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通し番号 取組名称 担当課 2015 2016 2017 2018 2019

1 図書館でのおはなし会 図書館

・乳幼児向け159回（参加3,047
人）
　児童向け305回（4,447人）

・乳幼児向け160回（参加3,030
人）
　児童向け338回（4,919人）
木曽山崎：乳幼児と小さい子の
中間の、2、3歳児向けおはなし
会を開始
・中央：英語を楽しむおはなし
会を試行

・乳幼児向け147回（参加2,939
人）
　児童向け310回（4,807人）
・中央：英語を楽しむおはなし
会を定例化
・まあちへの出張おはなし会
（年４回）協力開始

・乳幼児向け147回（参加2,797
人）
小さい子向け、児童向け426回
（4,936人）
・中央：土日のおはなし会試行
・忠生：三歳児健診に合わせた
おはなし会を実施
・木曽山崎：大人のための（子
どもも楽しめる）おはなし会を
実施

・乳幼児向け146回（参加2,052
人）
小さい子向け、児童向け328回
（4,372人）
・中央：土日のおはなし会実施
・忠生：三歳児健診に合わせた
おはなし会を実施
・木曽山崎：土曜日のおはなし
会を試行

2
地域子育て相談セン
ターでのおはなし会
(事業名：子育てひろば
事業)

子育て
推進課
(※)

・時期・季節・年齢にあった内
容
・絵本を子どもの手に取りやす
い位置に配置する等の環境整
備

（継続）
・図書の貸出

（継続）
・絵本の読み聞かせが子ども
の発達発育に与える効果等を
周知

（継続） （継続）
・ひろばに参加している保護者
からの本の紹介、読み聞かせ
の実施
・図書館へ本の選び方、読み
聞かせ方の育児講座を依頼、
実施

3 学童保育クラブ、子ども
センターでのおはなし会

児童青
少年課

・ボランティアの協力により読
み聞かせ、読んだ本の紹介
○ばあん：未就学児対象（月2
回、協力：元気の素）
幼児～小学生対象（月1回、協
力：福福）
○つるっこ：2歳までの幼児対
象（月2回、協力：柿の木文庫）
小学生対象（年2回、同上）
○つるっこ学童：学童（年2回、
協力：生涯学習センター登録ボ
ランティア）
※2015新規
○ただＯＮ：未就学児対象（月1
回、協力：ひろば文庫）
○ぱお：乳幼児対象（月1回、
協力：町田語り手の会）
幼児～小学生対象（月2回、協
力：福福、まるぱん）

（継続）
・おすすめ本の閲覧も実施
○ばあん：未就学児対象（月2
回、協力：元気の素）、幼児～
小学生対象（年3回、福福）
○つるっこ：継続
○ただＯＮ：継続
・夏休みに忠生図書館と協力
し、自由研究向けプログラム実
施
○ぱお：継続
○ぱお分館WAAAO：職員(毎
日2回）、高齢者支援センター
のサークル（月2回程度）、小学
生が読み聞かせ
○まあち（4/30オープン）
・夏休みに図書館との共催で
乳幼児向けおはなし会、科学
あそび
・ボランティアによる紙芝居とお
はなしを、夏休みと1月に実施

〇上記の他、イベント、誕生祭
などで、大型紙芝居、エプロン
シアター、パネルシアター、小
学生向け素話等

（継続）
〇ばあん：未就学児対象（月2
回、協力：おはなしとんからり
ん）
○つるっこ：乳幼児対象（月1
回、協力：柿の木文庫）
小学生対象（年2回、同上）
○ぱお：幼児～小学生対象（協
力：おはなしぱんだ、まるぱん）
○ぱお分館WAAAO：継続
○ただＯＮ：継続
○まあち：乳幼児対象（月1回、
協力：にこぽ）
・年4回、図書館との共催によ
る乳幼児向けおはなし会、夏
休みに1回、小学生向けこわい
おはなし会を実施

（継続）
〇ばあん：未就学児対象（月2
回、協力：おはなしとんからり
ん）＋冬まつりのイベントで実
施
○つるっこ：継続
○ぱお：継続
○ぱお分館WAAAO：継続
○ただＯＮ：継続
○まあち：継続

○各学童クラブ：継続
○ばあん：継続＋未就学児対
象（月2回、協力：おはなしとん
からりん）＋冬まつりのイベント
で実施
○つるっこ：継続＋季節に合わ
せて、2～3か月ごとに本を入
れ替え
○ぱお：家政学院大学絵本研
究会の学生さんによる「おはな
し会」の実施
○ぱお分館WAAAO：継続
○ただON：継続
○まあち：継続

