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は じ め に 

 
子どもの読書の大切さについては、多くの方が様々な場で述べています。読書は、

子どもの世界を広げ、今日の様々な困難な問題の解決につながる判断力を鍛えてくれ

ます。子どもたちに対し、現代の社会で生きるためのこうした基本的な力を身に付け

ることができるよう手助けすることは、私たち大人の重要な責務ともいえます。 

こうしたことから、三芳町では、子どもの読書活動の推進について早くから町立図

書館を中心に、学校・保育所などと連携し、積極的に取り組んできました。町立図書

館では、子どもたちに本や物語に親しむ機会を提供し、多くの親子に参加していただ

いています。学校では、本と出合う機会を積極的に設けてきたことで、子どもたちの

読書活動が広がっています。保育所（園）では、保育の中で、毎日絵本の読み聞かせ

を行っています。家庭での親子の読書をすすめるブックスタート（4 か月児が対象）

は、経験の豊富な図書館司書や読書支援ボランティアにより、とても丁寧に実施して

います。また、ブックスタートプラス（2 歳 6 か月児が対象）は、三芳町では他の市

町村に先駆けて取り組んでいます。このような活動には、読書支援ボランティアの協

力が欠かせませんが、三芳町では、図書館・学校・保育所（園）などでの読書推進活

動に多くの町民に参加していただいています。 

この“推進計画”では、これまでの読書活動推進の現状を確認し、さらに、子ども

の読書活動を充実させ、推進するための家庭・地域、学校、保育所（園）、図書館な

ど、それぞれの分野ごとにおける活動推進の方策と、それを実行可能とする施設・設

備その他の諸条件の整備・充実についての施策をまとめています。この施策を確実に

実現するためには、町民をはじめ、関係機関やその他の関係者など多くの方々のご協

力をいただくことが必要になります。皆様の一層のご理解をお願いすると共に、子ど

もの読書活動に関係する各方面においてご活用いただければ幸いです。 

なお、最後になりましたが、“三芳町子ども読書活動推進計画”をまとめるにあた

り、熱心に討議し、貴重な提言をいただいた“三芳町子ども読書活動推進計画策定委

員会”の委員の皆さまに深く感謝申し上げます。 

平成 24 年 3 月 

三芳町教育委員会教育長 
桑  原  孝  昭 
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第 1 章 子ども読書活動推進計画策定にあたって 

第 1 節 子ども読書活動推進計画の基本的な考え方 

1）推進計画の必要性 

三芳町では、ブックスタート（4 か月児が対象）に始まり、ブックスタートプラス

（2 歳 6 か月児が対象）、ぐりぐらタイム（6 か月児～小学生が対象）、としょかんく

らぶ（小学生が対象）、さらに、おはなし会など、子どもの発達段階に応じた積極的

な読書活動事業を実施し、大きな成果をあげています（この活動に対し、町立図書館

は平成 14 年度に“子ども読書活動優秀実践図書館”として文部科学大臣表彰を受け

ています）。 

一冊のすぐれた本を読むということは、読んだ人にとって貴重な経験を得ることで

もあります。本を楽しんだ子どもは、今まで以上に新しい感じ方を獲得し、新しい考

え方ができるようになります。リリアン・H・スミスは、“児童文学論”（石井桃子・

瀬田貞二・渡辺茂男訳、岩波書店、1964 年）の中で、“一冊でも、あるすぐれた本が

子どもの心に与えるはげしい衝撃は、まさに一つの実り、たしかな一経験である。こ

の経験は、あらゆる種類の印象にいちばん影響されやすいこの時代に、判断力とよい

好みとの基準を作りあげる力になる。”と述べています。 

他方、今日の社会は、テレビ、インターネット等の情報メディアの発達に代表され

るように情報化が急激に進行しています。こうした急激な社会環境の変化は、子ども

たちの生活に様々な影響をもたらしているだけではなく、情報化された社会の中で生

きていくために様々な知識が必要となっているともいえます。 

本来、読書は好奇心や知識欲から発する、自由で楽しい営みです。読書は極めて自

主的な個人的な活動です。そうであるとしても、自主的に子どもが読書するようにな

るためには、読書に親しむ環境作りに配慮することが大切です。多くの楽しい本や、

子どもたちの旺盛な知識欲を満たしてくれる本に囲まれた環境、また、適切な時期に

適切な本が手渡されるという状況、さらに、経験をつんだ司書によるちょっとした手

助けといったことは、進んで読書を行う態度を養う、という面で大きな助けとなります。 

平成 13 年に制定された“子どもの読書活動の推進に関する法律”の第 2 条（基本

理念）では、“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
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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。”とあります。 

こうした状況から、当町では、子どもの発達段階に応じた読書活動事業を“子ども

読書活動推進計画”に位置付け、施策を総合的かつ計画的に実施することが、子ども

の健やかな成長に資するという目的を果たすことにつながると考え、第 1 回目の計

画を策定することにいたしました。子どもの読書環境の整備、及び読書活動支援の更

なる充実のため、町の方針と合わせ、学校・家庭・地域・行政等が連携した具体的な

施策を明らかにすることを目的として策定するものです。 

乳幼児からの読み聞かせに始まり、“おもしろかった”、“わくわくした”という読

書体験を積み重ねることにより、読書は、生涯にわたって続く楽しい習慣となりま

す。町民の皆様や関係機関の皆様と連携を図りながら、広く子ども読書活動の推進を

していきます。 

 
2）推進計画の基本理念―子どもたちに読書の喜びを 

子どもたちに読書の楽しさ、喜びを伝えるために、子どもたちの身近に充実した読

書環境（設備・資料等）を整備すること、その環境と子どもたちを結びつけること、

またその役割を果たす人材を育て、配置することは、我々大人の責務であると考えます。 

そのため、“子どもたちに読書の喜びを”を基本理念に掲げ、本町で育つすべての

子どもが読書の楽しさに触れ、知る喜びを獲得する中で、自身の可能性を広げ、その

人生をより深く魅力的なものにしていく人間に成長できるよう、学校・家庭・地域の

きずなを大切にしながら、子どもたちの読書活動の推進に努めます。 

 
3）推進計画の構成 

推進計画では、子どもが読書に親しむ機会の充実を図るためには、家庭・地域、学

校、図書館などを通じた社会全体での取組みが必要であると考え、それぞれの分野ご

とにおける活動推進の方策を“第 2 章 子ども読書活動推進のための方策”として

まとめています。 

次に、子どもが読書に親しむ機会の提供と共に、それを実行可能とする施設・設備

その他の諸条件の整備・充実に努めることが大切です。“第 3 章 子どもの読書環境

の整備・充実”として、その施策をまとめています。 

さらに、子どもの読書活動の重要性について広く町民の理解を得ると共に、読書活

動についての関心を深めていく必要があります。また、特にそれぞれの年齢に適した
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本の紹介、ブックリストなど、子どもの読書に関連する様々な情報をまとめ、伝えて

いくことも大切です。こうした取組みについては、“第 4 章 子どもの読書活動に関

係する情報提供”としてまとめています。 

最後に、活動推進計画は、その進捗状況の確認、実行の評価などを行っていく必要

があります。こうした事項については“おわりに”で述べてあります。 

第 2 節 子ども読書活動推進計画の位置付け・対象・期間 

1）推進計画の位置付け 

この推進計画は、“子どもの読書活動の推進に関する法律”に基づき策定された国

の“子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画”及び“埼玉県子ども読書活動推

進計画”を踏まえ、さらに、“第 4 次三芳町総合振興計画”、“三芳町教育振興基本計

画”、“三芳町次世代育成支援行動計画”など、本町の関連する各計画と整合を図り、

策定しています。 

 
2）推進計画の対象 

この推進計画でいう“子ども”とは、おおむね 18 歳以下の子どもとし、こうした

子どもに対する読書活動を推進するための家庭・地域、学校、図書館などを通した取

組みについて策定します。また、そのためには、子どもが読書に親しむ機会の提供

や、施設・設備その他の諸条件の整備・充実が必要になります。こうした諸条件の整

備・充実についても対象とします。したがって、この推進計画の対象は子どもだけで

なく、保護者をはじめ、読書活動の推進に携わる学校、図書館、福祉、保健等の関係

機関、ボランティア団体等も対象とします。 

 
3）推進計画の期間 

この推進計画の期間は、平成 24 年度から平成 28 年度までの 5 年間とします。既

に実現し、継続しているもの、更にこの 5 年間で新たに実現したいものを取り上げ

ます。なお、5 年間では実現が困難と思われる事項であっても、重要な課題は、対象

とします。すぐに実現できないとしても、課題は課題として示しておく必要がある、

と考えたからです。 

子どもの読書活動は、社会情勢とも関係してきます。したがって、推進計画は、不

断の評価と見直しが必要であり、少なくとも、この推進計画の終了する平成 28 年度

には、計画の見直しを図ることとします。 
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第 2 章 子ども読書活動推進のための方策 

第 1 節 家庭・地域における取組み 

1）家庭の読書環境が最も大切 

子どもが最も本に触れる機会がある場所は家庭です。一番身近な読書環境です。ま

た一番影響力が大きいのも毎日過ごす家庭で、家庭こそ子どもが読書習慣を身に付け

る最も大切な場です。そこで、家庭内の子どもの近くに絵本などを置き、自然と本と

つきあう環境にすることは、とても重要なことです。 

 
子どもが読書習慣を身に付けるには、次の三つが大切です。（以下は、家庭だけで

なく、学校でも図書館についてもいえることです。） 

1 子どもの身近に、その子どもに適した、読んで楽しい本がそろえられている。 

2 子どもと一緒に、楽しんで本を読む大人が身近にいる。 

3 本を読むのに適した静かな環境や、ゆったりと読書を楽しむ時間がある。 

 

例えば、文字の読めない幼児に対し（あるいは文字が読めるようになっても）、絵

本の読み聞かせ（その方法は第 2 章第 4 節参照）を親が行う、あるいは親が子ども

と一緒に本を読むことは、子どもが本と出合うきっかけをつくるだけでなく、親子の

コミュニケーションを図り、愛情を育むことになります。児童文学の翻訳・研究に携

わり、また、家庭文庫などで子どもの読書活動に長年携わってきた松岡享子は、“え

ほんのせかい こどものせかい”（日本エディタースクール出版部、1987 年）の中で

“たしかに、子どもを本の世界にひきいれるのに、読んでやることほど必要な、そし

て着実に効果のあがる方法はありません。どうぞ一冊でも二冊でも、お子さんに本を

読んであげてください。”と述べています。また、親自身が読書をする、本と楽しん

でつきあっている姿を子どもに見せることは、子どもの意識を読書に向けさせるため

に大事なことです。 

 
2）家庭・地域で読書活動を推進するための取組み 

【現状と課題】 

子どもが読書に親しむ環境づくりに家庭や地域が取り組んでいくことが重要です。
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そこで、関係機関・関係団体が緊密に連携し、相互に協力しつつ、継続的に取り組ん

