
第二次江東区こども読書活動推進計画令和2年度進捗状況

1 成長段階に合わせた具体的な取組
計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

図書館

【幼児向け図書目録「赤ちゃんと小さい子のほんだな」】
　２５，０００部
【子育てメッセ】
ブックリストに掲載された赤ちゃん絵本を持参し、ブース出
店した
　延べ１７１人

【幼児向け図書目録「赤ちゃんと小さい子のほんだな」】
　２５，０００部
【子育てメッセ】
オンライン開催のため、図書館ＰＲ動画にて「赤ちゃんと小
さい子のほんだな」を紹介

保健
予防課

図書館の利用案内を促進し、多くの親子へ読書の楽しさを伝
えるため、４か月児健診、３歳児健診時にブックリストを配
布し、魅力的な本の紹介を実施

図書館の利用案内を促進し、多くの親子へ読書の楽しさを伝
えるため、４か月児健診、３歳児健診時にブックリストを配
布し、魅力的な本の紹介を実施

子育て
支援
施設

近隣図書館の利用を促すポスターの掲示やリーフレット「赤
ちゃんと小さい子の本だな」の配布、推薦図書の紹介を実施

近隣図書館の利用を促すポスターの掲示やリーフレット「赤
ちゃんと小さい子の本だな」の配布、推薦図書の紹介を実施

保健
予防課

多くの親子に読書の楽しさ・魅力を伝えるため、日頃図書館
を利用しない方もおはなし会へ参加することができるよう、
両親学級・育児学級・育児相談・４か月児健診・３歳児健診
で図書館の読み聞かせボランティアによるおはなし会を実施

感染症拡大防止のため健診事業等の集団指導の場を縮小した
ことにより、図書館のよみきかせボランティアによるおはな
し会は、実施なし

施策項目

1

乳児のブッ
クスタート
事業及び乳
幼児をもつ
保護者への
読書活動啓
発

乳幼児（就学前）までの
こどもをもつ保護者向け
に、推薦図書などを掲載
したブックリスト「赤
ちゃんと小さい子のほん
だな」を作成する。様々
な施設で配布を行い、乳
幼児親子の読書活動及び
図書館利用を促進する。

2
乳幼児向け
おはなし会
の実施

乳幼児を対象としたおは
なし会（読み聞かせ等）
を実施し、絵本や読み聞
かせに親しみをもつきっ
かけづくりを行う。ま
た、あらゆる場所でおは
なし会を開催し、乳幼児
親子の読書活動を促進す
る。

　
乳
 
幼
 
児
 
へ
 
の
 
取
 
組

【赤ちゃんおはなし会】
　３１８回　６，９４７人
【幼児向けおはなし会（江東）】
　５０回　９８５人
【保健相談所・保育園等でのおはなし会（こども読書環境サ
ポーター・読み聞かせボランティア）】
　４３５回　１７，９０９人
【こどもまつり たのしいとしょかんおはなし会】
　１回　３７７人

【赤ちゃんおはなし会】
　５３回　８０３人
【幼児向けおはなし会（江東）】
　２６回　３１９人
【保健相談所・保育園等でのおはなし会（こども読書環境サ
ポーター・読み聞かせボランティア）】
　３９回　１，２７９人
【こどもまつり たのしいとしょかんおはなし会】
　中止

子育て
支援
施設

・各子ども家庭支援センターで毎月１回～４回、保護者など
のボランティアスタッフがおはなし会、手遊びを実施
・各子ども家庭支援センターが開催する「出張ひろば」のプ
ログラムの一つとして、絵本の読み聞かせを実施

・各子ども家庭支援センターで毎月１回～４回、保護者など
のボランティアスタッフがおはなし会、手遊びを実施
・各子ども家庭支援センターが開催する「出張ひろば」のプ
ログラムの一つとして、絵本の読み聞かせを実施

図書館
・

読み聞か
せボラン
ティア

・
こども読
書環境サ
ポーター

＊小・中学校及び小・中学生とある場合は、義務教育学校及びその生徒を含む

＊所管は令和2年4月1日時点

1

参考 2



第二次江東区こども読書活動推進計画令和2年度進捗状況 ＊小・中学校及び小・中学生とある場合は、義務教育学校及びその生徒を含む

＊所管は令和2年4月1日時点

計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

子育て
支援課

・各子ども家庭支援センターにおいて図書館で行う乳児向け
のおはなし会の案内を実施
・子育て情報ポータルサイトの「子育て応援メール」におい
て、「赤ちゃんおはなし会」の情報を配信

・各子ども家庭支援センターにおいて図書館で行う乳児向け
のおはなし会の案内を実施
・子育て情報ポータルサイトの「子育て応援メール」におい
て、「赤ちゃんおはなし会」の情報を配信

図書館

相談を受けた場合に、図書館職員が適宜アドバイス等を実施
【幼児の親の家庭教育学級（秋コース）へ図書館職員及び読
み聞かせボランティアを派遣】
　１回　３人（派遣人数）