第三次町田市子ども読書活動推進計画（2015～2019年度）報告
基本目標Ⅰ　　　◎子どもが本と出会うきっかけ作り

お
　
は
　
な
　
し
　
会



通し番号 取組名称 担当課 2015 2016 2017 2018 2019

4 自由民権資料館でのお
はなし会

生涯学
習総務
課

11/3「資料館まつり2015」に
て、紙芝居を上演（参加：中学
生以下約30人、途中入退場可
能のため、概数）

11/3「資料館まつり2016」に
て、紙芝居を上演（参加：中学
生以下約30人、途中入退場可
能のため、概数）

11/3「資料館まつり2017」に
て、紙芝居を上演（参加：中学
生以下約30人、途中入退場可
能のため、概数）

11/3「資料館まつり2018」に
て、紙芝居を上演（参加：中学
生以下約30人、途中入退場可
能のため、概数）

11/3「資料館まつり2019」に
て、紙芝居を上演（参加：中学
生以下約31人、途中入退場可
能のため、概数）

5 生涯学習センターでの
おはなし会

生涯学
習セン
ター

・「きしゃポッポ」、「パパと一緒
にきしゃポッポ」にて読み聞か
せ実施

（継続） （継続） （継続）
・幼児のひろば「くるくるろけっ
と」や家庭教育支援学級受講
生による町田保育園訪問で、
絵本の読み聞かせを行った。

毎月2冊の絵本を選び保育室
に展示するとともに、「きしゃ
ポッポ」で紹介し読み聞かせの
実施

6 健診時のおはなし会
保健予
防課
（※）

・3歳児検診の待ち時間に、ボ
ランティアの協力で実施（おは
なし如雨露）

（継続） （継続） （継続） （継続）

7
ブ

ッ
ク

ト
ー

ク
ブックトークの充実 図書館

・館内：6館16回
・学校出張：小学校のべ4校13
回、中学校のべ10校24回

・館内：8館15回
・学校出張：小学校のべ6校15
回、中学校のべ9校16回

・館内：8館9回
・学校出張：小学校のべ5校11
回、中学校のべ6校10回

・館内：7館11回
・学校出張：小学校のべ10校20
回、中学校のべ7校18回

・館内：8館3１回
・学校出張：小学校のべ4校9
回、中学校のべ3校6回

8 町田市ひなた村創作童
話コンクール

ひなた村

・応募275編 ・20周年記念として、5/5春の
ひなた村まつりで、過去の受賞
作おはなし会を実施。7/25「童
話づくり教室（国松俊英氏）」
（30人参加）
・応募231編、表彰式で審査員
（大林宣彦氏、小林はくどう氏）
への記念インタビュー

・応募233編 ・応募223編 ・ひなた村への指定管理者制
度導入に伴い、2019年度から
実施主体を児童青少年課青少
年係に変更
・応募165編

9
「一日図書館員」・「子ど
もまつり」・「図書館入門
講座」・「図書館の達人
養成講座」の実施

図書館

・一日図書館員：5回計13人
・入門講座（ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞﾂｱｰ）：1
回14人（うち子ども8人）
・達人講座：1回3人
・子どもまつり：62プログラム、
1,709人（うち子ども774人）

・一日図書館員：5回計14人
・入門講座（ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞﾂｱｰ）：1
回9人（うち子ども7人）
・達人講座：1回2人（申込3）
・子どもまつり：62プログラム、
2,203人（うち子ども1,411人）

・一日図書館員：5回計19人
・入門講座（ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞﾂｱｰ）：1
回8人（うち子ども5人）
・達人講座⇒まちクエ：中学生8
グループ（24人）
・図書館まつり：56プログラム、
1,597人（うち子ども660人）
・本がつなげるまちだライブ・ラ
リー：小5～ 高校生のPOP募集
（723件）

・中央：「本のおたのしみぶく
ろ」子供の読書週間に32袋（96
冊）貸出

・一日図書館員：5回計18人
・まちだ図書館まつり：56プログ
ラム、1,266人（うち子ども538
人）
・まちクエⅡ：中高生4グループ
（13人）参加
・「読書手帳」子ども読書の日
（4/23）～配布開始
・POPコンテストまちだ：中高大
学生（応募125件）
・中央：「本のおたのしみぶく
ろ」48袋（144冊）貸出
・みて・きいて・たのしむ絵本～
マルチメディアDAISY上映会：
①8/21午後　子供6＋大人22
人、②8/23午前　子供8＋大人
10人）

