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第１章

子どもの読書活動の意義

今日、テレビや携帯電話、インターネット等の様々な情報メディアの発達や普及は、子
どもの生活環境に様々な変化や影響を与えており、子どもの「読書離れ」
「活字離れ」も問
題として指摘されています。
読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力・創造力を高め、豊かな人間形成
と生きる力を育む上で必要不可欠であり、生涯にわたって様々な学習を積み重ね、社会生
活を営む上での基礎となる豊かな人生を培うためにも読書は欠くことのできないもので
す。
このように、次代を担う子どもたちが読書に親しみ、それが新たな出会いとなるために
も、身近に読書に触れることができる環境づくりの推進が必要となります。

１．これからの時代に求められる国語力、言語力と読書活動
（１） 文化審議会答申
国の文化審議会が平成16年2月に答申した「これからの時代に求められる国語力につ
いて」では、
「人々の生活を取り巻く環境がこれまで以上に急速に変化していくことが予
想される「これからの時代」を考えるとき、国語力の重要性について改めて認識する必要
がある」とし、自分以外の人々との意思疎通などにおいて「多様で円滑なコミュニケーシ
ョンを実現するためにはこれまで以上の国語力が求められること」や、
「従来、家庭や家族
が有していた子どもたちへの言語教育力の低下」が大きな問題であることを指摘してい
ます。
また、近年の日本社会に見られる人心などの荒廃が人間として持つべき感性・情緒を
理解する力、すなわち情緒力（他人の痛みを自分の痛みとして感じる心、美的感性、もの
のあわれ、懐かしさ、家族愛、郷土愛、日本の文化・伝統・自然を愛する祖国愛、名誉や恥
といった社会的・文化的な価値にかかわる感性・情緒を自らのものとして受け止め、理
解できる力）の欠如に起因する部分が大きいと考えられることも問題であり、この情緒
力の形成のためには「読書」が欠くことのできない大切なものである、としています。
国語力との関係でも、読書は「国語力を形成している「考える力」
「感じる力」
「想像する
力」
「表す力」
「国語の知識」のいずれにもかかわり、これらの力を育てる上で中核となるも
の」であり、特に、
「すべての活動の基盤ともなる「教養・価値観・感性等」を生涯を通じて
身に付けていくために極めて重要なものである」としています。
さらには、情報化社会の進展は自分でものを考えずに断片的な情報を受け取るだけの
受け身の姿勢を人々にもたらしやすく、自分でものを考える必要があるからこそ読書が
一層必要になるのであり、
「自ら本に手を伸ばす子どもを育てる」ことが切実に求められ
ている、と指摘しています。

（２） 文字・活字文化振興法の成立
文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上、
豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであること
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にかんがみ、平成17年7月に、我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合
的な推進等を図るために文字・活字文化振興法が制定されました。
特に、この法律では国語が日本文化の基盤であると規定されるとともに、
「言語力」とい
う概念が盛り込まれています。これは、読む力や書く力並びにこれらの力を基礎とする言
語に関する能力のことであり、読み書きだけでなく表現する能力にまで広げた考え方で
す。
同法においては、学校教育におけるこの言語力の涵養への十分な配慮について規定す
るとともに、その方策として効果的な教育方法の普及や教育職員の研修内容の充実等と
並んで、学校図書館の整備充実等について規定しています。

２．子どもの発達段階と読書活動
読書活動は、国語力や言語力を向上させるばかりでなく生きる力になるとともに、楽し
みの基ともなるものであり、幼児期からその習慣を身に付けることが大切です。
乳幼児期の読書活動は、読み聞かせで始まります。この時期は、本にかかわる最初の入
り口であり、幼児にとっては楽しいお話の世界を楽しむ契機となります。また、絵本を媒
介として、保護者等との温かなコミュニケーションができる最も楽しい一時でもありま
す。
小学校になると、低学年では民話や童話などいろいろな物語に親しむようになります。
中学年では、黙読しながら比較的長い文章も読めるようになります。高学年になると、本
の選び方にもそれぞれの興味・関心が反映される一方で、調べ学習など目的に応じた本
を選択して読むこともできるようになります。
このように、小学校では段階的に自ら本を読むことの楽しさを体験するようになるた
め、子どもの読書に対する興味や関心を高めながら読書習慣の形成や定着を図るような
働きかけが重要となります。
中学校や高校になると、読書の範囲が広がるなど読書活動の充実期といえます。読書活
動を積み重ねることで本からさまざまな刺激や影響を受けるようになり、この段階にお
いて定着した読書習慣は、生涯を通じて継続されることが多いようです。
また、各種調査によれば、後述のとおり学年が上がるにつれて読書離れが進んでいると
いう状況があり、小学校段階から中学校段階、あるいは高校段階への「橋渡し」ともいうべ
き、いわゆる児童書から一般書等への移行が円滑に行われるような周囲の適切な支援が
重要であるとの指摘があります。このように、子どもの発達の段階に応じて、読書活動を
通して文字や文章に親しむ習慣を身に付けることが大切です。
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第２章