相談を受けた場合に、図書館職員が適宜アドバイス等を実施
【幼児の親の家庭教育学級（秋コース）へ図書館職員及び読
み聞かせボランティアを派遣】
　実施なし

地域
教育課

【幼児の親の家庭教育学級（秋コース）】
　図書館職員及び読み聞かせボランティアによる読み聞かせ
を実施
　１回　１５人

【幼児の親の家庭教育学級（秋コース）】
　図書館職員及び読み聞かせボランティアによる読み聞かせ
を中止

子育て
支援
施設

子ども家庭支援センター等の団体貸出登録を検討 子ども家庭支援センター等の団体貸出登録を検討

4
家庭での読
み聞かせの
支援

乳幼児をもつ保護者向け
に読み聞かせや絵本の選
書について助言をし、家
庭での読書活動を支援す
る。

3 情報発信

図書館の乳幼児向けおは
なし会を広報する。ま
た、ブックリストの推薦
図書を図書館ホームペー
ジで公開する。

　
乳
 
幼
 
児
 
へ
 
の
 
取
 
組

5
図書館の団
体利用の促
進

希望団体からの登録を受
け付け、図書館所蔵資料
の団体貸出を行う。ま
た、要望に応じて配本
サービスを行う。

施策項目

【登録団体数】
　５１８団体
【児童書貸出数（団体）】
　９３，２２１冊
【団体セット貸出数】
　２９２回　延べ１２，６６９冊

【登録団体数】
　３７９団体
【児童書貸出数（団体）】
　６６，２７４冊
【団体セット貸出数】
　２６７回　延べ１０，７１５冊

【幼児向け図書目録「赤ちゃんと小さい子のほんだな」】
　２５，０００部、ホームページ掲載
【幼児・小学生向け図書館広報誌】
「うさぎっこタイムズ」（江東図書館）４回
「すなぼん」（砂町図書館）３回
【図書館広報誌】「ことらいぶ」４回
・館内で行事イベントのカレンダーや案内などを掲示
・図書館ホームページに行事イベントのお知らせやカレン
ダー、実施したイベントの様子を掲載

図書館

図書館

【幼児向け図書目録「赤ちゃんと小さい子のほんだな」】
　２５，０００部、ホームページ掲載
【幼児・小学生向け図書館広報誌】
「うさぎっこタイムズ」（江東図書館）６回
【図書館広報誌】「ことらいぶ」４回
・館内で行事イベントのカレンダーや案内などを掲示
・図書館ホームページに行事イベントのお知らせやカレン
ダー、実施したイベントの様子を掲載
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第二次江東区こども読書活動推進計画令和2年度進捗状況 ＊小・中学校及び小・中学生とある場合は、義務教育学校及びその生徒を含む

＊所管は令和2年4月1日時点

計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

図書館
・

本の修理
ボラン
ティア

【本の修理セットの貸出（本の修理ボランティア用）】
　５回

【本の修理セットの貸出（本の修理ボランティア用）】
　１回

子育て
支援
施設

ボランティア、スタッフにより破損した絵本の修理を実施 ボランティア、スタッフにより破損した絵本の修理を実施

図書館

【公共施設向けリサイクル会（６月・２月）】
　幼稚園・保育園　４７園、児童館他　５０施設
【提供資料】　１１，６０６冊

【区内公共施設へ配送による提供（２回）】
　幼稚園・保育園　４１園、児童館他　１９施設
【提供資料】　５，１６１冊

保健
予防課

保健相談所の利用者に読んでもらえるよう待合室に配架 保健相談所の利用者に読んでもらえるよう待合室に配架して
いるが、新型コロナウイルス感染症まん延防止のため、配架
を撤去した相談所あり

図書館

【児童図書蔵書数及び全児童図書の全館蔵書数（図書）に占
める割合】　３６７，２３９冊　２３．９％

【児童図書蔵書数及び全児童図書の全館蔵書数（図書）に占
める割合】　３７６，９５１冊　２４．５％

子育て
支援
施設

必要に応じて絵本の新規購入を実施 必要に応じて絵本の新規購入を実施

破損した本の修理を行っ
て、こどもの読書活動の
環境を整える。また、本
の修理活動を通して本を
大切に扱うことの必要性
をこどもたちに伝える。

・「どうぞの箱」、「リサイクル掲示版」を設置して利用者
から提供された絵本を再活用
・「あげます・ください」の貼り紙を設置
・リサイクルバザーの中止により絵本の再活用実績なし

8
施設及び資
料の充実

乳幼児親子が気軽に図書
館を利用できるように環
境を整える。また、子育
て支援施設等において児
童書の蔵書の充実を図
る。

9
読書活動環
境の整備

「読みたい本」との出会
いを増やし、読書への動
機づけをする取組を行
う。

学校

7
こどもの本
の再活用

図書館の除籍資料や各家
庭から寄贈された本を各
施設で再活用する。

子育て
支援
施設

・各子ども家庭支援センターでリサイクルバザーを年１～２
回開催してこどもの絵本を再活用
・「どうぞの箱」、「リサイクル掲示版」を設置して利用者
から提供された絵本を再活用
・「あげます・ください」の貼り紙を設置

【小中学校での取組】
・朝や昼休み等に読書時間を設けている　６７校
・図書委員による読み聞かせを実施している　３５校
・図書委員等が作成した「図書だより」等を活用した読書指
導を行っている  ６７校
・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　１５校

【小中学校での取組】
・朝や昼休み等に読書時間を設けている　６２校
・図書委員による読み聞かせを実施している　２０校
・図書委員等が作成した「図書だより」等を活用した読書指
導を行っている  ４７校
・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　８校
※各項目で、中止や規模を縮小して実施した学校あり

図書館

【団体セット貸出数】
　２９２回　延べ１２，６６９冊
【学校訪問】
　４５回　４，２９８人
・区立小学校研究会学校図書館部のブックリスト作成に協力

【団体セット貸出数】
　２６７回　延べ１０，７１５冊
【学校訪問】
　３回　２２８人
・感染症拡大防止のため、児童へ直接ＰＲする代わりに教諭
との面談を実施し、図書館への需要を把握　４５校

