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 １１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの背景背景背景背景    

 

（（（（１１１１））））子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動のののの重要性重要性重要性重要性    

読書は，人類が獲得した文化であると言われています。読書により私たちは，楽しく，知識 

  が付き，ものを考えることができます。読書習慣を身に付けることは，国語力を向上させるば 

かりでなく，一生の財産として生きる力ともなり，楽しみの基ともなるものです。 

さらに，読書は国語力を構成している「考える力」，「感じる力」，「想像する力」，「表す力」， 

「国語の知識等の力」を育てる上で中核となり，「教養，価値観，感性等」を生涯を通じ育む 

ために重要なものとも言われています。 

特に子どもの読書活動は，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ができないものであり， 

  社会全体でその推進を図っていくことは極めて重要です。 

 

（（（（２２２２））））子子子子どもをどもをどもをどもを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境のののの変化変化変化変化    

テレビ，インターネット，映像・音楽・ゲーム機器等の様々な情報メディア等の発達・普及 

  や子どもたちを取り巻く生活環境の変化，余暇時間の過ごし方の多様化，さらに幼児期からの 

読書習慣の未形成などにより，子どもの「読書離れ・活字離れ」が指摘され始めてから久しい 

状況です。 

「第５５回学校読書調査」（注１）によれば，「世の中の出来事を何から知るか（複数回答）」 

  の問いに対し，小・中・高を通して「テレビ」が圧倒的で，すべての学年で９０％を超えてい 

るほか，中学生の３６％がパソコンのインターネット，高校生の４７％が携帯電話のインター 

ネットと回答しています。 

 

（（（（注注注注１１１１））））第第第第５５５５５５５５回学校読書調査回学校読書調査回学校読書調査回学校読書調査    

   毎日新聞社が（社）全国学校図書館協議会の協力で毎年実施する児童・生徒の読書に関する調査。 

平成２１年６月調査対象の児童・生徒数は，小学生（４～６年）３８校３,３５２人，中学生３５校 

３,２３５人，高校生３８校３,９７７人で，計１１１校１０,５６４人。 

第１章 子どもの読書活動の現状と課題 
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１か月の平均読書冊数については，従来から小学生に比べ中学生，高校生の読書冊数がかなり 

少なくなっています。これには，クラブ活動や受験勉強で生徒が多忙になるなどの要因が考えら 

れます。一方，ここ数年ブームとなっている「ケータイ小説」が，読書習慣の無かった中学生， 

高校生などにも読まれており，ここ数年間の同調査に反映されているようです。  

 

（（（（３３３３））））日本日本日本日本のののの子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

  ●●●●７７７７割割割割以上以上以上以上のののの子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは本本本本がががが「「「「好好好好きききき」」」」    

前述の学校読書調査によれば，本（雑誌・マンガを除く）を読むことは，「大好き」または「ど 

ちらかといえば好き」と考えている児童・生徒の割合は，小学生で８１.７％，中学生で７６.１％， 

高校生で７２.０％に達しています。平成１３年の調査時と比較すると，特に「大好き」と答えた 

児童・生徒の割合が小学生で５.０％，中学生で９.８％，高校生で４.３％増えています。 

 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

●●●●９９９９割以上割以上割以上割以上のののの子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは本本本本をををを読読読読むことがむことがむことがむことが「「「「大切大切大切大切」」」」    

本を読むことは「大切」または「どちらかといえば大切」と考えている児童・生徒の割合は全 

体の９０％近くに達しています。インターネットの利用が進んでいる今日でも，読書が大切であ

るという認識はあまり変わってないようです。読書を大切だと考える理由については，「言葉や漢

字を覚える」，「想像力が豊かになる」，「心が豊かになる」などが上位を占めています。 

単位（％） 

図図図図１１１１    「「「「本本本本をををを読読読読むことがむことがむことがむことが好好好好きかきかきかきか」」」」学校読書調査学校読書調査学校読書調査学校読書調査よりよりよりより    
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●●●●不読者率不読者率不読者率不読者率はははは学年学年学年学年がががが上上上上がるほどがるほどがるほどがるほど増加増加増加増加    

１か月間に１冊も本を読まなかった児童・生徒（不読者）の割合は，前年に比べやや減っては 

いるものの，小学生で５.４％，中学生で１３.２％，高校生で４７.０％と，学年が上がるにつれて 

加速度的に増えています。特に，高校生では１か月間の読書量が２冊以内の生徒が８２.３％に達

しており，「読書が次の読書への興味や関心につながっていないことが問題」との指摘もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図２２２２    「「「「本本本本をををを読読読読むことはむことはむことはむことは大切大切大切大切かかかか」」」」学校読書調査学校読書調査学校読書調査学校読書調査よりよりよりより    

図図図図３３３３「「「「１１１１かかかか月間月間月間月間にににに読読読読んだんだんだんだ本本本本のののの冊数冊数冊数冊数」」」」学校読書調査学校読書調査学校読書調査学校読書調査よりよりよりより    

単位（％） 

単位（％） 
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子どもの１か月間（２１年５月）の読書量の平均は，小学生で８.６冊，中学生で３.７冊，高校 

生で１.７冊で，前年に比べ高校生は０.２冊上回ったものの，小学生が２.８冊，中学生も０.２冊 

下回りました。 

 本を読むことが大切という意識に差はないものの，小学生・中学生・高校生と，学年が上がる

につれて読書量が減るという状況は，受験等による読書のための余裕時間の不足や，身近な大人

が読書をする姿を見ることが少ないことなどに起因するものと言われており，国語力の育成とい

う観点からも見過ごすことのできない課題であると考えられます。 

 

（（（（４４４４））））本市本市本市本市のののの子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

   子どもの読書実態の把握や，子どもの読書環境の関連のある大人の方からの意見聴取を目的とし

てアンケート調査を実施しました。（資料編「１ アンケート調査結果」参照） 

    

●●●●「「「「本本本本をををを読読読読むことがむことがむことがむことが好好好好きききき」，」，」，」，不読者率不読者率不読者率不読者率はははは全国全国全国全国とほぼとほぼとほぼとほぼ同様同様同様同様のののの傾向傾向傾向傾向    

本を読むことが「好き」または「どちらかといえば好き」と回答した児童・生徒の割合は，小 

学生（５年生）で８５.４％，中学生で７３.７％，高校生で７５.３％となっており，第５５回学 

校読書調査の結果と比較すると，中学生で２.４％下回っているものの，小学生で３.７％，高校生 

で３.３％上回っており，全体的に見ると本市の児童・生徒の方が若干上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位（％） 

