
平成31年度事業一覧 墨田区子ども読書活動推進計画（第3次）

実施計画 実施結果 達成度 理由

家
庭
・
地
域
等

家
庭

1 家庭にお
ける読書
活動の支
援

充実 １
・
5
・
39

【図書館・地域活動推進課(コミ会館）】
・ブックスタート事業の実施
・家庭の１０分間読書運動のチラシやおす
すめ本の案内等をホームページや図書館、
コミュニティ会館の展示等で紹介し、読書の
大切さを啓発

【保健センター】
・ブックスタート事業の会場提供・協力

図書館

地域活動推
進課

保健セン
ター

図書館 【図書館】
・ブックスタート事業実施
　各月３回×１２ヶ月×２ヵ所年７２回
・[家庭の１０分間読書運動]のチラシ配布
・ホームページで「ほんはともだち」等のおすすめ
本の案内を掲載

【図書館】
・ブックスタート事業の実施
　　本所保健センター　３６回
　　向島保健センター　３５回　　　計　７１回
　　ブックスタートセット２，２７７人（９５．５％）へ配布
・[家庭の１０分間読書運動]のチラシ配布
・ホームページで「ほんはともだち」等のおすすめ本の
案内を掲載

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・ブックスタート事業を各館年間１８回実施

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・ブックスタート事業の実施（各館年間１７～１８回実
施）

達成

各保健セン
ター

【各保健センター】
・ブックスタート事業へ会場提供・協力（月３回、年
３６回開催）
※向島保健センターは、祝日の都合により平成31
年度は年３５回開催

【各保健センター】
・ブックスタート事業へ会場提供・協力（月３回、年３６
回実施）
※向島保健センターは、祝日の都合により平成31年
度は年３５回開催

達成

2 保護者へ
の意識啓
発

継続 2 保健セン
ター

図書館 【図書館】
・読み聞かせ啓発冊子・各館の乳幼児向け行事案
内を配布
・[家庭の１０分間読書運動]のチラシ配布
・図書館カウンターにおける読書相談を随時実施
・子ども読書活動推進に関する講演会の開催

【図書館】
・読み聞かせ啓発冊子「おひざでえほん」・各館の乳
幼児向け行事案内・読み聞かせ啓発冊子「あかちゃ
んのすきなものなあに？」を配布
・[家庭の１０分間読書運動]のチラシ配布
・図書館カウンターにおける読書相談を随時実施
・講演会等開催（１１回２９８人）

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・おすすめ本等の冊子配布
・子育て支援コーナーを常設
・「おはなし会・読み聞かせ会」等の開催
・子育て講座「あかちゃんのための絵本の読み聞
かせとわらべうた」を年２回実施(横川）。

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・おすすめ本等の冊子配布
・子育て支援コーナーを常設
・「おはなし会・読み聞かせ会」の開催
・子育て講座年１回実施(横川）
・子育てサロン年１０回実施（東駒形）

達成

子育て政策
課

【子育て政策課】
<児童館>
・おはなしのへや等の行事を月２～５回定期的に
実施
・書籍の購入や児童館便りでの本の紹介
・中高生向けの本の充実
・図書室の整備、児童館便りや声かけ等の実施

【子育て政策課】
<児童館>
・おはなしのへや等の行事を月２～５回定期的に実施
・書籍の購入や児童館便りでの本の紹介を行った。
・中高生向けの本を充実させた。
・図書室の整備、児童館便りや声かけ等の実施

達成

子ども施設
課

【子ども施設課】
<保育園・認定こども園>
・日常の保育活動での保護者等への意識啓発

【子ども施設課】
<保育園・認定こども園>
・日常の保育活動での保護者等への意識啓発を行っ
た。

達成

子育て支援
総合セン
ター

【子育て支援総合センター】
<子育てひろば>
・読み聞かせ、手遊び、パネルシアター等の実施
（通年）
<子育て支援総合センター>
・おれんじたいむ、こみかんたいむ（各月１回開催）
で絵本・紙芝居の読み聞かせの実施（各２回／
年）

【子育て支援総合センター】
<子育てひろば>
・読み聞かせ、手遊び、パネルシアター等の実施
<子育て支援総合センター>
・おれんじたいむ,こみかんたいむ（各月１回開催）で
絵本・紙芝居の読み聞かせを（各２回／年）実施

達成

絵本の紹介に加え、ブックスタート
事業の充実等を通じて、子育てに
おける絵本の読み聞かせの重要
性を啓発していく。
子どもがいる各家庭でのひととき、
１０分間程度の時間を設け、家族
が一緒に本を読んだり、読み聞か
せをしたりする家庭の１０分間読書
運動を推進する。

子どもの読書活動を広げるには、
保護者自身が読書する習慣を身
に付け、読書に興味を持ち、その
大切さを認識する必要がある。こ
のため、図書館をはじめ生涯学習
課、保健センター、保育園、子育て
ひろば、学校・幼稚園、社会福祉
会館等の事業の機会に、保護者
等へ読書の推進と啓発を行い、か
つ家庭における読書活動の大切さ
を伝える。また読書活動に関する
相談体制を充実させていく。

【図書館・地域活動推進課（コミ会館）】
・読み聞かせ啓発冊子、おすすめ本等の冊
子配布や、家庭の１０分間読書の紹介チラ
シ、その他啓発資料の情報提供、講演会
開催、施設訪問

【子育て政策課（児童館）】
・館のお知らせや声かけ等で絵本の紹介や
読み聞かせの重要性を啓発

【子ども施設課（保育園・認定こども園）】
・園児の好きな絵本紹介と貸出、読み聞か
せの実施

【子育て支援総合センター】
・絵本の読み聞かせ等による保護者等へ
の読書啓発

【保健センター】
・ブックスタート事業の会場提供・協力

【地域教育支援課】
・家庭と地域の教育力の充実事業におい
て、読み聞かせ等の読書活動を推進

【指導室（学校・幼稚園）】
・読書活動にかかる研究発表会・講演会

【人権同和・男女共同参画課（社会福祉会
館）】
・乳幼児事業における読み聞かせやパネル
シアターの実施

図書館

地域活動推
進課

子育て政策
課

子ども施設
課

子育て支援
総合セン
ター

保健セン
ター

地域教育支
援課

指導室

人権同和・
男女共同参
画課

内　　　容
２次
番号

各課の具体的事業 主管課 協力課

平成３1年度(令和元年度)

担当課

1



平成31年度事業一覧 墨田区子ども読書活動推進計画（第3次）

実施計画 実施結果 達成度 理由

内　　　容
２次
番号

各課の具体的事業 主管課 協力課

平成３1年度(令和元年度)

担当課

各保健セン
ター

【各保健センター】
・ブックスタート事業へ会場提供・協力（月３回、年
３６回開催）
※向島保健センターは、祝日の都合により平成31
年度は年３５回開催

【各保健センター】
・ブックスタート事業へ会場提供・協力（月３回、年３６
回実施）
※向島保健センターは、祝日の都合により平成31年
度は年３５回開催

達成

地域教育支
援課

【地域教育支援課】
・家庭教育学級補助金交付事業により、読み聞か
せを通した子育てについての学習会を実施する団
体に対して活動費の一部を助成
・家庭教育支援講座の一環として読み聞かせ講座
を(予定1回）実施する。

