
  

第２章 読書活動推進のための具体的な取組 

 

１ 第三次計画の基本的な考え方 

(１) 計画の目指すもの 

第三次計画は、「子どもたちが知識を広げ感性を磨く読書活動を通じて、

自ら考え、主体的に判断・行動し問題を解決する力」を身に付けることで、

地域を担うとともに世界で活躍できる人材づくりを進めます。 

そのためには、図書館や学校だけでなく、家庭や地域なども含めて連携・

協力し、読書のきっかけづくりや、本に親しみや興味を持ち、感動できる

読書環境の実現を目指します。 

 
(２) 基本方針 

① 現在の第二次計画に掲げるすべての施策について、これまでの成果を

検証・評価し、第三次計画に継承すべきものを必要性、実効性の視点

から整理のうえ、策定します。 
② 新たに計画化する施策については、社会環境や区民ニーズを的確にと

らえながら、費用対効果の面も考慮のうえ、策定します。 
③ 区の関係部局をまたがる施策は、執行体制の検討を含め関係部局間で

十分な連携が図れるよう調整のうえ、策定します。 
 

－ －



施策 事項 主な所管

1 「赤ちゃんえほんリスト」の作成・配布

2 親と子のふれあいブックスタート　≪新規≫

3
「３さいから５さいむけブックリスト　よんでよんで！」
の作成・配布

4 家庭内読書の充実

5 子どもの読書に関する講演会や講座の実施

6 読書時間の拡充 指導室、学校

7 学校図書館指導員の資質向上 指導室、学校、図書館

8 図書資料の整備と充実
学校、学務課、指導室、
図書館

9 各学校における魅力ある読書活動の充実
学務課、指導室、学校、
図書館

10 ボランティアの協力による読書活動の推進 学校、指導室、図書館

11 絵本コーナーの充実 幼稚園、保育園、図書館

12 児童館における児童図書の充実
子ども家庭支援セン
ター、図書館

13 保護者に対する読み聞かせの啓発活動
幼稚園、保育園、子ども
家庭支援センター、図書
館

14
児童館・子育て交流サロン「あかちゃん天国」における読
み聞かせの充実

子ども家庭支援セン
ター、図書館

15 図書館員との連絡会の開催
幼稚園、保育園、児童
館、図書館

16 京橋図書館の移転整備（本の森ちゅうおう〈仮称〉）

17 児童室・Ｔｅｅｎｓコーナーの充実

18 学校図書館ページの利用促進

19 ＩＣＴを活用した情報収集・提供及び活用の充実

20 おすすめ図書リストの作成・配布

21 児童向け図書館利用案内の作成・配布

22 子ども向けお話し会や子ども会の充実

23 子ども図書館員の実施

24 図書館見学・職場体験等の受け入れ

25 図書館資料の再活用

26 配慮が必要な子どもへのサービスの充実

27 区立図書館ホームページによる広報の充実

28 子ども読書手帳の導入≪新規≫

29 ぬいぐるみおとまり会の実施≪新規≫

30 図書館員等による出張お話し会やブックトークの実施

31 学校図書館担当教諭等との連絡会の開催

32 団体貸出による資料提供の充実

33 新刊選書リストの充実

34 中学生・高校生の図書館利用促進策の充実

35 おすすめ本の展示会の充実

36 中学生の読書意欲の向上に向けた図書館の取組≪新規≫ 図書館、指導室、学校

37 高校生の奉仕活動の受入≪新規≫ 図書館、指導室、学校

38
子ども読書活動推進のためのボランティアへの支援、活用
≪新規≫

図書館

39 子ども読書活動推進のためのボランティアの養成≪新規≫ 図書館

40 中央区の歴史や文化を伝承する機会の拡大 図書館、郷土天文館

家庭・地域・学
校・関係機関の
連携による読書
活動推進体制の
充実

読書環境の整備
（学校）

読書活動の充実
（学校）

読書環境の整備
（幼稚園・保育
園及び児童館）

２　計画の施策体系

事業名

子どもの成長段
階に対応した読
書に親しむ機会
の充実

家庭における読
書活動への支援

図書館、保健所

図書館、文化・生涯学習
課、子育て支援課、
子ども家庭支援セン
ター、指導室

子どもの読書活動
に関わる人材の育
成と活動支援

地域活動への支
援

区立図書館にお
ける子どもの読
書活動の推進

読書環境の整備

図書館

読書活動の充実

学校等との連携

図書館、子育て支援課、
子ども家庭支援センター
学務課、指導室、学校
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「赤ちゃんえほんリスト」の作成・配布 所管 図書館、保健所 継続

