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は じ め に 

 

 

読書は、人間にとって最も基礎的な活動の一つであり、生涯にわたる学習活動の基盤と

なるものです。特に、「子ども読書活動」は、子どもが、言葉を学んだり、感性を磨いた

り、表現力を高めたりと、創造力を豊かにしてくれます。子どもの読書活動を推進するこ

とは、子どもたちが自分の将来に夢を持って健やかに成長し、明日の社会の担い手となる

うえで大変重要なことです。 

 高浜市では、平成 17年 3月「高浜市子ども読書推進計画」を策定し、家庭・地域・学校・

図書館等でさまざまな取組を展開してきました。 

 この間、学校においては「朝の読書タイム」などの取組が広まり、市立図書館では「え

ほんの森」や「調べ学習コーナー」の充実が図られ、地域においては「読み聞かせ」等で

活動するボランティアの人々が増加してきました。   

 また、図書館や関係団体との相互連携が図られ、様々な取組の成果がみられました。 

しかし、今日テレビ・ビデオ・ゲーム・インターネット・携帯電話等の情報メディアの

発達により子どもの活字離れが進み、さらにはテレビやゲームに熱中する子どもの学習意

欲の低下や読書離れ、また本を読む子と読まない子の差が広がっていると指摘されていま

す。 

 愛知県では「ノーテレビデー・ノーゲームデー」の実践を呼びかけていますが、子ども

が読書に親しむことのできる環境づくりへのさらなる取組が課題となっております。 

 こうした中、生涯学習基本構想を見据えながら、第一次推進計画実施期間中の取組や成

果そして課題を検証したうえで、新たな取組や具体的な目標を総合的に推進するための指

針として「高浜市子ども読書推進計画（第二次）」を策定しました。 
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第１章  計画の基本的な考え方 

