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鷺宮図書館 第 4回個性づくりテーマ展示 

 

 

子どもは親にとってはもちろんのこと、地域にとっても宝です。 

近年、核家族が増加したことでご近所づきあいが希薄になり地域のつながりは弱まってい

る傾向にあります。 

そんな中で、子どもや子育てをする両親が孤立化しない為に地域で行われている取組・活

動についてご紹介します。 

参考になる図書を取り揃えておりますので、ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示場所  鷺宮図書館  5 階書架 

展示期間  2011年 12月 23 日（金）～2012年 2月 22日（水） 

       ＊休館日：毎週木曜日・館内整理日（毎月最終金曜日） 

       年末年始のお休みは 12月 29日(木)～1月 3日(火)となります。 

問合せ先  鷺宮図書館 

       中野区鷺宮３－２２－５  ☎（０３）３３３７－１０４４ 

 



 
 

かつては地域のたくさんの大人が当たり前のように子どもを見守り、地域全体で子育てを

行っていました。しかし近年では、ご近所づきあいも希薄になり、他人の子どものことはよ

く知らない、自分の子ども以外にはあまり関心がない、という人が増えています。 

 

家庭での親と子の関わりはとても大切ですが、子どもは家庭のなかだけで育つわけではあ

りません。家庭の外に出て、その地域に住む様々な年代の人と触れ合い、交流を重ねること

で、大きく育っていくのです。子どもが社会性を身につけて成長していくために、地域の人

との関わりは必要不可欠だといえます。 

 

地域の人たちが自分の子どもと同じように、よその子どものことも温かく見守り、成長を

支えていくこと、また、その子どもを育てている親のことも考え、親が安心して子育てをで

きるように地域社会全体で支えていくことが、特にいま必要とされているのではないでしょ

うか。 

 

 

最近は少子化・核家族化が進んでいます。近くにママ友や親がいないために、子どもを預

けたり、育児の相談や情報交換をすることができずに悩む親が増えています。また、子ども

を育てるためにはお金がかかり、出産前に比べて生活面でも苦しくなるのが現状です。 

それらの悩みや負担をできるだけ少なくするために、さまざまな面から子育てをする親を

サポートする子育て支援というものがあります。どのような子育て支援があるのかを知り、

ぜひ活用してみましょう。 



 

 

子育て支援とは、社会全体が安心して子どもを産み育てることができ、子どもたちが健や

かに育つことができるように、人材や資金、情報などを提供して子育てをする環境を整えて

いく様々な取り組みのことをいいます。 

少子化対策の一つとして国が行っている子育て支援事業や、各自治体や企業などが行って

いるものもあります。 

★資金・制度面の子育て支援 

子どもを出産すると適用される様々な手当や制度があります。出産休暇や育児休暇の制度、

また、出産育児一時金や子ども手当、乳幼児の医療費助成制度など、お金の面での生活への

負担ができるだけ少なくなるようにしたものもあります。 

★情報提供・情報交換の子育て支援 

 「公園デビュー」という言葉があるように、近所の公園ですでに母親同士のグループがで

きあがっていて、一人では入っていけないという悩みを持つ母親は多くいます。そこで、そ

のような母親でも気軽に集まって話をし、情報交換をすることで、お互いに支えあい楽しみ

ながら子育てをするということを主な目的とした育児サークルがあります。多種多様の育児

サークルがありますので、ネットから検索したり、住んでいる地区の自治体などに問い合わ

せて、自分にあったものを見つけましょう。 

★環境面の子育て支援 

 出産後も仕事を続ける母親が増えてきています。しかし、特に都市部における保育所不足

は深刻です。そのため、働きたくても働けない母親や、子どもはほしいけれど、仕事を続け

られなくなる心配から出産に消極的になっている女性がたくさんいます。そこで、保育所の

新設や、認定こども園、放課後児童クラブの設置など、少しずつですが、働きながら安心し

て子育てを行える環境づくりが進められています。 

 

 

 

 

 

 

 



『子育て支援と保育ママ』 

仲本美央・南野奈津子/編著 ぎょうせい  

369.4 コ  2011 年 9 月  

  