【地域教育支援課】
・絵本の読み聞かせ講座（3回）
　参加者数91人

達成 補助金交付事業の申請が無
かったため、活動費の一部助成
はなし。

人権同和・
男女共同参
画課

【人権同和・男女共同参画課】
<社会福祉会館>
・読み聞かせ等の実施（「すくすくクラブ（0歳児）」、
「すこやかクラブ（1歳児）」、「幼児の時間（2～3歳
児）」を年間各31回実施

【人権同和・男女共同参画課】
<社会福祉会館>
・読み聞かせ等の実施（参加人数は保護者、兄弟を
含む）
　　「すくすくクラブ（0歳児）」   ： 800人
　　「すこやかクラブ（1歳児）」 ：519人
　　「幼児の時間（2～3歳児）」 ：1028人

達成

家
庭
・
地
域
等

図書館 【図書館】
・おはなし会、出張おはなし会等を通年実施
・ブックスタート事業実施
・行事予定をホームページ、図書館だより、館内に
掲載

【図書館】
・おはなし会、工作会等（２７７回）、出張おはなし会
（ブックトーク１６回）実施
・ブックスタート事業の実施
　　本所保健センター　３６回
　　向島保健センター　３５回　　計　７１回
　　ブックスタートセット２，２７７人（９５．５％）へ配布
・行事予定をホームページ、図書館だより、館内に掲
載

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・お話会を通年実施
・工作会を開催（夏冬計2回、東駒形）
・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教室３回実施(東駒形)
・３Ｄプリンター教室(東駒形)
・小・中学生向けに本の装備・修理工作会を開催
（横川）
・小学生向け図書館クイズや夏休みスタンプラ
リー実施（横川）
・小学生向け「かしだしｄｅビンゴ」を実施(横川）
・工作会、夏休みシールラリーの実施（梅若橋）
・ブックスタート事業の実施（各館年間１８回実施）

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・お話会を通年実施
・工作会を開催（夏冬計2回、東駒形）
・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教室３回実施(東駒形)
・小・中学生向けに本の装備・修理工作会を開催（横
川）
・小学生向け図書館クイズや夏休みスタンプラリー実
施（横川）
・工作会、夏休みシールラリーの実施（梅若橋）
・ブックスタート事業の実施（各館年間１７～１８回実
施）

達成

子育て政策
課

【子育て政策課】
＜児童館＞
・行事「おはなしのへや」で職員やボランティアが、
幼児から小学生を対象に月２～５回定期的に読み
聞かせを実施

【子育て政策課】
＜児童館＞
・行事「おはなしのへや」で職員やボランティアが、幼
児から小学生を対象に月２～５回定期的に読み聞か
せを実施

達成

子ども施設
課

【子ども施設課】
＜保育園・認定こども園＞
・自由遊びの際に絵本の時間を設ける。

【子ども施設課】
＜保育園・認定こども園＞
・自由遊びの際に絵本の時間を設けた。

達成

家
庭

3 読書の
きっかけ
つくり事
業の
推進

本や物語等に親しみを持ってもら
うためのきっかけづくりとして、図
書館をはじめ保育園、幼稚園、児
童館、子育てひろば、社会福祉会
館等において、お話会、工作会等
を積極的に行っていく。また、図書
館では親子で楽しめるサービスを
充実させて、さらに地域の方々等
が気軽に参加できる事業の充実を
図る。

継続 3 【図書館・地域活動推進課（コミ会館）】
・お話会、工作会、お楽しみ会、ブックス
タート事業等

【子育て政策課（児童館）】
・職員によるお話会等

【子ども施設課（保育園・認定こども園）】
・いつでも、どこでも絵本に触れられる絵本
コーナーの設置及び貸出

【子育て支援総合センター（子育てひろば）】
・読み聞かせ、手遊び、パネルシアター等
の読書のきっかけになる事業

【指導室（幼稚園）】
・指導主事の幼稚園訪問時や教育課程説
明会において、指導・助言

【人権同和・男女共同参画課（社会福祉会
館）】
・乳幼児事業における読み聞かせやパネル
シアターの実施

【保健センター】
・ブックスタート事業の会場提供・協力

図書館

地域活動推
進課

子育て政策
課

子ども施設
課

子育て支援
総合セン
ター

指導室

人権同和・
男女共同参
画課

保健セン
ター

2



平成31年度事業一覧 墨田区子ども読書活動推進計画（第3次）

実施計画 実施結果 達成度 理由

内　　　容
２次
番号

各課の具体的事業 主管課 協力課

平成３1年度(令和元年度)

担当課

子育て支援
総合セン
ター

【子育て支援総合センター】
<子育てひろば>
・読み聞かせ、手遊び、パネルシアター等の実施
（通年）
<子育て支援総合センター>
・おれんじたいむ、こみかんたいむ（各月１回開催）
で絵本・紙芝居の読み聞かせの実施（数回／年）

【子育て支援総合センター】
<子育てひろば>
・読み聞かせ、手遊び、パネルシアター等の実施
<子育て支援総合センター>
・おれんじたいむ,こみかんたいむ（各月１回開催）で
絵本・紙芝居の読み聞かせを（各２回／年）実施

達成

指導室 【指導室】
・指導主事が幼稚園を訪問し、助言・指導を行う。
また、教育課程説明会において読書活動の推進
について指導・助言する。

【指導室】
・指導主事による学校訪問や指導室訪問時、教育課
程説明会において読書活動の推進について指導・助
言した。

達成

人権同和・
男女共同参
画課

【人権同和・男女共同参画課】
＜社会福祉会館＞
・「すくすくクラブ（0歳児）」、「すこやかクラブ（1歳
児）」、「幼児の時間（2～3歳児）」を実施（年間各
30回）実施

【人権同和・男女共同参画課】
＜社会福祉会館＞
・「すくすくクラブ（0歳児）」、「すこやかクラブ（1歳
児）」、「幼児の時間（2～3歳児）」を実施（年間各30
回、保護者・兄弟含む参加人数　計2347人）

達成

各保健セン
ター

【各保健センター】
・ブックスタート事業へ会場提供・協力（月３回、年
３６回開催）
※向島保健センターは、祝日の都合により平成31
年度は年３５回開催

【各保健センター】
・ブックスタート事業へ会場提供・協力（月３回、年３６
回実施）
※向島保健センターは、祝日の都合により平成31年
度は年３５回開催

達成

4 継続 6 子ども施設
課

指導室

図書館

地域活動推
進課

子ども施設
課

【子ども施設課】
＜保育園・認定こども園＞
・自由遊びの際に絵本の時間を設ける。

【子ども施設課】
＜保育園・認定子ども園＞
・自由遊びの際に絵本の時間を設けた。

達成

指導室 【指導室】
<幼稚園>
・指導主事による学校訪問や指導室訪問時、教育
課程説明会において指導・助言を行う。

【指導室】
<幼稚園>
・指導主事による学校訪問や指導室訪問時、教育課
程説明会において指導・助言を行った。

達成

図書館 【図書館】
・保育園・幼稚園等へ図書館のリサイクル図書の
配布や団体貸出の実施

【図書館】
・保育園・幼稚園等の来館時にリサイクル図書を配布
・保育園・幼稚園等への団体貸出の実施

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・保育園・幼稚園等へ図書室のリサイクル図書の
配布
・団体貸出の実施
・とんこま古本市を開催（年2回、東駒形）
・梅若フェスティバル、文化祭でのリサイクル図書
提供（梅若橋）
　・保育園への出張お話会実施（年１回横川）