施策項目

　
小
 
中
 
学
 
生
 
へ
 
の
 
取
 
組

　
乳
 
幼
 
児
 
へ
 
の
 
取
 
組

6
こどもの本
の修理

3



第二次江東区こども読書活動推進計画令和2年度進捗状況 ＊小・中学校及び小・中学生とある場合は、義務教育学校及びその生徒を含む

＊所管は令和2年4月1日時点

計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

学務課

・全小学校４６校のうち、４１校に週１回６時間、２６学級
以上の大規模校６校（明治小・豊洲小・豊洲西小・豊洲北
小・東雲小・浅間竪川小）に週２回１２時間、司書または司
書教諭の資格を持った専任の学校司書を配置
・全中学校において、週１回６時間、司書または司書教諭の
資格を持った専任の学校司書を配置
・各校の学校図書館図書標準の達成状況を考慮しつつ、図書
を計画的に購入

・全小学校４６校のうち、４１校に週１回６時間、２６学級
以上の大規模校６校（明治小・豊洲小・豊洲西小・豊洲北
小・東雲小・浅間竪川小）に週２回１２時間、司書または司
書教諭の資格を持った専任の学校司書を配置
・全中学校において、週１回６時間、司書または司書教諭の
資格を持った専任の学校司書を配置
・各校の学校図書館図書標準の達成状況を考慮しつつ、図書
を計画的に購入

学校

・図書館のリサイクル事業で提供された本を再活用
・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実施
【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小中学校】
　６１校
【学校図書館の利用状況に関する統計をとっている小中学
校】　６９校

・図書館のリサイクル事業で提供された本を再活用
・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実施
【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小中学校】
　３９校　※中止や規模を縮小して実施した学校あり
【学校図書館の利用状況に関する統計をとっている小中学
校】　６９校

図書館

【公共施設向けリサイクル会（６月・２月）】
　小中学校　８校
【提供資料】
　１，２３５冊

【区内公共施設へ配送による提供（２回）】
　小中学校（特別支援学校含む）　３校
【提供資料】
　６１４冊

図書館

【小学生向け図書目録「こどものほんだな」（隔年編集）】
　３５，０００部、ホームページ掲載
【幼児・小学生向け図書館広報誌】
「うさぎっこタイムズ」（江東図書館）６回
【図書館広報誌】「ことらいぶ」４回
・館内で行事イベントのカレンダーや案内などを掲示
・図書館ホームページに行事イベントのお知らせやカレン
ダー、実施したイベントの様子を掲載
・「図書委員会おすすめの本」を館内に掲示し、併せて図書
館ホームページにも掲載

【中学生向け図書目録「ぶっくなび」（隔年編集）】
　１５，０００部　ホームページ掲載
【幼児・小学生向け図書館広報誌】
「うさぎっこタイムズ」（江東図書館）４回
「すなぼん」（砂町図書館）３回
【中高生向け図書館広報誌】
「ＹＡすなぼん」（砂町図書館）３回
【図書館広報誌】「ことらいぶ」４回
・館内で行事イベントのカレンダーや案内などを掲示
・図書館ホームページに行事イベントのお知らせやカレン
ダー、実施したイベントの様子を掲載
・読書スタンプラリーで心に残った1冊をおすすめ本として記
入してもらい、館内に掲示

学校

・読書月間や読書週間に読む本について、図書館作成の「こ
どものほんだな」「ぶっくなび」等を参考に指導
・読書感想文コンクールの図書選定について、図書館作成の
「こどものほんだな」「ぶっくなび」等を参考に指導

・読書月間や読書週間に読む本について、図書館作成の「こ
どものほんだな」「ぶっくなび」等を参考に指導
・読書感想文コンクールの図書選定について、図書館作成の
「こどものほんだな」「ぶっくなび」等を参考に指導
・学校図書館のお薦め本コーナーに掲示
・図書委員がお薦め本を紹介する際に活用

10
学校図書館
の充実

学校図書館図書標準に則
り図書の充実を図る。ま
た、学校司書の活用等に
より、学校図書館の魅力
向上に努める。

11
小中学生へ
の読書活動
啓発

小中学生それぞれを対象
に、推薦図書等を掲載し
たブックリストを作成す
る。またブックリストを
区立小中学校で配布し、
児童・生徒の読書活動の
支援及び図書館の活用を
促進する。

施策項目
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第二次江東区こども読書活動推進計画令和2年度進捗状況 ＊小・中学校及び小・中学生とある場合は、義務教育学校及びその生徒を含む

＊所管は令和2年4月1日時点

計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

図書館

【小学生向け図書館ガイド（事業概要）「としょかんたんけ
ん」】　６，０００部

【小学生向け図書館ガイド（事業概要）「としょかんたんけ
ん」】　６，０００部

学校
小学校生活科「図書館見学」の事後学習において、図書館よ
り配付された「としょかんたんけん」を活用

生活科等の「図書館見学」や「町探検」の学習において、図
書館より配付された「としょかんたんけん」を活用

図書館
・

読み聞か
せボラン
ティア

・
こども読
書環境サ
ポーター

【おはなし会】　５３５回　８，４１１人
【小学生向けおはなし会（江東）】　５１回　５４３人
【よむよむさん（亀戸図書館）】　５４回　４５８人
【きっずクラブ等でのおはなし会（こども読書環境サポー
ター）】　９５回　４，１１９人
【こどもまつり たのしいとしょかんおはなし会】
　１回　３７７人