1 策定の趣旨と経緯 

国は、「子どもの読書活動」の推進のための取組みを進めていくため、平成 13年 12

月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」を施工し、同法によって平成 14年 8月

に「子どもの読書活動推進に関する基本的な計画」を策定しました。その後、平成 20

年 3月には、「子ども読書活動推進計画（第二次）」を策定しました。 

 愛知県では、国の「子どもの読書活動推進に関する基本的な計画」の内容を踏まえ、

平成 16年 3月に平成 16年からおおむね 5年間を計画期間とする「愛知県子ども読書活

動推進計画」（以下「第一次推進計画」という）を策定しました。 

 高浜市でも、平成 17年 3月愛知県の「愛知県子ども読書活動推進計画」を踏まえ「高

浜市子ども読書活動推進計画」を 5年間計画期間として策定しました。 

 この計画が 5年間経過したことから、これまでの取組や成果、そして課題を検証した

うえで、今後おおむね 5年間の子ども読書活動施策を総合的に推進するための指針とし

て、新たな取組みや具体的な目標を加え「高浜市子ども読書活動推進計画」を策定しま

した。 

２ 計画の期間 

平成 23年（2011）年度からおおむね 5年間 

３ 推進計画の性格 

（１）「高浜市子ども読書活動推進計画」は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」

第 9条第 1項の規程に基づく計画であり、高浜市における「生涯学習基本構想」を見

据えながら子どもの読書活動の推進に関する施策の方向性や基本的な取組を示すもの

です。 

（２）市民一人一人が子どもの読書活動の推進に自主的に取組むことができるよう、家庭、

地域、学校のそれぞれが果たすべき役割を示すものです。 

（３）ボランティア活動やＮＰＯ活動など、市民の主体的な参加を促進する条件整備や市

民相互の連携・協働の方向を示し、市民の主体的な活動の指針として役立つことを目

指すものです。 

（４）「子どもの読書活動の推進に関する法律」第９条第 2項の規程に基づき、市町内が

「子どもの読書活動推進に関する施策についての計画」を独自に策定するための指針

なるものです。 
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４ 基本方針 

（１）子どもが読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備・拡充 

子どもが自主的に本を読むようになるためには、乳幼児期から本に親しむことが

できるような環境づくりに配慮することが必要です。 

    高浜市は、子どもの読書活動を推進するために、乳幼児期から、子どもが興味を

もち、感動する本に出会えるような読書環境の整備・充実を進め、家庭、地域、学

校を通じて読書に親しむ機会の提供に努めます。 

（２）家庭、地域、学校を通じた社会全体での取組の推進 

    子どもが自主的な読書活動を推進するためには、家庭、地域、学校を通じ、社会 

全体で取り組むことが必要です。それぞれがまずその担うべき役割を果たして子ど 

もが読書に親しむ機会の充実を図ることはもとより、学校、図書館、民間団体、事 

業者等の子どもの読書活動に携わるものが緊密に連携し、相互に協力した取組を推 

進していくことが必要です。 

    高浜市は、子どもの読書活動を推進するために、関係関連の連携・協力を進め、 

家庭、地域、学校において、子どもの自主的な読書活動の推進を図るとともに、必 

要な体制の整備を目指します。 

（３）子ども読書活動に関する理解と関心の普及 

    子どもの自主的な読書活動を推進するためには、子どもの読書活動の意義や重要 

性について、市民の間に広く理解と関心を深めることが必要です。 

    高浜市は、子どもの読書活動を推進するために、保護者、教育、啓発事業を積極

的に進めます。 

  

５ 計画の構成 

  上記の方針に沿い、子どもの読書活動を具体的に推進していくため、以下の 4つの 

基本目標を設け、これを達成するため、それぞれの方策を明確にしたうえで、高浜市

の実情を踏まえ、施策の方向性と取組を示します。 

４つの基本目標 

    基本目標１：家庭、地域、学校における子どもの読書活動推進 

    基本目標２：子どもの読書環境の整備・充実 

    基本目標３：子どもの読書活動に関する理解と関心の普及 

    基本目標４：子どもの読書活動推進体制の整備・充実 
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６ 施策の体系 

○ ４つの基本目標と１１の方策 

 基本目標１：家庭、地域、学校における子どもの読書活動の推進 

１ 家庭における子どもの読書活動の推進 

２ 市立図書館における子どもの読書活動の推進 

   ３ 公民館や児童センターなどにおける子どもの読書活動の推進 

４ ボランティアなどの民間団体の活動に対する奨励 

５ 学校等における子どもの読書活動の推進 

基本目標２：子どもの読書環境の整備・充実 

６ 地域における子どもの読書環境の整備 

 ７ 市立図書館のサービスの充実 

   ８ 学校図書室等の整備・拡充 

   ９ 図書館協力等の推進 

 基本目標３：子どもの読書活動に関する理解と関心の普及  

   10 「子ども読書の日」等における啓発広告事業の実施 

 基本目標４：子どもの読書活動推進体制の整備・充実 

11 「子どもの読書活動推進ネットワーク」の形成 

 

 

   基本目標１：家庭、地域、学校における子どもの読書活動の推進 

 

１ 家庭における子どもの読書活動の推進 

  読書活動の推進のための家庭での役割を明確にし、家庭における読み聞かせ活動や読 

 書の大切さ・意義について保護者等の理解を促進するため、ブックスタート等の継続事

業や家庭への情報提供に努めます。 

 （取組） 

① ブックスタート等事業の推進 

② 家庭読書の推進 

③ 家庭に向けた情報提供 
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２ 市立図書館における子どもの読書活動の推進 

  図書館の子ども向けサービスの一層の充実を促すとともに、子どもを対象とした事業 

 を積極的に支援します。 

 （取組） 

① 子ども向けサービスの一層の充実及び子どもを対象にした事業の実施 

② 障害のある子どもを対象にしたサービスの充実 

③ 外国語の児童図書等の収集、整理と情報提供 

④ ボランティアの参加促進と学習機会の提供 

 

３ 公民館や児童センターなどにおける子どもの読書活動の推進 

公民館や児童センターが実施する様々な子どもの読書活動に関する取組や事業を奨励

するとともに、積極的に支援します。 

（取組） 

① 公民館や児童センターにおける読書活動の奨励 

② 図書館資料の公民館等への貸出支援 

  

４ ボランティアなどの民間団体の活動に対する奨励 

  子どもが読書に親しむ機会を身近なところで提供するボランティアなどの民間団体の

活動を支援するとともに、関連団体とのネットワークづくりを支援します。 

  具体的には、ボランティアの活動場所の確保や研修の機会の提供、また、人材確保の

ための広報活動の支援を行っていきます。 

 （取組） 

① 活動場所の確保 

② 研修の場の提供 

 

５ 学校等における子どもの読書活動の推進 

学校等においては、教育活動を通じて、子どもの発達段階や興味、関心等に応じて子ど

もが本に親しむことができるよう積極的に取組ます。 

（取組） 

① 幼稚園や保育所等における読み聞かせ体験の充実 

② 児童生徒の読書習慣の確立と読書指導の充実 

③ 学校図書室を活用した読書活動の推進 

④ 障害のある子どもの読書活動の推進 

⑤ 家庭・地域との連動による読書活動の推進 
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     基本目標２：子どもの読書環境の整備・充実 

