
東村山市に関する新聞記事の収集・整理・提供

地域・行政資料の収集・整理・提供

録音図書等の作成・対面朗読は、東村山朗読研究会（会員 31人）の協力による。

(1)   郵送貸出　(富士見図書館)

利用登録者数　　　視覚障害者　36人、肢体不自由者　7人、高齢者1人

カセットテープ （1タイトル3～5巻）　　　

デイジー  ※ （1タイトルCD-R1枚）

資料貸出数 図書・雑誌　　　　 冊

点字図書 タイトル

広報（デイジー） 枚 （CD-RW）　　　

広報（カセット） 巻

　　　　　　　　　※　デイジー（DAISY）　：　視覚障害者のデジタル録音図書の国際標準規格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CD-R等にデジタル録音した録音図書のこと

中央図書館・萩山図書館・東村山老人ホーム・ふれあいスペース「いっぷく」

6人＋2団体　　　（朗読回数　　199回）

(3,599巻）

市報　25回、　　　市議会だより　4回、　　福祉だより　5回

初級音訳講習会 参加人数　各回15人前後（新規募集音訳ボランティア対象）

中級音訳講習会 参加人数　各回20人前後（東村山朗読研究会会員）

(1)   おはなし会

赤ちゃん絵本ひろば（0・1歳） 中央図書館・本町児童館

2・3歳のおはなし会 中央図書館

0～3歳のおはなし会 富士見・萩山・秋津・廻田図書館

幼児のおはなし会 中央・富士見・萩山・秋津・廻田図書館

小学生のおはなし会 中央・秋津・廻田図書館

その他のおはなし会 萩山・廻田図書館

※がらくた文庫・おはなし宅配便ポポとの共催を含む。

年3回

(2)   対面朗読

朗読会場

利用者数　　　　

(4)   朗読等講習会

実施回数(回)

媒体 購入

－

延べ参加人数

15.　子ども（0～18歳）へのサービス

広報テープ

　　　　　　　　　※　録音図書は、館作成、購入ともデイジーに切り替え

録音図書
－

年10回

子ども(人)

　　15タイトル

121

50タイトル4タイトル

140

543

303

(3)   録音図書等の作成

館作成

21

内容

523

92

13.　地域資料サービス

14.　障害者サービス

タイトル

384

9

タイトル

484

551

1,216

523

691タイトル

所蔵合計

カセットテープ

デイジー

大人(人)

771

116

495

52

161

74

748

10

34

82

実施館



(2)   出張読み聞かせ

乳幼児への読み聞かせ（保育園）　　　1か所　（1回）

(3)    「おすすめ絵本パック」の設置

乳幼児向けの絵本20冊のセットを市内子育て関連施設に配置　　　18か所

(4)   ブックトーク訪問

学校を訪問し、ブックトーク（本の紹介）と紹介した本の貸出を行う。

4年生対象　14校　　35クラス

3～6年生対象（学年単位）　1校　年3回、　6年生対象（クラス単位）　1校　年2回

青葉学級（おはなし会）　4校　

(5)   図書館見学

図書館内施設の見学、利用案内、図書検索体験、おはなし会等を行う。

その他　　青葉学級等　3件

(6)   布の絵本プレイルーム

布の絵本や遊具を展示し、自由に触れて遊べるスペースとして開放する。

東村山布の絵本企画室

中央図書館　　

　　　　　　　　  富士見図書館　

「障がいのあるお子さんのための布の絵本プレイルーム」（子育て総合支援センター「ころころの森」）

　1回　参加人数　6人　（協力：布の絵本サポーターズ他）

(7)　 夏休み親子図書館体験

小学生親子で図書館の仕事を体験する。

10回（全館各2回）　参加人数　親子43組（93人）

(8)　 夏休み調べ学習講座「調べものはかせになろう」

夏をテーマに百科事典等を使いながら調べ、レポートを作る。

中央図書館　参加人数　親子15組（31人）（小学4～6年生対象）

東村山学校図書館ボランティアの会

(9)　 親子豆本作り教室「かわいい豆本を作りましょう」

親子で児童文学作品などを豆本のキットを使って仕上げる。

中央図書館（全3回）　参加人数　親子7組(15人)（小学3～6年生対象）

(10)   わくわく子ども読書まつり

子ども読書の日（4月23日）に合わせ、全館で本の展示、おはなし会スペシャル等を行う。

(11)  職場体験・職場訪問

市内の中・高校生の職場体験・職場訪問学習の受入をする。

市立中学校　6校・ほか私立1校　　受け入れ人数　98人

内容　　

内容　　 :