でいくことが求められています。 

これまで三芳町では、図書館を中心として、家庭や地域に働きかけを行い、多くの

成果を得てきました（図書館における取組みの詳細は第 2 章第 4 節参照）。しかし、

少子高齢化、核家族化、労働形態の多様化（母親の就労）、地域コミュニティの希薄

化など、子どもを取り巻く環境は厳しくなる中で、これまでに増して取組みの必要性

が高まっています。 

 
【今後の方策】 

①生涯学習課においては、家庭教育学級（PTA など）や家庭教育講座などの様々な

学習機会をとらえて、家庭や地域における子どもの読書環境の大切さの啓発、ある

いは家庭・地域における子どもの読書活動推進の学習に取り組みます。 

②公民館など生涯学習施設を中心に、地域の読み聞かせボランティアなどの自主的な

活動を支援すると共に、活動しやすい環境整備に努めます。 

③図書館及び保健センターの共催で、ブックスタート（4 か月児が対象）やブックス

タートプラス（2 歳 6 か児が対象）の活動を通し、乳幼児に対する本との出合いを

創出し、家庭における読書環境づくりを進めています（詳細は第 2 章第 4 節参

照）。引き続き、この活動に取り組みます。 

第 2 節 学校における取組み 

1）子どもの読書活動推進における学校の役割 

日々の生活の中で本と出合う機会の少ない子どもでも、義務教育現場である小中学

校で本を読んでもらったり、調べ学習で本を使ったりすることで、本に親しむことが

できます。学校は、より多くの子どもたちに読書の喜びを伝えることができる大切な

場所です。 

小中学校の国語科の学習指導要領においては、児童生徒の発達段階に応じて、“楽

しんで読書しようとする態度を育てる”ことや、“読書に親しみものの見方や考え方

を広げようとする態度を育てる”ことなどが目標として掲げられており、国語科のな

かでは従来から読書活動が行われています。 

また、その他の教科や特別活動・総合的な学習の時間において、調べ学習など多様

な学習活動を展開していくために、“学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を

図り、児童・生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実する”ことが求めら
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れています。 

このように学校は、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お

り、学校全体で組織的・計画的に読書活動を推進していくことが求められています。 

 
2）文部省の委嘱研究と三芳町学校図書館教育推進委員会 

三芳町では、これまでに文部省の読書活動についての委嘱研究を行っています。 

平成 7・8 年度、唐沢小学校が“文部省読書指導研究指定校”となり、“児童の読

書意欲を高めるための学校図書館活用法の研究”に取り組みました。また、平成 

10・11・12 年度には、“文部省学校図書館情報化・活性化推進モデル地域事業研

究”を委嘱され、“三芳町学校図書館教育推進委員会”（事務局／学校教育課）を設置

して、学校教育課、小中学校、町立図書館が連携して、子どもの読書活動推進に関す

る研究及び実践活動に取り組む体制を整えました。学校図書館への司書配置も順次進

められ、平成 10 年度には町内小中学校全校に司書が配置されました。司書の配置に

より学校図書館の整備がすすみ、司書の読書案内や声かけで貸出冊数が増え、調べ学

習など授業に学校図書館を活用する教員も増えました。今一度、このような取組みの

経験から学び、こうした取組みでの成果を確認しておく必要があります。 

 
3）小学校における読書活動への取組み 

【現状と課題】 

週に 1～2 回、“朝読書”を実施し、本を読む習慣付けの活動に取り組んでいま

す。このうちの年数回を、担任・担任外の教員、学校図書館司書、読書支援ボランテ

ィアによる読み聞かせやブックトークの時間に充て、子どもたちは、物語をじっくり

聞いて味わったり、様々な本との出合いを楽しんだりしています。 

また、年に 1～2 回、読書週間、読書月間を定め、子どもの読書活動を啓発する取

組みを行っています。この期間には、各教室で“読書の木”（模造紙に大きな木を書

き、木の枝の部分に、児童一人一人が自分が読んだ本などの題名を記入した葉っぱ型

の紙を貼り付けていく）の掲示、担任・担任外の教員や学校図書館司書による読み聞

かせ、図書委員児童による読み聞かせ、図書委員会発行の“図書新聞”で児童や教員

のおすすめの本の紹介、児童朝会での図書委員おすすめ本の発表、“しおりまつり”

（本を借りた児童に図書委員手作りのしおりを進呈する）などを実施しています。 

子ども読書の日（4 月 23 日）関連事業としては、担任による一斉読み聞かせなど

を行う“学校で‘よもよも day’”を全小中学校で実施しています。他に、高学年児

童が低学年児童に 1 対 1 で読み聞かせを行う“縦割り読書”を年 1 回実施している
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小学校もあり、各校が工夫をこらして子どもと本を結ぶ取組みをすすめています。 

 
【今後の方策】 

①各学校では、教員や学校図書館司書による読み聞かせやブックトークに加え、読書

支援ボランティアによる読み聞かせ活動も推進させ、子どもが“本を読むのは楽し

いことだ”と実感できる機会を増やすように努めます。好んで本を読む子とほとん

ど読まない子が二極化しつつある状況下で、本に興味を示さない子どもの気持ちを

動かすには、あらゆる機会をとらえて本と親しめる場を創出していく必要がありま

す。 

②各学校では、子どもが日常的に本に出合えるように、教室に置く“学級文庫”の質

と量の充実にも努めます。その第一歩として、平成 24 年度から“みよしっ子！み

んなで読もう、この 1 冊！”（後述の 5 項を参照）を実施します。各教室の学級文

庫に学年ごとの推奨図書を毎年 1 冊ずつ追加していき、多くの児童生徒にその 1 

冊が読まれるように、担任が読み聞かせたり紹介したりしていく取組みです。 

 
4）中学校における読書活動への取組み 

【現状と課題】 

中学生の読書量は小学生のそれと比べ、著しく減少しているのが一般的傾向です。

部活動が始まったり、学習内容が難しくなって家庭学習や塾通いの時間が増えたりし

て、本を読む時間と心の余裕がなくなってしまうことがその原因の一つと考えられま

す。 

本が読める静かな時間を保証する“朝読書”は、中学生に読書の楽しさを思い出さ

せ、それを習慣づけていく大切な取組みです。三芳町では今、町内すべての中学校で

ほぼ毎日、朝読書を実施しています。朝読書で生徒たちの心が落ち着き、気持ちよく

授業に入れるようになったことも、この取組みの成果の一つです。 

また、年に 1～2 回、読書週間、読書月間を定め、生徒の読書活動を啓発していま

す。この期間は、図書委員会活動を活発化させ、読書週間・読書月間のポスターの作

成と掲示、“読書の木”の掲示、委員会発行“図書新聞”における生徒・教員の推薦

図書紹介、昼の放送での新刊本紹介、“しおりまつり”など、図書委員を中心とした

取組みを展開させています。他に、“感想文コンクール”（毎年実施）における優秀作

品の原稿を校内に掲示したり、生徒朝会で受賞者が発表する学校もあり、各校それぞ

れ工夫をこらした取組みを実施しています。 

子ども読書の日（4 月 23 日）の関連事業としては、教員の読み聞かせ、学校図書
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館司書のブックトークなどを行う“学校で‘よもよも day’”をすべての中学校で実

施しています。 

 
【今後の方策】 

①各学校では、生徒の読書意欲を刺激する機会を増やすように努めます。朝読書が定

着し、本を手に取らないという生徒はほとんどいなくなりました。しかし、中には

“読みたい本がない”などの理由で、本を広げていても読書を楽しんではいない生

徒もいます。今後は、担任・担任外の教員がおすすめの本について話をする、ま

た、学校図書館司書がブックトークを行うなど、読書意欲を刺激するように努めま

す。 

②各学校では、平成 24 年度からは小学校と同様、“みよしっ子！みんなで読もう、

この 1 冊！”（後述の 5 項を参照）を実施し、学級文庫の質と量の充実に努めま

す。 

 
5）三芳町学校図書館教育推進委員会の活動 

【現状と課題】 

平成 10 年に設置された“三芳町学校図書館教育推進委員会”は、学校教育課を事

務局とし、小学校 5 校、中学校 3 校から司書教諭（図書主任）と学校図書館司書が 1 

名ずつ、校長会から 1 名、教頭会から 1 名、町立図書館司書 1 名で構成されていま

す。ここでは、各校における読書活動を推進する取組みの情報交換を行い、町内全小

中学校で一斉に取り組む活動計画を策定しています。平成 23 年度には、平成 24 年

度から各教室の学級文庫に推奨図書を加える“みよしっ子！みんなで読もう、この 1 

冊！”の取組みに備えた活動を行いました。 

この会の下部組織として、学校図書館司書と町立図書館司書を対象とした“司書連

絡会”（事務局／学校教育課）があり、月 1 回、情報交換と研修を目的に集まってい

ます。この会では、グレード別おすすめ本を紹介する“みよし司書通信‘よもよ

も’”を年 2 回発行し、全校児童生徒に配布しています。 

 
【今後の方策】 

①“三芳町学校図書館教育推進委員会”は、町内小中学校における子ども読書活動を

共に推進させる上で大変貴重なネットワーク機関です。“同委員会”においては、

学校同士が情報を交換・共有し、啓発し合いながら子どもたちの読書活動をより一

層啓発する取組みができるよう努めます。 
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6）町立図書館との連携及びボランティアとの協働への取組み 