 

６ 地域における子どもの読書環境の整備 

  子どもが身近に読書活動に親しむために、図書館に子ども向け図書資料の整備、サー

ビスの向上等を働きかけ、子どもの読書環境の整備に努めます。 

 （取組） 

① 子ども向け図書資料の計画的整備 

② 図書館の情報化・ネットワーク化の促進 

 

７ 市立図書館のサービスの充実 

  図書室等の子どもへのサービスの総合的・効果的な援助を推進し、センター館とし

ての役割を果たしていきます。 

 （取組） 

① ブックリストの配布や行事・展示等による読書支援活動の充実 

② より身近な図書館をめざした活動の充実 

③ 乳幼児へのサービスの充実 

④ 青尐年へのサービスの充実 

⑤ 障害のある子どもを対象にしたサービスの充実 

⑥ 幅広い外国語の児童図書の収集と提供 

⑦ 学校との連携の推進 

⑧ いつでもどこでも図書館への資料提供 

 

８ 学校図書室等の整備・充実 

読書センター、学習情報センターとしての機能を充実させ、魅力的な学校図書室づ

くりを進めます。 

 （取組） 

① 学校図書室等の図書資料、施設、設備の充実 

② 学校図書室の情報化 

③ 学校図書室の活用を充実していくための人的配置 

④ 学校図書室の開放 
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９ 図書館間協力等の推進 

図書館と学校図書室、また図書館と公民館、児童センター、幼稚園や保育園、いき

いき広場等、関係機関・施設との連携・協力を進めます。 

（取組） 

① 図書館間及び市立図書館と学校図書室との連携・協力 

② 市立図書館と公民館、児童センター、いきいき広場等関連機関との連携・協力 

 

 

 

     基本目標３：子ども読書活動に関する理解と関心の普及 

 

10 「子ども読書の日」等における啓発広報事業の実施 

国の広報事業と連携して、「子ども読書の日」、「文字・活字文化の日」の市民への周

知・普及に努めます。また、「子ども読書週間」及び「読書週間」においても子どもの読

書活動への関心を高める取組を展開していきます。 

（取組） 

① 子どもの読書活動に関する普及・啓発 

② 「青尐年によい本をすすめる県民運動」の実施 

 

  

 

     基本目標４：子ども読書活動推進体制の整備・充実 

 

11 「子どもの読書活動推進ネットワーク」の形成 

 「子どもの読書活動推進ネットワークの形成」を進め、家庭、地域、学校、行政機

関との連携体制の確立を目指します。 

 （取組） 

① 市立図書館における取組 

② 「子どもの読書活動推進ネットワーク」の形成 
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第２章 推進のための方策 

 基本目標１：家庭、地域、学校における子どもの読書活動の推進 

１ 家庭における子どもの読書活動の推進 

２ 市立図書館における子どもの読書活動の推進 

３ 公民館や児童センターなどにおける子どもの読書活動の推進 

４ ボランティアなどの民間団体の活動に対する奨励 

５ 学校における子どもの読書活動の推進 

 

１．家庭における子ども読書活動の推進 

  家庭では、親が子どもに読み聞かせをしたり、子どもと一緒に本を読みながら会話を

したりするなど、子どもとともに読書を楽しみ、子どもを本に親しませることが期待さ

れます。読書を強制するのではなく、子どもが自然に本に興味関心を持ち、読書の喜び

を実感できるように、積極的な役割を果たしていくことが大切です。 

  また、家庭において読書を日常的なものとし、読書を通じて子どもが感じたことや考

えたことを話し合うことなどにより、読書に対する興味や関心を引き出すよう働きかけ

ることが、読書を習慣づける有効な手だてとなります。 

  このように、親を始めとして、子どもを取り巻く大人が読書の意義をよく理解し、読

書を楽しむ姿を示すとともに子どもが本に親しめるような環境づくりに努めることが必

要です。 

 