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・保育園・幼稚園等の来館時にリサイクル図書を配布
・保育園・幼稚園等への団体貸出の実施
・とんこま古本市開催（2回、東駒形）
・梅若フェスティバル、文化祭でのリサイクル図書提
供（梅若橋）
・保育園への出張お話し会実施（１回、横川）

達成

保
育
園
・
幼
稚
園
等

保育園・
幼稚園等
における
読書活動
の推進

読み聞かせや図書の充実、図書
館サービスの利用等を図ること
で、就学前の子どもが本や物語等
に親しむきっかけをつくるとともに、
その読書活動の推進を図る。

【子ども施設課（保育園・認定こども園】
・就学前の子どもに対して、童話の読み聞
かせ、表現あそび実施

【指導室（幼稚園）】
・指導主事の幼稚園訪問時や教育課程説
明会において、指導・助言

【図書館・地域活動推進課】
・リサイクル図書の優先配布や事業案内の
配布、団体貸出

3



平成31年度事業一覧 墨田区子ども読書活動推進計画（第3次）

実施計画 実施結果 達成度 理由

内　　　容
２次
番号

各課の具体的事業 主管課 協力課

平成３1年度(令和元年度)

担当課

家
庭
・
地
域
等

子育て政策
課

【子育て政策課】
<児童館>
・おはなしのへや等の行事を月２～５回定期的に
実施
・書籍の購入や児童館便りでの本の紹介
・中高生向けの本の充実
・図書室の整備、児童館便りや声かけ等の実施

【子育て政策課】
<児童館>
・おはなしのへや等の行事を月２～５回定期的に実施
・書籍の購入や児童館便りでの本の紹介を行った。
・中高生向けの本を充実させた。
・図書室の整備、児童館便りや声かけ等の実施

達成

図書館 【図書館】
・図書館のリサイクル図書の優先配布
・団体貸出実施
・ティーンズ情報誌の作成・配布

【図書館】
・児童館来館時にリサイクル図書を配布した。
・団体貸出実施
・ティーンズコーナー情報誌を配布した。

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・リサイクル図書の優先配布
・ティーンズコーナーの充実
・団体貸出実施

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・リサイクル図書の優先配布
・団体貸出実施
・ティーンズコーナーで特集を実施（梅若橋）
・ティーンズメンバー（ボランティア）からの情報を元
に、特集コーナーと情報ボードを作成（東駒形）

達成

6 中・高校
生のボラ
ンティア
体験と育
成

乳幼児・児童等への読み聞かせや人形劇
等の読書推進事業等について、中・高校
生世代のボランティア活動体験の受け入
れの促進を図るとともに、その世代が読書
活動の大切さを直に認識し、関心を高め
る場をつくっていく。

継続 8 【子育て政策課（児童館）】
・中高生にボランティアを募り、小学生への
読み聞かせ

子育て政策
課

図書館 子育て政策
課

【子育て政策課】
<児童館>
・乳幼児への読み聞かせで、小学５年生～高校生
のボランティアの募集
・ボランティアセンターだよりに記事を掲載

【子育て政策課】
<児童館>
・夏休みに中・高校生ボランティアを募集し、ボラン
ティア活動の一環として、小学生への読み聞かせ実
施

達成

子育て支援
総合セン
ター

【子育て支援総合センター】
<子育てひろば>
・読み聞かせ、手遊び、パネルシアター等の実施
（通年）
<子育て支援総合センター>
・おれんじたいむ、こみかんたいむ（各月１回開催）
で絵本・紙芝居の読み聞かせの実施（数回／年）

【子育て支援総合センター】
<子育てひろば>
・読み聞かせ、手遊び、パネルシアター等の実施
<子育て支援総合センター>
・おれんじたいむ,こみかんたいむ（各月１回開催）で
絵本・紙芝居の読み聞かせを（各２回／年）実施

達成

図書館 【図書館】
・図書館のリサイクル図書の優先配布
・団体貸出実施

【図書館】
・子育て支援総合センター来館時にリサイクル図書を
配布した。
・団体貸出実施

達成

図
書
館
等

8 親子で来
館しやす
い図書館
づくり

親子で楽しめる図書館サービスを充実さ
せて本に親しんでもらうとともに、保護者
や地域の方々等が気軽に参加できる読書
推進事業の充実を図っていく。

継続 4 【図書館・地域活動推進課（コミ会館）】
・お話会、工作会、人形劇等親子で参加し
やすい事業や子どもに薦めたい図書の展
示

図書館

地域活動推
進課

図書館 【図書館】
・ブックリスト「ほんはともだち（幼・小学低・中・
高）」を作成し、幼稚園児（4.5歳児）及び区立小学
生全員に配布し、ホームページにも掲載
・児童コーナーにて特集展示・貸出を実施
・おはなし会、出張おはなし会等の実施（通年）
・行事予定をホームページ等に掲載

【図書館】
・ブックリスト「ほんはともだち（幼・小学低・中・高）」を
作成
　（幼稚園・保育園（4.5歳児）及び小学生に配布し、
ホームページにも掲載）
・児童コーナーにて特集展示・貸出を実施
・おはなし会、工作会等（２７７回）、出張おはなし会
（ブックトーク１６回）の実施
・行事予定をホームページや図書館だよりに掲載し、
館内に掲示

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・おはなし会・工作会・各事業イベントを実施
・スタンプラリー実施（横川）

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・おはなし会・工作会・各事業イベントを実施
・スタンプラリー実施（横川）

達成

子育て政策
課

図書館

地域活動推
進課

子
育
て
ひ
ろ
ば

7 子育てひ
ろばにお
ける読書
活動の推
進

図書館サービス等の利用を促したり、保
護者等への読書啓発等を行うことで、子
育てにおける絵本の読み聞かせの重要性
を啓発するとともに、子育てに関する図書
資料を提供していく。

継続 9 【子育て支援総合センター】
・両国ひろば・文花ひろばでは、読み聞か
せ、素話、手遊び、パネルシアター等の読
書のきっかけになる事業を実施
・子育て中の保護者を対象としたイベントの
中での絵本の紹介、図書館利用の情報提
供等の支援

【図書館・地域活動推進課（コミ会館）】
・リサイクル図書の優先配布や事業案内の
配布、団体貸出

児
童
館

5 児童館に
おける読
書活動の
推進

子どもの情緒を豊かにするよう読書活動
を推進するとともに、特に同施設における
中・高校生の居場所づくりの環境整備の
一環として、図書館等から適切な図書資
料の提供を受けるとともに、読書活動を推
進するよう努める。

継続 7

子育て支援
総合セン
ター

図書館

地域活動推
進課

【子育て政策課（児童館）】
・館のお知らせや声かけ等で絵本の紹介や
読み聞かせの重要性を啓発、児童館図書
室の図書を充実

【図書館・地域活動推進課（コミ会館）】
・リサイクル図書の優先配布や事業案内の
配布、団体貸出、児童館図書室の図書購
入の支援、ティーンズ情報誌の配布
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平成31年度事業一覧 墨田区子ども読書活動推進計画（第3次）