【現状と課題】 

平成 20 年度の中央図書館コンピュータ・システムの更新に伴い、学校図書館シス

テムを立ち上げ、中央図書館サーバーで管理しています。学校図書館システムでは、

児童生徒の貸出管理と蔵書管理を行っています。このシステムを利用し、司書により

他校の蔵書検索や町立図書館の蔵書検索などもできます。 

小中学校と町立図書館は、“三芳町学校図書館教育推進委員会”（年 3 回）、“司書

連絡会”（月 1 回）で情報交換を定期的に行いながら、連携事業を展開させていま

す。特に“司書連絡会”は、町立図書館司書が図書情報や読み聞かせ、ブックトーク

などの技術向上に関する情報やアドバイスを提供し、学校図書館司書が各校の読書環

境状況や調べ学習のテーマを町立図書館に伝えるといったもので、連携をすすめる上

で欠かせない機関となっています。 

連携事業としては、中央図書館の児童図書を“学級文庫”用に借りることができる

“団体貸出”、町立図書館司書を小中学校に招く“ブックトーク訪問”が早くから続け

られてきました。 

学校と図書館との連絡係を担っているのが、学校図書館司書です。教員から依頼を

受けて授業に使用する図書を町立図書館から借りたり、ブックトーク実施日の日程調

整を行っています。 

ボランティアとの協働となる取組みとしては、PTA や地域ボランティアが児童に

読み聞かせを行う活動が、十数年前に一つの小学校で始まり、現在は三つの小学校で

行われています（第 2 章第 5 節参照）。ボランティアが、子どものために丁寧に選ん

だ本を心を込めて読み聞かせるというこの取組みにより、子どもたちは様々なタイプ

の本と出合い、地域の大人たちの愛情に触れることができます。同時に学校内にも、

地域と共に子どもを本好きにしようという機運が高まります。読み聞かせボランティ

アを養成する講習会には、町立図書館司書が講師として協力しています。 

 
【今後の方策】 

①各学校では、学校における読み聞かせボランティアとの協働の取組みを継続し、成

功させるよう努力します。読み聞かせボランティアとの協働の取組みは、徐々に広

がりを見せ、平成 24 年度には四つの小学校で実施されます。 

②“三芳町学校図書館教育推進委員会”及び町立図書館では、学校における読み聞か

せボランティアとの協働の取組みを成功させるために、担当教員や学校図書館司書
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がボランティアとの連絡窓口となり、この取組みが円滑に実施できるように努めま

す。そのためには、教職員がボランティアと協働で行うことの意義を理解して協力

することが求められます。また、“三芳町学校図書館教育推進委員会”は、町立図

書館の協力を得ながら、ボランティアが読み方の技術向上を目指すだけではなく、

学校で読み聞かせ活動を行う際の心構え、本選びに関する注意点などを学ぶ研修の

機会を、定期的・継続的に提供するように努めます。 

第 3 節 保育所（園）等における取組み 

1）保育所（園）における取組み 

【現状と課題】 

三芳町の保育所（園）では、毎日の保育の中で絵本と触れあう機会をできるだけつ

くり、子どもが読書に親しむようにしています。 

保育所（園）での絵本との触れあいについては、子どもの発達段階（年齢）に応じ

て、保育所保育のねらいや配慮しなければならない事項のガイドラインとして厚生労

働省により作成されている“保育所保育指針”でも重視しています。“同解説書”に

は、“保育士等は、生活の中で、子どもが言葉に親しむことのできる環境を整えると

ともに、日頃から言葉への感覚を豊かに持つことが望まれます。また子どもが美し

い、おもしろい、楽しいと感じていることに気付く感受性の豊かさも必要です。子ど

もの興味や好奇心を満たすような絵本や詩や歌などを通し、言葉の世界を味わいなが

ら、子どもが言葉への豊かな感覚を身に付けていくことができるようにしていきま

す。”との記述があります。 

こうしたことから、保育所（園）では、次のような取組みをしています。 

・クラス保育又は全体保育の中で、絵本の読み聞かせや紙芝居を取り入れた保育を

行っています。人数等も考慮し、大型紙芝居、大型絵本も活用しています。 

・読書支援ボランティアの協力を得て、読み聞かせ等も実施しています。 

・子どもたちが自由に絵本が見られるようなコーナーを設けています。 

・親子で選んで借りていける貸出コーナーを設けています。 

・町立図書館に出向き絵本に触れ、自分で好きな絵本を選んで借りてくるというこ

とも積極的に行っています。 

・保育中に読んでもらった今日の絵本を紹介するコーナーも設け、保護者にもわか

るような取組みもしています。 

乳幼児期には好奇心や探究心を高め、言葉や文字を習得する、あるいは発想と表現
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などの知的な発達を促したりするためにも、子どもの発達段階に応じて、絵本との関

わりについて計画的に取り組んでいくことが大切です。保護者と一緒に絵本に親しむ

工夫も必要です。 

そのためには、保育士がどんな絵本を読んだらよいのか、その絵本の選定や、読み

聞かせの知識と技能が必要で、それらに関する情報提供や、習得するための学習の機

会をつくることが求められています。 

 
【今後の方策】 

①保育所（園）では、一日の生活の中で、子どもたちが豊かなイメージを広げていけ

るよう配慮しながら、絵本の読み聞かせ、紙芝居などを取り入れた保育を行いま

す。 

②保育所（園）では、図鑑で調べたり、文字を読む楽しさや、話を聞いたり、伝えた

りできる体験の場を増やし、その環境を整えていきます。 

③保育所（園）では、身近な図書館を活用し、地域の読書支援ボランティアによる読

み聞かせの機会を充実します。 

④保育所（園）では、保育所（園）内の図書の充実を図ります。 

⑤保育所（園）では、保育所（園）の職員研修の充実を図り、本の知識や読み聞かせ

の技能を高めるよう努めます。 

⑥保育所（園）では、保護者に対し、読み聞かせ等の大切さや意義、絵本選定などに

ついて、具体的な方法を工夫しながら情報提供を行います。保護者自身も聞き手に

なれるような場面づくりも心がけます。 

⑦町立図書館の協力を得ながら、保育所（園）あるいは幼稚園との連携・交流を図

り、子ども読書活動に関係する情報の共有化に努めます。 

 
2）子育て支援センター、児童館、学童保育室における取組み 

【現状と課題】 

子育て支援センターでは、絵本の読み聞かせを行っています。また、町立図書館司

書を講師として親子での絵本の楽しみ方の講座などを実施し、地域の親子を対象とし

た取組みも行っています。 

児童館では、“あそびのへや（乳幼児親子の集団遊び）”において、絵本の読み聞か

せや紙芝居を見せています。また、“児童館図書室（自由閲覧）”には、児童書・コミ

ック本・マンガ月刊誌・紙芝居などが置いてあり、よく利用されています。児童館

は、地域における児童・乳幼児親子の子育て支援を行い、遊びや様々な活動を通して
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子どもを心身共にすこやかに育てることを目的とした施設です。図書室も設置されて

いますが、気軽に活用できることが望ましく、そのための施設管理、運営が求められ

ています。 

学童保育室では、おやつの時間・昼寝前に絵本の読み聞かせや紙芝居を見せていま

す。各保育室には、コミック本・絵本などを 100 冊くらい常時置いてあり自由に読

書をさせています。 

 
【今後の方策】 

①子育て支援センターでは、親子での絵本の楽しみ方の講座を引き続き開催し、絵本

の読み聞かせなどの大切さや意義を広く普及するよう努めます。 

②児童館では、子どもたちが集まる場であることから、町立図書館との連携を図りな

がら、子どもに適した本を提供していくよう図書室の整備に努めます。 

③児童館では、“あそびのへや”の乳幼児親子又は普段来館している親子に対して、

絵本の読み聞かせや紙芝居、ペープサート（紙に描いた切り抜きの絵を使用した人

形劇）、エプロンシアター（布で作った人形を用いて、自分の胸あて式エプロンを

舞台に演じる人形劇）などを今後も引き続き行い、お話や言葉の世界に対する興

味・関心を広げ、親子共に楽しんでもらえるよう努めます。 

④学童保育室では、集団生活の中で、読書ができる落ち着いた空間と時間を保証し、

児童の成長にあった本を提供するよう努めます。 

⑤学童保育室では、おやつの会や昼寝の前など機会をとらえ、職員が読み聞かせや紙

芝居を見せることはもちろん、子どもたちの手作り紙芝居やその発表、絵本の読み

聞かせなど、子どもが自発的に活動できるよう積極的に取り組んでいきます。 

第 4 節 町立図書館における取組み 

1）子どもの読書と図書館の役割 

子どもの読書活動を推進するにあたり、図書館の果たす役割には大きなものがあり

ます。平成 13 年に文部科学省から告示された“公立図書館の設置及び運営上の望ま

しい基準”でも、“児童・青少年に対するサービスの充実に資するため、必要なスペ

ースを確保すると共に、児童・青少年用図書の収集・提供、児童・青少年の読書活動

を推進するための読み聞かせ等の実施、情報通信機器の整備等による新たな図書館サ

ービスの提供、学校等の教育施設との連携の強化等に努めるものとする。”と述べて

います。 
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このように、いくつかの取組みが必要ですが、なかでも、子どもに読書の楽しみを

伝える方法には、主なものとして三つあります。読み聞かせとストーリーテリング

（お話、素話（すばなし）、語り）とブックトークです。この三つは、多くの図書館で

行われていますし、三芳町立図書館でも積極的に取り組んでいますので、まず、その

方法、役割などについてまとめておきます。 

（1）読み聞かせ “読み聞かせ”とは、大人が子どものために本を読んであげるこ

とです。聞かせるという使役の意味合いが好ましくないという向きもありますが、図

書館界ではほぼ定着した用語です。実際は強制的な意味合いはなく、子どもの希望に

沿って一緒に本を楽しみます。 

（a）読み聞かせの意義  読み聞かせは“聞く読書”です。赤ちゃんやまだ本を

読めない幼児でも、読んでもらうことで本の世界を楽しめます。じっと聞くことで、

自分で読むよりも情景や人物の心の動きを丁寧に思い描くことができ、読書の基礎と

なる“イメージして楽しむ力”が育ちます。本が読めるようになった子どもにも積極

的に行うべきで、実際、高学年や中学生も耳を傾けて楽しみます。読み聞かせには、

次のようなよさがあるからです。 

・文字を読むという煩わしさ抜きに、本に書かれた世界を楽しむことができます。

読み聞かせを楽しんだ子どもは、高い確率で本に親しみを覚えます。 

・耳から音声を聞くことによって、黙読では気づきにくい言葉の響き、文章のリズ

ムが楽しめます。楽しみながら言語感覚もはぐくまれます。 

・読み手の感動や解釈がその声を通して伝わるので、子どもはイメージを描きやす

く、本の世界を深く味わうことができます。 

・読み手が子どもの反応をとらえながら読み進めるので、一方的に流れるテレビ映

像などを見るときと違い、子どもは自分のリズムで本を味わうことができ、能動

的に本の世界に入っていくことができます。 

・子どもは、読み手の本に対する思いを受けとめて本が面白いものだと信頼しま

す。また、読み手と感動を共有し、心のきずなを強めることができます。 

（b）図書館や学校で読み聞かせをするために  読み手とそこに集まった子ども

たちみんなが心を一つにして 1 冊の本を楽しむのが集団での読み聞かせです。みん

なの感動が合わさり、子どもも読み手も、一人で読むとき以上の感動を味わいます。

これをきっかけに本が好きになる子どもが大勢います。 

自由に行う家庭での読み聞かせと違い、複数の子どもを集中させて本の世界に引き

込む読み聞かせを行うには、学習と訓練が必要です。基本図書など子どもたちに出合

わせたい絵本や本を知るように努力し、その中から読み聞かせに向く本を選び、作品
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の魅力が自然に伝わるように読んでいきます。絵本の場合は、本の持ち方、ページの