・一日図書館員：3回計11人
・POPコンテストまちだ：応募
553（小学生201、中学生326、
高校生26）枚。
・中央：「本のおたのしみぶく
ろ」32袋（96冊）貸出
・みて・きいて・たのしむ絵本～
マルチメディアDAISY上映会：
①7/24午後　子供6＋大人10
人、②7/25午前　子供9＋大人
10人

・まちだ図書館まつりとまちクエ
Ⅲは中止

10 図書館見学の受入 図書館
・見学受入29件 ・見学受入31件

・調べ学習への事前対応2件
・見学受入31件 ・見学受入35件 ・見学受入36件

お
は
な
し
会
・
ブ

ッ
ク
ト
ー

ク
以
外
の
子
ど
も
向
け
事
業

お
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し
会

（
続
き

）



通し番号 取組名称 担当課 2015 2016 2017 2018 2019

11 文学館での講座実施 文学館

・定例：乳幼児向けおはなし会
や小学生対象俳句教室
・夏季企画展：子ども向けイベ
ント
・夏休み出前講座：小学校2
校、計53人
・中学校ｼｮｰﾄｼｮｰﾄ実作講座：
63人

・開館10周年記念「夏休み親子
俳句教室」6組
・定例事業、夏期企画展を継
続
・夏休み出前講座：小学校3
校、計136人
・中学～大学生対象「詩のワー
クショップ」参加7人

・定例のおはなし会・夏季企画
展の関連事業を継続
・夏休み親子俳句教室：4組13
人
・夏休み出前講座：小学校3
校、計117人
・中学校出前授業「自己紹介
ラップ」：25人

・小学生俳句教室（野外吟行）：
23人
・中学校出前授業「現代歌人か
ら学ぶ『短歌』講座」：28人
・「60分で書ける！新聞の見出
しから作る短編小説教室」小学
生向け9人参加

・小学生俳句教室（野外吟行）：
のべ65人
・7月暑中見舞ハガキ教室（小
中学生対象）、12月年賀状教
室：計22人
・8月実作講座「その場で書け
る！10代のためのカンタン小
説教室」：小・中学生17人
・11月「MACHIDA de パリコ
レッ！」ワークショップ：116人
・12月「クリスマスおたのしみ
会」（3歳以上の親子対象）：39
人
・1月「百人一首カルタ会」等3
事業：計25人

12
マイ保育園登録時の絵
本配布
(事業名：マイ保育園事
業)

子育て
推進課

・絵本配布を実施中
・0歳向け遊びの会にて、配布
した絵本の読み聞かせ

（継続） （継続）
・マイ保育園登録率増加によ
り、絵本の配布数も増加。
・各月配布数の調査実施

（継続） （継続）

13 イベント等における本の
積極的活用

生涯学
習セン
ター

・平和祈念事業：戦争や平和に
関する紙芝居
・絵本読み聞かせと子育て講
座（忠生図書館と共催）：親子
15組

・平和祈念事業：戦争や平和に
関する紙芝居、「読みたい本コ
ンテスト」（大人が紹介する、ビ
ブリオバトル形式コンテスト）

・平和祈念事業を継続。期間
中、図書館でも特集コーナーを
設置。

・平和祈念事業での本紹介、
読み聞かせの他、講座実施の
際に関連する絵本の紹介を
行った。

・平和祈念事業での本紹介、
読み聞かせの他、講座実施の
際に関連する絵本の紹介

14

ブ

ッ
ク
リ
ス
ト

ブックリストの提供 図書館

・各リストを配布
・新図書館ホームページのテー
マ資料機能に「みんなでよもう
こどもの本」を登録し、検索を
容易にした。

（継続） （継続） （継続）
・「ようこそ！本のたからじま
しん１ねんせい」、「本のたから
じま（1･2年生）」の改訂を行っ
た。

（継続）
・「本のたからじま（3・4年生）」
の改訂を行った。

15
学
校
へ
の

読
書
活
動

教育課程における読書
活動の明記

学校・
指導課

・実施 （継続） （継続） （継続） ・小学校42校、中学校20校全
校で読書活動を実施
・読書指導の充実及び各教科
等における学校図書館の活用
について、教育課程「指導の重
点」に位置付け
・学校図書館活用の手引き編
集委員会を組織し、小・中学校
実践事例等について検討

お
は
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し
会
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（
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き
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通し番号 取組名称 担当課 2015 2016 2017 2018 2019

16 図書館の児童資料の充
実

図書館

・現物の内容を確認しての資
料発注
・職場体験等の生徒のおすす
め本の購入

（継続） （継続）
・英語絵本の購入・買い換え等

（継続）
・大型絵本の購入・買い替え等

（継続）
・英語の児童書（絵本、多読用
読み物）のリストアップを行い、
英語の児童書を約800冊購入

17

公立保育園および地域
子育て相談センターで
の図書資料の充実
(事業名：保育園事業お
よび子育てひろば事業)