子どもの読書活動をめぐる背景

１．国の動向
（１）「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第１次）」の成果と課題
平成 13 年 12 月に成立した「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、翌年 8
月に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」が閣議決定されました。この計画
は、子どもが読書活動に親しむ機会の提供と諸条件の整備・充実に努め、家庭・地域・学
校が連携・協力した取組みを推進し、社会的気運醸成のための普及・啓発等を図ること
が基本方針とされています。
この基本計画期間の主な取組みや成果として、次の６点が挙げられています。
① 都道府県・市町村の推進計画の策定率の向上
② 12 学級以上の学校における司書教諭発令の推進
③ 学校図書館ボランティアの増加
④ 読書をしない児童や生徒の減少
⑤ 公立図書館における児童への貸出冊数の増加
⑥ 全校一斉読書活動を行う学校の増加
その一方で、同期間中の主な課題として、次の４点が挙げられています。
① 中学生、高校生になるにつれ、読書をしない者の割合の増加
② 地域における取組みの格差拡大
③ 学校図書館の条件整備が未だ不十分
④ 子どもの読解力の低下

（２）子どもの読書活動を取り巻く情勢の変化
第１次基本計画期間内の５年間に、子どもの読書活動を取り巻く情勢は大きく変化し
ました。
まず、平成 18 年 12 月に改正・施行された教育基本法においては、教育の目標の一つに
「幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培う」
（第 2 条第 1 号）ことが掲げられています。また、義務教育として行われる普通教育の目
的は、
「社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要
とされる基本的な資質を養うこと」（第 5 条 2 項）とされています。さらには、生涯学習
の理念や家庭教育、幼児期の教育、学校・家庭・地域の連携協力について新たに規定され
ました。
読書活動は、この生涯学習の中核となる大切な活動です。乳幼児期から、学校、家庭、地
域の相互連携のもとで、ともに読書活動を推進する教育環境整備がより一層求められま
す。
この新しい教育基本法の理念を受け、平成 19 年 6 月には学校教育法が改正されまし
た。この法律においては、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」（第 21
条第 5 号）が掲げられています。そして、学習指導要領の改訂も行われ、国語を始めとし
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た各教科等で、記録、説明、批評、論述、討論などの言語を使った活動を行い、全ての教科等
で言語の力をはぐくむこととされています。
読書は、その大きな柱となるものであり、これまでの生活読書に加え、学習における読
書活動の充実を図ることが求められています。
また、平成 20 年７月には、
「教育立国」を目指した国の「教育振興基本計画」が策定され
ました。この計画は、今後 10 年間を通じて目指すべき教育の姿を「義務教育修了までに、
全ての子どもに、自立して社会で生きていく基礎を育てること」と「社会で支え、発展させ
るとともに、国際社会をリードする人材を育てること」とし、今後５年間に総合的かつ計
画的に取り組むべき施策を４つの基本的方向から示したものです。特に、国と地方の役割
を明らかにしながら、教育に対する社会全体の「横」の連携強化と一貫した理念に基づく
生涯学習社会実現に向けた「縦」の接続を基本的な考え方に据えています。そのうえで、豊
かな感性や情緒、言語力をはぐくむ観点からの子どもの読書活動の推進を図るとともに、
そのための学校図書館の整備充実及び公立図書館における読書に親しむ機会の提供と諸
条件の整備への支援を図ることとしています。
一方、図書館の運営状況に関する評価及び改善や情報提供に関する努力義務を課すと
ともに、司書及び司書補の資格要件の見直しなどを行う図書館法の改正が平成 20 年 6 月
に行われました。特に、図書館奉仕の目的として、学校教育の援助のみならず子どもの読
書活動の推進における家庭の重要性にかんがみ、家庭教育の向上に資することが新しく
規定されています。
このように、子どもの読書活動の推進について、学校、家庭、地域、行政がそれぞれの役
割と責任を明らかにするとともに、互いに連携しながら子どもの読書活動の推進を図る
ことが一層求められています。