【おはなし会】　２３６回　２，０８２人
【小学生向けおはなし会（江東）】　２１回　１８４人
【よむよむさん（亀戸図書館）】　中止
【きっずクラブ等でのおはなし会（こども読書環境サポー
ター）】　８回　２６８人
【こどもまつり たのしいとしょかんおはなし会】　中止

学校

【ボランティアが読み聞かせやブックトーク等を行っている
小中学校】　４０校

【ボランティアが読み聞かせやブックトーク等を行っている
小中学校】　１４校
　※中止や規模を縮小して実施した学校あり

地域
教育課

【おはなし会を実施している児童館・江東きっずクラブ・学
童クラブ】　５４施設

【おはなし会を実施している江東きっずクラブ・児童館】
　２４施設

15
学校訪問の
実施

各図書館のエリア内にあ
る区立小学校の一年生を
対象に図書館が学校訪問
を行う。図書館のPRやお
はなし会などを通して、
小学生の読書意欲を高め
る。

図書館
・

学校

【学校訪問】
　４５回　４，２９８人

【学校訪問】
　３回　２２８人
・感染症拡大防止のため、児童へ直接ＰＲする代わりに教諭
との面談を実施し、図書館への需要を把握　４５校

16
図書館見学
の実施

図書館の見学を通して、
図書館への興味を持た
せ、また図書館への疑問
に答えることで関心を高
める。

図書館
・

学校

【図書館見学（小学校・中学校・幼稚園・その他子育て支援
施設）】
　３８校　２園　３，３５７人

【図書館見学（小学校・中学校・幼稚園・その他子育て支援
施設）】
　１４校　１園　１，３１３人

12

小学生向け
図書館ガイ
ド（事業概
要）の作
成・配布

小学生向けの図書館ガイ
ド（事業概要）を作成す
る。また、図書館ガイド
を区立小学校で配布し、
児童が図書館について学
ぶきっかけをつくる。

13
小学生向け
のおはなし
会の実施

小学生を対象としたおは
なし会（読み聞かせ等）
を図書館をはじめ、学校
や放課後支援施設等で実
施し、読書に親しみをも
つきっかけづくりをす
る。

14
小中学生向
けのイベン
トの企画

様々な図書館の企画を通
して図書館への関心や読
書の楽しみを見つける機
会を提供する。また、YA
自らが同世代に向けて読
書活動啓発に取り組む。

図書館

【おたのしみ会】
　８１回　２，１９４人
※映画会はおたのしみ会に統合
【区立図書館合同工作会】
　２回　１４１人

【おたのしみ会】
　９１回　２，３１３人
※映画会はおたのしみ会に統合
【区立図書館合同工作会】
　２回　５０人

施策項目
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第二次江東区こども読書活動推進計画令和2年度進捗状況 ＊小・中学校及び小・中学生とある場合は、義務教育学校及びその生徒を含む

＊所管は令和2年4月1日時点

計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

17
職場体験の
実施

各図書館のエリア内にあ
る区立中学校の二年生を
対象に職場体験を実施す
る。図書館の仕事を通し
て、生徒の図書館への興
味を引き出す。また、読
書活動の重要性を伝え
る。

図書館
・

学校

【職場体験】
　２７回　７０人
【ボランティア受入】
　２回　３人

【職場体験】
　中止
【ボランティア受入】
　中止

図書館

【ドア開放】　２１０回　６，１４９人
【ドア開館時間】
　毎週火・金曜日（午前・午後）
　毎週木曜日（午後）

【ドア開放】
　中止

学校
授業や休み時間に図書館を活用 感染症拡大防止のため、例年おこなっていた授業や休み時間

での活用は、実施なし

図書館

【企画事業「図書委員おすすめの本の紹介」】
　小学校　２６校、中学校　１２校
【企画事業「先生おすすめの本の紹介」】
　小学校　１６校、中学校　７校
・館内で行事イベントのカレンダーや案内などを掲示
・「図書委員会おすすめの本」を館内に掲示し、併せて図書
館ホームページにも掲載

【企画事業「図書委員おすすめの本の紹介」】
感染症拡大防止のため、学校への依頼を中止

学校
【読書週間・読書月間等を設けている小中学校】
　６９校

【読書週間・読書月間等を設けている小中学校】
　６９校

地域
教育課

児童館・江東きっずクラブ・学童クラブ
・定期的に団体貸出を利用
・出張おはなし会（深川図書館よりボランティア派遣）
・小学校の図書室を利用

江東きっずクラブ・児童館
・定期的に団体貸出を利用
・小学校の図書室を利用

図書館
・

本の修理
ボラン
ティア

【本の修理セットの貸出（本の修理ボランティア用）】
　５回

【本の修理セットの貸出（本の修理ボランティア用）】
　１回

学校
・ボランティアが学校図書館の図書の修繕を実施
・学校司書が学校図書館の図書の修繕を実施

・ボランティアが学校図書館の図書の修繕を実施
・学校司書が学校図書館の図書の修繕を実施

破損した本の修理を行っ
て、こどもの読書活動の
環境を整える。また、本
の修理活動を通して本を
大切に扱うことの必要性
をこどもたちに伝える。

【登録団体数】　５１８団体
【児童書貸出数（団体）】　９３，２２１冊
【団体セット貸出数】　２９２回　延べ１２，６６９冊
【調べ学習】　４５回
【学級招待おはなし会】　５１回　１，７０２人

【登録団体数】　３７９団体
【児童書貸出数（団体）】　６６，２７４冊
【団体セット貸出数】　２６７回　延べ１０，７１５冊
【調べ学習】　９１回
【学級招待おはなし会】　３回　９１人図書館の団