子育て
推進課

・実施中
・月に1回、本棚の絵本入れ替
え、お便りでみんなの好きな本
紹介
・ボランティアによる読み聞か
せ
・中学校との連携（中学生の製
作した絵本の読み聞かせ）
・図書館員による講座

（継続） （継続）
・相談の多い項目に対応した
本の設置
・大型絵本の設置
・図書館で子ども達に本を選ば
せ、借りる

（継続） （継続）
・子育てひろば事業では、図書
コーナーを設置し絵本に触れ
る環境作り

18
学童保育クラブ･子ども
センターでの図書資料
の充実

児童青
少年課

・利用者からの寄付本、図書
館の再利用本を活用（つるっ
こ、ばあん、ただＯＮ、ぱお）

（継続）
・ばあん・ぱお分館では、新刊
等を購入
・寄付本は、内容を確認してか
ら有効活用

（継続）
・図書館からの団体貸出の活
用
・ぱお分館で図書追加購入

（継続） （継続）
・ぱおでは本の手入れをして、
レイアウトを変えるなど部屋環
境の工夫

19 「学校図書館充実ハンド
ブック」の活用

学校・指
導課

・学校図書館担当者研修でハ
ンドブックの内容紹介
・市内の優れた運営の紹介

（継続）
・ハンドブックで紹介された取
組を行っている学校図書館見
学会実施

（継続）
・玉川学園大学図書館の見
学、大学図書館職員との情報
交換

（継続）
・蔵書整備の講義・演習

（継続）
・学校図書館活用の手引き編
集委員会を組織し、学校ごとに
調和の取れた蔵書構成となる
ように選定するために、学校図
書館ガイドラインの内容を掲載
することについて協議

学校・
指導課

・学校図書館担当者研修で蔵
書整備の充実した学校紹介

（継続） （継続） （継続）
・蔵書整備の講義・演習

（継続）
・著作権に関する研修

教育総
務課

・学校図書館蔵書整備計画に
基づく予算配当、進捗状況確
認

（継続） （継続） （継続） （継続）

第三次町田市子ども読書活動推進計画（2015～2019年度）報告
基本目標Ⅱ　　　◎いつでも身近なところに本がある環境作り

20 学校図書館の蔵書整備

図
書
資
料
の
充
実



通し番号 取組名称 担当課 2015 2016 2017 2018 2019

学校・
指導課

・学校図書館担当者研修の
テーマに、学校図書館コン
ピュータシステムを設定

・学校図書館担当者研修の
テーマに、学校図書館コン
ピュータシステムを取り上げ実
施

・2016年度と同内容の研修を
実施

・システムのバージョンアップ、
バックアップの方法等について
教育センターと情報共有

・システムのバージョンアップ、
バックアップの方法等について
教育センターと情報共有
・学校図書館管理システムの
操作方法等に関する研修の実
施

教育総
務課

･情報BOX（学校図書館システ
ム）活用インデックスの作成・
配布

・情報ＢＯＸインデックスを町田
市教育ネットワークに掲載

（継続） （継続） （継続）

教育セン
ター

・学校図書館システムデータ更
新費の一括計上（各校ごとか
ら教育センターへ）

（継続） （継続） （継続） ・図書館電算化システム「情報
BOX」がVer6だった45校につい
て、Ver7のライセンスを取得。
また、図書用パソコンのOSを
Windows７からWindows10へ
アップデート
・システムのバージョンアップを
実施し、また来年度のシステム
関係費用を予算化。
・システムを安定的に稼働でき
るよう支援

22
「子育てひろばカレン
ダー」の発行
(事業名：子育てひろば
事業)

子育て
推進課

・実施中 （継続） （継続） （継続）
市内約185箇所で、合計約
8500部の配布

（継続）
・市内約180箇所で配布
・3月号は、新型コロナウィルス
感染症流行のため、途中回収

23 「生涯学習ＮＡＶＩ」の発
行

生涯学
習セン
ター

・子どもとその保護者を対象の
イベントについて掲載

（継続） （継続） （継続）
・「みんなの学ビバ」で文学館
まつりを紹介

・子どもとその保護者を対象の
イベントについて掲載

24 「親と子のあそび場情
報」の発行

子ども総
務課

・「親と子のあそび場情報」を
5000部発行・配布

発行終了（HPやメール配信と
重複するため）

25 「家庭学習の手引き」の
提供

学校・指
導課

・5月配布 ・4月配布
・学力向上推進プラン第2次
に、家庭での取り組みを掲載

・4月配布 （継続）
・学力向上推進プラン第3次策
定
・「家庭学習の手引き」改訂開
始

（継続）
・「家庭学習の手引き」を改訂

21
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学校図書館コンピュータ
システムの運用による
資料の有効活用
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（
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通し番号 取組名称 担当課 2015 2016 2017 2018 2019