親と子のふれあいブックスタート 所管 図書館、保健所 新規

「３さいから５さいむけブックリスト　よんで よん
で！」の作成・配布

所管 図書館、保健所 継続

(１)　子どもの成長段階に対応した読書に親しむ機会の充実
　① 家庭における読書活動への支援

1

＜事業目標＞
　保護者に対して、乳幼児期からの絵本の読み聞かせや絵本にふれることの大切さを伝
えるため、「はじめてであう赤ちゃんえほんリスト」を作成し、配布します。

＜事業内容＞
　・「はじめてであう赤ちゃんえほんリスト」の作成および配布
　　（配布場所：中央区保健所・日本橋保健センター・月島保健センターほか）

3

＜事業目標＞
　保護者に対して、３歳から５歳児向けに絵本の読み聞かせや絵本とのふれあいの大切
さを伝えるため、「３さいから５さいむけブックリスト　よんでよんで！」を作成し、
３歳児健診の際などに配布します。

＜事業内容＞
　・３歳から５歳児向けおすすめ図書リスト「３さいから５さいむけブックリスト
　　よんでよんで！」の作成および配付
　　（配布場所：中央区保健所・日本橋保健センター・月島保健センターほか）

2

＜事業目標＞
　乳幼児と保護者が、絵本の読み聞かせを通してコミュニケーションを図るとともに、
読書のきっかけとなるよう、ブックスタートセットを配布します。

＜事業内容＞
　・図書館おすすめの絵本などの配布
　　（配布場所：京橋図書館・日本橋図書館・月島図書館）
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家庭内読書の充実 所管
図書館、子育て支援
課、子ども家庭支援
センター、指導室

充実

子どもの読書に関する講演会や講座の実施 所管

図書館、文化・生涯
学習課、子育て支援
課、子ども家庭支援
センター、指導室

充実

5

＜事業目標＞
　親子で本を読む楽しさや大切さを伝えるため、子どもの読書に関する講演や講座を引
き続き開催するとともに、さまざまな活動と連携したイベントを実施していきます。

＜事業内容＞
　・「絵本講演会」(年１回）や「絵本講座（日本橋図書館）」(年１回）などの開催
　・中央区地域家庭教育推進協議会の「家庭教育学習会」による読書や読み聞かせに
　　関する活動と連携した共催イベントの実施
　・絵本市イベントの実施

一口メモ
【家読（うちどく）】
「家庭読書」（家族ふれあい読書）運動の略語。
家族で本を読み感想を話し合うなど読書習慣を共有することで家族の絆づくりを図る運動。

　

         「親子で楽しむ絵本講演会」（月島図書館）  「親子で楽しむ絵本講座2017」（日本橋図書館）

4

＜事業目標＞
　親子のコミュニケーションを図りながら読書をする、いわゆる「家読（うちどく）」
など、各家庭での読書機会の一層の普及に取り組みます。

＜事業内容＞
　・図書館ホームページでの「家読（うちどく）」の紹介
　・幼稚園や保育園、児童館、小学校における本の貸出しや学校だよりなどによる家庭
　　内読書の推進
　・「ブックスタート」をテーマにした図書館職員による読み聞かせ
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読書時間の拡充 所管 指導室、学校 充実

学校図書館指導員の資質向上 所管
　指導室、学校、
　図書館

充実

＜事業目標＞
　学校図書館で図書の貸出や読書指導の補助を行う学校図書館指導員について、司書教
諭等と連携しながら子どもの読書活動を支援していくとともに、学校図書館の利便性の
向上や区立図書館司書による選書や展示の出張アドバイスなどを実施し、資質の向上を
図ります。

＜事業内容＞
　・学校図書館指導員と司書教諭の連携による子ども読書活動支援
　・区立図書館司書による選書や展示の出張アドバイス

(２)　家庭・地域・学校・関係機関の連携による読書活動推進体制の充実
　① 読書環境の整備（学校）

6

＜事業目標＞
　「朝の読書」をはじめとする読書時間の拡大や「総合的な学習の時間」における読書
の動機づけなどを行い、より多く本に触れる機会や時間を充実していきます。また、放
課後における読書の機会の充実を図ります。