（１）ブックスタート等事業の推進 

①  いきいき広場で実施する４か月児健診時に絵本をとおして赤ちゃんと保護者

のふれあいを支援する「ブックスタート（※１）」事業を継続実施します。 

②  赤ちゃんへの読み聞かせや、絵本の選び方などを学ぶお話会や相談会を行い、

４ヶ月健診時以外でブックスタートのフォローアップを実施します。 

（※１）  ブックスタート＝健診の機会に受診したすべての親子に対して、赤ちゃんと絵本を開

くことの大切さや楽しさを保護者に伝え、読み聞かせのアドバイスの入ったブックスタート

パックを配布する事業。  
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（２）家庭読書の推進 

ノーテレビデー・ノーゲームデー（※２）等の実践を通じて家庭での読書の機会 

を増やすように呼びかけます。 

  （※２）「あいちの教育に関するアクションプラン」に基づき平成 19年度から愛知県教育委員

会がスタートさせた家庭教育の大切さを訴えるキャンペーン活動 

 

（３）家庭に向けた情報提供 

市や図書館のホームページなどにより保護者に対して家庭教育についての情報 

や図書館で行われている読み聞かせ等の情報の積極的な広報に努めます。 

施策の体系 施策項目 23年 24年～28年 

家庭における子

ども読書活動の

推進 

（1）ブックスタート事業の充実 拡充 継続 

～ 

継続 

（2）家庭読書の充実 

 

新規 継続 

～ 

継続 

（3）家庭に向けた情報提供 

けた情報提供 

新規 継続 

 

 

 

 

２．市立図書館における子ども読書活動の推進 

図書館は、豊富な蔵書の中から子どもが自由に読みたい本を選び、読書の楽しみを知

ることのできる場所であり、親にとっては、その中から子どものための本を選んだり子

どもの読書について相談できる場所です。 

また、読み聞かせ等のおはなし会、子どもにすすめたい図書の展示、子どもの読書活

動に関する各種行事等を実施するなど、子どもの読書活動を推進するうえで重要な役割

を担っており、地域における子ども読書活動推進の中核的な役割を果たすことが期待さ

れます。 

さらに、子どもの読書活動を推進する団体やグループ等を支援したり、図書館の活動

を支援するボランティアに対して、学習機会の提供を行うことも重要な役割です。 

 

（１）子ども向けサービスの一層の充実及び子どもを対象とした事業の実施 

   ① レファレンスサービス（※３）及び情報提供機能の充実・強化に向けた取組

みを向上させます。 
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    （※３）利用者の問合せに応じたり、参考資料を提供する業務 

② 子どもの読書への関心を高めるおはなし会やブックトーク(※４)、ストーリ

ーテリング（※５）や絵本・児童書の展示の開催を進めます。 

（※４）本への興味を引き出すよう工夫を凝らして、何冊かの本の内容の紹介を行う活動 

（※５）お話（物語）を覚えて子どもたちに語って聞かせること。 

 

（２）障害のある子どもを対象にしたサービスの充実 

    子どもが楽しむことのできる点字付き絵本等資料の整備に努め、障害のある子ど

もの読書活動を支援していきます。 

 

（３）外国語の児童図書等の収集、整理と情報提供 

    市内に在住する外国人のための多様な言語の児童図書並びに日本語習得のための

資料の収集、整理を進め、日本語以外の資料を必要とする子どもの読書環境の整備

と、外国語の児童図書に関する情報の提供ができるように促します。 

 

(４)ボランテイアの参加促進と学習機会の提供 

子どもに対する図書館サービスを展開していくために、必要な知識・技能等を有

するためボランティア養成講座を開催し、ボランティアの参加促進に努め、幅広く

活動していただけることを目指します。     

施策の体系 施策項目 23年 24年～28年 

市立図書館にお

ける子ども読書

活動の推進 

（1）子ども向けサービスの充実 拡充 継続 

～ 

継続 

（2）障害者サービスの充実 拡充 継続 

～ 

継続 

（3）外国語図書の収集と情報提供 新規 

 

継続 

 
（4）ボランティアの参加促進と学習

機会の提供 
拡充 継続 
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３．公民館や児童センターなどにおける子どもの読書活動の推進 

公民館など社会教育施設にある図書室などが地域の中心的な読書施設となっています。 

吉浜公民館・高取公民館の図書室では子どもが利用しやすい環境づくりや資料の整備に 

取り組むとともに、公民館等での子どもの読書活動にかかわる行事や講座等の充実、資 

料の展示等の取組が望まれます。 

児童センターでは、保護者や地域のボランティアグループによる読み聞かせや「おは 

なし会」等さまざまな活動が行われています。子どもが読書に親しむ契機となっている

これらの活動が、一層推進されることが望まれます。 

 

（１）公民館や児童センターにおける読書活動の推奨 

 児童センターや公民館においても、子どもや保護者が本を手にとることができる環

境を整備するとともに読書活動の啓発を行っていきます。 

 