開催状況　:

延べ

協力　　

参加人数

内容　　

開催状況　　

小学校 13校 3年生 31クラス

1回

協力

実施状況　:

:

参加人数

: 4回

:

:

　4クラス

298人

1校 2年生

小学校

開催状況　

:

:

内容　　

開催状況　

内容　　

:

:

内容　　

　60人

:

:



(12)  図書館学生ボランティア

図書館のボランティアとして登録し、館内で本の整理等の仕事を随時行う。

中学生以上の学生

登録人数　69人　　　　作業人数　延べ215人

(13)  自主活動の支援

廻田図書館内イラストコーナーの張り替え　　11回　　　参加人数　延べ58人　

(14)  東村山子ども読書連絡会

市内の子どもの読書に関わる個人や団体の参加を募り、情報交換等を行う。

2回　　参加人数　延べ41人

(15)  読み聞かせボランティア研修

①　読み聞かせ入門講座

内容　　 小学生の保護者を対象に読み聞かせの基礎知識を伝える。

開催状況　5回　  参加人数　74人

②　子ども読書応援団養成講座　　　＊「子どもゆめ基金」助成事業

主催　：　子どもと本をつなぐ会「東村山うちでのこづち」（市民と図書館で作った実行委員会）

日程 参加人数(人)

6月 15日（金） 田代　康子氏

6月 21日（木）

6月 27日（水） 福岡　淳子氏

7月 13日（金） 藤田　浩子氏

9月

③　紙芝居講座　「やってみよう！紙芝居」

共催　：　紙芝居サークル「原っぱ」

講師　：　加藤　武郎氏　　参加人数　81人

(16)  子どもと本の人材バンク

①　乳幼児への読み聞かせボランティア研修・交流会　　9回　　参加人数　延べ117人

②　ボランティア派遣　　　乳幼児への読み聞かせ　　39か所　314回　ボランティア延べ970人

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3～4か月児健診・乳児学級・赤ちゃん絵本ひろば・子育てひろば等）

　　　 　　　　　　　         小・中学生への読み聞かせ・紙芝居　2か所　43回　ボランティア延べ299人 

　　　 　　　　　　　         学校図書館整備（修理講習）　3校　ボランティア　延べ4人 

(17)  子ども関連施設への図書特別貸出

読み聞かせや調べ学習などの相談に応じ、適切な本を選んで長期間貸出をする。

学校への貸出　　　　　　　　

保育園・児童館等への貸出　　

講師

対象　　

108件

92

103

:内容　　

78

:

乳幼児への読み聞かせ

:

読み聞かせマラソン
　　～たくさんの絵本と出会えます～

開催状況　

:

実施状況　　

:

おはなしおばさんの手あそびとおはなし講座

実施状況　　

11日（火）

図書館職員
読み聞かせボランティア

:

:

:

講座名

内容　　

3,228冊

16,532冊664件

おはなし会アラカルト
　　～手遊び・絵本・紙芝居など～

小学生への読み聞かせ 129

図書館職員
東村山うちでのこづち

82

開催日

:

内容　　 :