めくり方なども大切なポイントです。大変そうに思えますが、研修を受けながら前向

きに実践をつむうちに、自然に上手な読み聞かせができるようになります。子どもた

ちと感動を共有できたときの喜びは大きく、読み聞かせの活動を生きがいとする読み

手も少なくありません。 

（2）ストーリーテリング ストーリーテリングとは、図書館員などが子どもたち

に、本に収録された昔話や物語を覚えて語ることです。耳から聞いて楽しんだ子ども

が、文学に親しみを覚え、本を読みたいと思うようになることを期待して行います。 

（a）ストーリーテリングの意義  “聞く読書”を楽しむという点で、ストーリー

テリングと読み聞かせは共通しています。読み聞かせにおける“文字を読む煩わしさ

抜きに本の世界を楽しめる”、“作品を深く理解できる”、“人間的きずなが強まる”な

どのよさがストーリーテリングにも当てはまります。また、ストーリーテリングで

は、語り手が作品を自分のものにしてから語るので、その思いや解釈がより伝わりや

すいこと、本を使わないので語り手と聞き手の視線が合いやすいことがあり、読み聞

かせとはちがう感動が生まれます。聞いている子どもは、本の挿絵にしばられること

なく独自の世界をイメージして楽しみます。聞くことに集中し、言葉の響きや表現に

も敏感になります。こうして文学を楽しむ素地が自然に育ちます。 

（b）図書館や学校でストーリーテリングをするために  図書館などでのストー

リーテリングの目的は、物語を伝えることです。大げさな声色や話芸で聞き手を引き

付けるのではなく、話に身をゆだねて素直に語っていきます。読めば自然に楽しめる

のに耳から聞くとわかりにくいというお話もあり、素材選びが重要です。お話自体に

魅力があり、子どもが楽しめる、語るに値する素材を選びます。選んだら、文章を覚

え、そらで語れるように練習を繰り返します。暗唱するのではなく、お話の世界を思

い描きながら伝えるように語ります。大変な作業ですが、聞き手にも語り手にもその

労力に値するだけの喜びを与えてくれます。 

（3）ブックトーク ブックトークとは、テーマを決めるなどしてあらかじめ用意

した数冊の本を、お話の流れに沿って読みたくなるように紹介することです。前もっ

て準備をし、学校のクラスなど予定した一定の集団に向けて 30～40 分位で行うのが

正式なブックトーク（アメリカでは formal booktalk）と呼ばれるものです。一般的

には、1 回で 5～7 冊紹介します。最近では、読み聞かせの後で特にテーマを決めず

数冊紹介することや、おすすめの本 1 冊だけ内容をかいつまんで説明することも、

広くブックトークと呼ぶ傾向にあります。 

（a）ブックトークの意義  ブックトークは、子どもの本に対する興味を喚起
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し、読書のきっかけをつくる目的で行います。紹介する本を読んでもらうことを期待

して実施しますが、即座に本に結びつかなくても、紹介者の本に対する愛着や信頼の

念が伝わり、世の中には面白そうな本がたくさんあると気づかせることができれば、

広い意味で目的を達したといえます。一つのテーマから様々なジャンルの本へと展開

されるブックトークを楽しんだ子どもの多くは、視野を広げる面白さに気づき、読書

の領域を広げていきます。すでに読書に親しんでいる子どもに対しても、読書活動の

質を高めることができる有効な方法です。 

（b）ブックトークをするために  まず、ブックトークの計画を立てます。テー

マを決め、本を選び、構成を考えます。あらすじを紹介する本、印象的な写真だけを

見せて簡単に紹介する本、風呂敷の結び方などそこに掲載されている事柄を実演しな

がら紹介する本、というようにメリハリをきかせて構成します。タイムテーブルと台

本をつくり、練習を重ねてから実施します。特に重要なのは、本選びです。対象とな

る子どもの関心事や読書力を考慮し、基本図書を中心に、紹介するに値する本を選び

ます。ブックトークを行うには、多様なジャンルにおける良質な児童書を数多く知っ

ておくことが必要です。読めば面白いのに地味な装丁のために手に取られにくい本

も、ブックトークによって多くの子どもに読まれます。子どもにとってブックトーク

は、自分たちが知らなかった“心に残る面白い本”と出合える楽しい時間です。 

 
2）子どもに本や物語に親しむ機会を提供する取組み 

【現状と課題】 

テレビや電子ゲームに囲まれた生活の中で、本を読む楽しさを味わったことがない

子どもたちに、“読みなさい”とすすめてもすぐに読むようにはなりません。彼らが

進んで本を手に取る状況をつくるには、子どもたちが、本や物語を心から楽しむこと

のできる機会を繰り返し提供する必要があります。前述したように、“読み聞かせ”

は、本に親しんでいない子どもに“本とは面白いものだ”と気づかせてくれます。ま

た、お話の流れに乗せて楽しく本を紹介していく“ブックトーク”は、“何を読んだ

らいいかわからない”、“面白い本なら読んでみたい”と考える子どもの読書意欲をか

きたててくれます。 

三芳町立図書館では、平成 2 年の中央図書館開館以降、読み聞かせやブックトー

クで本や物語に親しむ機会を提供する事業を積極的に実施してきました。対象年齢を

細やかに分け、子どもたちの聞く力・読む力が伸びるように工夫をこらしたプログラ

ムを組んでいます。これらの事業には保護者同伴の参加もあるので、家庭での読み聞

かせを積極的に行うよう勧めることも心がけています。 
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平成 22 年度は、こうした事業を全 125 回（うち竹間沢分館 20 回）開催し、延べ 

2358 人（うち竹間沢分館 205 人）の参加がありました。（主な事業名称の後ろの括

弧内は、対象とする子どもの年齢です。） 

〈平成 22 年度開催の主な事業〉 

（1）中央図書館開催 

ぐりぐらタイム（6 か月～1 歳） ········· 月 2 回 年 23 回 参加者延べ 542 人 

ぐりぐらタイム（2 歳～） ·················· 月 2 回 年 23 回 参加者延べ 338 人 

ぐりぐらタイム（3 歳～小学生） ········· 月 2 回 年 23 回 参加者延べ 274 人 

としょかんくらぶ（小学 1, 2 年生） ····· 月 1 回 年 8 回 参加者延べ 240 人 

としょかんくらぶ（小学 3～6 年生） ··· 月 1 回 年 8 回 参加者延べ 248 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ぐりぐらタイムでの絵本の読み聞かせ 

（2）竹間沢分館開催 

ぐりぐらタイム（6 か月～3 歳） ········· 月 1 回 年 10 回 参加者延べ  79 人 

スイミーおはなし会（4 歳～） ············ 月 1 回 年 10 回 参加者延べ 126 人 

 
他に、ストーリーテリング中心のおはなし会（年 4 回、参加者延べ 110 人）、人形

劇・読み聞かせなどで本を多数紹介するクリスマス会（年 4 回、参加者延べ 243 

人）、科学の本を紹介する科学工作教室（年 2 回、参加者延べ 66 人）などを実施し

ています。 
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【今後の方策】 

①町立図書館では、子どもに本や物語に親しむ機会を提供する事業に、より多くの子

どもが参加できるように努めます。また、中央図書館から離れている地域でも事業

を開催し、より多くの子どもや子育て中の親が参加できるように努めます。 

②町立図書館では、子どもに本や物語に親しむ機会を提供する事業の内容の充実に努

めます。楽しい時間であると共に、聞く力・読む力が自然に育つ内容にするように

努めます。 

③町立図書館では、こうした事業を充実したものにするよう、児童担当司書及び担当

職員の専門知識と技術を高める研修機会を増やします。 

 
3）ブックスタート及びブックスタートプラス 

【現状と課題】 

町立図書館では、子ども読書活動推進を啓発する家庭対象事業として、本を介して

親子で心豊かな時間を持つことを推奨する“ブックスタート”（4 か月児対象）と

“ブックスタートプラス”（2 歳 6 か月児対象）を保健センターとの共催で実施してい

ます。 

“ブックスタート”は、4 か月児健診会場の一角で図書館スタッフ（職員と有償ボ

ランティア）が親子一組ずつに本を読んで聞かせ、家庭でもすぐに実践できるよう絵

本を 1 冊進呈するものです。町立図書館の推薦絵本リスト“あかちゃんのためのフ

ァーストブック”を一緒に手渡し、図書館の“赤ちゃん絵本コーナー”や乳幼児向け

行事の説明も行います。“4 か月児に絵本がわかるのか”と考えていた親は、その場

の読み聞かせで、赤ちゃんが絵本に興味を持って見入ることに驚き、“家でも読んで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ブックスタートでの絵本の読み聞かせ 
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やりたい”とうれしそうに帰っていきます。 