（２）図書館資料の公民館等への貸出支援 

吉浜・高取公民館図書室について、貸出のみでなく、読書会の開催等図書館のサ

テライトとして推進活動を行います。  

施策の体系 施策項目 23年 24年～28年 

公民館や児童

センターにお

ける読書活動

の推進 

 

 

 

 

                               

(3)子ども関連

施設における

読書活動の推

進 

 

（1）公民館や児童センターにおける読書

活動の奨励 

拡充 

 

継続 

～ 

継続 

（2）図書館資料の公民館等への貸出支援 拡充 

 

継続 

  

 

 

4．ボランティアなどの民間団体の活動に対する奨励 

民間団体は、それぞれの設立趣旨に沿って、独自にあるいは学校や社会教育施設等 

と連携し、子どもの読書活動の推進に関する理解や関心を高めるとともに、子どもが 

読書に親しむ様々な機会を提供するなど多彩な読書活動を展開しています。 

  子どもの読書活動推進のためには、ボランティアの活動に積極的に支援・協力し、関

係施設等のネットワークを広げます。 
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（１）活動場所の確保 

   子どもが読書に親しむ機会を身近なところで提供するボランティアなどの民間団

体の活動を市立図書館が支援します。 

 

（２）研修の場の提供 

   ボランティア団体の活動場所の確保や研修の機会の提供、さらには、ボランティ

アの人材確保のための広報活動の支援も行っていきます。 

施策の体系 施策項目 23年 24年～28年 

民間団体の活動

に対する奨励 

 

 

 

 

                               

(3)子ども関連施

設における読書

活動の推進 

 

 

 

（1）活動場所の確保 拡充 

 

継続 

～ 

継続 

（2）研修の場の提供 拡充 

 

継続 

 
 

 

 

５．学校等における子どもの読書活動の推進 

学校等の教育機関は、子どもの読書活動を推進し、読書習慣を形成していくうえで大 

きな役割を担っています。 

平成 19年 6月に改正された学校教育法の第 21条においては、義務教育として行われ 

る普通教育の目標の一つとして、「読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、

使用する基礎的な能力を養うこと」が新たに規定されました。また、平成 20年の学習指

導要項の改訂では、主な改善事項の一つに各教科等における言語活動の充実が掲げられ、

引き続き学校図書室を活用し、言語環境を整えていくことが必要とされています。 

幼稚園や保育所、小・中・高等学校及び特別支援学校等の各学校の実情に応じて、子 

どもが本に親しむ態度を育成し読書習慣を形成するとともに、学校図書館室を計画的に

利用し、各学校の状況に応じて様々な工夫をするなどして、子どもの主体的、意欲的な

学習活動や読書活動を充実させることが必要です。  

 

（１）幼稚園や保育所等における読み聞かせ体験の充実 

① 絵本や紙芝居との楽しい出会いを読書習慣につなげます。 

    ② 教師や保護者が、毎日、絵本や紙芝居の読み聞かせを行い、絵本や紙芝居を

見る楽しさやお話しを聞く楽しさを幼児が味わえるようにしていきます。 
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③ 幼児が自分で手にとって見ることのできる環境をつくり、本を見ること、読 

むことへの興味・関心を高めていきます。 

 

（２）児童生徒の読書習慣の確立と読書指導の充実   

   ① 市内すべての小中学校で、一斉に読書に親しむ「朝の読書タイム」を設ける

など、子どもたちが本に親しみ読書習慣を形成していくための積極的な読書指

導の展開を引き続き推進します。 

    ② 県立高校において、年 1回生徒の読書状況や学校図書室利用状況等の調査を

市立図書館が実施し、取組や成果の評価資料として読書活動の推進に活用しま

す。 

 

（３）学校図書室を活用した読書活動の推進 

   ① 児童生徒が進んで読書を楽しむために、好きな本が自由に手にでき、自然に

足を運びたくなるような、明るく落ち着いた空間づくりに努めるとともに、魅

力ある図書資料を用意し、学校図書室をいこいの場とします。 

   ② 学校図書室が児童生徒の情報活用能力を育成する場になるよう、必要な情報

の収集・提供を行います。 

 

（４）障害のある子どもの読書活動の推進 

   障害のある子ども一人ひとりのニーズに応じた読書活動の推進を図ります。 

 