実施計画 実施結果 達成度 理由

内　　　容
２次
番号

各課の具体的事業 主管課 協力課

平成３1年度(令和元年度)

担当課

図書館 【図書館】
・学校等への出張おはなし会等の実施
・小学校読み聞かせボランティア講座（初級・中
級）実施
・ひきふね図書館読み聞かせボランティアステップ
アップ講座実施
・ブックトークボランティア勉強会の支援

【図書館】
・出張おはなし会（ブックトーク）の実施（１６回）
・小学校読み聞かせボランティア講座実施
　　初級：１回（全２日）、２５名参加（実人員）
　　中級：１回（全２日）、２２名参加（実人員）

達成

指導室 【指導室】
・教育課程説明会において、学校図書館ボラン
ティア等、地域と連携した学校図書館運営につい
て助言・指導する。

【指導室】
・指導主事による学校訪問や指導室訪問時、教育課
程説明会において指導助言した。

達成

家
庭
・
地
域
等

図
書
館
等

図書館 【図書館】
・子ども司書図書館員体験講座実施
・小学校等の図書館見学受入（随時）
・中学生等の職場体験学習・高校生インターンシッ
プ受入（随時）

【図書館】
・子ども司書図書館員体験講座（各図書館で実施、５
回、２１人）
・図書館見学
（小学校：１０校、２２回、１，２６４人、他：１施設、１回、
５６人）
・職場体験学習
（中学校：１１校、１３回、３８人、高校：１校、１回、２
人、　他：１施設、１回、３人）

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・小学生施設見学、中学生職場体験、高校生イン
ターンシップの受入

【地域活動推進課】
<東駒形コミュニティ会館>
・中学生の職場体験受入実施（４名）
<梅若橋コミュニティ会館>
・中学生職場体験受入実施（２名）
<横川コミュニティ会館>
・小学生の図書室見学実施（随時）、中学生の職場体
験受入実施（5人）

達成

指導室 【指導室】
・教育課程説明会や学校図書館担当教諭研修会
等において、小学生の図書館見学の周知、中学
生の職場体験学習・インターンシップの受け入れ
等について周知する。

【指導室】
・教育課程説明会や学校図書館担当教諭研修会等
において、小学生の図書館見学の周知、中学生の職
場体験学習・インターンシップの受け入れ等について
周知した。

達成

図書館 【図書館】
・月特集コーナー展示（月1回）
・中学生・高校生のためのPOPコンテスト実施
・区内中学生によるボランティアグループ「ひきふ
ね図書館おもてなし課」の活動支援

【図書館】
・特集コーナー展示（月1回）
・中学生・高校生のためのPOPコンテスト実施（応募
数：１，０７９点）
・区内中学生によるボランティアグループ「ひきふね図
書館おもてなし課」の活動支援（登録者数：１０名、活
動７回）

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・ティーンズコーナーの充実（推薦図書冊子の配
布、中学生・高校生も対象のスタンプラリーの実施
等）

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・新たに催事特集コーナー設置（東駒形）
・推薦図書冊子の配布（横川）
・中高生対象のスタンプラリー実施（横川）
・ティーンズコーナーで特集を実施（梅若橋）

達成

9 図書館
員・ボラン
ティア等
による学
校・施設
訪問の充
実

学校や乳幼児・児童関係施設等で行われ
る読書の時間、ブックトーク、お話会等に
図書館員やボランティアが連携・協力し、
読書活動の充実を図る。

継続 17 【図書館】
・図書館員やボランティアによる学校等へ
の出張お話会等の実施、読み聞かせボラ
ンティア等の養成・支援

図書館 指導室

図書館

地域活動推
進課

指導室

11 中・高校
生向け事
業等の充
実

中・高校生が読書習慣を身に付け、読書
活動に積極的に参加できるように図書の
充実を図るとともに、参加型企画の充実を
図る。

継続 30 【図書館・地域活動推進課（コミ会館）】
・中・高校生との連携による、図書館を利用
した催しや企画(参加型）の充実
掲示物や新刊案内、おすすめの本等の見
せる工夫を凝らしたＰＯＰ等による中・高校
生向け図書室（コーナー）の整備

図書館

地域活動推
進課

10 小・中学
生、高校
生の図書
館見学や
職場体験
学習の推
進

小・中学生や高校生等の区立図書館等へ
の見学や職場・職業体験学習を推進し、
読書活動の大切さを認識したり関心を高
めるきっかけを作っていく。

継続 19
・
36

【図書館・地域活動推進課（コミ会館）】
・小学生の図書館見学や１日図書館員事
業の実施、中学生職場体験学習・高校生イ
ンターンシップの受入れの実施
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平成31年度事業一覧 墨田区子ども読書活動推進計画（第3次）

実施計画 実施結果 達成度 理由

内　　　容
２次
番号

各課の具体的事業 主管課 協力課

平成３1年度(令和元年度)

担当課

図書館 【図書館】
・各館でリサイクル図書を配布

【図書館】
・各館でリサイクル図書を配布した。

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・イベント等でのリサイクル図書の配布

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・イベント等でのリサイクル図書の配布

達成

図書館 【図書館】
・乳幼児・児童施設等への団体貸出の実施

【図書館】
・乳幼児・児童施設等（保育園・幼稚園）への団体貸
出の実施（１１，２５２冊）

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・乳幼児・児童施設等への団体貸出の実施

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・乳幼児・児童施設等への団体貸出の実施

達成

図書館 【図書館】
・ボランティアによる布の絵本製作（毎月３回実施）
・ひきふね図書館読み聞かせボランティア講座実
施
・ブックトークの会ボランティア勉強会の支援

【図書館】
・ボランティアによる布の絵本製作（毎月３回実施）
・読み聞かせボランティア講座
　　初級：１回（全２日）、２５名参加（実人員）
　　中級：１回（全２日）、２２名参加（実人員）

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<すみだ生涯学習センター>
・学習相談コーナーで人材・指導者、団体・サーク
ルの登録受付

【地域活動推進課】
<すみだ生涯学習センター>
・学習相談コーナーにおいて、人材・指導者90件、団
体・サークル259件の登録

達成

家
庭
・
地
域
等

図
書
館
等

図書館 【図書館】
・ボランティアの協力によるおはなし会や工作会等
の定例事業や、おたのしみ会等の特別事業の実
施
・「ひきふね図書館パートナーズ」との協働による、
イベント（講演会、読書会等）、展示等の実施

【図書館】
・定例事業実施（年２４３回実施、５，１２９人参加)
・特別事業実施（年３４回実施、１，７６７人参加）
・ひきふね図書館パートナーズとの協働事業実施（イ
ベント２回）

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
〈梅若橋コミュニティ会館〉
・ボランティアによるお話会の実施（毎月）

