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１．開催概要
■名称

豊島区制90周年「にぎやかな公共図書館フェスティバル」

■会期
2022（令和4）年7月27日（水）・28日（木） 午前10時から午後8時

■会場
あうるすぽっと（豊島区立舞台芸術交流センター） 劇場・ホワイエ、豊島区立中央図書館

■実施形態
主催:豊島区
協力:株式会社ケイ・ブックス（執事喫茶Swallowtail）、株式会社サンシャインシティ、株式会社三省堂、

りんごプロジェクト／NPO法人ピープルデザイン研究所、
レイチェル・カーソン日本協会関東フォーラム

■プログラム内容
にぎやかなおはなし会、16ミリフィルム上映会、辞書引き学習講演会・ワークショップ、
「りんごプロジェクト」アクセシブルな図書の体験展示・レクチャー、執事喫茶Swallowtailのおはなし会、
「にぎやかな公共図書館」展示、スタンプラリー ※全プログラム手話通訳付き

■参加方法
一部事前申込（抽選・先着順）

・執事喫茶Swallowtailのおはなし会（申込・抽選） ・辞書引き学習ワークショップ（申込・先着）
※その他のプログラムについては、申込不要 ※全プログラム「無料」
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■開催目的

・令和４年度より、豊島区立図書館は、「豊島区立図書館基本計画（第二次）」のなかで「にぎやかな公
共図書館」をサブ理念に掲げ、図書館をひらいていく取組を進めています。
また、「豊島区子ども読書活動推進計画（第四次）」のなかで、「すべての子どもが素晴らしい本と出
会える読書環境をめざして」をサブ理念に掲げています。本事業を通して、子どもがより多くの図書資
料に出会える機会をつくります。

・図書館の既存の事業に、多様性等の要素を組み合わせることにより、普段図書館を利用しない人、
本を読まない人に、図書館・読書の意義等を周知することで、より多くの人に豊島区立図書館ファンに
なっていただきます。

・「あうるすぽっと（豊島区立舞台芸術交流センター）」で実施することで、中央図書館の特色のひとつ
である、「劇場と一体となった文化情報」を発信し、劇場（舞台）と図書館（本）をつなぐ役割を担い
ます。

・図書資料で来場者とともに区制９０周年を祝い、図書館が所蔵する地域資料を紹介し、区民の区への興
味関心を深めます。また図書館の地域資料収集・活用の大切さを区職員に再認識させます。
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２．開催日程
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３．来場・参加者数
■7月27日（水）

来場者数: 307名 プログラム参加者数: 139名
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■7月28日（木）

来場者数: 469名 プログラム参加者数: 331名
プログラム 人数

辞書引き学習ワークショップ 31

おはなし会・16ミリフィルム上映会（子ども向け） 53

辞書引き学習講演会 51

おはなし会（クイズ・紙芝居） 24

執事喫茶Swallowtailのおはなし会 141

点字体験 31

プログラム 人数

おはなし会・16ミリフィルム上映会（子ども向け） 43

16ミリフィルム上映会（学芸員解説付） 20

手話を学びながらの読み聞かせ 26

16ミリフィルム上映会（大人向け） 28

「りんごプロジェクト」アクセシブルな図書のレクチャー 15

点字体験 7



４．広報・周知
■広報としま

7月 特集号 4面・5面見開き 発行部数 90,000部
執事喫茶Swallowtail GiftShop、サンシャインシティ「サンシャインシティ 絵本の森」で配布
当日会場にて、来場者に配付（来場者用配付資料一式の中）

■図書館ホームページ
６月17日（金）午後2時から掲載

■図書館メールマガジン
7月1日（金）午前10時 配信

■図書館通信
7月1日発行 第64号 掲載

■ちらし・ポスター
全体ちらし・辞書引き学習講演会ちらし 作成

区立図書館・区有施設（区民ひろば、地域文化創造館、
中高生センタージャンプ等） あうるすぽっと・
執事喫茶Swallowtail GiftShop・三省堂書店池袋本店・
サンシャインシティ「サンシャインシティ 絵本の森」で配布

区立小学校全児童・都立大塚ろう学校全児童・ 豊島区図書館経営協議会委員
豊島区図書館専門研究員へ 配付 他
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■としまテレビ
ニュースフラッシュコーナーで放映 7月21日（木）から7月25日（月）
区広報番組「としま情報スクエア」で実施内容を放映 7月29日（金）※再放送あり