（５）家庭・地域との連携による読書活動の推進 

    学校図書室が地域に開かれたものになるように努め、学校図書室と公共図書館と

のネットワーク化や人的交流等による協力体制を図りながら、生涯にわたって学ぼ

うとする児童生徒を育成します。 

施策の体系 施策項目 
23年 24年～28年 

学校における子

ども読書活動の

推進 

 

 

 

 

 

（1）幼稚園等における読み聞かせ体験 拡充 継続 

～ 

継続 

（2）読書週間の確立と読書指導の充実 拡充 継続 

～ 

継続 

（3）学校図書室を利用した教育の推進 拡充 

拡充拡充 

継続 

～ 

継続 

（4）障害のある子ども読書活動の推進 新規 継続 

 

～ 

継続 

（5）家庭・地域との連携による読書活動 新規 継続 

～ 

継続 
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基本目標２：子どもの読書環境の整備・充実 

６ 地域における子どもの読書環境の整備 

７ 市立図書館のサービス充実 

８ 学校図書室等の整備・充実 

 

６．地域における子どもの読書環境の整備 

  子どもが読書活動を推進するためには、身近なところに読書のできる環境を整備して

いくことが重要です。 

  図書館は、子どもが、学校外で、本と出会い読書を楽しむことのできる場所であり、

地域における子ども読書活動推進の中核的な役割を果たすことが期待されます。 

子どもが地域の格差なく身近に読書活動に親しむために、図書館や図書室における子

ども向け図書資料の整備、サービス向上等を働きかけ、子ども読書環境の整備に努めま

す。 

 

（１）子ども向け図書資料の計画的整備 

   市立図書館等を整備・充実する取組が一層推進されるよう促します。また、外国

人の子どものための外国語の図書、絵本、日本語習得のための資料等を整備に努め

ます。 

   児童センターにおいては、児童のための図書室を整備するとともに、地域におけ

る子どもの読書環境の充実を推進していきます。 

 

（２）図書館の情報化・ネットワーク化の促進 

   図書館の蔵書情報をホームページで公開します。また、子どもが楽しんで活用す

ることができる子ども向けホームページの作成を検討します。 

施策の体系 施策項目 23年 24年～28年 

地域における

子ども読書環

境の整備 

 

 

 

（1）子ども向け図書資料の計画的整備 拡充 

 

継続 

～ 

継続 

（2）図書館の情報化・ネットワ－ク化の促進 

   

拡充 

 

継続 
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７．市立図書館のサービスの充実 

市立図書館では、子ども読書支援室（えほんの森）を設け子どもの読書活動の推進を 

図っています。子ども読書支援室（えほんの森）では、乳幼児期から小学生を対象とし

た児童図書等の充実した収集を行い、貸出しや資料の問い合わせ、レファレンスに応え

ながら、行事や展示などを通じて子どもが読書の楽しみに触れる場を提供しています。 

また、中学生から高校生を中心とする世代についてはヤングアダルトコーナーを中心

に、読書の推進に努めています。 

センター館としての機能を果たすため、相談に応じられる体制づくりの確保やブック

リストを介して広く図書を紹介するなど、読書に対する関心を高めていく必要がありま

す。 

 

（１）ブックリストの配布や行事・展示による読書支援活動の充実 

  新刊案内・おたより等のブックリストの配布やおはなし会での読み聞かせ、展示

等の実施により、広く図書を紹介し、利用者の読書に対する関心を高めます。 

 

（２）より身近な図書館をめざした活動の充実 

① レファレンスサービスの充実 

子どもや保護者、読み聞かせボランティアからの読書相談や調べ学習における

調査などに対し、市立図書館で所蔵する資料のほか、他の図書館の情報等入手可

能な情報を積極的に提供します。また、調査ツ－ルの紹介や提供にも努めていき

ます。 

   ② 子ども向け「図書館探検ツアー」の実施 

     市立図書館では幼稚園・小学生向けに図書館探検ツアーを実施しています。図

書館の役立つ機能を積極的にＰＲすることにより、図書館を子どもたちのより身

近な存在として意識付けるよう努めます。 

 

（３）乳幼児へのサービスの充実 

乳幼児を対象としたおはなし会の実施やブックリストを作成・配布して保護者や

子どもへの読書活動を推進します。  
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（４）青尐年へのサービスの充実 

青尐年を対象として設置したヤングアダルトコーナーで、青尐年へより充実した

サービスを目指します。 

 

（５）障害のある子どもを対象にしたサービスの充実 

    身体に障害があって直接の来館が困難な子どもには、郵送等による貸出を検討し

ます。  

 