（３）「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第２次）」の策定
平成 20 年 3 月、国では、第１次基本計画の成果と課題を踏まえるとともに、子どもの読
書活動を取り巻く情勢の変化にかんがみ、第２次基本計画を策定しました。ここでは、子
どもの自主的な読書活動の推進を図るため、大人への普及啓発を通して家庭、地域、学校
等の連携による社会全体での取組みを一層進めるとともに、子どもが読書に親しむ機会
の提供と諸条件の整備・充実に努めることを基本的な方針としています。
特に、主要な施策の数値目標化を図るとともに、国、地方公共団体、関係機関等の連携体
制の強化を図りながら、家庭、地域、学校における取組みの充実を目指すこととしていま
す。その主な取組みは次のとおりです。
① 家庭における取組み
・家庭教育に関する講座等を通じた保護者に対する理解の促進
・家庭における読み聞かせなど、読書活動に資する情報提供の推進
② 地域における取組み
○子どもの読書環境地域格差の改善
・市町村推進計画の策定率の向上 24％ → 50％以上（本県 H19：42.9％）
・公立図書館未設置市町村の解消に向けた取組み
・児童室等の整備の推進
・移動図書館によるサービス向上
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○公立図書館の情報化の推進
・図書館のＨＰ開設率の向上 56％ → 本館数の 90％以上（本県 H19：85％）
・来館者用コンピュータ設置率 100％（本県 H19：77.1％）
・オンライン閲覧目録導入率 100％（本県 H19：57.1％）
○公立図書館に係る人材の養成
・司書に対する研修の充実
・図書館ボランティア 7 万人 → 10 万人
③ 学校等における取組み
○学校段階に応じた読解力の向上
・言語力の育成に資する読書活動の推進
○学校における条件整備
・新学校図書館整備５か年計画に基づく、学校図書館図書標準の達成促進
・司書教諭の未発令校への発令促進
・学校における超高速インターネット接続率 35％ → 概ね 100％

２．岩手県の動向
岩手県は、平成 16 年 3 月に初めて「いわて子ども読書プラン」（第一次）を策定しまし
た。この計画は、
「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、国の「子どもの読書
活動の推進に関する基本的な計画」を基本としながら、本県における子どもの読書活動
の推進状況等を踏まえたものです。
また、第８次岩手県教育振興基本計画の基本目標である「一人一人が学びの世界を拓く、
心豊かでたくましい人づくり」をめざし、本県の子どもたち（乳幼児・児童・生徒等、概
ね 18 歳までを目途とする）が、読書活動に魅力を感じながら主体的に取り組むことがで
きる環境づくりを進めるため、総合的かつ計画的な行政施策を明らかにしたものでもあ
ります。さらには、県民に対しては、家庭・地域・学校のそれぞれの立場から、この計画
の示す方向性や施策について理解と協力を期待するとともに、積極的な参画を願うもの
として策定しています。
計画の期間は、平成 15 年度から平成 19 年度までの概ね５か年計画としていましたが、
その具体的な推進方策として、17 の視点から市町村及び市町村教育委員会との連携・協
力を図りながら、平成 20 年度においても引き続き一体的な施策を推進しています。
一方、この期間内の県の動向として本プラン推進の重要な役割を担っている県立図書
館の整備充実や県内の公立図書館の振興を図ることを目的に、「岩手県公立図書館等振
興指針」が平成 17 年 1 月に策定されました。
また、平成 13 年 12 月に策定された「岩手県生涯学習振興計画“学びの里いわて 21”」
では、幼児期や学齢期における「生涯学習の基礎づくり」の重要性を指摘していたところ
ですが、平成 18 年 6 月に策定された「岩手県生涯学習振興計画【後期計画】」においては、
子どもの読書活動推進に関する事業が主要事業・主要目標として盛り込まれました。
このように、生涯にわたる学習環境の整備と読書活動の推進に向けて、より具体的な取
組みの方向性が示されています。
また、平成 17 年 3 月には、県保健福祉部において「いわて子どもプラン～次世代育成支
援対策推進法による岩手県行動計画～」が、県環境生活部においては「岩手青少年育成プ
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ラン」が策定され、子どもの読書活動が子どもの健全育成を推進する構成事業として位
置づけられました。
さらに、平成 19 年度からの４か年計画として「岩手県総合計画」の後期「実施計画」とな
る「いわて希望創造プラン」が策定されました。この計画の基本的視点は、
「地域経営」の
視点に基づく取組みの展開であり、地域の総力を結集するとともに、地域資源を最大限
活用しながら地域の特色を生かした取組みを進めることとしています。特に、６つの施
策の柱のひとつである『「ふるさとづくり」を担う人材の育成』を支える「豊かな心を育む
教育の推進」において、読書活動は中核的な取組みとして学校、家庭、地域の協働のもと
で推進することとしています。
平成 21 年 9 月には、第１次「いわて子ども読書プラン」の取組の成果と課題を踏まえ、
「岩手県子どもの読書活動推進計画」（第２次＝「いわて子ども読書プラン 2009」）が策
定されました。