＜事業内容＞
　・始業前や休み時間、給食後などの活用
　・「総合的な学習の時間」を活用した読書の動機づけ
　・プレディでの学校図書館の利用の促進

7
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図書資料の整備と充実 所管
学校、学務課、
指導室、図書館

充実

各学校における魅力ある読書活動の充実 所管
学務課、指導室、
学校、図書館

充実

ボランティアの協力による読書活動の推進 所管
学校、指導室、
図書館

充実

　② 読書活動の充実（学校）

8

＜事業目標＞
　子どもの多様な興味・関心に応える図書や各教科、調べ学習等に必要な図書の整備を
推進し、学校図書館の「読書センター」としての役割に加え、主体的・対話的で深い学
びを体現する「学習センター」や充実した調べ学習を実現する「情報センター」として
の機能の充実を図ります。

＜事業内容＞
　・学校図書館の図書資料の充実
　・開館日数や開館時間の拡充
　・学校図書館への児童・生徒用端末機の設置

9

＜事業目標＞
　学校において読書への楽しみを広げるため、「総合的な学習の時間」や教科による本
を使った調べ学習、中学生の幼稚園や保育園での職場体験における読み聞かせ、中学生
によるパネルディスカッションや作家による講演など、多様な読書活動を各学校の創意
工夫により実施していきます。

＜事業内容＞
　・「総合的な学習の時間」や教科による本を使った調べ学習
　・中学生の幼稚園や保育園での職場体験における読み聞かせ
　・中学校の代表生徒によるパネルディスカッション
　・作家などによる講演会
　・多様な読書活動の取組の「学校図書館ページ」への掲載

10

＜事業目標＞
　学校図書館での地域ボランティアや保護者による読み聞かせの充実とともに、図書の
貸出などカウンター業務への活用を行うことで、開館時間の拡大を図り、学校での読書
活動の充実を図ります。

＜事業内容＞
　・学校図書館での地域ボランティアや保護者による読み聞かせの充実
　・学校図書館のカウンター業務への地域ボランティアや保護者の活用
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絵本コーナーの充実 所管
幼稚園、保育園、
図書館

充実

児童館における児童図書の充実 所管
子ども家庭支援セ
ンター、図書館

充実

保護者に対する読み聞かせの啓発活動 所管
幼稚園、保育園、子
ども家庭支援セン
ター、図書館

充実

12

＜事業目標＞
　子どもにとって魅力のある図書の充実や図書スペースの整備、児童館利用者への読書
活動を応援します。

＜事業内容＞
　・図書スペースの図書の充実と利用したくなる環境整備
　・図書館の除籍図書の提供

13

＜事業目標＞
　保護者会や保育参観等の機会を捉え、おすすめ図書などの紹介や児童作家による講演
会など、保護者に対し乳幼児向けの読み聞かせの大切さを啓発していきます。

＜事業内容＞
　・おすすめ図書リスト「このほんしってる」、図書館利用案内の配布
　・季節ごとの図書や紙芝居の紹介
　・児童作家などによる講演会など読み聞かせの啓発と指導
　

　③ 読書環境の整備（幼稚園・保育園及び児童館）

11

＜事業目標＞
　幼稚園や保育園における絵本や図書のコーナーの充実を図り、園児が自由に手にとっ
て本が読める環境づくりを推進します。
　また、園児のお迎え時などに保護者が気軽に絵本を借りて家庭で読むことができるよ
う貸出サービスの充実を図ります。

＜事業内容＞
　・絵本や図書コーナーの充実
　・園児の興味を引くような絵本コーナーの飾りつけや絵本の展示
　・絵本の貸出サービスの充実
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児童館・子育て交流サロン「あかちゃん天国」にお
ける読み聞かせの充実

所管
子ども家庭支援セ
ンター、図書館

充実

図書館員との連絡会の開催 所管
幼稚園、保育園、
児童館、図書館

充実

＜事業目標＞
　幼稚園、保育園や児童館の職員と図書館員で構成する連絡会を開催し、図書館の利用
方法の案内に加えて、読書活動についての情報交換を行い、絵本に対する知識や読み聞
かせ等の資質の向上を図ります。