(18)  学校図書館支援事業

「学校図書館の手引き」の更新、　学校図書館担当者連絡会　3回

学校図書館専任司書支援　　新任研修2回、全体研修3回、新任支援9回、各種相談対応

学校図書館整備支援　　修理講習 3校・4回 　　　

図書購入支援　　　購入図書選定・見本展示会購入相談等

学校図書館ボランティア研修会　等

件　名

六中地域に学ぶ会 ブックトーク・図書館の仕事紹介等（第六中）

東京都立多摩図書館「子供の読書に関する講座」 「おはなし会とブックトーク」について

東村山市教育研究会図書館部 ブックトーク・本の紹介

補助金額　 　：　257,500円

来館することが困難な方たちが入所している施設（老人ホーム等）を対象に、図書の貸出、配送を行う。

施設数　2か所（東村山ナーシングホーム・はるびの郷）　　　貸出冊数　540冊

(1)   ブックリスト

夏休みブックリスト　「いい本みつけた」（小学生向け）、　「いい夏みつけた」(中学生向け）

「いい瞬間（とき）みつけた」(高校生世代向け）

「いのちの大切さを考える本 つながるいのち」

「全生園とハンセン病を知る　ブックリストと資料」改訂第三版　　ほか

(2)   利用案内

乳幼児健診時配布　「赤ちゃんといっしょに図書館へ」（3～4か月児）、　

　　　　　　　　　　　　　「子どもといっしょに図書館へ」（1歳6か月児・3歳児）

小学生保護者向け案内　「夏休み！親子で図書館へどうぞ」

小中学校先生向け・子ども関連施設の先生向け　　　　　ほか

(3)   その他

3年生図書館見学用　「としょかん見学ガイド」

ティーンズ向け新聞 「としょかん　All Right」（№138～149）

EXPO新聞（42～45号）

「学校図書館の手引き」　　　ほか

12月

7月

（水）11月

6月

28日 （木）

16.　地域児童図書館補助金助成事業

（水）

6月

4日

（水）

17.　施設貸出

18.　印刷物

5日

7日

9日 （土）

内　容

(19)  講師派遣等



6月 7日(木） 製本講習会

6月 21日(木） 「自分だけの本を作ってみませんか」

廻田図書館

10月 17日(水） * 「大人のためのおはなし会」

11月 14日(水） * 製本講習会

11月 21日(水） 「自分だけの本を作ってみませんか」

富士見図書館

東村山朗読研究会共催

* ：廻田図書館20周年記念行事

萩山図書館共同閉架書庫公開　　　24回　　38人

内容　：　各図書館でリサイクルコーナーを設置し、除籍済みの再利用資料を市民に無償提供する。

開催状況　：　7月7日（土）～図書のみ、11月3日（土）～雑誌のみ、コーナーを設置し、なくなり次第終了

提供資料数　：　図書　約19,000冊　　　雑誌　約5,300冊

複写枚数

借用　　99タイトル

(2)　広報

「多摩六都・図書館案内」発行

「ホームページ版多摩六都・図書館ガイド」のメンテナンス

図書館ニュースの発行　（年4回）

(3）　障害者サービス

「多摩六都・録音図書案内」（デイジー版・テープ版2回発行）・市販録音資料目録作成

12月 22日(土）

貸出　　2,502冊

1,229

(1)   自治体間相互貸借

6,252

借用　　1,708冊

23.　多摩六都・図書館協力事業

27,9562,361 1,379

録音図書相互貸借　　　　

45

ワークルーム

貸出　　45タイトル

図書相互貸借　　　 　　　

中央図書館 萩山図書館

16,735

富士見図書館

0

22.　複写サービス

178

対面朗読室対面朗読室

216

対面朗読室読書会室 視聴覚ホール

廻田図書館

対面朗読室

廻田図書館
東村山製本研究会共催

10

講師

鎌田敏雄氏

秋津図書館萩山図書館

おはなしグループ
「トックのかご」 共催

秋津図書館 合 計

内容

廻田図書館

富士見図書館

95

おはなしグループ
「トックのかご」

162

集会室

138

中央図書館

20.　リサイクル会

33

参加人数(人)

19.　その他行事

21.　図書館施設の利用

16

中央図書館
東村山製本研究会共催

鎌田敏雄氏

40重田雅敏氏「教壇に立つ視覚障害者」

主催

対面朗読室

53

開催日