8

第３章

かまいし読書プランの策定にあたって

１．岩手県の指標・データ
（１）家庭に関する指標から
○ 指標①：小・中学生の１ヶ月の平均読書冊数の推移
• 平成 15 年 11 月と平成 20 年 11 月に県教育委員会が県内の小・中学校を対象に行っ
た調査（抽出）によると、１か月間の児童生徒の平均読書冊数は、小学校５年で 8.9
冊から 9.9 冊へ（全国の 4～6 年の平均は 11.4 冊）、中学校２年で 2.4 冊から 3.0 冊
へ（同 1～3 年の平均は 3.9 冊）となっています。
• 平成 20 年度で中学校では、県の目標冊数にほぼ到達しています。小学校では全国平
均を下回っていますが、平成 15 年度と比較すると各校種で増加傾向にあります。
• 家庭における働きかけはもちろん、学校や地域との連携・協力の成果といえます。
○ 指標②：小・中学生の１ヶ月の読者数の推移
• 一方、１か月間に 1 冊も本を読まなかった児童生徒（いわゆる不読児童生徒）の割
合は、小学校５年で 2％から 1％（全国の小学校 4～6 年の平均は 5％）、中学校２年
で 26％から 22％（同中学校 1～3 年の平均は 15％）となっています。
• 各学年において、平成 15 年度に比べて読書冊数の増加及び不読者率の減少という傾
向にあるものの、全国と同様に「年齢が上がるにしたがって読書離れが進んでいる」
という傾向が依然としてみられます。
（全国データは、いずれも平成 20 年 5 月 第 54 回学校読書調査）
• また、中学校においては、読書者の割合が目標値に比べて大きく下回っている問題も
見られます。
（２）学校に関する指標から
○ 指標③：小・中学生における全校読書への取組み状況の推移
• 文部科学省で毎年行っている学校図書館の現状に関する調査によると、全校読書へ
の取り組む割合は、各校種において全国的に増加傾向にあります。
• 本県においては、小・中学校では増加傾向にあり全国平均を上回っています。
• 平成 15 年度に比べて小学５年生で 91％から 99％（全国平均は 94％）、中学２年生
で 90％から 95％（全国平均で 84％）となっています。
• この学校における読書への取組みは、前出の児童生徒の読書冊数や読書者率の向上
の要因の一つと考えられます。
（３）地域に関する指標から
○ 指標④：県民一人あたりの図書貸出冊数
• 県立図書館の調査によると、本県の公立図書館等における県民一人あたりの図書貸
出冊数は、平成 19 年度に前年度を下回ったものの全体的には増加傾向にあり、引き
続き、県立図書館を始め市立図書館等の機能やサービスの向上が求められます。
• 平成 15 年度に比べて、3.5 冊から 3.9 冊となっています。
○ 指標⑤：教育振興運動における取組み状況
• 本県においては、昭和 40 年に家庭、地域、学校及び行政が総ぐるみで地域の教育課題
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•

の解決に自主的に取り組む、本県独自の「教育振興運動」(*１)が始まりました。以来、県
内各地において教育水準の向上や子どもの健全育成、健康安全などをスローガンに
掲げて熱心に取り組まれ大きな成果をあげてきました。
この教育振興運動は、本計画を地域ぐるみで推進する視点からも大きな役割を果た
し、約 6 割の実践区で読書活動に取り組んでいます。平成 15 年度に比べると、38％か
ら 57％になっています。

*1【教育振興運動】
子ども、親、教師（学校）、地域、行政の５者の連携により、地域の教育課題の解決のため「実践を大切に
しながら、自発的に、地域ぐるみで」取り組むことを大切にした運動で、小学校区や中学校区等を単位とす
る実践区を単位として進められており、平成 20 年度現在、県内に 540 の実践区が組織されています。