■庁内放送
7月28日（木）2回

■企業SNS等
執事喫茶Swallowtail Twitter、株式会社三省堂 Twitter
レイチェル・カーソン日本協会関東フォーラムホームページ ほか
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５．にぎやかなおはなし会 実施内容

■プログラム内容 7月27日（水）
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実施者 作品等

大型紙芝居『ごきげんのわるいコックさん』まついのりこ脚本・絵　童心社

ビッグブック『めっきらもっきらどおんどん』⾧谷川摂子/作　ふりやなな/画　福音館書店

てあそび『ぶたがみちをあるいていくと』

素話『おばけ学校の三人の生徒』松岡享子/作　出典『おはなしのろうそく28』東京子ども図書館

日時:7月27日（水）10時20分～（30分）
対象:3歳から小学校低学年向け
実施者:巣鴨図書館

実施日・実施者 作品等

棒人形『くだもの』

ビッグブック『だるまさんが』かがくいひろし/さく　ブロンズ新社

大型紙芝居『みんなでぽん!』まついのりこ/脚本・絵　童心社

大型紙芝居『おおきくおおきくおおきくなあれ』まついのりこ/脚本・画　童心社

パネルシアター『みんなでなくよ!』尾松純子/作・原画

日時:7月27日（水）10時～（20分）
対象:乳幼児向け（０～2歳）
実施者:豊島区立図書館読み聞かせボランティア

実施者 作品等

ビッグブック『おおきなかぶ-ロシア民話-』A.トルストイ/再話　内田莉莎子/訳　佐藤忠良/画　福音館書店

ビッグブック『ゆうたはともだち』きたやまようこ/作　あかね書房

ビッグブック『なつのいちにち』はたこうしろう/作　偕成社

ビッグブック『てぶくろ-ウクライナ民話-』エウゲーニー・M.ラチョフ/え　うちだりさこ/やく　福音館書店

日時:7月27日（水）16時～（40分）
手話を学びながらの読み聞かせ
実施者:中央図書館



６．16ミリフィルム上映会 実施内容

■プログラム内容 7月28日（木）
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日時 作品等

『だるまちゃんととらのこちゃん』

『モチモチの木』

7月27日（水）13時30分～（60分） 『豊島の風土を訪ねて・旧西巣鴨町編　ある東京』　学芸員解説付

7月27日（水）19時～（60分） 『チャップリンのキッド』

7月28日（木）11時～（30分） 『ねずみくんのチョッキ』

7月27日（水）11時～（40分）

実施者                        作品等

豊島区制90周年関連クイズ

紙芝居『すすきみみずく』豊島区立中央図書館
製作:豊島親子読書会

日時:7月28日（木）16時～（30分）
対象:中高生向け　実施者:中央図書館

実施者                                作品等

てあそび『ハンバーグ』

ビッグブック『うみきりん』あきやまただし/作・絵　金の星社

大型紙芝居『あひるのおうさま』堀尾青史/脚本　田島征三/絵　童心社

手袋人形『大きなワニさん　小さなワニさん』尾松純子/作

ブラックパネルシアター『おばけなんてないさ』

日時:7月28日（木）11時30分～（30分）
対象:3歳から小学校低学年向け

実施者:千早図書館



７．ひかり文庫（点字図書館）点字体験

■点字体験
日時:7月27日（水）11時30分～14時30分

7月28日（木）11時30分～16時
会場:ホワイエ
内容:点字名刺製作体験、

「りんごプロジェクト」アクセシブルな図書の体験展示との連携
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■協力
ひかり文庫ボランティア



８．「りんごプロジェクト」アクセシブルな図書の体験

■体験展示
日時:7月27日（水）・28日（木）11時30分～17時
会場:ホワイエ
内容:「すべての子どもに読書のよろこびを」という理念のもと、バリアフリー図書資料や機器を

展示し、来場者が実際に図書資料や機器に触れることができる展示を実施。
2日間をとおして延べ100人が体験。

11

■レクチャー
日時:7月27日（水）14時50分～（40分）
会場:ホワイエ
講師:埼玉県立久喜図書館司書 佐藤聖一 NPO法人ピープルデザイン研究所 古市理代
内容:本を読むのが難しい子どものための読書支援

■協力
りんごプロジェクト／ＮＰＯ法人ピープルデザイン研究所



９．辞書引き学習 ワークショップ・講演会

■ワークショップ
日時:7月28日（木） 10時～11時30分
会場:ホワイエ
対象:小学校１年～3年生と保護者
定員:20組
申込方法:先着順（定員に達したため受付終了）

※フェスティバル来場者への公開ワークショップ
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■講演会
日時:7月28日（木） 14時～15時30分
会場:劇場
対象:一般
定員:140名

■講師
深谷圭助（ふかや けいすけ）

中部大学現代教育学部教授 中部大学現代教育学研究所所⾧
非営利活動法人こども・ことば研究所理事⾧

深谷圭助先生と一緒に『辞書引き』学習を体験しよう!