体利用の促
進

図書館所蔵資料の団体貸
出を行い、学校及び放課
後支援施設等で活用を図
る。特に利用の少ない学
校へは積極的にPRを行
い、団体貸出の促進をす
る。

図書館
・

学校

18
学校図書館
と図書館の
連携

白河こどもとしょかんと
元加賀小学校学校図書館
が仕切り扉一つで繋がっ
ている特性を生かす取組
を行う。

19
学校図書委
員会と図書
館の交流

各図書館のエリアごとに
参加希望校を募り、読書
週間等で交流事業を行
う。

20

施策項目

21
こどもの本
の修理
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第二次江東区こども読書活動推進計画令和2年度進捗状況 ＊小・中学校及び小・中学生とある場合は、義務教育学校及びその生徒を含む

＊所管は令和2年4月1日時点

計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

図書館

【公共施設向けリサイクル会（６月・２月）】
　小中学校　８校
【提供資料】
　１，２３５冊

【区内公共施設へ配送による提供（２回）】
　小中学校（特別支援学校含む）　３校
【提供資料】
　６１４冊

青少年
課

・家庭からの寄贈された本を再活用
・江東区立図書館の除籍資料を再活用

・家庭や地域から寄贈された本を再活用
・江東区立図書館の除籍資料の再活用は、実施なし

地域
教育課

児童館・江東きっずクラブ・学童クラブ
・近隣の家庭で不要になった書籍の提供を受け再活用
・図書館のリサイクル事業で提供された本を再活用
・職員の家庭で不要となった書籍を再活用

江東きっずクラブ・児童館
・近隣の家庭で不要になった書籍の提供を受け再活用
・図書館のリサイクル事業で提供を受け再活用
・職員の家庭で不要になった書籍を再活用
・利用者家庭より書籍の提供を受け再利用

学校

図書館のリサイクル事業で提供された本を再活用 図書館のリサイクル事業で提供された本を再活用

図書館

【ＹＡ図書蔵書数及び全ＹＡ図書の全館蔵書数（図書）に占
める割合】
　４４，０５７冊　２．９％
【ＹＡコーナーの設置】
　１０館
【ＹＡノートの設置】
　２館

【ＹＡ図書蔵書数及び全ＹＡ図書の全館蔵書数（図書）に占
める割合】
　４４，３１４冊　２．９％
【ＹＡコーナーの設置】
　１０館
【ＹＡノートの設置】
　２館

青少年
課

・中高生向けコーナーを設置
・ベストセラー本等をＰＯＰで紹介
・江東区立図書館の団体貸出を利用

・中高生向けコーナーを設置
・ベストセラー本等をＰＯＰで紹介
・江東区立図書館の団体貸出は、利用なし

24 情報発信

図書館ホームページの
「こどものページ」及び
「TEENSのページ」の充実
を図り、それぞれの年代
に向けた効果的な情報発
信を行う。

図書館

【小学生向け図書目録「こどものほんだな」（隔年編集）】
　３５，０００部、ホームページ掲載
【幼児・小学生向け図書館広報誌】
「うさぎっこタイムズ」（江東図書館）６回
【図書館広報誌】「ことらいぶ」４回
・館内で行事イベントのカレンダーや案内などを掲示
・図書館ホームページに行事イベントのお知らせやカレン
ダー、実施したイベントの様子を掲載
・「図書委員会おすすめの本」を館内に掲示し、併せて図書
館ホームページにも掲載

【中学生向け図書目録「ぶっくなび」（隔年編集）】
　１５，０００部　ホームページ掲載
【幼児・小学生向け図書館広報誌】
「うさぎっこタイムズ」（江東図書館）４回
「すなぼん」（砂町図書館）３回
【中高生向け図書館広報誌】
「ＹＡすなぼん」（砂町図書館）３回
【図書館広報誌】「ことらいぶ」４回
・館内で行事イベントのカレンダーや案内などを掲示
・図書館ホームページに行事イベントのお知らせやカレン
ダー、実施したイベントの様子を掲載

22
こどもの本
の再活用

図書館の除籍資料や各家
庭から寄贈された本を各
施設で再活用する。

小中学生が読書に喜び・
楽しさを見出せる資料、
知りたい・調べたい要求
を満たす資料を幅広い分
野から選び蔵書の充実に
努める。また、児童が本
を選びやすいレイアウト
づくりを目指す。

施策項目

23
施設及び資
料の充実

　
小
 
中
 
学
 
生
 
へ
 
の
 
取
 
組

7



第二次江東区こども読書活動推進計画令和2年度進捗状況 ＊小・中学校及び小・中学生とある場合は、義務教育学校及びその生徒を含む

＊所管は令和2年4月1日時点

計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

25
高校生への
読書活動啓
発

高校生を対象とした推薦
図書のリストを作成し、
図書館ホームページで公
開する。

図書館
・

学校

・ティーンズコーナーにて、定期的にテーマ展示を実施
・試験期等にグループ学習室を開設し、高校生が図書館に足
を運びやすい環境づくりに努めた
・図書委員のおすすめの図書紹介を行った
・都立大江戸高等学校図書委員によるおすすめ本の手作りＰ
ＯＰ展示会を深川図書館にて開催し、その様子を図書館広報
誌「ことらいぶ」にて紹介

・ティーンズコーナーにて、定期的にテーマ展示を実施
・高校生を対象とした推薦図書のリストを作成し、図書館
ホームページで公開
・都立大江戸高等学校図書委員によるおすすめ本の手作りＰ
ＯＰ展示会を深川図書館にて開催
・グループ学習室の開設は中止