２．釜石市の動向
（１）学校の状況
• 当市においては、平成 21 年 12 月に実施した市内小中学校図書担当教員に対するア
ンケート調査（17 校全校回答）の中では、全ての学校で読書活動が実施されており
これにより不読書生徒は基本的にいないということがわかりました。
• また、学校での読書に関する取り組み例として、市立図書館との共催で行われる読書
感想文コンクールのほか、読書集会・読書まつり、多読賞表彰など、児童会・生徒会
の活動も活発に行われ、地域・家庭との関連でも、読み聞かせや、親子読書など工夫
を凝らした活動が行われています。
• 一方、図書の充実や専任職員の配置、市立図書館との連携が挙げられており、更に乳
幼児期や家庭での読書環境づくりも重要であるとの意見が出されています。
• 保護者や地域の人々、各種団体からボランティアとの連携・協力を得て、図書室の環
境整備や読み聞かせなど読書活動の充実に努めています。
（２）市立図書館の状況
• 平成 16 年～20 年度までの図書館の幼児・小学生の登録者数、利用者数は、人口減に
あっても横ばいです（平成 20 年度幼児・児童の利用人員は 8,410 人）。中学生・高
校生の登録者は人口減もあって減少傾向で、全国・岩手県と同様に「読書離れ」が進
んでいます。1 人あたりの蔵書数は 3.18 冊で、市部平均の 3.00 冊を上回っています。
• 読書活動の推進のため、行政・地域との連携を積極的に展開する必要があり、図書館
では、中・高校生を対象とした利用推進のＰＲ活動や各学校図書館と連携して読書
に親しむ環境づくりに努める必要があります。
• 出生児数が年々減少し、親世代も趣味等が多様化し「読書離れ」の傾向にあると思わ
れます。市立図書館では、乳幼児あるいは子どもを持つ親の世代が日常的に読書に親
しむ環境づくりを進めることがその後の子どもの読書活動に大きな影響をもたらす
と考え、ブックスタート事業等読書の習慣づけを行う事業を展開し、参加者から「読
み聞かせの大切さを知る良い機会であった。」と評価されています。
（３）その他
• 教育振興運動では、全５実践区において読書活動に取り組んでいます。
10

第４章

子どもの読書活動を推進するための取り組み

１．家庭における読書活動
（１）これまでの主な取組み
読書活動推進に関する情報や啓発資料を、様々なメディアを通して積極的に提供し
ました。
• 「広報かまいし」「生涯学習情報誌まなびぃ」などでの情報提供を行っています。
• 市立図書館の館報「ふれあい通信」を窓口に設置するとともに、市ホームページへも
掲載しています。また、各小学校及び児童に配布しています。
• 各学校においては「図書館だより」発行をしています（保護者等に対して子どもの読
書活動の重要性を啓発）。
• 図書館情報の電子システム化を図り、インターネットを活用した読書普及活動のＰ
Ｒに努めています。
• 子どもの読書に関するボランティア講座、自主活動グループ等による生涯学習講座
などの情報を市のホームページや広報紙に掲載しています。
• そのほかにも、関係機関・団体に積極的な情報提供を行っています。
• 平成16年度から、ブックスタート事業(*２)として生後５ヶ月児の市健康推進課開催の
栄養指導教室「もぐもぐごっくん教室」参加者を対象に読み聞かせ(*３)を実施してい
ましたが、平成21年11月から読み聞かせ用絵本１冊の贈呈を開始しました。平成22年
度からは家庭での読み聞かせの浸透に役立てていただくため、市健康推進課開催の
生後３ヶ月児健診の際に、全出生児を対象に読み聞かせ用絵本を贈呈します。
• 幼稚園、保育所、小・中学校からの要請により図書館見学や職場体験を実施し、図書
館に慣れ親しんでいただいたり、バックヤードなどの見学により働くことや本を大
切にする気持ちを養う機会を設けています。
• 「親と子の映画会」や読み聞かせサポーターによる「おはなし広場」を開催しています。
• 教育振興運動の中で、地域読書活動をさらに推進しています。
*2【ブックスタート事業】
1992 年イギリスのバーミンガムで始まり、全世界に広まっています。全ての赤ちゃんや保護者にメ
ッセージと絵本を手渡した運動です。
*3【読み聞かせ】
普段読んでいるとおりに絵本等を読んで聞かせる行為です。読み書きの基礎だけでなく、人間にとっ
て大切な創造力を育むといわれています。

（２）現状と課題
• 子どもへの読書の働きかけを行っている家庭が着実に増加してきており、保護者に
対する読書活動推進に関する普及・奨励の成果が表れてきています。特に、読み聞か
せの推進に重点を置いて取組みを進めてきた成果が、家庭における読み聞かせの割
合の増加に表れています。
• 家庭において読書をする子どもの割合に大きな変化がなかったり、年齢が上がるに
つれて、家庭で読書をする子どもの割合や保護者の働きかけが減少する傾向があっ
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•