（６）幅広い外国語の児童図書の収集と提供 

   市内在住の外国人のために多様な言語の児童図書並びに日本語習得のための資料

の収集に努めるとともに、これらの所蔵情報を広く提供し、日本語以外の資料を必

要とする子どもの読書活動を支援していきます。 

 

（７）学校との連携の推進  

    調べ学習などの子どもからの問い合わせに対し、自主的な学習を行えるよう、適

切な援助を行いなす。また、図書館見学や職場体験学習の機会を通じて、読書案内

や図書館の活用の仕方を紹介し読書の楽しさや知識・情報を得ることができる生活

に役立つ場として図書館への理解を深め、図書館利用の促進を図ります。 

 

（８）いつでもどこでも図書館への資料提供 

  子どもの読書活動を進めるうえで必要な資料を、積極的に公民館等の施設へ 

提供します。また、そのためのネットワークの整備と拡充を行います。 

施策の体系 施策項目 
23年 24年～28年 

市立図書館のサ

ービス充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）読書支援活動の充実 拡充 継続 

～ 

継続 

（2）身近な図書館をめさした活動 拡充 継続 

～ 

継続 

（3）乳幼児へのサービス 拡充 

拡充拡充 

継続 

～ 

継続 

（4）青尐年へのサービス 拡充 継続 

 

～ 

継続 

（5）障害のある子どもへのサービス 新規 継続 

～ 

継続 

（6）外国語の児童図書の充実 新規 継続 

～ 

継続 

（7）学校との連携 拡充 継続 

～ 

継続 

（8）いつでもどこでも図書館の充実 拡充 継続 

～ 

継続 
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８．学校図書室等の整備・拡充 

学校図書室は、児童生徒の自由な読書活動や読書指導、学習情報収集の場として、学

校教育の中核的な役割を担うことが期待されています。そこでは、想像力を培い、知的

興味・関心等を呼び起こし、豊かな心を育む機能と、児童生徒の自発的、主体的な学習

活動を支援し、各教科、特別活動、総合的な学習の時間などにおける多様な教育活動に

寄与する学習情報センターとしての機能が求められます。 

 

（１）学校図書室等の図書資料、設備の充実 

 ① 団体貸出等の配本回数を増加させ、図書資料の整備充実に引き続き努めます。 

    ② 小中学校においては、新刊書の充実が特に重要であり、リクエスト等に対応

し、児童・生徒の要求に応えられるよう支援します。 

 

（２）学校図書室の情報化 

    学校図書室にコンピュータを整備し、他校の学校図書館や市立図書館とオンライ

ン化することにより、地域全体での蔵書の協同利用や各種資料の検索、子どもたち

の多様な興味・関心に応える蔵書の整備等が可能になります。 

   「学校図書室」のコンピーター整備などは、児童生徒の調べ学習などの活動を展開

していくうえで大きな効果があることから、引き続き整備を促進するように促しま

す。 

    

施策の体系 施策項目 23年 24年～28年 

学校図書室等の

整備・充実 

（1）図書館資料・施設等の充実 拡充 継続 

～ 

継続 

（2）学校図書室の情報化 

 

新規 継続 

～ 

継続 
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 ９．図書館間協力等の推進 

    図書館間及び図書館と学校図書室が連携・協力することにより、一層子どもの読書環 

境を充実させることができます。図書館と公民館、いきいき広場等関連施設と協力する 

ことでより身近に子どもが本に触れる機会を増やすことができます。 

 

   （１）図書館間及び市立図書館と学校図書室との連携・協力   

      ① 学校においてインターネットで市立図書館の蔵書検索を利用し、学校図書室

にない資料を借り受けて利用することができる団体貸出サービスの積極的な活

用を促します。 

② 子どもの調べ学習や総合的な学習の時間などで市立図書館の活用を進めると

ともに団体貸出などにより学校図書室だけでは充当できない資料の提供を行い

ます。 

③ 図書館見学や調べ学習などで図書館を訪れたときは、要望により図書館の活

用の仕方や資料の調べ方などについての案内を行います。 

 

 （２）市立図書館と公民館、児童センター、いきいき広場等関連機関との連携・協  

 力 

    市立図書館と関連機関・施設との連携・協力が進むよう促します。 

① 公民館や児童センターにおいて図書の団体貸出やおはなし会を実施します。 

② 保健師、地域のボランティア等と連携・協力して乳幼児への読み聞かせ方

法等を説明しながら保護者に絵本等を手渡すブックスタート活動を継続的に

実施します。 

施策の体

系 
施策項目 

23年 24年～28年 

図書館協力

等の推進 

 

