
 

33 

第４章 実施のための計画 

 

１ 家庭における読書活動の推進 

施策項目 所管課 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

子育て支援事業との連携協力 児童課・図書館 継続 

３～４か月児健康診査時の絵本リスト配布 健康課・図書館 充実 

家庭教育講座の充実 公民館 充実 

家庭の読書を推進する行事等の実施 図書館 継続 

東京都の読書推進相談事業の紹介等 図書館 継続 

 

２ 学校における読書活動の推進 

施策項目 所管課 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

学校図書館活用年間計画の作成と実施 学校 継続 

学校図書館活用事例の開発と実施 指導課・学校 継続 

学習情報センター機能の充実 指導課・学校 充実 

学校図書館システムの整備と活用 学校・学務課・図書館 継続 

学校間での図書の相互利用の研究 指導課・学校 研究 

市立図書館資料の活用 学校・図書館 継続 

学校図書館図書標準の達成 学務課・学校 充実 

購入方針・廃棄基準の整備 学務課・学校 検討 実施 継続 

地域資料の活用 指導課・学校・図書館 検討 実施 継続 

学級における取組の実施 指導課・学校 検討 実施 継続 

児童・生徒の読書状況に応じた取組の研究 指導課・学校 研究 実施 継続 

司書教諭の配置 指導課・学校 継続 

中学校 学校図書館協力員の配置 学校・図書館 継続 

小学校 学校図書館協力員の配置 学校・図書館 実施 継続 

学校図書ボランティアの受入れと研

修の実施 

学校・生涯学習

推進課・図書館
充実 

読書指南役の研究 指導課・学校 研究 

学校図書館司書教諭等研究協議会の実施 指導課・学校 継続 

教科等研究会図書館部会の充実 指導課・学校 充実 

特別な支援を必要とする子どもへの

読書推進のプログラムの開発 
指導課・学校 継続 

読書週間等の啓発行事の実施 学校 継続 

図書館だより等の広報の発行 学校 継続 

学校図書ボランティアだよりの発行 指導課・学校 検討 実施 継続 

児童・生徒の図書館活動の充実 学校 充実 
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３ 図書館における読書活動の推進 

施策項目 所管課 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

魅力ある蔵書の充実 図書館 充実 

調べ学習用資料の充実 図書館 充実 

資料紹介と情報提供 図書館 充実 

図書館施設の整備・充実 図書館 充実 

乳幼児サービスの充実 図書館 充実 

各種図書リストの作成と配布 図書館 充実 

おはなし会・絵本のへやの開催 図書館 充実 

ティーンズサービスの充実 図書館 充実 

児童・ティーンズ向け行事の開催 図書館 充実 

図書館ボランティア入門講座の開催 図書館 継続 

児童図書・読書等に関する講演会の開催 図書館 継続 

布の絵本等の展示や利用の促進と福

祉講演会の開催 
図書館 充実 

外国語絵本等の充実と情報提供 図書館 検討 実施 継続 

学校への資料提供と教諭への支援 図書館 継続 

学校への図書集配システムの実施 図書館 継続 

学校図書館相談員による学校図書館支援 図書館 継続 

学校図書館協力員への支援 図書館 継続 

児童・生徒の図書館見学・職場体験の受入れ  図書館・学校 充実 

インターンシップ・実習生等の受入れ 図書館 継続 

都立特別支援学校との連携 図書館 検討 実施 継続 

都立図書館・国際子ども図書館等との連携 図書館 継続 

児童担当職員の養成と研修機会の充実 図書館 充実 

仲町図書館の改築 図書館 設計 設計・建築 建築 建築 開設 

仲町図書館を活用した学校図書館支援 図書館 検討 検討 検討 検討 実施 

 

４ 地域における読書活動の推進 

施策項目 所管課 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

保育園・幼稚園での読書活動の推進 保育課・図書館 継続 

児童館の絵本等の整備と読み聞かせ

等の行事の実施 
児童課 継続 

放課後子ども教室での読み聞かせ等の実施 生涯学習推進課  継続 

市内公共施設等での子どもの本の充実 関係課・図書館 検討 実施 継続 

子ども文庫活動への支援と協力 図書館 継続 

市内の各施設での絵本リスト等の配布 図書館 検討 実施 継続 
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５ 地域の力を生かした読書活動の推進 

施策項目 所管課 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

学校支援ボランティアの実施 生涯学習推進課 継続 

小平地域教育サポート・ネット事業の実施 生涯学習推進課 継続 

「読み聞かせ実践講座」等の開催 図書館 継続 

市民団体等への読書活動推進の支援 図書館 継続 

 

６ 読書推進体制の整備 

施策項目 所管課 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

子ども読書推進のための会議の開催 図書館 実施 継続 

子ども読書活動推進計画の推進状況の把握 図書館 実施 継続 

 

７ 啓発・広報 

施策項目 所管課 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

子ども読書の日等における啓発事業 図書館 継続 

啓発資料の作成と配布 図書館 継続 

ホームページや広報の活用 図書館 充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