•

たりすることから、読み聞かせだけではなく、発達段階に沿った働きかけの工夫につ
いての周知が必要です。
子どもの年齢が上がるに従い学校に読書推進を期待する保護者が多くなるとともに、
家庭における取組みも減少していることから、特に学校と家庭の連携による読書推
進が求められます。
ブックスタート事業や家庭に対する読書推進の周知啓発を行ってきましたが、さら
なる継続が求められます。

２．学校における読書活動
（１）これまでの主な取組み
• 学校図書館図書標準(*４)に基づく図書整備率の向上に取り組んできました。
• 司書教諭の配置拡充の検討を進めてきました。
• 県・教育事務所と共催で、司書教諭や学校図書館担当者等を対象とした研修への参
加を積極的に促しました。
*4 【学校図書館図書標準】
公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準として、文部科学省が平成 5 年 3 月に
定めたもの。

（２）現状と課題
• 学校図書館司書教諭の配置は、学校図書館法に準じて12学級以上の学校に学校図書
館司書教諭資格取得者を小・中学校に配置（100％）することができました。
• 12学級規模に満たない全ての学校にも、子どもの読書活動の専門的な指導を行う学
校図書館司書教諭を順次配置できるよう、有資格者の育成に努めていく必要があり
ます。
• また、学校図書館の運営・活用を担う専任学校図書館司書教諭の配置や、兼任であっ
ても学校図書館経営に携わることができるよう、負担軽減が求められているところ
です。
• 教育事務所においては、学校図書館司書教諭又は学校図書館担当者を対象にして、学
校図書館運営の基本的実務及び教科等における読書指導の実際に関する研修を行い、
学校図書館活用の意義と学校図書館の役割についての理解を深めています。今後も、
読書指導と情報活用能力の育成を図り、学校図書館が学校の中で、全ての学習活動の
基盤として活用されるよう、引き続き県及び教育事務所と協力しながら学校図書館
担当者研修講座への参加を促します。
• ほとんどの幼稚園や保育所等において、幼児に対する読書の働きかけを行っており、
約９割の幼児が家庭でも本に親しんでいます。
• 市立図書館職員の学校巡回訪問については、物的支援の他にも、専門的な見地からの
人的支援体制について検討を行う必要があります。
• 小学校においては、ボランティアを活用する学校も増えてきています。
• ボランティアと学校をコーディネートするにあたって、教育事務所や市立図書館が
大きな役割を担っています。地域をこえたボランティア同士のネットワークが確立
しつつあることから、団体相互の交流と連携の一層の推進を通して、ボランティア団
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体によるコーディネート体制を構築する必要があります。
子どもの読書活動推進及び学校支援の視点から、市立図書館と学校図書館との相互
協力の一層の充実が求められます。
① 児童書の充実と団体貸出の促進
② 市立図書館職員の学校訪問による、子どもたちや教職員への支援
③ 総合的な学習の時間を始め、子どもの学習活動に対応した図書館サービスの
充実
④ 関係機関、団体等との定期的な連絡会等の開催や、連携・協力の推進
⑤ 児童生徒の主体的な図書委員会活動等に関する情報提供
今後、子どもの読書活動推進に係る課題をさらに掘り下げ、地域のニーズを把握しな
がら、学校、市立図書館、読書ボランティア団体等との各々の自立と連携を推進する
など、推進体制の充実を図りながら、特色ある読書活動に取り組む必要があります。
読書という領域にこだわらず、家庭教育、子育て支援、青少年教育や教育振興運動推
進等、生涯学習の視点から施策の領域を横断する考え方を基本に据えて進める必要
があります。