図図図図４４４４    「「「「本本本本をををを読読読読むことがむことがむことがむことが好好好好きかきかきかきか」」」」アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査よりよりよりより        
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１か月間に１冊の本も読まなかった児童・生徒の割合（不読者率）は，小学生（５年生）で，

３.２％，中学生で９.３％，高校生で３９.３％となっており，前述の学校読書調査結果と比較する

と小学生で２.２％，中学生で３.９％，高校生で７.７％下回っており，全体的に不読者率は全国平

均よりも低くなっています。 

一方，年代が上がるにつれ不読者率が高くなる傾向は全国平均と同様で，高校生の約４割が不 

読者であり，高校生と読書を結びつけることが課題の一つと言えます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

●●●●本本本本をををを好好好好きになるきになるきになるきになる要因要因要因要因やややや本本本本のののの選選選選びびびび方方方方・・・・入手方法入手方法入手方法入手方法    

子どもが本を好きになる理由については，全体では「学校や学校図書館で良い本をみつけたか 

ら」という割合が高いが，「家に本があったから」，「家族が本を買ってくれたから」という回答率  

も高く，「家庭」における保護者の役割が重要であると考えられます。それを裏付けるように，全

ての年代において，本を読むときに「自分の家の本」を読む児童・生徒の割合が，比較的高くな

っています。 

また，読みたい本を決める際に「本屋で本を見て」決めたり，読みたい本を入手するには，「買 

う，買ってもらう」という回答の割合が高く，「学校図書館で借りる」，「図書館で借りる」という

回答の割合は，成長するにしたがって低くなっています。 

こうしたことから，「学校図書館」や「学級文庫」，「図書館」は，低学年であれば本と出会う有 

効な手段となりえるものの，成長するにつれ，子どもたちの興味・関心に十分に応えられていな

いという実情がうかがえます。 

単位（％） 

図図図図５５５５    「「「「１１１１かかかか月間月間月間月間にににに読読読読んだんだんだんだ本本本本」」」」アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査よりよりよりより    
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●●●●市立図書館市立図書館市立図書館市立図書館についてのについてのについてのについての意見意見意見意見    

市立図書館について困っていることがあるかとの質問については，３９.２％の児童・生徒が， 

「行ったことがないのでわからない」と回答しており，特に高校生では，６３.３％と非常に高く 

なっています。「特に不満はない」とする児童・生徒の割合も３３.８％におよんでいるものの， 

１５.５％の児童・生徒が「遠いので自分で行けない」と回答し，相当数の児童・生徒には，現図 

書館は身近な存在とは言い難く，特に高校生にとっては，魅力が乏しいと想定され，魅力ある施 

設・設備づくりや資料・サービスの充実が課題と言えます。 

  

 ●大人大人大人大人へのアンケートへのアンケートへのアンケートへのアンケート調査結果調査結果調査結果調査結果についてについてについてについて 

子どもの読書環境の形成に影響があると思われる大人へのアンケート調査において，子どもを 

  取り巻く公共的な読書環境（学校・図書館・公民館・児童館等）に対する満足度についての質問 

は，「満足」，「どちらかといえば満足」という回答の割合が４３.５％，「不満」，「どちらかといえ 

ば不満」が４４.１％とほぼ同じです。 

これを中学校区（お住まい・お勤めの区域）ごとに比較すると，都和地区，一中地区では満足 

  度がやや高く，新治地区，六中地区，三中地区では不満度がやや高くなっており，地域間の格差 

を是正することが課題と言えます。 

   また，不満の理由を尋ねる質問については，「施設が遠い」，「施設が古い・狭い」，「本が少ない」 

の３つの理由の合計で７５.９％を占めています。このような意見を踏まえて，読書環境を整備し 

ていくことが課題と言えます。
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（（（（５５５５））））国国国国のののの動向動向動向動向    

 平成１１年８月に，子どもの読書活動を国を挙げて支援するため，平成１２年を「子ども読書年」

とする旨の衆参両院の決議がなされたのを皮切りに，平成１２年１月には「国際子ども図書館（注

２）」が設立され，同年５月に開館しました。 

平成１３年１２月には，「子どもの読書活動の推進に関する法律」が公布・施行され，４月２３日

が「子ども読書の日」と定められました。そして，平成１４年８月には，この法律に基づき，すべ

ての子どもがあらゆる機会と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

の環境の整備を推進することを基本理念とする「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」

（以下「第一次基本計画」（注３）という。）が策定されました。 

平成１７年７月には，文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図り，知的で心豊か

な国民生活及び活力ある社会の実現に寄与するため「文字・活字文化振興法」が公布・施行されま

した。その後，「第一次基本計画」期間における成果や課題，諸情勢の変化等を検証し，平成２０年

３月に「第二次基本計画」が策定されています。 

「第二次基本計画」における基本的方針は，つぎの４点です。 

 

 

 

 

 

また，同年６月に，平成２２年を「国民読書年」とする旨の「国民読書年に関する決議」が衆参

両院でなされました。 

このように，ここ十数年の間に，読書活動の推進に関する施策の根拠となる法や計画が徐々に整

備されました。 

    

    

    

    

（（（（注注注注２２２２））））国際子国際子国際子国際子どもどもどもども図書館図書館図書館図書館    

  国立国会図書館の支部図書館で，わが国初の児童書専門図書館。蔵書数約３０万冊。日本内外の児童書や 

 児童書に関わる文献の収集・保存・提供を行う。児童書関連の図書館サービスの中枢および国際的な拠点。 

（（（（注注注注３３３３））））第一次基本計画第一次基本計画第一次基本計画第一次基本計画におけるにおけるにおけるにおける基本的方針基本的方針基本的方針基本的方針はつぎのとおりはつぎのとおりはつぎのとおりはつぎのとおり    

①子どもが読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備・充実 

②家庭，地域，学校を通じた社会全体での取組の推進 

③子どもの読書活動に関する理解と関心の普及 

国の計画における基本的方針  ①子どもの自主的な読書活動の推進 

②家庭，地域，学校を通じた社会全体での取組の推進 

③子どもが読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備・充実 

④子どもの読書活動に関する理解と関心の普及 
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（（（（6666））））県県県県のののの動向動向動向動向    