26 保護者向け絵本の読み
聞かせ講座の実施

図書館

・出張読み聞かせ講座　2回
※経験者と初心者を組みにし
て実施し、スキルの共有を図っ
た。

・出張読み聞かせ講座　4回
・生涯学習センターと共催　1
回

・中央館主催で「小学校保護者
向け絵本読み聞かせ講座（基
礎編）」実施　24人参加
・出張読み聞かせ講座　7回

・中央主催で「小学校保護者向
け絵本の読み聞かせ講座」基
礎編の実施（同内容2回、計39
人）
・同講座応用編を初めて実施
（同内容2回、計44人）
・出張「絵本講座」　4回

・中央、忠生「小学校保護者向
け絵本の読み聞かせ講座」基
礎編（同内容3回、うち1回は忠
生にて。中央2回計29人、忠生
24人）
・同講座応用編（同内容2回、
中央1回28人、忠生1回29人）
・出張「絵本講座」　3回

27 児童文学講座の実施 文学館

・児童文学、絵本作家のイベン
ト2回（計149人参加）
・児童文学市民研究会の立ち
上げ（12人登録）

・瀬田貞二についての連続講
座3回（計211人参加）
・児童文学市民研究会

・古事記について、講演と語り
を組み合わせたプログラムを
実施

・みんなで楽しむカルタ会、お
能体験教室の実施

・みんなで楽しむ競技カルタ、
はじめてのお能体験教室と保
育付実技講座「ワークショップ
で学ぶ言葉と身体のコミュニ
ケーション術」の実施

28 学校図書館運営の研修

・研修　3回（図書館指導員と司
書教諭の連携例紹介、情報交
換等）

・研修　3回（図書館指導員と司
書教諭の連携例紹介、蔵書管
理、環境整備、司書資格取
得、情報交換等）

・研修　5回 ・研修の実施（蔵書管理や環
境整備、子どもへの働きかけ
等、学校図書館の充実に向け
た取組について）

・研修の実施（著作権に関する
基本的知識、学校図書館の充
実に向けた取組について）

29 図書指導員・司書教諭
への図書館研修

･研修　1回（学校図書館調べ
学習の演習、事例共有、情報
交換等）

・研修　1回（学校図書館システ
ム、ブックトーク、情報交換等）

・研修　1回（学校図書館システ
ム、ブックトーク、情報交換等）
・大学図書館見学・情報交換
1回（再掲）

・研修の実施（司書教諭・図書
指導員の専門性を高める研
修）

・前年度と同内容の研修を実
施

30 新任教諭への図書館研
修

・研修　1回（公共図書館の使
いこなし方等）

・2015年度と同内容の研修を
実施

・前年度と同内容の研修を実
施

・前年度と同内容の研修を実
施

・前年度と同内容の研修を実
施

31 図書館おはなし会ボラ
ンティアの養成

図書館

・乳幼児向けボランティア、語り
手の養成講座　各１（各9人修
了）
・スキルアップ講座（わらべう
た、22人参加）

・乳幼児向けボランティア、語り
手の養成講座　各１（各10人修
了）
・スキルアップ講座（わらべう
た、21人参加）

・乳幼児向けボランティア養成
講座1回（5人修了）
・語り手養成講座1回（10人修
了）
・スキルアップ講座（わらべう
た、18人参加）

・乳幼児向けおはなし会ボラン
ティア養成講座1回（9人終了）
・おはなし会ボランティア（語り
手）養成講座1回（5人修了）
・スキルアップ講座（わらべう
た、36人参加）

・乳幼児向けおはなし会ボラン
ティア養成講座1回（6人修了）
・おはなし会ボランティア（語り
手）スキルアップ講習1回（50人
参加）
・おはなし会運営講座（ボラン
ティア人参加）

32 文学館おはなし会ボラ
ンティアの養成

文学館

・乳幼児向けボランティアのス
キルアップ講座（紙芝居・わら
べうた）

・2015年度と同内容の講座を
実施

・前年度と同内容の講座を実
施

・前年度と同内容の講座を実
施

・前年度と同内容の講座を実
施

第三次町田市子ども読書活動推進計画（2015～2019年度）報告
基本目標Ⅲ　　◎子どもの読書に関わる人の配置と育成
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