 竜多 教育委員会事務局教育支援課長 

９ 委員 区関係職員 藤牧 功太郎 中央図書館長 

10 委員 区関係職員 梶  竜太 中央図書館資料係長 
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資料７ 

 

6６ 

 

第四次新宿区子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱 

 
（設置） 
第１条 第四次新宿区子ども読書活動推進計画（以下「推進計画」という。）の策定にあ

たり、庁内検討組織として、第四次新宿区子ども読書活動推進計画策定委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事項） 
第 2 条 委員会は、新宿区における子どもの読書活動推進の状況等を踏まえ、子ども読

書活動推進会議と連携を図りながら、次に掲げる事項を所掌する。 
（１） 第四次新宿区子ども読書活動推進計画の策定に関すること。 

 （２） その他、計画策定に必要な事項。 
（組織） 
第３条 委員会は、13 人の委員をもって構成する。 
２ 委員は、次の職務にある者とする。 
 （１） 子ども家庭部子ども家庭課長 
（２） 子ども家庭部子育て支援課長 

 （３） 子ども家庭部保育園子ども園課長 
 （４） 子ども家庭部男女共同参画課長 
 （５） 子ども家庭部子ども総合センター所長 
 （６） 健康部牛込保健センター所長 
 （７） 教育委員会事務局次長 
 （８） 教育委員会事務局教育調整課長 
 （９） 教育委員会事務局教育指導課長 
 （10） 教育委員会事務局教育支援課長 
 （11） 区立小学校長１人 
 （12） 区立中学校長１人 
 （13） 中央図書館長  
３ 委員会に委員長を置き、委員長は、教育委員会事務局次長とする。 
４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
５ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理

する。 
６ 委員会は、委員長が召集する。 
７ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴

くことができる。 
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資料７ 

 

6６ 

 

第四次新宿区子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱 

 
（設置） 
第１条 第四次新宿区子ども読書活動推進計画（以下「推進計画」という。）の策定にあ

たり、庁内検討組織として、第四次新宿区子ども読書活動推進計画策定委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事項） 
第 2 条 委員会は、新宿区における子どもの読書活動推進の状況等を踏まえ、子ども読

書活動推進会議と連携を図りながら、次に掲げる事項を所掌する。 
（１） 第四次新宿区子ども読書活動推進計画の策定に関すること。 

 （２） その他、計画策定に必要な事項。 
（組織） 
第３条 委員会は、13 人の委員をもって構成する。 
２ 委員は、次の職務にある者とする。 
 （１） 子ども家庭部子ども家庭課長 
（２） 子ども家庭部子育て支援課長 

 （３） 子ども家庭部保育園子ども園課長 
 （４） 子ども家庭部男女共同参画課長 
 （５） 子ども家庭部子ども総合センター所長 
 （６） 健康部牛込保健センター所長 
 （７） 教育委員会事務局次長 
 （８） 教育委員会事務局教育調整課長 
 （９） 教育委員会事務局教育指導課長 
 （10） 教育委員会事務局教育支援課長 
 （11） 区立小学校長１人 
 （12） 区立中学校長１人 
 （13） 中央図書館長  
３ 委員会に委員長を置き、委員長は、教育委員会事務局次長とする。 
４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
５ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理

する。 
６ 委員会は、委員長が召集する。 
７ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴

くことができる。 

6７ 

 
（作業部会の設置） 
第４条 委員会の所掌事務に関する検討を行うため、委員会の下に作業部会（以下「部

会」という。）を置く。 
２ 部会員は、次の職にある者またはこの者が指名する者をもって充てる。 
 （１） 子ども家庭部子ども家庭課 担当係長 
（２） 子ども家庭部子育て支援課    担当係長 

 （３） 子ども家庭部保育園子ども園課  担当係長 
 （４） 子ども家庭部男女共同参画課   担当係長 
 （５） 子ども家庭部子ども総合センター 担当係長 
 （６） 健康部牛込保健センター 業務係長及び担当保健師 
 （７） 教育委員会事務局教育調整課 担当係長 
 （８） 教育委員会事務局教育指導課 担当指導主事 
 （９） 教育委員会事務局教育支援課 担当係長及び担当指導主事  
 （10） 中央図書館 こども図書館長及び担当主事 
３ 部会に部会長を置き、部会長は、中央図書館こども図書館長とする。 
４ 部会は部会長が招集する。 
５ 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 
６ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する部会員が、その職務を代

理する。 
７ 部会長は、第２項の規定に関わらず必要に応じて関係職員の出席を求めることがで

きる。 
（任期） 
第５条 委員会及び部会の任期は、平成２８年３月３１日までとする。 
（庶務） 
第６条 委員会及び部会の庶務は、中央図書館こども図書館が担当する。 
 