県においては，国の計画を踏まえ，平成１６年３月に「いばらき子ども読書活動推進計画」（以 

下「第一次推進計画」（注４）という。）が策定され，その後，国の「第二次基本計画」が策定され 

たことを受け，平成２２年１月に「第二次推進計画」が策定されました。 

「第二次推進計画」における基本的方針は，つぎの３点です。 

 

 

 

 

 

 

表表表表    国及国及国及国及びびびび県県県県のののの動向動向動向動向のまとめのまとめのまとめのまとめ    

平成平成平成平成１１１１１１１１年年年年８８８８月月月月    平成１２年を「子ども読書年」とする旨の衆参両院の決議    

平成平成平成平成１２１２１２１２年年年年１１１１月月月月    「国際子ども図書館」設立（開館５月） 

平成平成平成平成１３１３１３１３年年年年１２１２１２１２月月月月    
「子どもの読書活動の推進に関する法律」公布・施行 

＊本法で４月２３日を「子ども読書の日」と定める。 

平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年８８８８月月月月    「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（第一次基本計画）策定 

平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年３３３３月月月月        茨城県「いばらき子ども読書活動推進計画」（第一次推進計画）策定 

平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年７７７７月月月月    「文字・活字文化振興法」公布・施行 

平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年３３３３月月月月    国「第二次基本計画」策定    

平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年６６６６月月月月    平成２２年を「国民読書年」とする旨の「国民読書年に関する決議」（衆参両院） 

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１１１１月月月月    茨城県「第二次推進計画」策定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（（（（注注注注４４４４））））第一次推進計画第一次推進計画第一次推進計画第一次推進計画におけるにおけるにおけるにおける基本的方針基本的方針基本的方針基本的方針はつぎのとおりはつぎのとおりはつぎのとおりはつぎのとおり（（（（⇒⇒⇒⇒注注注注３３３３参照参照参照参照    「「「「第一次基本計画第一次基本計画第一次基本計画第一次基本計画」」」」のののの基本的方針基本的方針基本的方針基本的方針    

とととと同同同同じじじじ））））    

①子どもが読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備・充実 

②家庭，地域，学校を通じた社会全体での取組の推進 

③子どもの読書活動に関する理解と関心の普及 

県の計画における基本的方針   ①幼児期からの読書活動の推進 

②子どもが読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備・充実 

③学校における言語環境の充実 
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○○○○子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの自主性自主性自主性自主性をををを尊重尊重尊重尊重しますしますしますします。。。。     

子どもの読書活動の推進に関する法律第２条の「基本理念」の規定等に基

づき，読書を強制するのではなく，本人の自由意志による読書の推進を目指

すものです。  

    

○○○○総合的総合的総合的総合的・・・・計画的計画的計画的計画的なななな施策施策施策施策のののの推進推進推進推進をををを図図図図りますりますりますります。。。。     

子どもの読書活動の推進に関する法律第１条の「目的」の規定に基づくも

のです。  

    

○○○○図書館図書館図書館図書館がががが推進推進推進推進のののの中心的役割中心的役割中心的役割中心的役割をををを果果果果たすものとたすものとたすものとたすものとしますしますしますします。。。。     

家庭，地域，学校との連携・協力について，図書館が中心となって働きか

けるものとします。 

また，この計画の進行管理は，図書館が中心となって行うものとします。  

 

    ２２２２    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

 

この計画は，次に掲げる基本的な考え方に基づき策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

    

 

                                                                                     

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 １１１１    計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ等等等等    

 

（（（（１１１１））））計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ    

      この計画は，子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年法律第１５４号）第９条第２項 

の規定に基づき，国が策定する「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」及び茨城県が策 

定する「いばらき子ども読書活動推進計画」を基本とし，本市における子どもの読書活動の推進の 

状況等を踏まえ策定するものです。 

 

 

     

 

 

 

 

（（（（２２２２））））計画計画計画計画のののの目指目指目指目指すものとすものとすものとすものと法律法律法律法律のののの基本理念基本理念基本理念基本理念    

  法律第４条により，地方公共団体である本市は，法律の基本理念にのっとり，国との連携を図り

つつ，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，実施する責務を有し 

ています。 

   法律の基本理念は，法律第２条において次のように定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計画は，この基本理念に沿った施策の実施を目指すものです。 

 

【語句の読み替え】（以下，この章の中では，次のように語句を読み替えます。） 

○子どもの読書活動の推進に関する法律     ⇒ 法律 

○子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画 ⇒ 国の基本計画 

○いばらき子ども読書活動推進計画       ⇒ 茨城県の推進計画 

 

第２章 基本的方針等 

（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、すべすべすべすべ

てのてのてのての子子子子どもがあらゆるどもがあらゆるどもがあらゆるどもがあらゆる機会機会機会機会とあらゆるとあらゆるとあらゆるとあらゆる場所場所場所場所においてにおいてにおいてにおいて自主的自主的自主的自主的にににに読書活動読書活動読書活動読書活動をををを行行行行うことがうことがうことがうことが

できるようできるようできるようできるよう、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。 

 



 

11 

 

２２２２    計画計画計画計画のののの基本事項基本事項基本事項基本事項    

 

（（（（１１１１））））子子子子どものどものどものどもの定義定義定義定義    

  法律第２条の規定との整合を図り，この計画において「子ども」とは，おおむね１８歳以下の者 

とします。 

 

（（（（２２２２））））計画計画計画計画のののの対象者対象者対象者対象者    

  この計画の対象者には，前記（１）の子どもはもとより，その子どもの読書活動を支援する立場 

にある保護者をはじめ，本市内で勤務・活動される幼稚園，保育所，児童館，小・中学校の教職員， 

市民ボランティア，図書館職員等も含むこととします。 

なお，保護者の役割については，法律第６条において次のように定められています。 

 

 

 

 

 

     

（（（（３３３３））））計画期間計画期間計画期間計画期間    

    この計画の期間は，平成２３年度から平成２７年度までの５年間とします。 

なお，必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

（（（（４４４４））））他他他他のののの計画計画計画計画とのとのとのとの整合整合整合整合    

    この計画は，第７次土浦市総合計画（平成２０年３月）を上位計画とし，土浦市の他の各分野 

の計画等との整合・調整の上，策定しています。 

 

 

 

 

（保護者の役割） 

第六条 父母その他の保護者は，子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動のののの機会機会機会機会のののの充実及充実及充実及充実及びびびび読読読読書活動書活動書活動書活動のののの習慣化習慣化習慣化習慣化