■協力
株式会社三省堂



１０．執事喫茶Swallowtailのおはなし会

■概要
日時:7月28日（木） 19時～20時
会場:劇場
対象:一般
定員:140名
申込方法:往復はがきで申し込み・抽選
申込者数:230名
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■内容
執事喫茶Swallowtailの執事・フットマンによる
読み聞かせや朗読・図書館にまつわるトークショー。

■協力
株式会社ケイ・ブックス（執事喫茶Swallowtail)

■作品
「３びきのかわいいオオカミ」

ユージーン・トリビザス/文 ヘレン・オクセンバリー/絵
こだまともこ/訳 冨山房

「海色の壜」内の「海酒」
田丸雅智/著 双葉社

「あいさつ団⾧」
よしながこうたく/さく 好学社



１１．にぎやかな公共図書館展示

■概要
日時:7月27日（水）・28日（木） 10時～20時 会場:ホワイエ
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■内容
【図書館展示】
・豊島区立図書館の紹介（7館）
・本のタイムマシーン
・ひかり文庫（点字図書館の紹介）
・としまの木（来場者に区制90周年へのメッセージを葉っぱ型の用紙に

記入いただき、掲出）
・区制70周年の時に誕生した、「としまななまる」との写真撮影コーナー

【企業等展示】
・レイチェル・カーソン「沈黙の春」（レイチェル・カーソン日本協会関東フォーラム）
・「サンシャインシティ 絵本の森」自由に読める絵本棚（株式会社サンシャインシティ）
・三省堂が考えるにぎやかな公共図書館とは?（株式会社三省堂）
・執事のおすすめ本紹介（株式会社ケイ・ブックス 執事喫茶Swallowtail)

■スタンプラリー
中央図書館と会場をつなぐスタンプラリーを実施。
スタンプを２つ集めた来場者には、記念品

（紙製クリアファイル）を差し上げた。



■展示の様子



■展示の様子



１２．おわりに
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新型コロナウイルス感染症の流行は、区立図書館にも大きな影響をもたらしました。
当初は、感染拡大を防ぐために、図書館の休館や開館時間の短縮を行いましたが、「図書館を利用したい」と
いうたくさんの声をうけ、豊島区も多くの自治体と同様に図書館をできる限り開館する方向にシフトしていき
ました。

とはいえ、感染症流行の波がたびたび起こる中、子ども向けの読みきかせは再開・休止を繰り返し、赤ちゃ
んのためのおはなし会は、なかなか再開できない状況が続きました。また、夏休み期間中も、子どもに喜んで
もらえる図書館イベントを開催することができず、申し訳ない気持ちでした。

そうした中、同じ建物の２階にある、「あうるすぽっと（豊島区立舞台芸術交流センター）」を、図書館の
夏のイベント会場として使用できることになり、今回の「にぎやかな公共図書館フェスティバル」を開催する
大きなきっかけとなりました。

今回、多くの企業・団体のみなさま、そしてたくさんのボランティアのみなさまにお力添えをいただいたこ
とで、広い劇場で距離を保ち、読み聞かせや講演会を開催するとともに、豊島区の歴史を振り返る１６ミリ
フィルムの上映会など、大人の方にも楽しんでいただけるプログラムが開催できました。また、ホワイエでは
展示やワークショップを行いましたが、来場してくださった方も感染対策にご協力くださり、安全に見学や参
加をしていただくことができました。区制施行９０周年の節目を区民と一緒にお祝いするということも目的と
して掲げていた今回のイベントは、多くの皆様に支えられ、二日間にわたり、のべ７７６名もの方にご来場い
ただき、たくさんの方から、「楽しかった」、「いい企画だった」と声を掛けていただきました。

企業・団体・ボランティアのみなさまをはじめ、今回ご協力くださった多くの関係者のみなさまに心より感
謝申し上げるとともに、これからも、図書館課職員一同、多くの区民に豊島区立図書館のファンになっていた
だけるよう、そして、にぎやかな公共図書館をめざして努力してまいります。

この度は、本当にありがとうございました。今後とも、豊島区立図書館を応援していただければ幸いです。

令和４年７月２９日

豊島区立中央図書館（豊島区文化商工部図書館課⾧）
倉本彩子