附 則 

 この要綱は、平成２７年４月６日から適用する。 
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 68

第四次新宿区子ども読書活動推進計画　策定委員会名簿

子ども家庭課長 峯岸　志津子

子育て支援課長 北沢　聖子

保育園子ども園課長 月橋　達夫

男女共同参画課長 村山　透

子ども総合センター所長 小野　英一

健康部 牛込保健センター所長 皆本　真喜子

教育委員会事務局次長 中澤　良行

教育調整課長 木城　正雄

教育指導課長 横溝　宇人

教育支援課長 遠山　竜多

学校運営課長* 山本　誠一

落合第六小学校長 竹村　郷

牛込第一中学校長 赤沼　保江

中央図書館長 藤牧　功太郎

第四次新宿区子ども読書活動推進計画　作業部会名簿

子ども家庭課 管理係長 寺田　健司

子育て支援課 子ども医療・手当係長 齋藤　盛太

保育園子ども園課 運営係長 飛田　秀夫

男女共同参画課 男女共同参画主査 山内　浩惠

子ども総合センター 児童育成係長 高頭　伸枝

業務係長 小林　いずみ

担当保健師 藏田　純子

教育調整課 企画調整係長 髙橋　美香

教育指導課 指導主事 大川　直樹

教育活動支援係長 林　政至

指導主事 波多江　誠

学校運営課 保健給食・幼稚園主査* 佐田　悦子 

企画調整主査* 萬谷　ひとみ

こども図書館長 佐藤　勇治

大野　源仁郎

須貝　真実

三浦　ひとみ

*第四次新宿区子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱第４条第７項適用

子ども家庭部

子ども家庭部

健康部 牛込保健センター

教育支援課

教育委員会事務局

教育委員会事務局

中央図書館

こども図書館

*第四次新宿区子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱第３条第７項適用

峯岸　志津子
北沢　　聖子
月橋　　達夫
村山　　　透
小野　　英一
皆本　真喜子
中澤　　良行
木城　　正雄
横溝　　宇人
遠山　　竜多
山本　　誠一
竹村　　　郷
赤沼　　保江
藤牧　功太郎

寺田　　健司
齋藤　　盛太
飛田　　秀夫
山内　　浩惠
高頭　　伸枝
小林　いずみ
藏田　　純子
髙橋　　美香
大川　　直樹
林　　　政至
波多江　　誠
佐田　　悦子 
萬谷　ひとみ
佐藤　　勇治
大野　源仁郎
須貝　　真実
三浦　ひとみ
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 68