 

 

                               

(3)子ども

関連施設に

（1）市立図書館と学校図書室の協力推進 拡充 

 

継続 

～ 

継続 

（2）市立図書館と公民館等の協力推進 

   

拡充 

 

継続 
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基本目標 3：子どもの読書活動に関する理解と関心の普及 

  10 子ども読書の日等における啓発広報事業の実施 

 

10．子ども読書の日等における啓発広報事業の実施 

    子ども読書の日（4月 23日）は、国民に広く子どもの読書活動についての関心と理

解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるために「子ども

の読書活動の推進に関する法律」により設けられました。また、文字・活字文化につ

いての関心を深めるために「文字・活字文化の日」（10月 27日）が設けられました。 

また、「子ども読書週間」（4月 23日～5月 12日）及び毎年秋の「読書週間」（10

月 27日～11月 9日）においても、子ども読書活動への関心を高める取組の実施が望ま

れます。 

 

（１）子ども読書活動に関する普及・啓発 

      市立図書館においては、「子ども読書の日」及び｢子ども読書週間｣、「文字・

活字文化の日」、「読書週間」の趣旨にふさわしい事業の実施に努めます。 

 

   （２）青尐年によい本をすすめる県民運動の実施 

      家庭、地域、学校で「青尐年によい本をすすめる県民運動」を毎月 10月に展開

し青尐年健全育成の観点からも、子どもの読書活動の推進を図ります。 

施策の体系 施策項目 23年 24年～28年 

啓発広報事

業の実施 

 

 

                               

(3)子ども

関連施設に

おける読書

活動の推進 

 

（1）読書活動に関する普及・啓発 拡充 

 

継続 

～ 

継続 

（2）県民運動の実施 

   

拡充 

 

継続 
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  基本目標 4：子ども読書活動推進体制の整備・充実 

   11 子ども読書活動推進ネットワークの形成 

 

  11．子ども読書活動推進ネットワークの形成 

    家庭、地域、学校及び行政機関が子どもの読書活動に係る様々な機関や施設、団体

等に関する情報を共有化し、生涯学習の一環として子どもの読書活動を総合的に推進

するネットワークを形成することが必要です。 

 

（１）市立図書館における取組 

市立図書館では子どもの読書活動に関する案内窓口としてのサービスの充実を図

るとともに、公民館をはじめ、学校図書室、民間団体等、幅広く提携・協力し、図書

館サービスの充実を図るよう努めます。 

 

 （２）「子どもの読書活動推進ネットワーク」の形成 

    子どもの読書活動推進ネットワークの形成を進め、関係機関、施設及び民間団体

等の連携体制の構築を図ります。 

施策の体系 施策項目 23年 24年～28年 

子ども読書

活動推進ネ

ットワーク

の形成 

                               

(3)子ども関

連施設にお

ける読書活

動の推進 

 

 

 

（1）市立図書館における取組 拡充 

 

継続 

～ 

継続 

（2）読書活動推進ネットワークの形成 

 

 

   

拡充 

 

継続 
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参考資料 

 

子どもの読書活動の推進に関する法律 ［平成 13年 12月 12日 法律第 154号制定］ 

 

（目的） 

第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地

方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必

要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 

  

（基本理念） 

第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、

言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深

く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、

すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うこ

とができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。  

 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書 

活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情

を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有

する。  

 

（事業者の努力） 

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読

書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるも

のとする。  

 

（保護者の役割） 

第六条  父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に

積極的な役割を果たすものとする。  

 

（関係機関等との連携強化） 

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施され

るよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な

体制の整備に努めるものとする。  

 

（子ども読書活動推進基本計画） 

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進

基本計画」という。）を策定しなければならない。  

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報

告するとともに、公表しなければならない。  

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。  
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（都道府県子ども読書活動推進計画等） 

第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県 

における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読

書活動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」

という。）を策定するよう努めなければならない。   

２市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定され

ているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を

基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、

当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町

村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。  

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推

進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。  

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の

変更について準用する。  

 

（子ども読書の日） 

第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子ど 

もが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。  

２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。  

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努め

なければならない。  

 

（財政上の措置等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。  

○衆議院文部科学委員会における附帯決議  

 政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。 

一 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備

していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。 

二 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の

推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。 

三 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことできる

環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。 

四 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重するこ

と。 

五 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に

基づき提供に努めるようにすること。 

六 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの

参加については、その自主性を尊重すること。 