26
ボランティ
ア活動の受
入

職場体験や進路指導の一
環として高校生を受け入
れる。

図書館

【高校生職場体験・インターンシップ受入】
　４回　９人

【高校生職場体験・インターンシップ受入】
　中止

27
推薦図書の
紹介

同世代の利用者に向けた
読書活動啓発として、高
校生による推薦図書の紹
介を行う。

図書館

インターンシップの際、高校生に調べ学習に役立つ推薦図書
を選んでもらい、グループ学習室にて参考図書として設置

都立大江戸高等学校図書委員によるおすすめ本の手作りＰＯ
Ｐ展示会を深川図書館にて開催

28
図書館ボラ
ンティアの
育成

短期の図書館ボランティ
アを育成し、YAサービス
を盛り上げる活動を行
う。

図書館

【高校生ボランティア受入】
高校生の読書活動の推進を図るため、ＹＡ向け図書の選定や
閉架書庫の整理、ＰＯＰ作成等を行った
　３回　１１人

【高校生ボランティア受入】
　中止

29
読み聞かせ
講座の実施

読み聞かせ活動に興味を
持っている高校生に対
し、読み聞かせ講座を実
施する。

図書館
・

読み聞か
せボラン
ティア

【講座の実施】
職場体験学習などで図書館を訪れた高校生に、おはなし会に
参加してもらい、また、今後講座を開催する際にどのような
内容が効果的であるかの意見交換を実施

【講座の実施】
　実施なし

30
高校生向け
のイベント
の企画

高校生同士が盛り上がる
企画を検討する。イベン
トを通して高校生と図書
館の交流を図り、YAサー
ビスを充実させるための
情報交換を行う。

図書館

職場体験学習などで図書館を訪れた高校生に、学校での読書
活動やビブリオバトルの体験などの情報交換を実施

・都立大江戸高等学校図書委員によるおすすめ本の手作りＰ
ＯＰ展示会を深川図書館にて開催
・謎解きイベントの実施（江東図書館、古石場図書館）

31
図書館の団
体利用の促
進

図書館所蔵資料の団体貸
出を行い、学校で活用を
図る。特に利用の少ない
学校へは積極的にPRを行
い、団体貸出の促進をす
る。

図書館
・

学校

【団体貸出】
　高校　登録数　　　　４校
　　　　貸出冊数　２１８冊

【団体貸出】
　高校　登録数　　　１校
　　　　貸出冊数　１８冊

32 情報発信

図書館ホームページの
「TEENSのページ」の充実
を図り、効果的な情報発
信を行う。

図書館

・ホームページや区報等を活用し、高校生向けの事業を掲載
・図書館ホームページのリニューアルにともない、ＴＥＥＮ
Ｓのページのデザインを一新
・図書館ホームページに行事イベントのお知らせやカレン
ダー、実施したイベントの様子を掲載
・図書館広報誌「ことらいぶ」にて、高校との連携事業を紹
介

・ホームページ等を活用し、高校生向けの事業を掲載
・高校生を対象とした推薦図書のリストを作成し、図書館
ホームページで公開
【中高生向け図書館広報誌】
「ＹＡすなぼん」（砂町図書館）　３回
・図書館広報誌「ことらいぶ」にて、ＹＡ向けおすすめ本を
紹介

　
高
 
校
 
生
 
へ
 
の
 
取
 
組

施策項目

8



第二次江東区こども読書活動推進計画令和2年度進捗状況 ＊小・中学校及び小・中学生とある場合は、義務教育学校及びその生徒を含む

＊所管は令和2年4月1日時点

計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

図書館
・

学校
・

こども読
書環境サ
ポーター

【江東ろう学校おはなし会】
　２０回　２４５人

【江東ろう学校おはなし会】
　中止

障害者
施策課

【こども発達センター　おはなし会】
９回　２６０人
【こども発達扇橋センター　おはなし会】
５回　１４８人

【こども発達センター　おはなし会】
３回　こども４２人
　　　　大人３５人（保護者４人、職員３１人）
【こども発達扇橋センター　おはなし会】
９回　こども１３４人
　　　  大人１１２人（保護者２５人、職員８７人）

図書館

【特別支援学級用団体貸出セット貸出数】
　１回　３セット　４２冊
・こども発達センターへの団体貸出セット周知を行った。

【特別支援学級用団体貸出セット貸出数】
　８回　２６セット　３９８冊

学校
国語科、社会科、総合的な学習の時間等の授業において、調
べ学習等で使う本を利用

国語科、社会科、総合的な学習の時間等の授業において、調
べ学習等で使う本を利用

障害者
施策課

【こども発達センター　団体貸出利用】
団体貸出セット内容について問い合わせた

【こども発達センター　団体貸出利用】　利用なし
【こども発達扇橋センター　団体貸出利用】　利用なし

35

障害のある
こども向け
の資料の充
実

手の感覚で楽しむ資料や
聞いて楽しむ資料の充実
に努める。

図書館

【大活字児童書】
　２０６点
【布・さわる絵本、点字付図書】
　２１０点

【大活字児童書】
　２００冊
【布・さわる絵本、点字付図書】
　２４８冊

図書館

【点訳絵本所蔵数】
　２８１冊

【点訳絵本所蔵数】
　２８１冊
・障害者週間に合わせ、点訳絵本の展示を実施
・小学校の「障害」についての調べ学習で、団体貸出を実施

点訳者
【点訳絵本の作成】
　１０冊

【点訳図書（児童書）の作成依頼】
　２冊

37

こども向け
の内容の録
音図書
（DAISY）
製作

図書館に登録している音
訳者に依頼して、こども
向けの録音図書の製作を
行う。

図書館
・

音訳者

【音訳者登録者数】　７６人
【音訳者養成講座】
　初級講座(後期)　２０回　延べ３４８人
　上級講座 　９回　延べ１００人
【録音図書（テープ図書、デイジー図書）所蔵数】
　テープ図書 　１，８１７タイトル
　デイジー図書 　　６０２タイトル
　（内児童書９タイトル）