 
また、平成 23 年 6 月から、2 歳児歯科健診時に“ブックスタートプラス”を行っ

ています。2 歳後半から 6 歳ぐらいの幼児期は、“読み聞かせの黄金期”とも呼ばれ

ます。空想物語の中に自然に入り込むことができ、絵本の絵と物語を存分に楽しむこ

とができる貴重な時期です。ブックスタートプラスは、本好きな子どもを育てるチャ

ンスである幼児期にこそ、家庭での読み聞かせを実施してほしいと願い行うもので

す。仕事の関係などで子どもと過ごす時間が減っている親や、ブックスタートで読み

聞かせを始めたが中断してしまった親に向けても、再度、幼児期の読み聞かせの大切

さを伝え、親子で絵本を楽しむ喜びを感じてもらいます。 

進呈する絵本や絵本リストの内容は異なりますが、実施している内容は、ブックス

タートと基本的に同じです。 

いずれも本来の健診時に欠席した親子は、3 か月後までのブックスタートやブック

スタートプラス実施日に同様のサービスを受けられます。 

ブックスタート開始以降、乳幼児向け絵本の貸出が急増し、乳児向け“ぐりぐらタ

イム”の参加も増えています。 

〈平成 22 年度の実績〉 

（1）ブックスタート（4 か月児） 年 12 回実施 延べ 284 人 

  三芳町新生児の 96.6％が参加しています。 

（2）ブックスタートプラス（2 歳 6 か月児） 年 12 回を予定 

  平成 23 年度から実施しています。 

 
【今後の方策】 

①町立図書館及び保健センターでは、ブックスタート及びブックスタートプラスの対

象者 100％への実施を目指します。保健センターと協力して周知を徹底させると共

に健診を受けなかった家庭への働きかけを行い、対象者全員への実施を目指しま

す。 

②町立図書館及び保健センターでは、ブックスタート及びブックスタートプラス担当

職員とボランティアの養成と資質向上を目指します。継続的な研修によりスタッフ

の読み聞かせの技術を向上させ、本の知識や乳幼児の発達過程を踏まえた適切なア

ドバイスができるスタッフの養成に努めます。 
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4）子どもの読書活動に関する啓発と読書支援ボランティアを養成する取組み 

【現状と課題】 

町立図書館では、保護者や地域住民を対象とした“子どもの本の講座”や“絵本作

家講演会”、学校や地域で活動している読書支援ボランティアを対象にした“読み聞

かせ講習会”などを開催しています。子ども時代の読書の大切さを認識し、子どもと

共に本に親しみ、子どもの読書活動を応援をする大人の輪を広げることを目的として

います。 

また、地域の子育てサークルやボランティアグループからの依頼に応じ、研修会や

おはなし会講師として職員を派遣しています。 

〈平成 22 年度開催の事業〉 

・絵本作家長野ヒデ子氏講演会  1 回 78 人 

・ボランティア主催研修会に講師派遣 2 回 延べ 63 人 

・ぐりぐらボランティア研修会議  2 回 延べ 29 人 

 
【今後の方策】 

①町立図書館では、保護者対象に、子どもの本と読書に関連する講座の充実に努めま

す。子育て中の親が参加しやすい保育サービス付きの講座を増やすと共に、中央図

書館から離れた地域でも講座を開催し、家庭への働きかけに努めます。 

②町立図書館では、ボランティア養成講座等の充実に努めます。図書館ボランティ

ア、学校読書ボランティアなどを対象とした講座を充実させると共に講師となる司

書の育成に努めます。また、講師派遣依頼の受付体制を整え、町民が依頼しやすく

なるように努めます。 

 
5）小中学校との連携を深める取組み 

【現状と課題】 

町立図書館では、小中学校に対して、次のような事業を行っています。 

（1）団体貸出サービス 学級文庫などに団体貸出サービスを実施しています。学

校への団体貸出サービスは、1 クラス 40 冊 90 日間です。 

（2）小中学校のクラスにブックトーク訪問 学校からの依頼に応じ、町立図書館

司書が小中学校のクラスに出向きブックトークを行っています。図書館の推薦図書を

楽しく紹介し、子どもたちの読書意欲を喚起することと、町立図書館を身近に感じて

もらうことを目的とします。 

このブックトークを実施する際には、対象となる子どもの年齢や読書力を考慮し、
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子どもたちが基本図書を中心とした様々な分野の本と出合えるように努めています。

平成 22 年度には、小学校 5 校 77 クラスを訪問、中学校 1 校 6 クラスを訪問してい

ます。 

（3）小学校の町立図書館訪問授業での利用案内 小学校の授業の一環として、教

師が児童を引率し町立図書館を訪問し、司書が、読み聞かせなどを交えながら町立図

書館の利用の仕方を説明します。授業内容に“全員が町立図書館の本を借りて帰る練

習”を組み込む小学校もあり、子どもたちが町立図書館に親しむ良い機会となりま

す。平成 22 年度は、3 校、9 クラスが来館しました。 

（4）町立図書館サーバーで学校図書館システムを管理 平成 20 年 9 月の町立図書

館のコンピュータ・システム更新時に、学校図書館のシステムを立ち上げ、町立図書

館サーバーで管理し始めました。学校図書館の図書発注データの取り込みなど、デー

タ管理上の作業の一部を町立図書館が行っています。学校図書館から町立図書館の蔵

書データをリアルタイムで見ることができます。 

 
【今後の方策】 

①町立図書館では、現在実施している小中学校に対する事業について、内容の充実を

図りながら継続して取り組みます。 

②町立図書館では、公共図書館と学校図書館がソフト面（人的）、ハード面（システ

ム）共に連携できている現在の恵まれた環境を活かし、子どもと本をつなぐ効果的

な取組みや読書環境整備に努めます。 

③町立図書館では、夏休み期間を利用して学校図書館司書や教職員と共に研修・交流

できる機会を持つように努め、学校との連携を深めます。 

 
6）“子どもの読書ネットワーク”を構築する取組み 

【現状と課題】 

町立図書館は、団体貸出利用を希望する町内の子どもに関係する施設に対し、児童

図書を一定期間貸し出す“団体貸出サービス”を実施しています。小中学校（クラス

単位）、保育所（クラス単位）、学童保育室、民間幼稚園など、平成 22 年度は、延べ 

415 団体に、4012 冊を貸し出しています。 

連携事業としては、平成 23 年 4 月現在、町立図書館では、前述したようにブック

スタートとブックスタートプラスの保健センターとの共催、小中学校と連携した事業

に取り組んでいます。他に、保健センター、子育て支援センターの主催事業に講師を

派遣するなどの事業を行っています。今後は、学校・施設との連携を深めると共に、
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より多くの施設と連携した事業を展開させる必要があります。 

 
【今後の方策】 

①町立図書館では、子どもに関係する町の部署やその他民間施設との連携を積極的に

行い、町立図書館を中心とした“子どもの読書ネットワーク”（下図及び次ページ

の図を参照）を構築するように努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの読書ネットワーク 1（コンピュータと図書の移動に関係するもの） 

②町立図書館では、町内保育所（保育園）、児童館などの職員に本の情報等を提供す

る学習会を定期的に開催し、学習機会と交流を深める場を増やします。 

第 5 節 読書支援ボランティア活動推進の取組み 

1）子どもの読書活動推進と読書支援ボランティア 

子どもの読書活動推進に読書支援ボランティアを活用することについては、平成 

13 年に文部科学省から告示された“公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準”

で次のように述べています。 

“国際化、情報化等社会の変化へ対応し、児童・青少年、高齢者、障害者等多様

な利用者に対する新たな図書館サービスを展開していくため、必要な知識・技能

等を有する者のボランティアとしての参加を一層促進するよう努めるものとす 
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る。そのため、希望者に活動の場等に関する情報の提供やボランティアの養成の

ための研修の実施など諸条件の整備に努めるものとする。なお、その活動の内容

については、ボランティアの自発性を尊重しつつ、あらかじめ明確に定めておく

ことが望ましい。” 

また、読書支援ボランティアや新たに希望する人に対して、必要な知識・技術の情

報提供や、習得するための学習の機会をつくることも大切です。ボランティア活動で

気をつけたい点として、“図書館ボランティア”（図書館ボランティア研究会編、丸

善、2000 年）では、専門性、学習性、責任性、信頼性の 4 点をあげています。具体

的には、ボランティアしようとする分野についての理解や知識・技術が求められる、

ボランティア活動はそれを通じて学ぶ体験学習でもある、ボランティア活動だからと

子どもの読書ネットワーク 2（人のつながりに関係するもの） 
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いって責任が免除されるわけではない、ボランティア活動は、相手との信頼関係があ

って成り立つものである、ということです。こうした事項について、必要な情報を提

供していく必要があります。 

 
2）町立図書館における読書支援ボランティア活動推進の取組み 

【現状と課題】 

三芳町では、これまで町立図書館や学校図書館などにおいて読書支援ボランティア

が様々な活動を行い、子どもの読書活動推進に大きな役割を果たしています。 

町立図書館では、成長段階に応じた子どもと本を結ぶ事業を行っています（詳細は

第 2 章第 4 節参照）。読書活動支援のボランティアは、幼児・小学生からときには保

護者の大人も対象に、絵本の読み聞かせや紙芝居、ストーリーテリング、ブックトー

クなど多彩な行事を行い、活発な活動を展開しています（“読み聞かせ”、“ストーリ

ーテリング”及び“ブックトーク”の詳細は第 2 章第 4 節参照）。なお、町立図書館

が主になる事業のほか、保育所、保健センター、歴史民俗資料館（民家）などと連携

して行っている事業もあります。 

こうした事業に参加しているボランティアグループ又は個人には、次のようなもの

があります。（太字がボランティアグループ名です。行事名の後ろの括弧内には、開

催場所と年間の回数を示しています。） 

（1）ぐりぐらボランティア（町立図書館に個人登録、18 名） 

 ・ぐりぐらタイム（町立中央図書館、77 回） 

対象：6 か月～1 歳児、2，3 歳児、3～8 歳児の 3 クラス 

活動内容：図書館員と協力して、絵本の読み聞かせや紙芝居 

 ・竹間沢ぐりぐらタイム（竹間沢分館、10 回） 

対象：1～4 歳児 

活動内容：図書館員と協力して、絵本の読み聞かせや紙芝居 

 ・絵本ワールド（町立中央図書館、2 回） 

対象：1 歳児～小学生 

活動内容：図書館員と協力して、絵本の読み聞かせや紙芝居 

・三芳太陽の家おはなし訪問（三芳太陽の家（心身障がい者地域デイケア施設）、7

回） 

対象：太陽の家所員 

活動内容：図書館員と協力して、絵本の読み聞かせや紙芝居 

 ・ブックスタート（保健センター、12 回） 
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対象：4 か月児の親子 