にににに積極的積極的積極的積極的なななな役割役割役割役割をををを果果果果たすたすたすたすものとする。 
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３３３３    基本的方針基本的方針基本的方針基本的方針 

            

法律の基本理念，国の基本計画，茨城県の推進計画を基本とするとともに，第１章において 

示された本市の現状と課題等を踏まえ，次の３点を本市の計画における基本的方針とします。 

 

 

 

 

 

 

    

（（（（１１１１））））子子子子どもがどもがどもがどもが自主的自主的自主的自主的なななな読書読書読書読書にににに親親親親しむしむしむしむ機会機会機会機会のののの提供提供提供提供とととと読書環境読書環境読書環境読書環境のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実    

    ●自主的な読書に親しむ機会の提供 

子どもは，読書を通じて，自ら学ぶ楽しさや知る喜びを体得するとともに，さらなる知的探         

究心や真理を求める態度が培われます。しかし，子どもに苦痛を強いるような方法で読書をす

すめても，読書嫌いとなる可能性もあることから，子どもが自ら読書に親しみ，進んで読書習

慣を身に付けていけるよう，子どもの興味・関心を尊重しながら自主的な読書活動を推進する

ことが重要です。 

生涯にわたって絶えず自発的に学ぼうとする習慣を身に付けていくことは，大変重要なこと 

です。知的活動の基礎となる自主的な読書活動は，人格の完成と個人の能力の伸長，主体的な 

社会参画を促すものとして，民主的で文化的な社会の発展に不可欠なものです。 

また，子どもの自主的な読書活動の重要性を踏まえて，発達段階に応じて読書の楽しさを知 

るきっかけを作ることが肝要であることから，家庭，地域，学校において子どもが自主的な読 

書に親しむ機会の提供に努めます。 

●読書環境の整備・充実 

子どもが自主的に読書を行うようになるためには，乳幼児期から発達段階に応じて，読書に 

親しめるように配慮した環境づくりが重要です。 

家庭，地域，学校においては，子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高め，進んで読書を 

行う態度を養い，生涯にわたる読書習慣を身に付けることができるように，読書活動を広げ， 

読書体験を深められるような環境づくりに努めることが肝要であることから，子どもが興味を 

 

○○○○子子子子どもがどもがどもがどもが自主的自主的自主的自主的なななな読書読書読書読書にににに親親親親しむしむしむしむ機会機会機会機会のののの提供提供提供提供とととと読書環境読書環境読書環境読書環境のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実    

 ○○○○家庭家庭家庭家庭，，，，地域地域地域地域，，，，学校学校学校学校をををを通通通通じたじたじたじた社会全体社会全体社会全体社会全体でのでのでのでの取組取組取組取組のののの推進推進推進推進    

 ○○○○子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動にににに関関関関するするするする理解理解理解理解とととと関心関心関心関心のののの普及普及普及普及    

 



 

13 

 

もったり，感動したりする本などを身近に整えることがとても重要です。また，保護者が家庭の 

中で子どもと本の出会いの場を設けたり，子どもの読書活動を支援するボランティアを育成する 

ことも大切です。 

このような観点から，子どもの自主的な読書活動の推進に資するため，家庭，地域，学校にお 

いて，施設，設備その他の諸条件の整備・充実に努めます。 

 

（（（（２２２２））））家庭家庭家庭家庭，，，，地域地域地域地域，，，，学校学校学校学校をををを通通通通じたじたじたじた社会全体社会全体社会全体社会全体でのでのでのでの取組取組取組取組のののの推進推進推進推進    

子どもの自主的な読書活動を推進するためには，家庭，地域，学校を通じた社会全体での取組が 

必要です。まず，子どもが自主的な読書に親しむ機会の提供に向け，それぞれが担うべき役割を果 

たすことはもとより，関係機関，民間団体，事業者等が緊密に連携し，相互に協力を図りつつ，取 

組を推進していくことが求められます。 

     このような観点から，家庭，地域，学校それぞれが相互に連携・協力して子どもの自主的な読書 

活動の推進を図るような取組を推進するとともに，必要な体制の整備に努めます。 

 

（（（（３３３３））））子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動にににに関関関関するするするする理解理解理解理解とととと関心関心関心関心のののの普及普及普及普及    

子どもが自主的な読書習慣を身に付けていく上で，特に，保護者，教員，保育士等，子どもに身 

近な大人が読書活動に理解と関心を持つことが重要です。 

そして，子どもを取り巻く大人を含めた社会全体で読書活動を推進する気運を一層高めるために， 

子どもの読書活動の意義や重要性について，市民の間に理解を広め，関心を高める必要があります。 

このような観点から，子どもの自主的な読書活動を推進する社会的気運の醸成を図るため，読書 

活動の意義や重要性について広く普及・啓発を図るよう努めます。 
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４４４４    重点的重点的重点的重点的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ事項事項事項事項 

    

本市の子どもの読書活動の実情等を把握するために実施したアンケートの結果等を踏ま 

え，次の３点を本市の計画において重点的に取り組む事項とします。 
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１１１１    家庭家庭家庭家庭におけるにおけるにおけるにおける子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動のののの推進推進推進推進とととと環境整環境整環境整環境整備備備備    

 

 ≪≪≪≪現状現状現状現状とととと課題課題課題課題≫≫≫≫    

本市が行ったアンケート調査によれば，対象となった大人は，子どもが読書に親しむようにな 

るためには，家庭においてどのような取組が大切かという問いに対し，「家庭での本の読み聞かせ 

（３９.６％）」，「家族が書店や図書館に子どもを連れて行くこと（３１.９％）」，「保護者への啓発 

活動（１５.０％）」という回答が続き，保護者自身の関わりを重要視しています。 

全体を通した自由記載欄においても，子どもが読書に親しむためには，「家庭での読書習慣が大 

切」という意見が最も多く寄せられており（１３５件），子どもの読書活動に関する，家庭の影響 

を認識していることが分かります。 

   本市においては，家庭への取組の一つとして，絵本を介した楽しい時間を持つことの大切さを 

伝え，家庭での読み聞かせを推進するため，平成１５年度から「ブックスタート事業」（注５）を 

実施しています。 

    