【地域活動推進課】
・ボランティアによるお話会の実施（毎月）（梅若橋）
・ボランティアによる多文化交流の実施（１回）（東駒
形）

達成

子育て政策
課

【子育て政策課】
＜児童館＞
・行事「おはなしのへや」で職員やボランティアが、
幼児から小学生を対象に月２～４回定期的に、読
み聞かせを実施

【子育て政策課】
＜児童館＞
・行事「おはなしのへや」で職員やボランティアが、幼
児から小学生を対象に月２～４回定期的に、読み聞
かせを実施

達成

子ども施設
課

【子ども施設課】
＜保育園・認定こども園＞
・ボランティアによる読み聞かせの実施

【子ども施設課】
＜保育園・認定こども園＞
・保育園のボランティア活動の中で、絵本や紙芝居の
読み聞かせを実施

地域教育支
援課

【地域教育支援課】
・家庭教育学級補助金交付事業により、読み聞か
せを通した子育てについての学習会を実施する団
体に対して活動費の一部を助成
・家庭教育支援講座の一環として読み聞かせ講座
を(予定1回）実施する。

【地域教育支援課】
・絵本の読み聞かせ講座（3回）
　参加者数91人

一部実施 補助金交付事業の申請が無
かったため、活動費の一部助成
はなし。

図書館 地域活動推
進課

13 本に接す
る機会の
増進

図書館の団体貸出サービスを充実させ、
乳幼児・児童施設、子ども読書活動を推
進する団体・グループに積極的な貸出を
実施する。

継続 14 【図書館・地域活動推進課（コミ会館）】
・乳幼児・児童施設、子ども読書活動を推
進する団体・グループの求めに応じ、配達
する等して、積極的な団体貸出

図書館

地域活動推
進課

12 児童図書
等の再利
用の推進

リサイクル本を活用して、児童施設や子育
て関連施設に対し、図書館で不用となった
児童図書等を配布し、再利用を促進す
る。

継続 12 【図書館】
・図書館で不用となった図書を児童関係施
設等に優先配布

図書館 地域活動推
進課

15 ボランティ
ア、ＰＴＡ
等地域住
民との協
働による
読書活動
の推進

ボランティア、ＰＴＡ等との協働によ
る読み聞かせ、図書館運営への企
画参加等の読書活動事業を進め
ることで、地域ぐるみの子ども読書
活動を推進するよう努める。また、
それらの団体等の読書推進活動
を積極的に支援していく。

継続 16 【図書館・地域活動推進課（コミ会館）】
・ボランティアグループによる図書館等での
お話会の開催
・学校図書館ボランティア、読み聞かせボラ
ンティア等の自主的活動の支援、ひきふね
図書館パートナーズ（ボランティア）の企画
による事業の実施支援

【子育て政策課（児童館）】
・ボランティアによる読み聞かせ

【子ども施設課（保育園・認定こども園】
・ボランティアによる読み聞かせ

【指導室】
・指導主事の学校訪問時や教育課程説明
会において、助言・指導

【地域教育支援課】
・家庭教育学級補助金交付事業により、読
み聞かせを通した子育てについての学習
会を実施する団体に対して活動費の一部を
助成

図書館

地域活動推
進課

子育て政策
課

子ども施設
課

指導室

地域教育支
援課

14 地域人材
の育成

地域における読書活動の推進のため、ボ
ランティアの積極的な参加を促進すること
で、地域コミュニティにおける人的交流、
高齢者等との世代間交流の場づくり、元
気高齢者の読み聞かせ等の活動の支援
等を進めていく。
また、読書に関する講演会や研修会を行
い、ボランティア意識の醸成を図り、かつ
その活動の場を提供していく。

継続 13 【図書館】
・布の絵本製作ボランティア等の活動支
援、学校図書館ボランティアや読み聞かせ
ボランティア養成講座等

【地域活動推進課（すみだ生涯学習セン
ター）】
・情報コーナーで人材・指導者、団体・サー
クルの登録を受け、その情報を区民の学習
相談に活用し、生涯学習を支援
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平成31年度事業一覧 墨田区子ども読書活動推進計画（第3次）

実施計画 実施結果 達成度 理由

内　　　容
２次
番号

各課の具体的事業 主管課 協力課

平成３1年度(令和元年度)

担当課

図書館 【図書館】
・関係機関の行事等に参加し、読書活動の充実を
図る（随時）。

【図書館】
・学校等への読書情報冊子や利用案内の配布
・子育て支援総合センターの「おれんじたいむ」に参加
し、お話し会を実施

達成

17 学校図書
館との連
携

区立小・中学校図書館に図書館員が訪問
する等、学校図書館との連携を強化し、学
校図書館の充実を図る。

充実 18 【図書館】
区立小・中学校図書館に図書館員が訪問
・学校図書館連携システムの操作研修
・学校図書館運営についてのアドバイス（選
書や整理等）
・調べ学習に関するアドバイス（団体貸出本
の選書等）

図書館 図書館 【図書館】
・学校図書館連携システムの維持管理及びシステ
ムの活用について指導・助言を行い、システムの
運用のサポート実施（随時）

【図書館】
・学校図書館連携システムの維持管理及びシステム
の活用について、指導・助言を行い、システムの運用
のサポート実施（随時）

達成

図書館 【図書館】
・調べ学習図書の収集等や図書館利用について
打合せを実施（随時）
・区の小中学校教育研究会に参加し、情報交換を
行う。

【図書館】
・調べ学習図書の収集等や図書館利用について、随
時打合せを実施
・指導室主催の調べ学習個別相談会に協力
・区の小中学校教育研究会に参加し、情報交換等を
行った。

達成

指導室 【指導室】
・区小・中学校教育研究会（図書館部）に指導主
事・図書館職員が年２回以上参加し、情報交換す
る。
・調べる学習研修会の開催（教職員研修室）

【指導室】
・区小・中学校教育研究会（図書館部）に指導主事・
図書館職員が2回参加し、情報交換を行った。
・区小・中学校学校図書館担当教諭を対象にした「調
べる学習研修会」を開催した。

達成

19 児童・生
徒と図書
館員との
交流

図書委員等の子どもが図書館員等との交
流を行うこと等で、より多くの子どもが図書
館や読書について考えを深められるよう
支援していく。

継続 20-② 【図書館】
・図書館員が学校図書館利用教育等を行
い、図書委員等の児童・生徒と交流

図書館 図書館 【図書館】
・図書委員会への参加
・オリエンテーションを実施

【図書館】
・図書委員会への参加
・オリエンテーションの実施

達成

図書館

地域教育支
援課

関係各課

18 教員と図
書館との
相互協力
と情報交
換の推進

子どもの読書活動等について、区小・中学
校教育研究会等で、教員と図書館員とが
相互に交流し、情報を交換することで、子
どもにとって最良の読書活動を推進する
よう努める。

継続 20-① 【図書館】
・区小・中学校教育研究会等に図書館員が
出席して、子ども読書活動推進についての
情報交換や、調べ学習用図書の収集、図
書館利用についての相談に対応

【指導室】
・区小・中学校教育研究会（図書館部）に指
導主事等が参加し子ども読書活動推進に
ついての情報交換（調べる学習コンクール
等）

16 読書活動
事業関係
機関相互
の連携強
化

学校や乳幼児・児童関係施設、区立図書
館、その他の関係機関が情報を交換した
り交流しながら相互の連携を強化し、読書
推進に関するサービスの向上に努める。
また、児童施設や子育て関連施設での読
書活動の推進を図るため、読み聞かせの
指導や読書情報の提供等、施設職員の
活動の支援を行う。