 展示図書紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援策と待機児童をめぐる実情を解説した上で、 

家庭的保育事業を実施している自治体の取組事例やデータ、 

家庭的保育者を利用した保護者、保育ママとして乳児の保育を行っている 

保育者の話を写真を織り交ぜて紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちを幸せにするのは大人の責任。 

では、大人として、地域として、子どもたちにできることは何でしょう？ 

幼児教育専門家として講師活動を続ける著者が 

「うちの子、最高！」という気持ちになれるメッセージを伝えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康、授乳、睡眠、トレーニング、性格、しつけ、遊び、夫、ママ友 etc･･･。 

育児書には載っていない８２の悩みに専門家が回答しています。 

明日からの育児にすぐ役立つアドバイスが満載です。 

『うちの子、最高！』 

熊丸みつ子/著 かもがわ出版  

379.9 ク 2011 年 7月 

『人に聞けない育児のちっちゃな悩み解決 BOOK』 

赤すぐ編集部/著 メディアファクトリー 

599 ヒ 2010 年 12 月 



 

展示図書リスト 

 

（請求記号順） 

書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

悩みが解決する友だちづきあいのコツ 宮田雄吾 学研 2009 361.4 ミ 

いま、子どもの放課後はどうなっているのか 深谷昌史 他／編 北大路書房 2006 367.6 イ 

子育て支援を考えるために 須永進／編著 蒼丘書林 2008 369.4 ス 

はじめよう！子育て支援・次世代育成支援 杉山千佳 日本評論社 2009 369.4 ス 

地方発みんなでつくる子育て支援 金山美和子 他 子どもの未来社 2010 369.4 チ 

子育て支援のフィロソフィア 増山均 自治体研究社 2009 369.4 マ 

みんな集まれ！子育てひろば 森木美佐子 合同出版 2011 369.4 モ 

よくわかる子ども家庭福祉 山県文治／編 ミネルヴァ書房 2010 369.4 ヨ 

子ども・学校・地域をつなぐコミュニティスクール 奥村俊子・貝ノ瀬滋 学事出版 2008 371.3 オ 

子どもと地域社会 住田正樹／編 学文社 2010 371.3 コ 

地域連携で学校を問題ゼロにする 佐藤晴雄／監修 学事出版 2008 371.5 チ 

春日市発！コミュニティ・スクールの魅力 春日市教育委員会／編著 ぎょうせい 2011 372.1 カ 

子どもを伸ばす世代間交流 斎藤嘉孝 勉誠出版 2010 379.3 サ 

なぜ、今「子育ち支援」なのか 子育ち学ネットワーク／編 学文社 2008 379.3 ナ 

人間関係のいい子に育てる本 金盛浦子 カンゼン 2007 379.9 カ 

縁側の子育てと親しい他人づくり 浜崎幸夫 おうふう 2010 379.9 ハ 

お母さんのおつきあい上手になる話し方・マナー 近藤珠実／監修 池田書店 2008 385.9 オ 

かしこいお母さんのおつきあい・マナー 近藤珠実 大泉書店 2008 385.9 コ 

 

リストに載っていない資料も多数ございます。 

棚をご覧ください。 



 

 

 

鷺宮図書館の展示本以外にも資料や情報はたくさんあります。 

ここではそのさがし方についてご紹介いたします。 

 

１.キーワードから調べよう 

関連するテーマやキーワードはたくさんあります。ご自分の気になるキーワードから調べて

みましょう。 

 

 

 

 

２.図書資料で調べよう ～テーマの棚からさがす～ 

＜関連分野の請求記号＞ 

児童福祉 369.4 ／ 幼児教育 376.1 ／ 初等教育 376.2 ／ 青少年教育 379.3  

家庭教育 379.9 ／ 礼儀作法 385.9 ／ 育児 599 

 

☆図書館の蔵書をさがす 

 

図書館にある利用者開放端末（ＯＰＡＣ）の「蔵書検索」ページで書名や著者名、キーワードを入

力して検索できます。パスワードを登録いただければ、端末から直接ご予約いただけます。（一部貸

出ができない資料もございます） 

 

パソコンや携帯を使って中野区立図書館のホームページから検索できます。 

○ 中野区立図書館ホームページ   http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/ 

○ 中野区立図書館ホームページ（携帯）http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/i/ 

※予約の際にはパスワードの登録の他にメールアドレスの登録も合わせて必要となります。 

 