                    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

（（（（注注注注５５５５））））ブックスタートブックスタートブックスタートブックスタート事業事業事業事業        

土浦保健センターで実施される１０か月児育児相談にあわせて，絵本の読み聞かせを行い，絵本やメッセー 

 ジ集を手渡し，絵本を介し楽しい時間を分かち合うことの大切さを伝えるもの。  

 家庭は，子どもにとって最も基本的な生活の場と言えます。このため，子どもが各家 

庭において本と出会い，自然に読書習慣を身に付けるためには，子どもに対する働きか 

けのほか，子どもを持つ保護者に対し，読書の楽しさを伝え，保護者自身が読書活動に 

興味を持つことができるよう取組や環境整備が必要となります。 

さらに，各家庭における保護者の子どもへの読み聞かせを支援したり，子どもの年齢 

に応じた適切な本を保護者が子どもに手渡していけるよう，多方面からの継続的な働き 

かけが重要です。 

第３章 子どもの自主的な読書活動の推進のための方策 
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家庭家庭家庭家庭ににににおけるおけるおけるおける具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組    

取取取取    組組組組    内内内内    容容容容    

①①①①    子育子育子育子育てにおけるてにおけるてにおけるてにおける読書活動読書活動読書活動読書活動のののの啓発啓発啓発啓発    

【【【【新規新規新規新規】】】】    

「子育てハンドブック」や「赤ちゃんおめでとう

訪問の資料」に，図書館の情報等を掲載し，子育

てにおける読書活動に興味を持てるよう保護者に

呼び掛けます。 

②②②②    保護者保護者保護者保護者のののの学習機会学習機会学習機会学習機会のののの活用活用活用活用    

【【【【新規新規新規新規】】】】    

家庭教育学級等の機会をとらえ，希望により司書

の派遣等を行い，読み聞かせや読書の大切さを伝

えます。 

③③③③    ブックスタートブックスタートブックスタートブックスタート事業事業事業事業のののの推進推進推進推進    

【【【【継続継続継続継続】】】】    

絵本を介した時間を親子で過ごすことの楽しさや

大切さを伝え，家庭での読み聞かせを推進します。 

④④④④    発達段階発達段階発達段階発達段階にににに応応応応じたじたじたじた本本本本のののの紹介紹介紹介紹介        

【【【【新規新規新規新規】】】】                                

子どもが興味を持ちながら読書を継続していくた

めに，発達段階に応じたおすすめ本等の情報の収

集や提供に努めます。 

⑤⑤⑤⑤    親子読書親子読書親子読書親子読書のののの推奨推奨推奨推奨    

【【【【新規新規新規新規】】】】    

図書館は，保育所・幼稚園・小学校等の施設を通

じ，入所（園）・入学時等の機会に，親子のコミュ

ニケーション作りのため，親子読書を推奨するパ

ンフレットを作成・配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

      ～「～「～「～「親子読書親子読書親子読書親子読書」」」」についてについてについてについて～～～～    

      本市では生涯にわたる読書習慣の形成や親子のコミュニケーションを図る「親子読

書」を推奨するため，おすすめ本や図書館の情報等を掲載したパンフレットを配布します。  

「親子読書」は「親子（家族）ぐるみで，本を読むこと」です。読み聞かせをしたり，一緒に同

じ本を読んだり，同じ時間帯に本を読むなど，各家庭が楽しめる範囲で取り組むことが基本です。 

一方，最近は「家読（うちどく）」という言葉もよく耳にします。「家読」も，家庭での読書の

時間を持つことや，読書を通して家族のコミュニケーションを図る点では目的が同じですが，①

（家族で）同じ本を読もう！②読んだ本で話そう！③感想ノートを作ろう！④自分のペースで読

もう！⑤家庭文庫を作ろう！という５つのルールに基づき取り組まれているようです。これは，

もともと「家読」が子どもたちの発案で始まり，その約束事が指針となっているためです。 

本市においては，まずは，楽しく親子（家族）で読書に親しむことを目的とした「親子読書」

の取組を家庭に呼び掛けます。この取組の継続により，子どもたちの自主的な読書意欲の醸成に

努めます。 
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２２２２    地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動のののの推進推進推進推進とととと環境整備環境整備環境整備環境整備    

 

≪≪≪≪現状現状現状現状とととと課題課題課題課題≫≫≫≫    

  子どもが読書に親しむようになるための地域における取組として，本市が行ったアンケート調 

査によれば，「図書館分館や公民館図書室など身近な施設の整備」を選んだ方が最も多く（２１.３％），

次いで，「図書館の施設整備や蔵書の充実」（２０.７％）となり，４割を超える方が，図書館を含め

た環境整備の必要性を感じており，現状の読書環境に満足できていないことがうかがえます。 

  また，環境整備だけでなく，子ども向け図書館サービスの充実や，児童館・子育て支援施設での 

本の読み聞かせ，ボランティアの育成・研修など，サービス面でのサポートも必要と考えられてい

ます。 

 本市においては，子どもの読書活動の中心である図書館において，児童閲覧室を設け，図書の貸

出のほか，季節の絵本展示や青少年向け展示等を実施しています。また，乳幼児から参加できるお

はなし会等子ども向け行事の開催や，読み聞かせ団体や各種施設への貸出など，読書活動の支援に

努めています。さらに，児童館や児童クラブ，各公民館においては図書が整備され，児童館では，

読み聞かせが行われています。 

 

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（１１１１））））図書館図書館図書館図書館におけるにおけるにおけるにおける具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組            

取取取取    組組組組    内内内内    容容容容    

①①①①    子子子子どもどもどもども向向向向けけけけ行事行事行事行事のののの充実充実充実充実    

【【【【継続継続継続継続】】】】    

現在実施しているおはなし会（月３回）のほか，

子ども向けの行事の開催や，職場体験学習・施設

見学の受入を積極的に行います。    

    

    

 子どもたちが住む地域には，公民館や児童館，図書館，児童クラブ等の役割は異な 

るものの，読書の拠点となりえる施設があります。読書活動の輪が，子どもが遊び， 

生活する地域のなかで，着実に広がっていくためには，各施設の環境整備が必要です。 

特に，各施設が子どもの幅広い読書意欲に応えられるよう蔵書の充実や行事等に取 

り組むほか，大人に向けた情報発信が不可欠となります。 

さらに，読み聞かせボランティアの育成や積極的な活用，ボランティアの研修や交

流の機会を持つことも重要です。 
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取取取取    組組組組    内内内内    容容容容    