活動内容：絵本の提供と共に図書館員と協力し赤ちゃんの読み聞かせを実演、待

合室でも読み聞かせ 

 ・ブックスタートプラス（保健センター、12 回） 

対象：2 歳 6 か月児の親子 

活動内容：ブックスタートと同じ、対象を 2 歳児にしたもの 

 ・えほんとにんぎょうのへや（町立中央図書館、2 回） 

対象：1， 2 歳児以上と 3～8 歳児の 2 クラス 

活動内容：ボランティア主体で人形劇・絵本の読み聞かせなど 

（2）スイミーおはなし会（団体、7 名） 

 ・スイミーおはなし会（竹間沢分館、10 回） 

対象：4 歳児～小学生 

活動内容：ボランティアが主になり、絵本の読み聞かせ・紙芝居・本の紹介 

（3）館内展示ボランティア（個人、1 名） 

・町立中央図書館の館内展示（随時） 

対象：館内展示 

活動内容：展示ケース内に手製の人形を展示し、本や物語の世界を紹介 

（4）おはなしサークルかにかにこそこそ（団体、15 名） 

・おはなし会、夜語り、学校おはなし訪問など（町立中央図書館、歴史民俗資料

館、唐沢小学校など、20 回（定例学習会を除く）） 

対象：幼児～大人 

活動内容：町立中央図書館だけでなく、歴史民俗資料館、唐沢小学校などにおい

て、昔話などの語り（ストーリーテリング）が中心 

このように町立図書館では、読書支援ボランティアが活発に活動しています。そこ

で、町立図書館では、読み聞かせ、ストーリーテリング、ブックトークなどに必要な

知識・技術の情報や、こうした技術を習得するための学習機会の提供等も行っていま

す。このような事業を継続すると共に、より内容を充実していくための不断の努力も

必要です。また、多くの町民の一層の参加を促進することも大切です。 

 
【今後の方策】 

①町立図書館では、成長段階に応じた子どもと本を結ぶ事業を読書支援ボランティア

と連携・協力し、内容の充実を図りながら推進します。 

②町立図書館では、読書支援ボランティア自身の能力向上と質の高い活動を目指し
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て、読書支援ボランティアとの情報交換や支援に努め、研修会・講習会などを実施

します。 

③町立図書館では、子どもと本を結ぶ事業と読書支援ボランティアの活動について、

多くの町民に紹介し、町民の読書支援ボランティアへの参加促進を図ります。 

 
3）学校における読書支援ボランティア活動推進の取組み 

【現状と課題】 

町内の小学校でも、町立図書館と同様に、次のような読書活動支援のボランティア

グループが、主に“朝の読み聞かせ”を行っています。（太字がボランティアグルー

プ名です。行事名の後ろの括弧内には、開催場所と開催回数を示しています。） 

（1）藤久保小学校“空風流（カラフル）”（団体、20 名） 

 ・朝の読み聞かせ（月 2 回の金曜日）、他に、お楽しみ会（読み聞かせ等） 

対象：全クラス 

活動内容：計画に沿ってクラス訪問し、読み聞かせ（選書などの定例勉強会も行

っている） 

（2）唐沢小学校“学校応援団・読み聞かせ”（団体、6 名） 

 ・朝の読み聞かせ（毎水曜日） 

対象：全クラス 

活動内容：計画に沿ってクラス訪問し、読み聞かせ（選書などの定例勉強会も行

っている） 

（3）竹間沢小学校学習支援ボランティア“モモ”（団体、7 名） 

 ・朝の読み聞かせ（月 2 回の月曜日） 

対象：全クラス 

活動内容：計画に沿ってクラス訪問し、読み聞かせ（随時勉強会も） 

なお、前項で紹介した“おはなしサークルかにかにこそこそ”も、唐沢小学校など

で学校おはなし訪問を行っています。 

学校での読書支援活動では、学校全体のカリキュラムとも関連してきます。そこ

で、ボランティアと相談窓口・パイプ役となる図書主任（司書教諭）や学校図書館司

書との連絡や、情報の共有がとても大切です。情報の共有が十分でないと、活動の成

果をあげられない場合があります。 

 
【今後の方策】 

①それぞれの小学校では、読書支援ボランティアが行っている“朝の読み聞かせ”の
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活動を継続・発展させるために、図書主任（司書教諭）・学校図書館司書とのより

緊密な連携・協力や、情報交換・交流に努めます。 

②三芳町学校図書館教育推進委員会は、町立図書館と協力しながら、読書支援ボラン

ティア自身の能力向上と質の高い活動を目指して、読書支援ボランティアの支援に

努めます。 

 
4）地域文庫と読書支援ボランティア活動の情報共有の取組み 

【現状と課題】 

上富地区では、次の地域文庫が開かれています。太字が文庫名です。 

（1）つくし文庫（世話役 2～3 名、開庫は第 3 土曜日の午前 10 時～12 時） 

場所：上富 1 区第 1 集会所 

対象：幼児～小学生親子 

（2）あらた文庫（世話役 2～3 名、開庫は火曜日の午後 3 時～6 時 30 分） 

場所：荒田宅（三芳東中学校近く） 

対象：幼児～小学生親子 

これらの地域文庫では、町立図書館に来るのが困難な子どもや親に児童書を貸し出

しています。読み聞かせや語り（ストーリーテリング）で本の楽しさを伝える、ある

いは季節のおたのしみ会なども行っています。 

 
保育所では、読書支援ボランティアの協力を得て、読み聞かせ等も実施していま

す。 

 
また、“町ぐるみで子どもを本好きに！”という思いと、地域の読書環境向上を願

う気持ちから生まれた“子どもの読書環境サポート隊‘ほんのむし’”（世話役 8 

名）が、読書支援ボランティア同士のネットワークとして活動しています。このグル

ープは、質の高い活動を目指し、参加者の様々なニーズに応えたテーマで勉強会を開

催しています。 

 
このように、読書支援ボランティアには、町立図書館の活動に参加しているもの、

地域で活動しているもの、小学校や保育所で活動しているもの、あるいは地域文庫な

ど様々です。しかし、これら読書支援ボランティアの相互の交流や情報交換の場が少

ないという問題点もあり、また、新しいボランティアの養成が十分に行われていない

ことから、読書支援ボランティアが不足し、全体的に高齢化しています。 
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子どもの読書活動を推進し、読書支援ボランティアの活動内容を充実させ、活動し

やすい環境にするためには、町立図書館・学校図書館・各ボランティア団体や個人と

の一層緊密な連携・協力や、相互の十分な情報交換・交流が必要になっています。町

立図書館や他機関（公民館・社会福祉協議会など）とも連携して、研修会・講習会な

どを実施し、後継者やリーダーの育成に努めることも必要です。 

 
【今後の方策】 

①町立図書館及び三芳町学校図書館教育推進委員会は、子どもの読書に関連した諸組

織との緊密な連携・協力や、相互の十分な情報交換・交流を実現するための“子ど

も読書ネットワーク”の構築に取り組みます（詳細は第 2 章第 4 節参照）。 

②町立図書館や関係機関においては、読書支援ボランティアに関連した情報の提供や

読書支援ボランティアに関連した研修会・講習会などを実施し、後継者やリーダー

の育成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ほんのむし”の主催事業（意見交換会） 
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第 3 章 子どもの読書環境の整備・充実 

第 1 節 学校図書館の整備・充実 

1）図書資料の整備・充実 

【現状と課題】 

学校図書館には、豊かな心をはぐくむ読書センターとしての機能と、児童生徒の自

発的、主体的な学習活動を支援する学習情報センターとしての機能があります。学校

図書館の機能を発揮するためには、学校図書館の図書資料の整備が図られなければな

りません。子どもの知的活動を増進し、多様な興味・関心にこたえる魅力的な資料や

各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間において多様な教育活動を展開してい

くための資料などの整備・充実が必要です。小中学校における“学校図書館図書標

準”を目標に、計画的に図書資料の整備・充実を図っていくことが求められていま

す。なお、“学校図書館図書標準”は、平成 5 年度に文部省（当時）が、公立の義務

教育諸学校において、学校図書館の図書の整備を図る際の目標として設定したもので

す。次の表に示したように学級数を基準に蔵書冊数の目標値（表では“標準冊数”の

欄に数値を示す）を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校図書館整備状況（平成 23 年度予算による） 

  H22 年度末 
現有蔵書数 

クラス数 
H23.6.1 

児童数 
H23.6.1 

H23 年度の 
予算による 
蔵書数（A） 

標準冊数 
（B） 

充足率 
（C）=（A/B） 

三 芳 小 6,415 24 733 7,182 11,560 62.1% 
藤久保小 7,484 21 598 8,018 10,960 73.2% 
上 富 小 4,609 6 145 5,010 5,080 98.6% 
唐 沢 小 7,705 17 504 8,238 9,960 82.7% 
竹間沢小 5,112 12 344 5,457 7,960 68.6% 
小 計 31,325 80 2,324 33,905 45,520 74.5% 

三 芳 中 6,302 12 367 6,935 10,720 64.7% 
三芳東中 7,589 11 372 8,222 10,160 80.9% 
藤久保中 7,339 8 275 7,857 8,480 92.7% 
小 計 21,230 31 1,014 23,014 29,360 78.4% 

合  計 52,555 111 3,338 56,919 74,880 76.0% 
 注 1） H22 年度末現有蔵書数は寄贈冊数を含む。 
 注 2） H22 年度における 1 人当たりの貸出冊数は、小学生は全校の平均で 23.9 冊、 
   中学生は全校の平均で 4.6 冊。 
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【今後の方策】 

①各学校においては、学校図書館の図書資料の充実を図っていくよう努めます。“学

校図書館図書標準”を達成するため、図書資料の整備計画を立て目標を達成できる

よう努力します。また、調べ学習などが十分にできるように図書資料の充実をはか

り、学習情報センター的機能が発揮できるようにします。 

 
2）設備等の整備・充実 

【現状と課題】 

学校図書館が子どもたちにとって安心して読書を楽しむことができる“心のオアシ

ス”となるよう、学校図書館の環境の整備を進めていく必要があります。学校では、

校長のリーダーシップの下、図書主任（司書教諭）及び学校図書館司書を中心として

学校図書館の環境整備に取り組むと共に、ボランティア等の協力を得て、読書を楽し

む空間としての学校図書館づくりを進めています。くつろいで本を読める畳やカーペ

ットのコーナーの設置や、詩の紹介に手作りのぬいぐるみを添えるなどの工夫をして

います。季節や学習課題に即した図書を特設コーナーで紹介する“テーマ展示”、“国

語の教科書に載っている本コーナー”の設置など、子どもたちが本を借りて読みたく

なるように工夫を施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
上富小学校図書室の光景 

 
【今後の方策】 

①各学校では、学校図書館が子どもたちにとって“心のオアシス”となるよう学校図

書館の設備等の整備・充実を図っていきます。 

②各学校では、学校図書館における環境の整備の重要性について、教職員の共通理解
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を深めるため、研修会等を実施します。 