【音訳者登録者数】　７０人
【音訳者養成講座】
　中級講座　４回　延べ３１人
　上級講座　１回　延べ１８人
【録音図書（テープ図書、デイジー図書）所蔵数】
　テープ図書　　１，８２９タイトル
　デイジー図書      ６２４タイトル
　（内児童書１５タイトル）
　マルチメディアデイジー図書　３５タイトル

　
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
へ
の
取
組

図書館所蔵資料の団体貸
出を行い、学校で活用を
図る。また、特別支援学
校・学級用の団体貸出
セットを整備する。

36
点訳絵本の
製作

図書館に登録している点
訳者に依頼して点訳絵本
の製作を行う。また、点
訳絵本の貸出について検
討を行う。

33

障害のある
こどもに向
けたおはな
し会の実施

読書活動による喜びや楽
しさを伝えるために、
個々の状況に応じたプロ
グラムを構成し、おはな
し会を実施する。

34
図書館の団
体利用の促
進

施策項目
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第二次江東区こども読書活動推進計画令和2年度進捗状況 ＊小・中学校及び小・中学生とある場合は、義務教育学校及びその生徒を含む

＊所管は令和2年4月1日時点

計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

38

日本語を母
国語としな
いこども向
けのおはな
し会の実施

外国語によるおはなし会
の実施を目指す。

図書館

【外国語によるおはなし会の実施】
　３回　１８人

【外国語によるおはなし会の実施】
　４回　６４人

39

日本語を母
国語としな
いこども向
けの資料の
充実

様々な言語で書かれた資
料の収集に努める。

図書館

【外国語児童資料所蔵数】
　３，５０６冊

【外国語児童資料所蔵数】
　３，６７５冊

2 読書活動支援に関わる人材の育成　
計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

読み聞かせ
ボランティ
ア養成講習
会の実施

図書館での読み聞かせ活
動を希望する人材を公募
し、対象者に講習会を実
施する。

図書館

【読み聞かせボランティア養成講習会】
　４回　　延べ１１２人
元年度より読み聞かせボランティア養成講習会のカリキュラ
ムを見直し、当講習会及び施策４１のレベルアップ講習会指
定回の受講を修了要件とした
【読み聞かせボランティア登録者数】　２００人

【読み聞かせボランティア養成講習会】
　３回　延べ６７人
令和２年度は秋からの開催となり、令和３年度にかけて実施
【読み聞かせボランティア登録者数】　２０１人

読み聞かせ
ボランティ
アレベル
アップ講習
会の実施

読み聞かせボランティア
を対象にレベルアップ講
習会の開催する。

図書館

【読み聞かせボランティアレベルアップ講習会】
　３回　　２４６人

【読み聞かせボランティアレベルアップ講習会】
　２回　延べ７３名

こども読書
環境サポー
ター（読み
聞かせ）養
成講習会の
実施

読み聞かせボランティア
を対象に、区内の施設へ
派遣しておはなし会等こ
どもの読書活動支援を行
う「こども読書環境サ
ポーター」を養成する。

図書館

【こども読書環境サポーター（読み聞かせ）養成講習会】
令和２年度からこども読書環境サポーターの登録要件を緩和
し、読み聞かせボランティアであれば登録可能としたため当
講習会は廃止
【こども読書環境サポーター（読み聞かせ）登録者数】
　７５人

【こども読書環境サポーター（読み聞かせ）登録者数】
　１０３人

こども読書
環境サポー
ター（本の
修理）養成
講習会の実
施

区内の小学校で活動する
「こども読書環境サポー
ター（本の修理ボラン
ティア）」を養成する。

図書館

【本の修理ボランティアと意見交換を実施】
　１回　１人

【本の修理ボランティアと意見交換を実施】
　中止

施策項目

41

42

43

施策項目

40
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第二次江東区こども読書活動推進計画令和2年度進捗状況 ＊小・中学校及び小・中学生とある場合は、義務教育学校及びその生徒を含む

＊所管は令和2年4月1日時点

計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

こども読書
環境サポー
ター意見交
換会の実施

図書館及びこども読書環
境サポーター同士による
情報交換・意見交換を行
う。

図書館

【こども読書環境サポーターと意見交換を実施】
年度末に開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止

【こども読書環境サポーターと意見交換を実施】
　中止

読み聞かせ
ボランティ
ア研修会の
実施

図書館登録読み聞かせボ
ランティアを対象に定期
的に研修会を開催する。

図書館

【読み聞かせボランティア勉強会】
　８回　延べ１８６人

【読み聞かせボランティア勉強会】
　５回　延べ４８人

3　啓発・広報
計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

「子ども読
書の日」に
おける展示
やイベント
の企画

「子ども読書の日」や
「読書週間」にあらゆる
年代のこどもへ読書活動
の啓発を行うための取組
を行う。

図書館

「子ども読書の日」（４月２３日）や前後するこども読書週
間におはなし会やぬいぐるみおとまり会、本の福袋（貸出）
等のイベントを全館で実施（イベント内容は各館で異なる）
　１１館　４１８人（福袋の貸出を含む）