②②②②    児童図書児童図書児童図書児童図書のののの充実充実充実充実やややや環境整環境整環境整環境整備備備備        

【【【【継続継続継続継続】】】】        

児童図書の充実や閲覧環境の整備に努めるととも

に，子どもの興味や時節に合わせた特色ある本の

展示を継続します。また，子どもが利用しやすい

新図書館や分館の整備を進めるとともに，図書館

利用が困難な地区へのサービスを検討します。 

③③③③    読読読読みみみみ聞聞聞聞かせボランティアかせボランティアかせボランティアかせボランティア講座講座講座講座・・・・交流会交流会交流会交流会        

    のののの開催開催開催開催    

【【【【新規新規新規新規】】】】    

図書館や地域において活動する読み聞かせ等のボ

ランティアを育成するため，講座の開催や，各団

体が交流するための機会を設けます。 

④④④④    団体登録団体登録団体登録団体登録のののの促進促進促進促進・・・・活動活動活動活動のののの支援支援支援支援            

【【【【拡充拡充拡充拡充】】】】    

子どもの読み聞かせ等に関わる方々に団体登録を

呼び掛け，大型絵本等各種資料の貸出や情報提供

に努めます。 

⑤⑤⑤⑤    支援支援支援支援がががが必要必要必要必要なななな子子子子どもへのサービスのどもへのサービスのどもへのサービスのどもへのサービスの    

充実充実充実充実    

【【【【拡充拡充拡充拡充】】】】        

おもちゃライブラリーの貸出をはじめ，外国語の

図書，点字図書等の資料の収集・提供に努めます。 

⑥⑥⑥⑥    青少年向青少年向青少年向青少年向けけけけ図書図書図書図書のののの充実充実充実充実とととと環境整備環境整備環境整備環境整備    

【【【【拡充拡充拡充拡充】】】】    

読書離れが顕著である世代に対し，多様な興味・

関心に応えられるような展示を継続し，さらに資

料の充実や環境整備に努めます。 

⑦⑦⑦⑦    図書館図書館図書館図書館だよりだよりだよりだより（（（（子子子子どもどもどもども版版版版））））のののの発行発行発行発行    

【【【【新規新規新規新規】】】】    

子どもが図書や図書館の情報を簡単に手に取るこ

とができるよう，子どもの図書館利用案内のほか，

様々な情報発信に努めます。 

⑧⑧⑧⑧    ホームページのホームページのホームページのホームページの刷新刷新刷新刷新        

【【【【新規新規新規新規】】】】    

    

インターネットの普及にともない，図書館ホーム

ページの子ども版を作成するとともに，大人向け

に子どもの読書活動を支援する情報を提供してい

きます。 

⑨⑨⑨⑨    司書司書司書司書のののの研修研修研修研修のののの充実充実充実充実    

【【【【拡充拡充拡充拡充】】】】    

児童図書や児童文学，適切な本の選択や読書指導

等に関する知識・技術の習得のため，研修の機会

の増大や自己研修等に努めます。 

⑩⑩⑩⑩    講演会等講演会等講演会等講演会等のののの実施実施実施実施    

【【【【新規新規新規新規】】】】    

親子で参加したり，また，大人でも楽しむことが

できる講演会等の実施により，読書活動の啓発に

努めます。 
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（（（（２２２２））））公民館公民館公民館公民館におけるにおけるにおけるにおける具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組    

取取取取    組組組組    内内内内    容容容容    

①①①①    公民館図書室公民館図書室公民館図書室公民館図書室のののの充実充実充実充実    

【【【【継続継続継続継続】】】】    

地区における生涯学習の中心的な役割を担う施設

として，公民館図書室の環境整備に努め，本の貸

出を継続します。 

②②②②    読書関連読書関連読書関連読書関連講座講座講座講座，，，，読書読書読書読書相談相談相談相談のののの開催開催開催開催    

【【【【新規新規新規新規】】】】    

公民館と図書館が連携し，読書に関する講座や，

読書相談の実施に努めます。 

 

 

（（（（３３３３））））児童館児童館児童館児童館等等等等におけるにおけるにおけるにおける具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組    

取取取取    組組組組    内内内内    容容容容    

①①①①    図書図書図書図書のののの充実充実充実充実    

【【【【継続継続継続継続】】】】    

児童の健全育成の一環として，図書の充実を図り，

新刊図書の購入・紹介に努めます。 

②②②②    読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせのののの実施実施実施実施        

【【【【継続継続継続継続】】】】    

来館者・入所者に対し，職員・ボランティアによ

る定期的な読み聞かせを実施します。 

 

 

（（（（４４４４））））児童児童児童児童クラブクラブクラブクラブにおけるにおけるにおけるにおける具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組    

取取取取    組組組組    内内内内    容容容容    

①①①①    図書図書図書図書のののの充実充実充実充実    

【【【【拡充拡充拡充拡充】】】】    

児童クラブでの図書購入を継続しながら，各クラ

ブにおける図書のローテーション等を行い，児童

が様々な図書に触れる機会を設けます。 

②②②②    ボランティアによるボランティアによるボランティアによるボランティアによる読読読読みみみみ聞聞聞聞かせのかせのかせのかせの実施実施実施実施    

【【【【新規新規新規新規】】】】    

児童クラブの活動内容の一つとしてボランティア

による読み聞かせを通じ，本に親しむことができ

るよう努めます。 
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３３３３    学校等学校等学校等学校等におけるにおけるにおけるにおける子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動のののの推進推進推進推進とととと環境整備環境整備環境整備環境整備    

 

≪≪≪≪現状現状現状現状とととと課題課題課題課題≫≫≫≫    

  本市が行ったアンケート調査によれば，子どもが読書に親しむようになるためには，幼稚園・ 

保育所・学校における子どもの取組として，「幼稚園・保育所での本や読み聞かせ機会の充実」 

（２６.４％）が大切という回答が最も多く，次いで「学校の朝読の実施・継続」（２５.８％）， 

「学校図書館の資料や施設の充実」（２２.９％）と続きます。 

また，本市の各市立幼稚園・保育所では，図書の貸出のほか職員やボランティアによる読み聞か

せがほぼ毎日のように行われています。各市立小・中学校においては，各校で決められた時間で一

斉に読書を実施したり，児童・生徒に最も身近な学校図書館に，司書が配置されるなど，子どもの

読書習慣の形成に有効で重要な取組が行われています。図書館においても学校を子ども読書活動の

重要な場ととらえ，試行を含めた学校支援事業の実施に努めています。 

   