＜事業内容＞
　・幼稚園や保育園、児童館職員との連絡会の開催（毎年４月等）

14

＜事業目標＞
　子どもたちが地域の身近な場所で本とふれあえるよう、児童館や子育て交流サロン
「あかちゃん天国」において、読み聞かせや絵本の紹介等を行っていきます。また、図
書館司書による出張お話し会を開催するなど、読み聞かせ機会の拡大を図ります。

＜事業内容＞
　・児童館、子育て交流サロン「あかちゃん天国」での読み聞かせの実施
　・おすすめ図書リスト「このほんしってる」や「はじめてであう赤ちゃんえほん」、
　　図書館利用案内の配布
　・区立図書館司書による出張お話し会の実施

15

一口メモ
【子育て交流サロン「あかちゃん天国」】
子育てに関するさまざまな情報交換や交流の場。
区内在住の０歳から３歳までの乳幼児とその保護者を対象とし、子育て講座の開催や役立つ子
育て情報を提供している。

「日本橋地域児童館まつり」（日本橋図書館）
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京橋図書館の移転整備（本の森ちゅうおう〈仮称〉） 所管 図書館 充実

児童室・Ｔｅｅｎｓコーナーの充実 所管 図書館 充実

学校図書館ページの利用促進 所管 図書館 充実

17

＜事業目標＞
　児童室およびＴｅｅｎｓ（旧ヤングアダルト）コーナーでの展示や装飾の充実など、
親しみやすい雰囲気による利用機会の拡充を図ります。

＜事業内容＞
　・児童室　おすすめ本の展示や子どもたちの絵やメッセージの掲示、四季折々の飾り
　　つけなど、子どもたちが親しみを持って利用しやすい雰囲気づくり
   ・Ｔｅｅｎｓコーナー　読書に加えて、調べ学習やグループ学習、情報交換の場所と
　　して十分に活用するための図書や備品類の充実

18

＜事業目標＞
　図書館ホームページ内の教員・保育士向け「学校図書館ページ」を、学校図書館への
定期的な情報提供と学校図書館間の情報交換の場としてより一層の活用を図ります。

＜事業内容＞
　・図書館からのお知らせやおすすめ本、役立つ情報などの定期的な配信および内容
　　の充実
　・区立図書館司書による学校図書館ページの活用法の出張説明会
　・学校による図書館利用（団体貸出・図書館見学等）の利便性の向上
　・学校図書館間の本に関する情報交換の場としての更なる活用

(３)　区立図書館における子どもの読書活動の推進
　① 読書環境の整備

16

＜事業目標＞
　京橋図書館を移転し、新たに子どもたちにとって明るく楽しく、そして使いやすい図
書館として整備していきます。

＜事業内容＞
　・京橋図書館の移転整備（本の森ちゅうおう〈仮称〉）　（平成33年度開館予定）
　・親子が本を通じてより触れ合う機会の創出、児童室や中・高校生向けスペースの拡
　　充、絵本コーナーの新設、飲食可能エリアの新設、図書館周辺の緑と一体化した空
　　間つくりなど
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ＩＣＴを活用した情報収集・提供及び活用 所管 図書館 充実

19

＜事業目標＞
　平成２６年４月から導入を開始した児童向けインターネット版百科事典「ポプラディ
アネット」について、小・中学生の調べ学習などでの便利な利用方法等を提案するなど
の支援を行っていきます。また、学校図書館に児童・生徒が調べ学習などの情報収集が
できる学習用端末機を設置します。

＜事業内容＞
　・児童向けインターネット版百科事典「ポプラディアネット」の便利な利用方法等の
　　提案
　・児童・生徒用学習用端末機の設置

一口メモ
【Ｔｅｅｎｓコーナー】
13歳から18歳（中学生と高校生にあたる学齢）の利用者に向けてのコーナー。おすすめ本の
紹介リスト（キラキラBOOKランキング）やテーマに沿った本の展示などをしている。また、
図書館ホームページで行事のおしらせや本の紹介等も行っている。

【ＩＣＴ】(英語表記：Information and Communication Technology)
情報通信技術のこと。情報・通信に関連する技術一般の総称である。
従来用いられてきた「IT」とほぼ同様の意味で用いられるもの。

　夏休み子ども会（日本橋図書館）   　　　　　　クリスマス会（月島図書館）
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おすすめ図書リストの作成・配布 所管 図書館 充実