③各学校では、すでに導入済みの学校図書館と中央図書館のコンピュータ・システム

を活用し、ネットワークの一層の強化を図ります。 

 
3）学校図書館の活性化と人的配置の推進 

【現状と課題】 

三芳町では、学校図書館司書を各校 1 名配置し、司書は図書主任（司書教諭）と

連携して、図書購入・廃棄も含めた蔵書の管理・点検、利用しやすい書棚の整備、明

るい空間づくりなど、学校図書館の整備・充実に取り組んでいます。図書主任（司書

教諭）と連携して図書委員会の運営にも携わり、図書の貸出・返却業務を行うほか、

児童生徒の読書活動を推進する様々な取組みに広くかかわっています。教員の依頼を

受けて授業に必要な図書の収集・提供に努め、調べ学習の補助として参考図書を紹介

する時間を担当したりもしています。 

司書が学級ごとに図書室の利用の方法を指導する“利用指導”は、年間計画の中に

位置付け、年度当初などに実施しています。本の扱い方、貸出や返却の仕方を周知す

ると共に、目次や索引の使い方の指導も含め、学校図書館の利用拡大に努めていま

す。 

司書は、学校図書館の利用促進を図ることを目的に、児童生徒の読書状況に関する

アンケートを実施し、実態を把握した上で読書活動を推進する取組みを実施していま

す。司書による“学校図書館だより”を発行し、紙面で学年ごとの貸出冊数を紹介し

たり、おすすめ本の紹介記事を載せるなどを行って、児童生徒、保護者、教職員に向

けた学校図書館活動の周知に努めています。 

このほかに、町内の司書連絡会でおすすめの本を紹介する“みよし司書通信‘よも

よも’”を発行して全児童生徒に配布し、読書への意識を喚起しています。 

学校図書館システム導入で設置したコンピュータの保護管理やその他の理由から、

貸出できるのが司書が学校図書館にいる休み時間や昼休みだけというケースもあり、

子どもが自由に利用できる時間が短いという課題が残されています。学校図書館の利

用を促進するために、司書の勤務体制やその他の方策を検討する必要があります。 

 
【今後の方策】 

①各学校では、学校図書館に携わる人手を増やす手立てを模索する等、学校図書館の

利用が促進できるように努めます。 

②各学校では、学校図書館の利用を促進させ、より多くの子どもたちに学校図書館の
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本を読んでもらうよう、利用できる時間を増やす等の方策を検討し、その実現に努

めます。 

第 2 節 町立図書館の整備・充実 

1）町立図書館の概要 

中央図書館・竹間沢分館の蔵書の合計は、28 万 7005 冊、そのうち児童書（主に

中学生以下を対象とした図書）は、6 万 8439 冊で、蔵書全体の約 23％を占めていま

す（平成 23 年 4 月 1 日現在）。登録者数などは、次の通りです。 

 有効登録者数  4 万 8990 人（そのうち児童（中学生以下）登録者数 4260 人） 

 年間利用者数 15 万 1630 人（来館者の延べ人数） 

  年間貸出冊数 59 万 5281 冊（そのうち児童（中学生以下）の貸出冊数 11 万

9727 冊） 

 人口 1 人当たりの貸出冊数 15.40 冊 

 児童（中学生以下）1 人当たりの貸出冊数 20.15 冊 

町立図書館では、“子どもと本を結ぶ”ために読み聞かせやおはなし会をはじめ、

様々な事業を行っています。平成 14 年には、“町ぐるみで子どもを本好きに”をテ

ーマに長年取り組んできた実績が評価され、文部科学省主催第 1 回“子ども読書の

日”記念フォーラムで“子ども読書活動優秀実践図書館”として表彰されました。 

今後は、子どもの発達段階や状況に応じた、より細かな多様化したサービス提供が

求められています。また北永井・上富方面の自宅から図書館に自力で来館することの

できない子どもたちに対して図書資料の迅速なサービスの必要性が問われています。 

なお、人口 1 人当たりの貸出冊数は、“日本の図書館―統計と名簿 2010”（日本

図書館協会、2011 年）によれば、平成 21 年度においては全国平均では 5.64 冊、埼

玉県の平均では 6.24 冊です。これと比較するとわかるように、三芳町の人口 1 人当

たりの貸出冊数は全国でもトップクラスであり、町民、特に子どもたちに、町立図書

館がいかに利用されているかがわかります。 

 
2）子どもの読書に関連した図書資料の整備・充実 

【現状と課題】 

子どもの読書に関連した蔵書では、絵本、読み物等については、これまでの様々な

事業などの経験を反映し、基本図書はもちろんのこと、積極的に子どもに出合わ

せたい本をそろえ、充実したものになっています。しかし、本は生きたものであり、
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日々、新たに刊行される本も多く、蔵書の充実は、図書館の基本的な業務といえます。 

これに対し、調べ物学習等のレファレンスブックは一部老朽化しています。また、

障がいを持っている子どもに対応する資料や、日本語を母語（人が幼少期から自然に

習得する言語、主言語のこと）としない子どもたちが利用できる外国語の本も、ほと

んど蔵書していません。こうした分野の蔵書の充実を図る必要があります。 

バランスのとれた蔵書構成を維持するため、あらゆる観点からの選書（新刊本を購

入する際には、司書が実際に読み、内容を確認して選ぶ作業）を慎重かつ計画的に行

い、特に調べ物学習に関係する本の購入を検討していく必要があります。 

 
【今後の方策】 

①町立図書館は多くの町民が利用し、現在の年間貸出冊数約 60 万冊という全国トッ

プクラスの貸出冊数です。このような状態を維持し、更に誰でもが使いやすい図書

館になるよう整備・充実に努めます。 

②町立図書館では、良質で多様な本の選書・収集を積極的に行います。すべての子ど

もたちが魅力ある本に出合える環境をつくるために、良質で多様な本を選書し、収

集し、児童書の充実を図ります。特に、総合的な学習の時間や調べ学習、レファレ

ンスに対応できる参考資料等の収集も積極的に行います。 

③町立図書館では、中・高生向け蔵書を充実させます。中学生になると、図書館の利

用が減り、読書の時間も減る傾向があります。図書館では中学生・高校生の興味に

応える資料のほか、将来を考える手助けになる資料など、この時期に読んでほしい

資料の充実に努めます。  

④町立図書館では、障がいのある子どものための資料を整備します。図書館を利用す

る際に障がいがある子どもには、個々に配慮した利用しやすい設備と資料が必要で

す。点字図書や録音図書、デイジー図書（DAISY 図書、DAISY 録音図書、国際標

準規格に従った視覚障がい者向けのデジタル録音図書）、大活字本、布絵本、さわ

る絵本等、障がいを理解しその子に応じた資料を整え提供に努めます。 

⑤町立図書館では、団体貸出資料を拡充します。学校・保育所等に団体貸出として、

子どもに読んでほしい基本図書や教科書関連の本を一定の期間貸し出しています。

また、学級文庫・学年文庫への貸出を小中学校と連携を図り、教師の希望を聞き、

読み物や絵本を中心とした“学級文庫用の本”をセットにして貸し出します。 

⑥町立図書館では、中央図書館・竹間沢分館を結ぶ、現行の配送システムを実施して

いますが、それとは別に保育士や学校司書等の負担を軽減するため、図書館から学

校、保育所（園）等への配送システムの確立を目指し、図書館資料の一層の有効活
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用に努めます。 

⑦町立図書館では、日本語を母語としない子どものためのサービスを充実させます。

日本語を母語としない子どもたちのために、外国語で書かれた絵本や児童書の収集

に努めます。また、外国語版の利用案内を作成します。 

 
3）施設等の整備・充実 

【現状と課題】 

三芳町には、中央図書館と竹間沢分館の 2 館があり、オンラインによる図書館ネ

ットワークが構築され、中央図書館と竹間沢分館が一つのシステムで稼働していま

す。また、図書館のホームページの開設により、蔵書検索をすることができます。今

後、更に利用者の利便性が図れるよう、インターネット予約など図書館ネットワーク

の整備に努める必要があります。 

平成 20 年度に全小中学校に中央図書館システムと連携したコンピュータ管理シス

テムを導入しました。これにより蔵書の管理、貸出・返却業務等を効率的にできるよ

うになりました。また、中央図書館のデータベースを活用し、検索用端末で、容易に

資料が検索できるようになりました。  

 
【今後の方策】 

①町立図書館では、誰もが利用しやすい設備に努めます。特に、ベビーカーや車椅子

等でも利用しやすいよう、通路の幅の確保や書架のレイアウト、掲示物などの定期

的な見直しを実施し、改善に努めます。 

②町立図書館では、中央図書館から遠い地域の利用者への配本所を整備します。地理

的な状況により図書館へ来館できない子どもたちの読書要求に、迅速かつ円滑に対

応できるよう、サテライト図書館や配本所の整備を図ります。 

③町立図書館では、インターネット予約等利用者の利便性の向上に努めます。 

 
4）児童担当司書の継続配置とその活動 

【現状と課題】 

図書館サービスを支える専門職員である司書は、資料の選書に始まり、廃棄、蔵書

の管理、読書相談、レファレンスサービスのほか、保護者やボランティアへの支援な

ど、子どもの読書活動を推進するうえで重要な役割を果たします。特に児童サービス

を担当する司書は、児童書についての知識、読み聞かせやブックトーク、ストーリー

テリングなどについての豊富な知識と経験、技術が必要となります。それは、図書館



 