緊急事態宣言の発令により全館休館となったため中止

図書館ホー
ムページに
よる啓発・
広報

イベントの開催情報、
ブックリストの掲載など
それぞれの年代に向けた
情報発信を行う。また
「こどものページ」、
「TEENSのページ」をより
充実させ、効果的な広報
を行う。

図書館

・幼児向け図書目録「赤ちゃんと小さい子のほんだな」、小
学生向け図書目録「こどものほんだな」、中学生向け図書目
録「ぶっくなび」を図書館ホームページに掲載
・「図書委員会おすすめの本」を館内に掲示し、併せて図書
館ホームページにも掲載
・図書館ホームページをリニューアルし、見やすいデザイン
に一新したほか、読上げや文字拡大機能、多言語対応などに
配慮したユニバーサルデザインとした

幼児向け図書目録「赤ちゃんと小さい子のほんだな」、小学
生向け図書目録「こどものほんだな」、中学生向け図書目録
「ぶっくなび」を図書館ホームページに掲載

ブックリス
トの配布・
公開

「普段読書をしない」ま
たは「どんな本を読めば
いいか分からない」と考
えているこどもたちに向
けて、読書活動のきっか
けづくりをする。

図書館

【幼児向け図書目録「赤ちゃんと小さい子のほんだな」】
　２５，０００部
【小学生向け図書目録「こどものほんだな」（隔年編集）】
　３５，０００部、ホームページ掲載

【幼児向け図書目録「赤ちゃんと小さい子のほんだな」】
　２５，０００部
【中学生向け図書目録「ぶっくなび」（隔年編集）】
　１４，０００部

推薦図書紹
介文の掲示

小中学校、高校において
生徒・児童に「おすすめ
の本」を紹介してもら
う。

図書館

【企画事業「図書委員おすすめの本の紹介」】
　小学校　２６校、　中学校　１２校
「図書委員会おすすめの本」を館内に掲示し、併せて図書館
ホームページにも掲載

【企画事業「図書委員おすすめの本の紹介」】
　中止

施策項目

44

45

施策項目

46

47

48

49
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第二次江東区こども読書活動推進計画令和2年度進捗状況 ＊小・中学校及び小・中学生とある場合は、義務教育学校及びその生徒を含む

＊所管は令和2年4月1日時点

計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

図書館ツ
アーの開催

イベントをきっかけに図
書館に関心を持ってもら
い、図書館の利用へ繋げ
る。

図書館

図書館ツアー開催に向け検討 【図書館ツアー開催】
主に秋の読書週間に図書館ツアーを開催　５館　５７人

夏休み図書
館来館スタ
ンプの実施

図書館へ足を運ぶきっか
けづくりに、スタンプを
集める企画を行う。その
後も図書館の利用を継続
する働きかけをして、習
慣的な読書活動に結びつ
ける。

図書館

【夏休み読書スタンプラリー】
スタンプラリーカード　１１２冊配布

【夏休み読書スタンプラリー】
・令和２年度から全館で実施
・スタンプラリーカードを２，３２５冊を配布し、９１９人
がゴール達成

ビブリオバ
トルの開催

高校生同士が盛り上がる
企画を検討する。イベン
トを通して高校生と図書
館の交流を図り、YAサー
ビスを充実させるための
情報交換を行う。

図書館

職場体験学習などで図書館を訪れた高校生に、学校での読書
活動やビブリオバトルの体験などの情報交換を実施

新型コロナウイルス感染症の影響により職場体験学習は中止
となったが、ビブリオバトルについて他区への聞き取りを実
施

おはなし会
の開催PR

図書館で行われているお
はなし会を広く区民に周
知する。

図書館

・図書館ホームページを活用し、ＰＲを実施
・幼児・小学生向け図書館広報誌「うさぎっこタイムズ」
（江東図書館）でＰＲを実施
・学校訪問や出張おはなし会の際にＰＲを実施
・こどもまつりや子育てメッセにおいておはなし会等を通
じ、ＰＲを実施

・図書館ホームページを活用し、ＰＲを実施
・幼児・小学生向け図書館広報誌「うさぎっこタイムズ」
（江東図書館）でＰＲを実施
・学校訪問や出張おはなし会の際にＰＲを実施

団体貸出事
業のPR

団体貸出の利用方法を団
体向けに周知する。

図書館
・図書館ホームページを活用し、ＰＲを実施
・学校訪問の際にＰＲを実施

・図書館ホームページを活用し、ＰＲを実施
・学校訪問の際にＰＲを実施

4　2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を見据えた取組
計画内容 所管 元年度取組実績 ２年度取組実績

オリンピッ
ク・パラリ
ンピックに
関する資料
等の収集

過去のオリンピック・パ
ラリンピックに関する資
料等を収集し、こどもた
ちの調べ学習等を支援す
る。

図書館

全館でオリンピック・パラリンピックに関する資料の収集を
実施

全館でオリンピック・パラリンピックに関する資料の収集を
実施

オリンピッ
ク・パラリ
ンピックに
関する資料
の展示の企
画

各国の文化・言語及び歴
史に触れて国際理解を深
め、パラリンピックを通
して障害者理解を深める
ための取組を行う。

図書館

オリンピック・パラリンピックに関する所蔵資料の展示を実
施
　９回

オリンピック・パラリンピックに関する所蔵資料の展示を実
施
　１４回

施策項目

54

施策項目

55

56

50

51

52

53
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