児童向け図書館利用案内の作成・配布 所管 図書館 充実

子ども向けお話し会や子ども会の充実 所管 図書館 充実

21

＜事業目標＞
　子どもが図書館を訪れるきっかけづくりとなるよう、児童向けの図書館利用案内を作
成し、学校を通じて配布するとともに、児童館にも備えるなど、図書館利用の拡大を図
ります。また、新たに児童が興味を持つようなおすすめ本の紹介も掲載します。

＜事業内容＞
　・児童向け図書館利用案内の作成・配布（毎年４月、小学校１年生等へ配布）

22

＜事業目標＞
　乳幼児期から本や物語の世界に親しみ、親子で絵本にふれあえるよう定期的にお話し
会を実施していきます。

＜事業内容＞
　・定期的なお話し会の実施
　・ボランティアによるお話し会の実施
　・子ども会の実施
　・区立図書館司書による出張（青空）お話し会の実施

　② 読書活動の充実

20

＜事業目標＞
　幼児から中学生まで、子どもの発達段階に応じたおすすめ図書リストを作成し、幼稚
園や小学校、中学校を通じてすべての児童、生徒に配布するとともに、保育園や児童館
などの関係機関にも配布し読書の啓発に取り組みます。また、職場体験の中学生の意見
も取り入れるなど、一層の内容の充実を図ります。

＜事業内容＞
　・おすすめ図書リストの作成・配布
　　「このほんしってる」（幼児・小学生向け）（幼稚園・保育園・小学校・児童館
  　　等へ配布）
　　「キラキラBOOKランキング」（中・高校生向け）（中学校等へ配布）
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子ども図書館員の実施 所管 図書館 継続

図書館見学・職場体験等の受け入れ 所管 図書館 充実

図書館資料の再活用 所管 図書館 継続

25

＜事業目標＞
　図書館の除籍図書や寄贈図書の有効活用を図るため、幼稚園や保育園、地域のボラン
ティア団体などに積極的に資料の提供を行っていきます。

＜事業内容＞
　・特別整理期間後など定期的なリサイクル資料の提供

23

＜事業目標＞
　小学生が図書館業務を体験することで、本や読書への興味をもってもらい、図書館利
用の促進を図ります。

＜事業内容＞
　・夏休み期間中、小学校４年生～６年生を対象に、本の返却や装備、書架整理などの
　　基本的な図書館業務の体験

24

＜事業目標＞
　子どもたちの図書館見学や中学生の職場体験などを積極的に受け入れ、図書館の利用
方法や読書の楽しみを身をもって知り、その体験を学校や友人に伝えることで図書館の
利用促進を図ります。

＜事業内容＞
　・小学校からの見学の受け入れ
　・中学生の職場体験カリキュラムの充実（子どもたちへの読み聞かせ体験など）
　・幼稚園や保育園などの図書館散歩の受け入れ体制の構築
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配慮が必要な子どもへのサービスの充実 所管 図書館 充実

区立図書館ホームページによる広報の充実 所管 図書館 充実

子ども読書手帳の導入 所管 図書館 新規

27

＜事業目標＞
　子どもの読書に関する読み聞かせやお話し会など関連事業の周知について、図書館
ホームページをより積極的に活用し、意識啓発やイベントへの参加者の拡大を図りま
す。

＜事業内容＞
　・読み聞かせやお話し会などのイベントの周知など、より分かりやすく便利でアクセ
　　スしやすい図書館ホームページの充実

28

＜事業目標＞
　幼児から中学生向けに、読んだ本のタイトルや感想などを記入することができる読書
手帳を作成し配布します。目に見えるかたちで読んだ本の数と読書の思い出が増えるな
ど、楽しみながら読書意欲の向上を図ります。

＜事業内容＞
　・子ども読書手帳の作成および配布
　・多くの本を読破した子どもへの表彰制度の創設

26

＜事業目標＞
　外国人の子どもや障害のある子どもにも、本を楽しんで親しみをもってもらえるよう
なサービスを展開していきます。

＜事業内容＞
　・さわる絵本や点字本などの充実
　・子ども向け外国語の図書の貸出
　・LLブック（やさしく読みやすい本）の貸出
　・障害児放課後デイサービスへの本の貸出
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ぬいぐるみおとまり会の実施 所管 図書館 新規