☆中野区以外の図書館の蔵書を調べる 

 

○東京都立図書館ホームページ  http://www.library.metro.tokyo.jp/Default.aspx 

東京都公立図書館横断検索  http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 

東京都内の公立図書館の蔵書約 4500 万冊を一括して検索できます。 

○ 専門図書館ガイド  http://metro.tokyo.opac.jp/tml/trui/ 

  東京都内および近県にある専門図書館等を分野から検索できます。 

 

子育て支援 子育てひろば 学童保育 児童館 コミュニティスクール コミュニティサークル  

こども会 ボーイスカウト 保育園 幼稚園 こども園 ママ友 公園デビュー おつきあい など 

 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/i/
http://www.library.metro.tokyo.jp/Default.aspx
http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/
http://metro.tokyo.opac.jp/tml/trui/


３.中野区立中央図書館のデータベースサイトから調べよう 

中野区立中央図書館では、参考資料コーナーの利用者開放インターネット端末から以下の有料デー

タベースサイトを無料でご利用いただけます。 

日経テレコン２１ 
１９７５年からの日経４紙（経済・産業・金融・流通）の新聞全文検索、

日経出版の雑誌記事全文の検索が可能。 

聞蔵Ⅱビジュアル 
１９４５年から当日の新聞までの記事が検索可能。  

週刊朝日（２０００年４月から）の記事も検索可能。 

官報情報検索サービス １９４７年５月３日以降から当日発行分までの官報が検索可能。 

ＷＨＯＰＬＵＳ 人物情報と日外アソシーエーツの「人物情報コンテンツ」の検索が可能。 

ＭＡＧＡＺＩＮＥＰＬＵＳ 一般雑誌・専門雑誌の雑誌記事検索や論文情報などが検索可能。 

Ｌｅｘｉｓ Ｎｅｘｉｓ ＪＰ 判例情報の他、法律などの改廃履歴、法律判例文献情報などの検索が可能。 

利用方法については、中野区立中央図書館にお問い合わせくだい。 

 

４.インターネットで調べよう ～2011 年 12 月 11 日現在～ 

 

文部科学省  http://www.mext.go.jp/ 

家庭教育・学校教育や地域の教育力向上のプランについて文科省が行う事業内容を見る事ができます。 

 

厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ 

子ども・子育て支援などについて厚労省が行う事業内容を見る事ができます。 

地域子育て事業拠点事業について実施状況など確認できます。 

 

東京都福祉保健局ホームページ  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/ 

「子供家庭」のページでは東京都の子育て支援サービスの施策、計画を見る事ができます。 

各自治体の子育て支援サービスの紹介もしています。 

 

中野区ホームページ http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ 

中野区の子育て支援サービスやイベント、児童館といった子ども向け施設を確認できます。 

 

子どもたちの未来をはぐくむ家庭教育  http://katei.mext.go.jp/index.html 

文科省が行う家庭教育支援のＨＰです。家庭教育における色々な情報を確認できます。 

 

放課後子どもプラン http://www.houkago-plan.go.jp/index.html 

放課後の子どもたちについて文科省と厚労省が連携して行う事業についてのＨＰです。 

全国の活動・事例など確認できます。 

 

http://www.mext.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
http://katei.mext.go.jp/index.html
http://www.houkago-plan.go.jp/index.html


 

 

 

小さいお子さんがいるパパ・ママを対象に、 

図書館のスタッフが絵本の読み聞かせのコツや楽しい手遊び唄を紹介します。 

ぜひご参加ください。 

  ※事前予約は必要ありません。当日会場にお越しください。 

日時：2012 年 1 月 14 日（土）11:00～11:30 

場所：鷺宮区民活動センター ３階和室２号 

内容：＊オススメ絵本の紹介 

  ＊読み聞かせの実演 

 ＊手遊び唄の練習 

 

 

 

 

 

鷺宮図書館ではおはなし会を行っています。ぜひお立ち寄りください。 

場所：鷺宮図書館 ４階児童室 

  毎週金曜日(館内整理日の日は翌日土曜日) 

     毎月第２土曜日(うさぎおはなし会・０～３歳児対象) 

＊詳しい日程は図書館の案内や図書館員にお尋ねください。 
 

パパとママのための 