    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（（（（１１１１））））幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・保育所等保育所等保育所等保育所等におけるにおけるにおけるにおける具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組    

取取取取    組組組組    内内内内    容容容容    

①①①①    読読読読みみみみ聞聞聞聞かせのかせのかせのかせの実施実施実施実施        

【【【【継続継続継続継続】】】】    

絵本や物語の読み聞かせを実施し，幼児が興味を

持ち，想像を豊かに広げられるような題材や指導

方法の工夫を行います。 

②②②②    図書図書図書図書のののの貸出貸出貸出貸出    

【【【【継続継続継続継続】】】】    

読書を日常的なものとするよう，図書の充実に努

め，貸出を行い，図書を介した保護者との情報交

換や交流ができるように努めます。  

③③③③    おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会のののの開催開催開催開催    

【【【【継続継続継続継続】】】】    

職員による日常的な読み聞かせや，保護者やボラ

ンティア等の協力による読み聞かせ，特別な行事

としてのおはなし会等で本の楽しさを伝えます。 

幼児期の読書の楽しさは，その後の子どもの読書活動に大きな影響を与えると考えられ 

るため，幼稚園・保育所等において，幼児が絵本や物語などに親しむ活動を積極的に行う 

よう指導の充実を促進します。   

また，学校では従来から国語等の各教科等における学習活動を通じ，読書活動が行われ 

てきており，子どもの読書習慣を形成していく上で，大きな役割を担っていると言えます。 

学校等は同年齢の子どもたちが集団で多くの時間を過ごす生活の場であり，その特性を 

生かして，読書活動が効果的に進むように努めます。  
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（（（（２２２２））））学校等学校等学校等学校等におけるにおけるにおけるにおける具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組    

取取取取    組組組組    内内内内    容容容容    

①①①①    児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの読書習慣読書習慣読書習慣読書習慣のののの確立確立確立確立    

【【【【継続継続継続継続】】】】    

    

読み聞かせ等の継続や，朝の読書活動の推進，「み

んなにすすめたい一冊の本」事業，読書感想文コ

ンクール等への参加を通して，日常的な読書習慣

の確立に努めます。 

②②②②    読書指導読書指導読書指導読書指導のののの充実充実充実充実    

【【【【継続継続継続継続】】】】    

司書教諭が中心となり，教職員の読書活動への関

心を高め，各教科を通じた学校図書館の活用を促

進するよう努めます。 

③③③③    家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる読書活動読書活動読書活動読書活動のののの    

推進推進推進推進    

【【【【継続継続継続継続】】】】    

地域や保護者等を通じて，読書活動の充実を図り，

子どもたちの読書への新しい興味を引き出しま

す。 

④④④④    学校図書館学校図書館学校図書館学校図書館のののの充実充実充実充実    

【【【【継続継続継続継続】】】】    

児童・生徒の利用が促進されるよう学校図書館の

充実に努めます。 

⑤⑤⑤⑤    学校図書館司書学校図書館司書学校図書館司書学校図書館司書のののの配置配置配置配置    

【【【【継続継続継続継続】】】】    

学校図書館司書の配置を継続し，児童・生徒への

読書活動をサポートします。 

⑥⑥⑥⑥    学校支援事業学校支援事業学校支援事業学校支援事業のののの実施実施実施実施    

【【【【拡充拡充拡充拡充】】】】    

図書館司書を学校へ派遣するブックトークや，学

校への団体貸出を行い，子どもの読書活動や調べ

学習を支援します。 

      ～「～「～「～「ブックトークブックトークブックトークブックトーク」」」」についてについてについてについて～～～～    

    ある一つのテーマに沿って，トークで繋ぎながら何冊かの本を順番に紹介する読書

案内方法で，本のコマーシャルとも言われています。 

本市では，これまで市内の小学校３年生を対象として，申込のあった学級に図書館から司書

が出向き，５～６冊の本の紹介を行ってきました。所要時間は約４０分で，①植物のふしぎ ②

たからもの ③日本の昔話，世界の昔話 ④ともだち ⑤町たんけんの５テーマの中からの選

択制により実施しています。テーマによっては，国語以外に社会，理科，道徳の時間への導入

も可能となります。 

ブックトークは，子どもたちに，その本そのものや，著者や関連分野等への興味，新しい世

界や考え・経験を探るために役立ちます。そのため，対象者を様々なことに興味・関心を持ち

始める小学３年生から，中学３年生までに拡大し実施していきます。 
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４４４４    関係機関関係機関関係機関関係機関のののの連携連携連携連携    

 

≪≪≪≪現状現状現状現状とととと課題課題課題課題≫≫≫≫    

      本市の各機関における子どもと読書に関する取組は，それぞれの担当部署単独での実施が多くな

っています。したがって，読書活動をさらに豊かにしていくためには，関係機関同士やボランティ

ア団体等との連携が必要となります。 

現在，図書館における連携先の主な機関としては，各公共図書館間が中心となっています。各館

において，自館に無い資料を「茨城県図書館情報ネットワーク」により貸借し，市民への提供に努

めておりますが，今後も，子どもの読書活動に係る情報交換や調べ物への対応等，一層の連携・協

力が必要となります。 

 

    施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    

    

    

    

    

    

    

 

    

関係機関関係機関関係機関関係機関のののの連連連連携携携携におけるにおけるにおけるにおける具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組    

取取取取    組組組組    内内内内    容容容容    

①①①①    民間団体民間団体民間団体民間団体等等等等とのとのとのとの連携連携連携連携    

【【【【新規新規新規新規】】】】    

図書館が地域の読書活動を推進する民間団体やボ

ランティアグループ，ＮＰＯ等に対し，スキルア

ップのための情報提供や，読書活動への協力を呼

び掛けるなど連携に努めます。 

②②②②    学校学校学校学校とのとのとのとの連携連携連携連携    

【【【【新規新規新規新規】】】】    

これまでの図書館の学校支援策を踏まえ，図書館

と学校との連携について，司書教諭を中心とした

意見交換会を実施していきます。 

③③③③    市内市内市内市内のののの高校高校高校高校・・・・大学大学大学大学とのとのとのとの連携連携連携連携    

【【【【新規新規新規新規】】】】    

高校を通じ，図書館の利用案内やおすすめ本等の

情報を提供します。また，大学との連携に向けた

検討を始めます。 

④④④④    図書館間図書館間図書館間図書館間のネットワークのネットワークのネットワークのネットワークのののの活用活用活用活用    

【【【【継続継続継続継続】】】】    

    