子ども図書館員（日本橋図書館）　　　　　　　　幼稚園の図書館見学（京橋朝海幼稚園）

出張おはなし会（京橋こども園）

29

＜事業目標＞
　図書館で子どもたちのお気に入りのぬいぐるみを通して、子どもたちに図書館の楽し
さやおすすめ本を紹介することで、図書館に親しみを持ち、図書館を利用するきっかけ
をつくります。

＜事業内容＞
　・子どもたちから預かったお気に入りのぬいぐるみのおとまり会による、図書館の招
　　介やおすすめ本の貸出

一口メモ
【このほんしってる】・【キラキラBOOKランキング】
図書館では、おすすめ図書案内として、幼児や小学生向けに「このほんしってる」を、
中高生向けに「キラキラBOOKランキング」を発行し、区内の施設や幼稚園・保育園・
小学校・中学校・児童館などに配布している。

【子ども読書の日】
平成13(2001)年施行の「子ども読書活動推進法」で、4月23日を「子ども読書の日」と策定
した。全国の公共図書館で子どもを対象とした読書に関するイベント等を実施している。

【子ども図書館員】
夏休み期間中に、図書館３館で計７０名を超える児童が参加している。図書館の仕事を体験す
ることで、図書館や読書に興味をもってもらうことを目的とする。

　

　                                                                        中学生の職場体験でのおはなし会
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　③ 学校等との連携

図書館員等による出張お話し会やブックトークの実
施

所管

図書館、子育て支
援課、子ども家庭
支援センター、学
務課、指導室

充実

学校図書館担当教諭等との連絡会の開催 所管
図書館、学務課、
指導室

充実

団体貸出による資料提供の充実 所管 図書館、関係機関 充実

31

＜事業目標＞
　各学校の司書教諭及び図書館担当教諭等と図書館員が定期的に交流し、学校図書館の
現状や課題、今後の運営などについて情報交換や共有の場となる連絡会を開催します。

＜事業内容＞
　・情報の交換や共有の場としての定期的な連絡会の開催（毎年４月等）

32

＜事業目標＞
　読書活動を支援するため団体貸出用の図書館資料の充実を図るとともに、利用の拡大
を目指します。また、学校でのテーマごとの調べ学習などを支援するために、図書の収
集・整備を行います。選定にあたっては、学校や関連機関からの要望を反映させていき
ます。

＜事業内容＞
　・団体貸出のＰＲと利用の拡大
　・調べ学習などのテーマに沿った図書の購入
　・セット貸出用図書のリスト作成・配布

30

＜事業目標＞
　学校や幼稚園・保育園等に出向き、本とふれあうことの楽しさや「ブックトーク」等
を積極的に行っていきます。

＜事業内容＞
　・歳児別や学年別のお話し会・ブックートークを計画的に実施
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新刊選書リストの充実 所管 図書館、学校 継続

中学生・高校生の図書館利用促進策の充実 所管 図書館、学校 充実

おすすめ本の展示会の充実 所管 図書館、関係機関 充実

35

＜事業目標＞
　３歳以上の子どもたちから自分のおすすめ本の感想画や本の帯、ポップ等を作成して
もらいます。その作品とともに図書館員のおすすめ本を展示することによって、読書活
動および図書館利用の促進を図ります。

＜事業内容＞
　・「こどもの読書週間」や「秋の読書週間」のおすすめ本の展示
　・児童利用者参加型おすすめ本コーナー「読書の木」の設置
　・児童館等における新刊おすすめ本の紹介

33

＜事業目標＞
　学校の教員向けに区立図書館が購入した新刊本の中から選書リストを作成し、学校へ
提供します。また、学校から随時要望を受け付け、図書の充実につなげていきます。

＜事業内容＞
　・新刊選書リストの作成・配布（毎月１回）

34

＜事業目標＞
　図書館のＴｅｅｎｓ（旧ヤングアダルト）コーナーの蔵書やおすすめ本の展示、ホー
ムページでの情報発信や学校へのＰＲに加えて、中学生の修学旅行や校外学習における
調べ学習に役立つ図書資料の提供などを積極的に行い、利用の促進を図ります。