３．地域における読書活動
（１）これまでの主な取組み
• 民間団体等や教育振興運動の活発な活動を促すよう、支援をしてきました。
• 読書ボランティアグループによる読み聞かせを推進しました。
• 学校の協力を得ながら、子どもの読書活動の状況調査を行い、推進状況の把握に努め
ました。
（２）現状と課題
• 教育振興運動において読書活動の推進に取り組む実践区が増加傾向にあり、地域ぐ
るみで読書活動を推進する環境が整えられつつあります。読書推進を重点の一つに
掲げて取り組んできた成果があらわれてきています。
• ブックスタート事業での県保健福祉部との連携が進んできている成果ですが、一層
の普及・奨励を進めていく必要があります。
• 児童館や放課後児童クラブ等の児童福祉施設及び放課後子ども教室における読書推
進に係る取組みが増加傾向にあります。
• 読書に関するボランティアグループが増加しており、学校や図書館等との連携によ
る充実した活動を行っています。広域的な読書推進体制整備や研修会の充実、活動の
場のコーディネートを図ってきた成果があらわれてきています。
• 地域における読書推進の核となっているボランティアの養成やスキルアップ、ネッ
トワーク化を一層図るためにも、関係機関が連携した読書推進体制の充実が必要で
す。
４．図書館における読書活動
（１）これまでの主な取組み
• 市立図書館児童室の蔵書等の整備充実を図るとともに、児童図書の調査研究に必要
な資料を収集し、市民をはじめ、学校図書館や地域、ボランティアなど各種団体等に
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対して提供しました。
学校図書館担当職員の資質向上を図るため、研修機会を提供しました。
市立図書館は、学校図書館との情報の共有化を図るため、ネットワークの構築を進め
てきました。
学校図書館と地域の図書館等との連携・協力の事例を紹介するなど、情報提供に努
めました。
読書活動を推進するボランティアグループ等に対する活動支援及びネットワーク形
成の促進を図りました。

なお、現在市立図書館で行っている子どもを対象とした主な事業は次のとおりです。
かぜ
• 読み聞かせサポーター「颯2000 の会」による「おはなし広場」・出前訪問（絵本・紙
芝居・読み聞かせ）
• 「ハマナスの会」による朗読奉仕
• 親と子の映画会（例月開催・夏休み等特別開催）
• 図書館子どもまつり（多読賞の贈呈・人形劇上演等お楽しみ会）
• たなばた会（読み聞かせ・関連図書の展示・七夕飾りに短冊飾りつけ等）
• クリスマス会（人形劇上演等お楽しみ会・関連図書の展示・飾りつけ等）
• 手づくり絵本教室等
え と
• しかけ絵本展、干支の図書展など市立図書館所蔵図書を展示する独自企画展
• 夏休み・冬休みの際に「自由研究コーナー（図書館所蔵の関連図書）」の設置
• 小学校・幼稚園・保育所・児童館等への団体貸出し（当館職員による選書）
• ブックスタート事業（「颯 2000 の会」協力による読み聞かせ・絵本贈呈）
• 手づくり絵本展等（県立図書館巡回展等利用図書展）
• 「自主活動グループ学習支援事業」「ボランティア養成講座」などの開催
（２）現状と課題
• 市立図書館においては、蔵書冊数はもとより児童一人当たりの児童書の冊数も増加
しており、県及び市町村において読書活動推進に係る図書整備が進んでいます。
• 財政が逼迫しており、図書購入費が減少する中、児童が興味を持てるようより一層、
質、量のバランスの取れた児童書等の購入整備を図ることが必要です。

朗読奉仕と読み聞かせサポーターの活動
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第５章

かまいし読書プランの基本方針

１．計画策定の趣旨
釜石市では、平成 17 年 9 月に「釜石市子ども読書活動推進計画」を策定して、「家庭・
地域・学校等における子どもの読書活動の推進」「子どもの読書活動の啓発・広報の推
進」
「図書館施設の整備と充実」
「関係機関との連携・協力で広げる読書活動のネットワー
ク」の４つの基本的な考え方のもと、各種の取組みを進めてきました。その結果、家庭、学
校、地域社会、市立図書館等のそれぞれにおいて子どもの読書活動の推進が図られてきた
ところであり、読書に親しむ子どもたちの割合も増加傾向にあります。
しかしながら、それらの取組みは、まだ、それぞれの領域で完結してしまう傾向が残っ
ていたり、年齢が上がるにつれ読書者の割合が減少したりするなどの課題が残されてい
ます。子どもの読書活動の推進は、当市が進める、知・徳・体のバランスのとれた教育の
推進のうち、「知」及び「徳」の教育を支える重点施策の一つです。
第２次計画では「子どもが本に親しむ環境づくり」を基本的な考え方に追加し、本計画
の改訂によって、読書活動の推進という共通の目的に向けたそれぞれの立場からの営み
を改めて整理し、長期的な施策の総合的かつ計画的な推進を図ろうとするものです。
２．計画の基本理念
（1） 当市の上位計画の第五次釜石市総合計画の基本目標である「創造性豊かな人を育む
まち」を目指し、子どもたち（乳幼児・児童・生徒等、概ね 18 歳までとする）が、読書
活動に魅力を感じながら主体的に取り組むことができる環境づくりを進めるため、総
合的かつ計画的に施策の方向性を明らかにするとともに、継続して推進するものです。
この計画は、
「子どもの読書活動の推進に関する法律」
「子どもの読書活動の推進に関
する基本的な計画」、並びに「いわて子ども読書プラン」の成果と課題を参考としながら、
当市における子どもの読書活動の推進、そのための条件整備と充実に取組むにあたっ
ての市の取組み方針等を定めるものです。
（2） 市民の皆さんには、家庭・地域・学校のそれぞれの立場から、この計画の示す方向性
や施策について理解と協力を期待するとともに、積極的な参画を願うものです。
３．計画の期間
平成 22 年度（2010 年度）を初年度とし、概ね平成 26 年度（2014 年度）までの５か年
計画とします。ただし、国・県の計画の動向を踏まえ、必要に応じて見直すこととします。
４．計画の目標