「茨城県図書館情報ネットワーク」により，県内

の図書館と連携し，資料の提供のほか，子ども読

書活動に係る様々な情報交換等に努めます。 

家庭・地域・学校等のあらゆる場において，子どもの読書活動をさらに推進するため

には関係機関が連携を強化し，社会全体で読書活動を支えていくことが必要となります。 

したがって，図書館がその中核となり，家庭，地域の各施設，幼稚園・保育所・学校

等，民間団体等とのネットワークを構築し，さらに，国・県，他の教育機関とも連携を

しつつ，読書活動を確かなものにするよう推進に努めます。 
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５５５５    啓発啓発啓発啓発・・・・広報等広報等広報等広報等    

  
≪≪≪≪現状現状現状現状とととと課題課題課題課題≫≫≫≫    

国は子どもの読書を総合的に推進するため，平成１２年を「子ども読書年」とし，これを機に「こ

どもの読書週間」の期間を延長し（４月２３日～５月１２日），また，「子どもの読書活動の推進に

関する法律」（平成１３年公布・施行）により，４月２３日を「子ども読書の日」と定め，平成２２

年を「国民読書年」とするなど各種の取組を行ってきました。 

本市が行ったアンケート調査によれば，「子ども読書の日」や「国民読書年」を知らない方は７割

を超え，啓発や関連イベントの開催等が市民に十分行き届いていないという結果を示しています。 

図書館においては，「子どもの読書週間」や「読書週間」（10 月 27 日～11 月 9 日）における

行事や図書館まつりの開催，広報紙やホームページ，「図書館だより」等を通じた読書活動への啓発 

 に努めています。 

 

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向    

 

 

    

 

 

 

 

啓発啓発啓発啓発・・・・広報等広報等広報等広報等のののの具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組    

取取取取    組組組組    内内内内    容容容容    

    ①①①①    「「「「子子子子どものどものどものどもの読書週間読書週間読書週間読書週間」，」，」，」，「「「「子子子子どもどもどもども読書読書読書読書    

のののの日日日日」」」」等等等等ににににおけるおけるおけるおける啓発啓発啓発啓発・・・・広報広報広報広報    

    【【【【拡充拡充拡充拡充】】】】    

図書館において子どもの読書を推進する期間にあ

わせてチラシ作成やポスター掲示等を実施し，市

民が参加しやすい行事等の開催を計画します。 

②②②②    図書館図書館図書館図書館まつりまつりまつりまつり等等等等のののの実施実施実施実施    

    【【【【継続継続継続継続】】】】    

子どもから大人まで楽しみながら参加し，図書館

利用や読書への関心を持つ機会となるよう企画内

容を検討し，実施します。 

③③③③    様様様様々々々々なメディアをなメディアをなメディアをなメディアを活用活用活用活用したしたしたした情報提供情報提供情報提供情報提供    

【【【【拡充拡充拡充拡充】】】】    

様々なメディアを通じて，読書や図書館・おすす

め本の情報を提供するほか，関係機関・団体の読

書活動への取組等を広く市民に伝えて行きます。 

④④④④    優良図書優良図書優良図書優良図書のののの推奨推奨推奨推奨    

    【【【【継続継続継続継続】】】】    

県指定の，青少年のために特に有益な「優良図書」

の推薦に，図書館が積極的に関わるとともに，「優

良図書」の収集・提供・広報を行います。 

市民の子ども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，継続的に啓発・広報活動を行うことが大切です。

そのためには，本市の取組についてはもちろんのこと，県や他市町村の公共図書館や

公民館・学校・民間団体等の取組についても，図書館が主体となって様々な情報を収

集し，提供することが必要です。 
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学校 

 

 

 

 １１１１    推進体制推進体制推進体制推進体制とととと進行管理進行管理進行管理進行管理    

 

（（（（１１１１））））推進体制推進体制推進体制推進体制    

子どもの読書活動を効果的に推進するためには，家庭・地域・学校等のあらゆる場において， 

  それそれが役割を果たすことが大切です。 

さらに，図書館がその中核となり，各家庭，地域の各施設，幼稚園・保育所・学校等，民間 

団体等，国・県，他の教育機関との連携・協力を密にし，読書活動を確かなものにするよう推 

進に努めます。 

 

 

（（（（２２２２））））進行管理進行管理進行管理進行管理    

この計画を実効性のあるものにするため，毎年度各種施策の成果について，ヒアリング等を 

実施し進行管理に努めます。さらに，計画期間を平成２３年度～平成２７年度（５年間）とし 

ているため，５年後に計画の見直しを実施します。 

 

図書館 

 

地域（ボランティア） 

 

 

家庭 

 

行 政 

第４章 方策の実現に向けて 

子ども読書活動の推進体制 
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２２２２    目標値目標値目標値目標値    

 

市では，子どもの読書活動を総合的，計画的に推進するため，各市立小・中学校の学校図書館にお

ける近年の貸出冊数の伸び率，前述の学校読書調査結果，県内公共図書館の児童図書に関する状況等

をふまえ，下記のとおり目標値を設定します。 

特に，小学生については，重点事項を含めた各種の取組が最も反映される年代ととらえ，「不読者（注

６）率ゼロ%」を目指し，読書活動の推進に努めます。 

 

読書環境 指 標 区 分 現 状 平成 27 年度 

学校図書館 一人当たり貸出冊数 

小学校 ３０.８冊 ３４冊 

中学校 １０.８冊 １２冊 

家庭・地域・ 

 学校等 
不読者率 

小学校 ３.２％ ０％ 

中学校 ９.３％ ８.６％ 

高等学校 ３９.３％ ３１.０％ 

図 書 館 

児童図書（注７）貸出冊数 

図書館 

１１２,００１冊 ２2０,０００冊 

児童図書蔵書冊数 ７１,０１７冊 ９０,０００冊 

 

 

３３３３    財政面財政面財政面財政面のののの支援措置支援措置支援措置支援措置    

 

本計画に掲げられた各種施策を実施するため，必要な財政上の措置を講ずるよう努めます。 

 

    

    

    

    

    

    

（（（（注注注注６６６６））））不読者率不読者率不読者率不読者率        1 か月の間に全く本を読まなかった児童・生徒の割合 

（（（（注注注注７７７７））））児童図書児童図書児童図書児童図書        図書館の蔵書のうち，児童向け図書と紙芝居を合わせたもの 