継続 15 【図書館】
・団体貸出・リサイクル本の活用・本はとも
だち等の読書情報冊子や図書館ニュース
等の配布を通じ、各関係機関の読書活動
推進をサポート
また、保育園をはじめ、各児童施設職員の
資質向上のための、NPO法人等の外部講
師による読み聞かせ・選書講座の開催や、
ボランティア等の読み聞かせの助言・指導
等を充実

【地域教育支援課】
・墨田区まなびプラン（第３次生涯学習推進
計画）の実施状況調査等を実施し、各課の
進捗状況等を把握

図書館 指導室
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平成31年度事業一覧 墨田区子ども読書活動推進計画（第3次）

実施計画 実施結果 達成度 理由

内　　　容
２次
番号

各課の具体的事業 主管課 協力課

平成３1年度(令和元年度)

担当課

20 各学校等に
よる特色あ
る読書活動
の推進

朝の読書活動、ブックトーク、読書月間
等、各学校等がそれぞれの状況に応じて
特色ある読書活動を計画的に行い、その
推進を図ることで、子どもが自ら読書に親
しむ意欲や姿勢を養っていく。

継続 24 【指導室】
・朝の読書活動、読み聞かせ・ブックトー
ク、ビブリオバトル等の実施、特色ある学校
づくり推進校事業の実施、教育課程説明会
において、助言・指導

指導室 指導室 【指導室】
・教育課程説明会において、学校図書館ボラン
ティア等、地域と連携した学校図書館運営につい
て助言・指導する。

【指導室】
・教育課程説明会において、学校図書館司書や図書
館ボランティア等、地域と連携した学校図書館運営に
ついて指導・助言した。

達成

21 子どもの
発達段階
に応じた
読書活動
の推進

情報活用能力育成のための学年別指導
基準表を作成・活用して、児童・生徒が発
達の段階に応じて系統的に、ＩＣＴを活用
し、図書資料を検索・選択する力や情報
処理・発信する力、情報モラル等を身に付
け、読解力や情報活用能力を育む。

継続 25 【指導室】
・各学校が情報活用能力育成のための学
年別指導基準表を参考に、児童生徒の実
態に応じた読書活動を工夫する等、効果的
に読書力を身に付けることができるように
支援

指導室 指導室 【指導室】
・区立小学校教育研究会（図書館部）の協力を得
て作成した、小学校用情報活用能力育成のため
の学年別指導基準表を区内に周知し、子供の読
書活動の工夫に活かす。
・教育課程説明会において、学校図書館全体計画
の作成について指導・助言する。

【指導室】
・学校図書館担当教諭研修会において、情報活用能
力育成のための学年別指導基準表を参考に、児童生
徒の実態に応じた読書活動の工夫等について指導・
助言した。
・教育課程説明会において、学校図書館全体計画の
作成について指導・助言した。

達成

地域教育支
援課

【地域教育支援課】
・区内小・中学校に対して、読書活動に関する学
校支援ネットワーク事業協力団体を紹介する。

【地域教育支援課】
・学校支援ネットワーク事業において言葉の学習教室
等関連の出前授業を実施した。

達成

すみだ教
育研究所

【すみだ教育研究所】
・区内小・中学校に対して、学力向上支援サポー
ターを紹介する。

【すみだ教育研究所】
・学校図書館で、学力向上支援サポーターを活用し
て、各中学校で放課後補習等を行った。

達成

①学校図書館の図書資料を充実させ、児
童生徒が多くの魅力ある図書と出会える
ように努める。

継続 28-① 【学務課】
・各校で図書資料を購入

学務課 学務課 【学務課】
・区立全小中学校（夜間学級含む）で図書資料を
購入する。

【学務課】
・区立全小中学校（夜間学級含む）で通年、予算の範
囲で図書資料を購入した。

達成

継続 27-②

③学校における読書活動の推進につい
て、図書館業務に対応できるノウハウと意
欲を持った人材を学校司書等として配置
し、学校図書館の充実を図る。

新規 【指導室】
・学校図書館アドバイザーを配置、依頼の
あった学校にて学校訪問指導を実施
【図書館】
・学校司書等を配置（開館・閉館事務、貸
出・返却処理、読書相談業務、授業・学習
支援業務等の業務を実施）

指導室

図書館

図書館 図書館 【図書館】
・各小・中学校に学校司書等を配置（開館・閉館事
務、貸出・返却処理、読書相談業務、授業・学習
支援業務等の業務を実施）

【図書館】
・各小・中学校に学校司書等を配置（開館・閉館事
務、貸出・返却処理、読書相談業務、授業・学習支援
業務等の業務を実施）

達成

②子どもの読書活動の支援に強い意欲を
持ち図書館業務に対応できる人材を育
成・活用して、学校活動における図書館利
用の充実に努める。

【図書館】
・ブックトークや布の絵本製作等のボラン
ティア活動支援、学校図書館支援、読み聞
かせやブックトーク等のボランティア養成講
座の実施

【指導室（学校）】
・各校で図書館ボランティや読み聞かせボ
ランティア等を募集し、教員と連携しながら
活動を推進

図書館

指導室

学
校

22 外部人材
の活用と
その支援

学校における読書活動の推進に資するた
め、学校支援ボランティアやＮＰＯ法人、
団体等ノウハウを持つ人材が活動できる
よう、学校支援ネットワーク事業等により
支援する。

継続 27 【地域教育支援課・すみだ教育研究所】
・学校支援ネットワーク事業に登録している
事業者やすみだＳＳＴ（すみだスクールサ
ポートティーチャー）の登録人材の活用によ
り支援

地域教育支
援課

すみだ教育
研究所

【図書館】
・ボランティアによる布の絵本製作（毎月３回）
・小学校読み聞かせボランティア講座実施（２回）

【図書館】
・ボランティアによる布の絵本製作（毎月３回）
・小学校読み聞かせボランティア講座実施
　　初級：１回（全２日）、２５名参加（実人員）
　　中級：１回（全２日）、２２名参加（実人員）

達成図書館

23 学校図書
館の充実

8



平成31年度事業一覧 墨田区子ども読書活動推進計画（第3次）

実施計画 実施結果 達成度 理由

内　　　容
２次
番号

各課の具体的事業 主管課 協力課

平成３1年度(令和元年度)

担当課

図書館 【図書館】
・資料選定基準に基づき選書し、購入する。
・職場内研修の実施

【図書館】
・資料選定基準に基づき選書し、購入した。
・職場内研修の実施

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・資料選定基準に基づき一次選書を実施
・職場内研修の実施

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・資料選定基準に基づき一次選書の実施
・職場内研修の実施

達成

図書館 【図書館】
・障害者施設や学校への出張お話し会等の実施
・障害児用拡大写本、録音、点字図書の作成、宅
配随時
・障害児用団体貸出セットの貸出

【図書館】
・出張お話し会の実施（年19回3施設）
・出張貸出の実施（年7回、2施設）
・障害児用拡大写本、録音図書の作成、郵送サービ
スの実施

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・図書室利用の際の介助を実施
・筆談ボードの設置継続（横川）

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・図書室利用の際の介助を実施
・車いすが通れる通路幅を確保(東駒形)
・筆談ボードの設置（東駒形・横川）