＜事業内容＞
　・Ｔｅｅｎｓコーナーの蔵書やおすすめ本の充実
　・図書館ホームページの「Ｔｅｅｎｓのページ」による情報発信
　・学校へのＰＲ活動
　・中学生の修学旅行や校外学習などのテーマごとに対応した図書資料の提供
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中学生の読書意欲の向上に向けた図書館の取組 所管
図書館、指導室、学
校 新規

高校生の奉仕活動の受入 所管
図書館、指導室、
　学校 新規

＜事業目標＞
　都立高校の学校設定教科「人間と社会」における奉仕体験活動を行う生徒の受け入れ
などを行い、道徳教育とキャリア教育の一体化を図った教育活動を支援するとともに、
図書館業務や読み聞かせなどの体験活動を通じて図書館への理解や興味を深めてもらえ
るよう努めます。

＜事業内容＞
　・区内在住・在学の高校生の奉仕体験活動の受入
　・奉仕体験活動（図書受入・書架整理・子どもへの読み聞かせ等）

【ビブリオバトル】
一人１冊ずつ面白いと思った本を持ち寄り、順番に本の紹介を行う。それぞれの発表後
にディスカッションを行い、すべての発表が終了した時点で参加者全員で投票を行い、
チャンプ（優勝）本を選ぶイベント。

37

一口メモ
【ブックトーク】
一定のテーマにそって、様々なジャンルの本を順序だてて紹介すること。ブックトーク
の目的は、「その本の内容を教えること」ではなく「その本の面白さを伝えること」や
「聞き手にその本を読んでみたいという気持ちを起させること」である。

【団体貸出】
学校の授業や朝の読書時間などに使用する図書を、区立図書館から１カ月１００冊まで
借りることができる。登録は学校単位、クラス単位で行うことができる。なお、利用登
録は学校のほか、保育園や幼稚園および児童館も行うことができる。

36

＜事業目標＞
　中学校の図書委員と連携を図り、図書館のＴｅｅｎｓコーナーの展示やブックリスト
「キラキラＢＯＯＫランキング」などに中学生のアイデアや要望等を取り入れます。ま
た、中学生による読書に関するパネルディスカッションやビブリオバトルなど、体験型
のイベントを実施し、読書意欲の向上を図ります。

＜事業内容＞
　・中学生によるＴｅｅｎｓコーナーの展示やブックリスト「キラキラＢＯＯＫランキ
　　ング」へのアイデアや意見の反映
　・区立図書館司書による学校図書館の展示やおすすめ本の紹介に関するアドバイス
　・中学生によるパネルディスカッションやビブリオバトルなどの体験型イベント
　　の開催
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子ども読書活動推進のためのボランティアへの支
援、活用

所管 図書館 新規

子ども読書活動推進のためのボランティアの養成 所管 図書館 新規

中央区の歴史や文化を伝承する機会の拡大 所管
図書館、

郷土天文館
充実

39

＜事業目標＞
　より多くの子どもが本に親しみを持ち、読書を楽しむことが出来るように、幼稚園や
保育園、児童館などで読み聞かせを行うボランティアを養成します。

＜事業内容＞
　・読み聞かせボランティアの養成

40

＜事業目標＞
　子どもたちに中央区の歴史や文化に親しんでもらうため、平成24年度に図書館で編
集・作成した『Jr．中央区文化・歴史ずかん』やデジタル化した地域資料などの活用を
促進していきます。また、郷土天文館と連携を図り、中央区の文化財や作家ゆかりの地
の探訪イベントやルートマップの作成など、図書に親しむきっかけとなる機会を充実さ
せます。

＜事業内容＞
　・学校における地域学習への図書館資料の活用の促進
　・「中央区の歴史や文化」をテーマに、児童・生徒向けの「有名作家の区内ゆかりの
　　地めぐり」など魅力あるイベントの開催やルートマップの作成

(４)　子どもの読書活動に関わる人材の育成と活動支援
　① 地域活動への支援

３８

＜事業目標＞
　読み聞かせボランティアおよび区内の幼稚園や保育園等で読み聞かせ活動を行ってい
るボランティアの連絡会を開催し、意見交換や読み聞かせに関するアドバイス、講演会
などを行います。また、幼稚園や保育園等へのボランティアのコーディネートなど、ボ
ランティア活動を広く支援します。

＜事業内容＞
　・読み聞かせボランティアおよび区内で活動しているボランティアの連絡会の開催
　・幼稚園や保育園等への読み聞かせのボランティアのコーディネート
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