第四次新宿区子ども読書活動推進計画　策定委員会名簿

子ども家庭課長 峯岸　志津子

子育て支援課長 北沢　聖子

保育園子ども園課長 月橋　達夫

男女共同参画課長 村山　透

子ども総合センター所長 小野　英一

健康部 牛込保健センター所長 皆本　真喜子

教育委員会事務局次長 中澤　良行

教育調整課長 木城　正雄

教育指導課長 横溝　宇人

教育支援課長 遠山　竜多

学校運営課長* 山本　誠一

落合第六小学校長 竹村　郷

牛込第一中学校長 赤沼　保江

中央図書館長 藤牧　功太郎

第四次新宿区子ども読書活動推進計画　作業部会名簿

子ども家庭課 管理係長 寺田　健司

子育て支援課 子ども医療・手当係長 齋藤　盛太

保育園子ども園課 運営係長 飛田　秀夫

男女共同参画課 男女共同参画主査 山内　浩惠

子ども総合センター 児童育成係長 高頭　伸枝

業務係長 小林　いずみ

担当保健師 藏田　純子

教育調整課 企画調整係長 髙橋　美香

教育指導課 指導主事 大川　直樹

教育活動支援係長 林　政至

指導主事 波多江　誠

学校運営課 保健給食・幼稚園主査* 佐田　悦子 

企画調整主査* 萬谷　ひとみ

こども図書館長 佐藤　勇治

大野　源仁郎

須貝　真実

三浦　ひとみ

*第四次新宿区子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱第４条第７項適用

子ども家庭部

子ども家庭部

健康部 牛込保健センター

教育支援課

教育委員会事務局

教育委員会事務局

中央図書館

こども図書館

*第四次新宿区子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱第３条第７項適用

資料 9 

6９ 

第四次新宿区子ども読書活動推進計画策定の検討経過等 

 
会議名 開催日 協議・検討内容 

第１回 新宿区子ども読書 
活動推進計画・策定委員会 

平成 27 年 5 月 12 日（火） 
現計画の実績評価と検討 
今後の予定等 第１回 新宿区子ども読書 

活動推進計画・作業部会 平成 27 年 5 月 12 日（火） 

第 2 回 新宿区子ども読書 
活動推進計画・作業部会 平成 27 年 6 月 17 日（水） 

各所管の現状・役割・取組み

の検討 
継続及び新規事業の検討 

第１回 新宿区子ども読書 
活動推進会議 

平成 27 年 7 月 24 日（金） 

○第三次子ども読書活動推

進計画の実績報告 
○第四次子ども読書活動推

進計画の策定協議 
第３回 新宿区子ども読書 
活動推進計画・作業部会 平成 27 年 8 月 6 日（木） 素案及び資料編の検討作成 

第２回 新宿区子ども読書 
活動推進計画・策定委員会 平成 27 年 9 月 2 日（水） 

第四次子ども読書活動推進

計画素案の検討・修正 第４回 新宿区子ども読書 
活動推進計画・作業部会 平成 27 年 9 月 2 日（水） 

第２回 新宿区子ども読書 
活動推進会議 平成 27 年 9 月 8 日（火） 

第四次子ども読書活動推進

計画素案の検討・修正 

第３回 新宿区子ども読書 
活動推進会議 平成 28 年 2 月 12 日（金） 

第四次子ども読書活動推進

計画の検討・修正 

第３回 新宿区子ども読書 
活動推進計画・策定委員会 平成 28 年 2 月 16 日（火） 

第四次子ども読書活動推進

計画最終案の検討・修正 第５回 新宿区子ども読書 
活動推進計画・作業部会 平成 24 年 2 月 16 日（火） 
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資料 10 

７０ 

子どもの読書活動の推進に関する法律 
 

平成 13 年 12 月 12 日 法律第 154 号 
（目的） 
第１条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地 
 方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な 
 事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に 
 推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 
 
（基本理念） 
第２条 子ども（おおむね１８歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが言 
葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生き 
る力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子 
どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、 
積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。 

 
（国の責務） 
第３条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活 
動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 
（地方公共団体の責務） 
第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情 
 を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
 
（事業者の努力） 
第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読 
 書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものと 

する。 
 
（保護者の役割） 
第６条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に 

積極的な役割を果たすものとする。 
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７０ 

子どもの読書活動の推進に関する法律 
 

平成 13 年 12 月 12 日 法律第 154 号 
（目的） 
第１条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地 
 方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な 
 事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に 
 推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 
 
（基本理念） 
第２条 子ども（おおむね１８歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが言 
葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生き 
る力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子 
どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、 
積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。 

 
（国の責務） 
第３条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活 
動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 
（地方公共団体の責務） 
第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情 
 を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
 
（事業者の努力） 
第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読 
 書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものと 

する。 
 
（保護者の役割） 
第６条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に 

積極的な役割を果たすものとする。 
 
 
 
 

 

７１ 

（関係機関等との連携強化） 
第７条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施され 

るよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制 
の整備に努めるものとする。 

 
（子ども読書活動推進基本計画） 
第８条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る 

ため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本 
計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報 
 告するとともに、公表しなければならない。 
３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 
 
（都道府県子ども読書活動推進計画等） 
第９条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県 

における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読 
書活動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」 
という。）を策定するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定さ 
れているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画） 
を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、 
当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町 
村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動 
推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画 
の変更について準用する。 

 
（子ども読書の日） 
第 10 条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子ど 
もが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、４月２３日とする。 
３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努め 
なければならない。 
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7２ 

（財政上の措置等） 
第 11 条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必 
要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 
附則 
この法律は、公布の日から施行する。 
 
 
 

○ 子どもの読書活動の推進に関する法律案に対する附帯決議（衆議院） 
平成 13 年 11 月 28 日 

 
政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。 
 
一 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備し

ていくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。 
 
二 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の推

進に関する施策の確立とその具体化に努めること。 
 
三 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことできる環

境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。 
 
四 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。 
 
五 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基

づき提供に努めるようにすること。 
 
六 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの

参加については、その自主性を尊重すること。 



73

7２ 

（財政上の措置等） 
第 11 条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必 
要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 
附則 
この法律は、公布の日から施行する。 
 
 
 

○ 子どもの読書活動の推進に関する法律案に対する附帯決議（衆議院） 
平成 13 年 11 月 28 日 

 
政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。 
 
一 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備し

ていくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。 
 
二 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の推

進に関する施策の確立とその具体化に努めること。 
 
三 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことできる環

境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。 
 
四 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。 
 
五 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基

づき提供に努めるようにすること。 
 
六 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの

参加については、その自主性を尊重すること。 

第四次新宿区子ども読書活動推進計画

　　  新宿区立中央図書館（こども図書館）
　　　　　  〒169-0072  新宿区大久保 3－1－1
　　　　　  電 話　03－3364－1421

印刷物作成番号

2016－４－5519

再生紙を使用しています

　この印刷物は、1,200部印刷しており、その経費として、業者委託に
よる製本経費を含め、1 部当たり243円（税込）がかかっています。ただし、
編集時の職員人件費や配送経費などは含んでいません。

平成 28（2016）年 4月発行

平成 28（2016）年度～平成 31（2019）年度

編集・発行