達成

26 情報ネッ
トワーク
の充実

図書館 指導室 図書館 【図書館】
・学校図書館連携システムの維持管理及びシステ
ムの活用について、指導・助言を行い、システム
の運用のサポートを随時実施

【図書館】
・学校図書館連携システムの維持管理及びシステム
の活用について、指導・助言を行い、システムの運用
のサポートを随時実施

達成

指導室 【指導室】
・学校図書館連携システムについて、学校図書館
担当教諭研修の際に区立図書館スタッフと連携
し、学校図書館司書が活用できるよう指導・助言
する。

【指導室】
・学校図書館連携システムについて、学校図書館担
当教諭研修の際に区立図書館スタッフと連携し、学校
図書館司書が活用できるよう指導・助言した。

達成

図書館 【図書館】
・図書館所蔵の写真をデジタル化し、図書館ホー
ムページ上で公開

【図書館】
・図書館所蔵の写真をデジタル化し、図書館ホーム
ページ上で公開

達成

地域教育支
援課

【地域教育支援課】
・区ホームページに墨田区指定・登録文化財の画
像データを公開（新たに文化財の登録・指定があ
ればデータを追加）

【地域教育支援課】
・区ホームページに墨田区指定・登録文化財の画像
データを公開（当課所蔵の画像データの提供件数：9
件（資料数41点））

達成

地域教育支
援課

【地域教育支援課】
<すみだ郷土文化資料館>
・当館が所蔵している資料の一部を画像データと
して区ホームページ（すみだ文化財・地域資料
データベース）に公開（適宜、公開データを追加）

【地域教育支援課】
<すみだ郷土文化資料館>
・当館が所蔵している資料の一部を画像データとして
区ホームページ（すみだ文化財・地域資料データベー
ス）で公開（当館が所蔵している資料等の貸出・閲覧
件数：68件（資料数405点））

達成

資
料
等
の
充
実

24 図書館資
料の整備
と職員の
能力向上

住民や地域の要望を踏まえ、区立図書館
に豊富で多様な図書館資料を整備する。
また、図書館の資料を十分活用してもらう
ため、その手助けをする職員の能力向上
を図る。

継続 29 【図書館・地域活動推進課（コミ会館）】
・乳幼児・児童・中高校生向け、調べ学習、
子育て支援等の図書の選定に留意して、
図書を購入
・職場内研修を定期的に実施
・外部研修への積極的な参加を推奨して、
職員が学びやすい環境を整備

図書館

地域活動推
進課

25 障害等の
ある子ど
ものため
の環境の
整備・充
実

障害のある子どもが自主的に読書活動を
行えるよう、施設整備面での配慮と、資料
の整備・充実に努める。
障害のある子どもに対するサービスとして
点字資料、録音資料、手話や字幕入りの
映像資料・マルチメディアデイジー図書等
を整備して、貸出及び閲覧業務を実施す
るほか、図書館利用の際の介助、図書館
資料の対面音訳を行う。
さらに、特別支援学校・特別支援学級から
の要望により、団体貸出やお話会、布の
絵本の普及等を活用し、障害者への読書
活動を推進する。
また、点訳者や音訳者等のボランティアを
養成し、障害のある子どもの読書活動の
推進のための環境整備に努める。

継続 26
・
31

【図書館・地域活動推進課（コミ会館）】
・施設整備面での配慮、点字資料、録音資
料、手話や字幕入りの映像資料・マルチメ
ディアデイジー図書等の充実、貸出及び閲
覧業務の実施、図書館利用の際の介助、
対面音訳、団体貸出や出張お話会、点訳・
音訳者等の養成講習を実施、布の絵本製
作ボランティアの活動支援

図書館

地域活動推
進課

学校図書館連携システムを整備し、学校
図書館の図書情報をデータベース化し、
他校の学校図書館や図書館等とオンライ
ン化することにより、自校の学校図書館の
みならず、地域全体での図書の共同利用
や各種資料の検索、多様な興味・関心に
こたえる図書の整備等を可能とする。

継続 32 【図書館】
・各区立小・中学校に学校図書館連携シス
テムを導入・整備し、その活用について、指
導・助言を行い、システムの運用をサポート

資
料
等
の
充
実

27 地域資料
サービス
の充実

図書館等の地域資料を整備し、デジタル
データベース化することで、インターネット
により子ども等が容易に閲覧でき、いつで
もどこでも情報を得られるようにし、地域
や資料についての興味を育て、調べ学習
等の際に学習がしやすいようにしていく。

継続 33 【図書館】
・図書館所蔵の写真をデジタル化し、ホー
ムページ上で公開

【地域教育支援課（すみだ郷土文化資料
館）】
・墨田区指定・登録文化財の一部の画像
データを解説文付で公開し、区民等に情報
を広く提供
・すみだ郷土文化資料館の資料の一部を
画像データとして公開し、区民等に情報を
広く提供

図書館

地域教育支
援課

9



平成31年度事業一覧 墨田区子ども読書活動推進計画（第3次）

実施計画 実施結果 達成度 理由

内　　　容
２次
番号

各課の具体的事業 主管課 協力課

平成３1年度(令和元年度)

担当課

図書館 【図書館】
・図書館ホームページの「こどものページ」、
「ティーンズ　ページ」による、おすすめの本や行事
等の掲載及びPRの実施
・図書館事業イベント情報等をホームページに掲
載

【図書館】
・図書室事業イベント情報等をホームペー
・図書館ホームページの「こどものページ」、「ティーン
ズ　ページ」による、おすすめの本や行事等の掲載及
びPRの実施

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・図書室事業及びイベント情報等をホームページ
に掲載

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・図書室事業及びイベント情報等をホームページに掲
載

達成

29 推薦図書
情報の作
成・配布

インターネットや情報紙等により、それぞ
れの子どもの年齢にあった推薦図書等、
的確な読書情報を提供していく。

継続 11
・
35

【図書館】
・図書館ニュースや、本はともだち・ティーン
ズ情報誌１０代のための本棚等、それぞれ
の年齢にあった読書情報冊子を作成し、児
童関係施設等に配布、またはインターネッ
トにより配信

図書館 図書館 【図書館】
・各年齢にあった読書情報冊子のホームページで
紹介、図書館等で配布
・ティーンズ情報誌を区立中学の全校生徒の配布
（区立小学校及び区内高校図書室にも配布）

【図書館】
・各年齢にあった読書情報冊子をホームページで紹
介し、図書館等でも配布
・ティーンズ情報誌を、区立中学の全校生徒へ配布
（年４回）、区立小学校及び区内高校図書室にも配布
(計18,000部配布）
・ティーンズ向けブックリストの発行

達成

図書館 【図書館】
・子ども読書の日にちなみ、お話会を実施（各館大
型絵本や紙芝居等、工夫を凝らしたプログラムと
する。）

【図書館】
・子ども読書の日（４月２３日）に近い日程の定例お話
会等を子ども読書の日に関連づけ、内容を充実させ
て実施（ひきふね１回、緑１回、立花３回、八広２回）

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<東駒形コミュニティ会館>
・子ども読書の日にちなんだ「ぼくのわたしのオス
スメ本！」子どもたちのオススメ本を公募及び児童
コーナーで展示
<梅若橋コミュニティ会館>
・お話し会の実施
・各室大型絵本や紙芝居等工夫を凝らしたプログ
ラムの実施
<横川コミュニティ会館>
・子ども読書の日特別お話会の実施
・小学生を対象にした図書館クイズの実施
・児童向けリサイクル本の配布