38 

職員についても同様です。各種研修や講習会へ積極的に参加し、本やレファレンスに

関する情報に敏感に対応できる専門的職員が必要です。そのために職員の継続配置を

行っていく必要があります。 

 
【今後の方策】 

①町立図書館では、町民の子どもの読書に関連する多様かつ専門的ニーズに応えられ

るよう、本を理解し、子どもの発達段階を理解し、子どもの読書体験を親や教師と

共に喜び合える司書を継続配置できるよう努めます。 

②町立図書館では、図書館の蔵書構成を踏まえた経験ある職員構成が継続できるよう

職員研修を実施し、専門的職員を計画的に育成します。 

③町立図書館では、学校の教員、図書主任（司書教諭）、学校司書、公立図書館司

書・職員、読書支援ボランティア等とネットワークを構築し、各施設において積極

的な事業展開を行います（ネットワークの詳細は第 2 章第 4 節参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町立図書館の児童書コーナー 
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第 4 章 子どもの読書活動に関係する情報提供 

第 1 節 ブックリストの作成・配布 

1）町立図書館作成のブックリスト 

【現状と課題】 

家庭で子どもが読書する本を購入する、図書館で借りる、あるいは読書支援ボラン

ティアが読み聞かせの絵本を選択するなど、本を選ぶ機会は様々あります。その際に

ブックリストは、本を選択する際の参考となります。このようなブックリストは様々

な形で作成されています。 

町立図書館でも、子どもの発達段階に応じた、又は本を選ぶ目的に応じた次のよう

なブックリストを作成しています。 

（1）“あかちゃんのためのファーストブック” ブックスタート（4 か月児対象）実

施時に、保護者に配布しています。0～2 歳児におすすめの絵本と子守唄やわらべ歌

遊びの本を 25 冊、読み方や与え方のアドバイスと共に紹介しています。 

なお、ブックスタート実施日には、このリストに掲げた本を中央図書館入り口付近

に設置したブックトラックに多数陳列し、積極的に貸出を行っています。 

（2）“ブックスタートプラスみよし―としょかんのおすすめ絵本 50 冊―” ブック

スタートプラス（2 歳 6 か月児対象）実施時に、保護者に配布しています。2～4 歳

児におすすめの絵本を 50 冊、読み方や与え方のアドバイスと共に紹介しています。 

なお、ブックスタートプラス実施日には、このリストに掲げた本を中央図書館の会

場入り口付近に設置したブックトラックに多数陳列し、積極的に貸出を行っていま

す。 

（3）“なつやすみによもう！” 毎年、夏休みに向けた推薦図書リストを作成し配

布しています。基本図書を中心に新刊書も交え、小学校 1・2 年生向き、3・4 年生向

き、5・6 年生向き、中学生向きの 4 パターンを各 14 冊ずつリストアップしていま

す。1 冊ずつ簡単な内容紹介付きです。このリストを夏休み前に町内小中学校全児童

生徒に配布しています。 

なお、町立図書館では、リストアップした本は多数複本でそろえ、特設コーナーで

積極的に貸出を行っています。 
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【今後の方策】 

①町立図書館では、これまで作成してきたブックリストを継続して発行します。ま

た、必要に応じてブックリストの見直しを行います。 

②町立図書館では、ブックリストで紹介している本がより読まれるように努めます。

中央図書館内に“あかちゃんのためのファーストブック”“ブックスタートプラス

みよし―としょかんのおすすめ絵本 50 冊―”に取り上げている本を常時紹介する

コーナーを設置します。 

③町立図書館は、新たに“学校での読み聞かせ・おすすめ本リスト”を作成します。

集団への読み聞かせを始めたとき、一番悩むのが本選びです。このリストは、特に

初心者の読書支援ボランティアを対象にしたものです。なお、リストアップした本

は多数貸し出せるように複本で蔵書します。 

④各事業で作成したリストを保存し、誰でも閲覧できるようにします。 

 
2）学校作成のブックリスト 

【現状と課題】 

学校図書館司書及び町立図書館司書の集まりである司書連絡会では、“みよし司書

通信‘よもよも’”を年 2 回作成し、全校児童生徒に配布しています。また、学校に

よっては独自のブックリストを作成し配布しています。 

なお、“よもよも”にリストアップした本は、学校図書館及び町立図書館に特設コ

ーナーを設け積極的に貸出を行い、子どもに手渡しできるようにしています。 

 
【今後の方策】 

①司書連絡会は、“よもよも”を継続して刊行し、より内容の充実に努めます。 

第 2 節 町広報誌やホームページ等による情報提供 

1）“広報みよし”での周知 

【現状と課題】 

毎月“広報みよし”で、おはなし会など開催事業の案内を掲載しています。また、

年 1 回の図書館特集では、ブックスタートや学校図書館との連携などの取組みを報

告し、図書館の子どもの読書活動推進事業の周知に努めています。 
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【今後の方策】 

①政策秘書室は町立図書館と協力しながら、“広報みよし”で図書館の本を紹介する

コーナーで、児童図書を紹介する機会を増やします。 

②政策秘書室は町立図書館と協力しながら、“広報みよし”の年 1 回の図書館特集に

加え、“子ども読書活動推進計画”に関する特集を設けるように努めます。 

 
2）ホームページでの周知 

【現状と課題】 

三芳町ホームページと三芳町立図書館ホームページで、町立図書館などの主催事業

案内を掲載しています。 

 
【今後の方策】 

①政策秘書室は町立図書館と協力しながら、継続してホームページで町立図書館など

の主催事業案内を掲載します。 

②政策秘書室は町立図書館と協力しながら、ホームページにおいて、町立図書館など

の主催事業案内が町民にできるだけ親しみやすい内容になるよう努めます。 

 
3）三芳町子ども読書活動推進計画の配布 

【現状と課題】 

平成 23 年度に策定した“三芳町子ども読書活動推進計画”は、関係諸機関だけで

なく、広く町民に配布し、理解を深めていくことが大切です。 

 
【今後の方策】 

①教育委員会では、“三芳町子ども読書活動推進計画”を三芳町ホームページに掲載

します。 

②教育委員会では、“三芳町子ども読書活動推進計画”の簡易版を子どものいる家庭

に広く配布します。 

③教育委員会では、“三芳町子ども読書活動推進計画”を町内施設に常備し周知に努

めます。 

第 3 節 “子ども読書の日”への取組み 

“子どもの読書の日”は、“子どもの読書活動の推進に関する法律”に定められてい
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るもので、“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共

に、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため”に設けられています。“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”となっています。同法では、“子どもの読書の日”を 4 月 23 日と定めて

います。 

 
【現状と課題】 

町立図書館では、“子ども読書の日”（4 月 23 日）を記念する事業として、“子ども

読書の日”に最も近い日曜日に“えほんワールド”を開催し、家族ぐるみでの参加を

呼び掛けています。なお、“えほんワールド”は、読書支援ボランティが紙芝居など

で協力しています。小中学校では“学校で‘よもよも day’”を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“えほんワールド”での自転車紙芝居 

 

【今後の方策】 

①町立図書館では、引き続き、“えほんワールド”を 4 月 23 日に最も近い日曜日に

開催します。 

②町立図書館では、“えほんワールド”を、“広報みよし”やその他の方法で町民に告

知し、内容の充実に努めます。 
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お わ り に 

この“三芳町子ども読書活動推進計画”は、具体的な施策をまとめると共に、その

施策を行うための基本的な考え方もできるだけ説明するように努めました。この“推

進計画”が、読書活動に関係する各方面において参考にされ、ここに掲げた施策が実

現され、子どもたちの読書環境がより充実したものになるよう願っています。 

なお、読書活動は、社会情勢、特に情報環境の変化も考えられ、不断の見直しが求

められているといえます。その意味で、この推進計画の最終年度である平成 28 年度

には、第二次の“三芳町子ども読書活動推進計画”が検討され、策定される必要があ

ります。また、その前に、例えば、1 年ごとに推進計画に掲げられた施策の実施状況

や問題点について、何らかの組織によって検証され、問題点を検討していくことも必

要であり、こうした組織の設立が今後に期待されます。 
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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 

  （平成十三年十二月十二日法律第百五十四号） 

 
（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共に、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
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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

に報告すると共に、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。 

 
（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共に、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）を基本とすると共に、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
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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共に、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。 

 

 
三芳町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱 

  （平成 23 年 11 月 21 日公布） 

 
（設置） 

第 1 条 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、三芳町子ども読書活動推進計画（以下｢推進計画｣という。）

を策定するため、三芳町子ども読書活動推進計画策定委員会（以下「策定委員会」

という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第 2 条 策定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

（1） 推進計画の策定に関する事 

（2） 前号に掲げるもののほか、推進計画の策定に関し必要なこと。 

（組織） 

第 3 条 策定委員会の委員は、次に掲げる者から三芳町教育委員会が委嘱する。 

 （1） 図書館関係者 

 （2） 行政関係者 
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 （3） その他教育長が特に必要と認める者 

（任期） 

第 4 条 委員の任期は、依頼の日から子ども読書活動推進計画策定が終了するまで

の間とする。 

（委員長等） 

第 5 条 策定委員会に委員長及び副委員長 1 人を置き、それぞれ委員の互選により

定める。 

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第 6 条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

2 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（意見の聴取等） 

第 7 条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて

意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第 8 条 策定委員会の庶務は、三芳町立図書館において処理する。 

（その他） 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、委員長が

策定委員会に諮って定める。 

附 則 

1 この要綱は、公布の日から施行する。 

 
（1） 図書館関係者 

    図書館運営協議会   2 名 

    読書支援ボランティア 2 名 

    図書館公募      2 名 

（2） 行政関係者 

    学校教育課長 

    社会教育課長 

    図書館長 

    図書館司書 
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（3） その他教育長が必要と認める者 

    小学校長 

    保育所長 

         計  12 名 

 

 
三芳町子ども読書活動推進計画策定委員会名簿 

 
小林 敏  委員長  図書館運営協議会委員（1 号委員） 

杉山加栄子 副委員長 図書館長（2 号委員） 

由水たけ子 委員   図書館運営協議会委員（1 号委員） 

黛佳代子  委員   読書支援ボランティア（1 号委員） 

鈴木理恵  委員   読書支援ボランティア（1 号委員） 

阿部英雄  委員   公募委員（1 号委員） 

光下重之  委員   公募委員（1 号委員） 

千代田栄  委員   学校教育課長（2 号委員） 

岸浪信敬  委員   三芳小学校長（3 号委員） 

川越節子  委員   第一保育所長（3 号委員） 

鈴木義雄  委員   社会教育課長（2 号委員） 

代田知子  委員   図書館副館長（2 号委員） 

事務局 芹澤利也（図書館） 
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