【地域活動推進課】
<東駒形コミュニティ会館>
・ぬいぐるみおとまり会の実施(児童１０人 保護者１０
人)
・おすすめ本の公募と展示
・お話会の実施
<梅若橋コミュニティ会館>
・お話し会の実施
・大型絵本や紙芝居等工夫を凝らしたプログラムを実
施
<横川コミュニティ会館>
・子ども読書の日特別お話会の実施
・図書館クイズの実施
・児童向けリサイクル本の配布

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・布の絵本の展示
・大人のためのおはなし会 （２回実施）(東駒形)
・おはなし会にて親子で読める本の紹介（梅若橋）

【地域活動推進課】
<コミュニティ会館>
・布の絵本の展示
・大人のためのおはなし会(１回実施)(東駒形)
・出張とんこまプラネタリウム実施（東駒形）
・おはなし会にて親子で読める本の紹介（横川・梅若
橋）

達成

図書館 【図書館】
・布の絵本の展示

【図書館】
・寄贈された布の絵本を全館で展示・貸出

達成

【図書館・地域活動推進課（コミ会館）】
・図書館ホームページや子どものための
ホームページに児童・青少年用新着図書、
おすすめ図書の情報や行事の情報を掲載
また、保護者に対して、家庭における読み
聞かせや、読書の習慣づけの重要性につ
いて、ホームページ上で啓発

図書館

地域活動推
進課

広
報
・
啓
発
等

28 図書館
ホーム
ページの
充実

児童・青少年用図書の蔵書・貸出情報や
お話会の開催等、子どもの読書活動の機
会に関する情報等を随時、区民等に提供
するため、区立図書館のホームページに
掲載し、インターネットを活用した情報発
信の充実を進める。
　また、保護者に対して家庭教育について
の情報提供を行い、家庭における読み聞
かせや、子どもが読書の時間を持つよう
家庭で習慣付けることの重要性につい
て、理解の促進を図る。

継続 10
・
34

図書館

地域活動推
進課

31 すみだ 家
庭の日に
おける読
書活動推
進

すみだ 家庭の日(毎月２５日)に合わ
せ、家庭における読書の大切さを啓
発し、１０分間程度の時間を設け、家
族が一緒に本を読んだり、読み聞か
せをしたりする家庭の１０分間読書運
動を推進する。

継続 38 【地域活動推進課（コミ会館）】
・すみだ家庭の日運動に基づき、補助金等
の活用等により、家族や地域の人々とふれ
あえるきっかけとなる読書活動等を支援
また、イベントでの展示等により布の絵本
の取組を紹介し、読書活動を啓発

【図書館】
・すみだやさしいまち宣言推進事業とのタイ
アップによりすみだ家庭の日に読むおすす
めの本等を、図書館やすみだやさしいまち
宣言イベント等で積極的に紹介
また、図書館の印刷物に家庭の日の表示
をして、家庭における読書を啓発

地域活動推
進課

図書館

30 子ども読
書の日等
の啓発

子ども読書の日(４月２３日)や文字・活字
文化の日(１０月２７日)において、その趣
旨にふさわしい行事を実施し、読書活動
についての関心と理解を深め、意欲の向
上を図る。

継続 37 【図書館・地域活動推進課（コミ会館）】
・子ども読書の日に合わせたお話会を、文
字・活字文化の日に合わせ、講演会等を実
施

10



平成31年度事業一覧 墨田区子ども読書活動推進計画（第3次）

実施計画 実施結果 達成度 理由

内　　　容
２次
番号

各課の具体的事業 主管課 協力課

平成３1年度(令和元年度)

担当課

【図書館】
・区立小・中学校に入学した新１年生全員
に図書館案内を配布し、小学生は施設見
学時、中学生には体験学習等において、登
録・貸出の拡大を促す。

図書館 指導室 図書館 【図書館】
・小学校新１年生に対し、夏休み前に図書館案内
及びおすすめ本リストを配布
・中学校新１年生に対し、４月に図書館案内及び
おすすめ本を掲載した「てぃーんず情報誌」を配布

【図書館】
・小学校新１年生に対し、夏休み前に図書館案内及
びおすすめ本リストを配布（2,600部）
・中学校新１年生に対し、４月に図書館案内及びおす
すめ本を掲載した「てぃーんず情報誌」を配布（1,350
部）

達成

【指導室】
・墨田区　図書館を使った調べる学習コン
クールの保護者向け説明会、応援講座、個
別相談会等を実施し、図書館利用を促進

指導室 図書館

地域活動推
進課

指導室 【指導室】
・「墨田区　図書館を使った調べる学習コンクー
ル」の実施に向け、４月に保護者説明会・親子向
け応援講座、７・８月に個別相談会を実施する。

【指導室】
・４月に保護者説明会・親子向け応援講座を実施し
た。
・７・８月に個別相談会を実施した。（ひきふね図書館
５日間、緑図書館で４日間、八広図書館で３日間　参
加者計157人）

達成

図書館 【図書館】
・個別相談会への協力・支援（会場提供、支援員
の派遣等）

【図書館】
・会場提供（ひきふね、緑、八広）
・支援員の派遣等の支援

達成

地域活動推
進課

【地域活動推進課】
<東駒形コミュニティ会館>
・調べる学習コンクール応援講座の実施
<横川コミュニティ会館>
・夏休み前に小学校低学年と保護者向けにお薦
めの読み物を読み聞かせしながら紹介する「おは
なしのいりぐち」を実施。
<梅若橋コミュニティ会館>
・調べる学習コンクール応援講座の実施
・学習スペースの提供（サロン室）

【地域活動推進課】
<東駒形コミュニティ会館>
・調べる学習コンクール応援講座の実施（小学生高学
年１０名・保護者５名参加）
<横川コミュニティ会館>
小学校低学年と保護者向けに読み聞かせしながらお
すすめ本を紹介する「おはなしのいりぐち」実施
<梅若橋コミュニティ会館>
・調べる学習コンクール応援講座の実施（子ども３名、
保護者２名参加）
・学習スペースの提供（サロン室）

達成

33 小・中学校
教員向けの
区立図書
館利用案
内小・中学
校の先生
方へを配布

小・中学校教員に対し、区立図書
館利用案内小・中学校の先生方へ
を配布して、図書館の利用の理解
を促進し、また図書館員との情報
交換の場を設け、読書活動の質の
向上を目指す。

継続 21
・
41

【図書館】
・「区立図書館利用案内　小・中学校の先
生方へ」を各区立小・中学校に配布

図書館 図書館 【図書館】
・「区立図書館利用案内　小・中学校の先生方へ」
冊子を区立小・中学校に配布
・「区立図書館利用案内　小・中学校の先生方へ」
の図書館ホームページへの掲載

【図書館】
・「区立図書館利用案内　小・中学校の先生方へ」冊
子を区立小・中学校に配布
・「区立図書館利用案内　小・中学校の先生方へ」を
図書館ホームページへ掲載

達成

広
報
・
啓
発
等

32 小・中学
生の図書
館利用の
促進

小・中学校入学時に学校を通じ図書館案
内を配布し、図書館での授業等において、
登録・貸出の拡大を促す。また、墨田区
図書館を使った調べる学習コンクールを
開催し、図書館利用を推進する。

充実 23
・
40
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