『子どもが豊かな心を育むための 読書に親しむ環境づくり』
①
②
③
④
⑤

子どもが本に親しむ環境づくり
家庭・地域・学校等における子どもの読書活動の推進
子どもの読書活動の啓発・広報の推進
図書館施設の整備と充実
関係機関との連携・協力で広げる読書活動のネットワーク
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第６章

子どもの読書活動推進のための具体的な取組み

１．子どもが本に親しむ環境づくり
（１）大人の責任の自覚
子どもの読書活動は、真に日常生活に根ざしたものとなることが大切です。なぜなら
それは、子どもが読書を通じて学びとった言葉や感性、表現力、創造力等が、それぞれ
の生活の中で生かされ、具体的な行動として現れていくことが価値のあることだから
です。
子どもの読書活動を支え導くのは、保護者であり、教師であり、大人社会全体です。周
囲の大人が、読書の素晴らしさを自らも体験しながら、その魅力を子どもたちに伝えて
いくことが大切です。
保護者として、教師として、あるいは地域社会の一員として、具体的な取組みが期待
されています。
（２）発達段階に応じた読書環境の整備
子どもが本に魅力を感じながら自主的に読書活動に取り組み、習慣として形成・定
着するためには、子どもが読書の楽しさと出会うきっかけを与え、読書活動を広げ、深
めることができる周囲の様々な支援が必要となります。
また、そうした働きかけは、子どもの読書活動の現状や発達段階に応じた適切なもの
でなければなりません。
そのためには、子どもの豊かな読書活動を支える人的環境づくり（育成や活用）や
物的環境づくり（施設・設備、図書資料等の諸条件の整備・充実）が欠かせません。
「釜石市生涯学習推進計画」では、幼児期や学齢期における「生涯学習の基礎づくり」
の重要性を指摘していますが、子どもが本に親しむ環境づくりは、その具現化に向けた
一つの効果的な手だてであるといえます。
（３）子どもの読書活動に関する普及・奨励
子どもは、周囲の人々の様々な働きかけや読書する姿などに触発されながら読書活
動に取り組みます。子どもの自主的な読書活動の推進のためには、乳幼児期からの発達
段階に応じた子どもの読書活動の意義や重要性について、市民が理解と関心を深めな
がら、社会全体で読書活動を推進する機運を高めていくことが重要です。

２．家庭・地域・学校・市立図書館等における子どもの読書活動の推進
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、学校及び行政を含めた
社会全体が、それぞれが担うべき役割を自覚し、連携・協力しながら役割を果たしてい
くことが重要です。平成18 年12 月に改正された教育基本法においても、学校、家庭、地
域社会の連携協力について規定されたところです。
「教育振興運動」
「学校支援地域本部事業(*５)」
「釜石型コミュニティ・スクール(*６)」構
想に基づき、家庭や地域との協働を進めています。

16

*5 【学校支援地域本部事業】
地域全体で学校教育を支援するため、学校と地域との連携体制の構築を図り、多様な形態の教
育支援を可能とする事業で、教職員が子どもと向き合う時間の拡充に努めています。当市では、
釜石小学校に地域コーディネーターを配置し、コーディネーターが学校と地域の様々な連携調整
をしています。
*6 【釜石型コミュニティ・スクール】
市内のすべての小中学校において、学校長のリーダーシップのもとで目標達成型の学校経営改
革を進めるとともに、地域性を踏まえながら、家庭や地域と協働する開放的で個性的な学校づく
りを目指すものです。

（１）家庭における読書活動の推進
ア）役割
子どもの読書習慣は日常の生活を通して形成されるものであり、読書が生活の中に
位置付けられ、継続して行われるよう保護者が配慮していくことが大切です。
そのためには、まず、子どもの読書活動の現状を把握するとともに、居住する地域や
家庭などの読書環境を見つめ直し、その中で子どもや保護者がどのような取り組みが
できるかを考えてみる必要があります。
乳幼児期の子どもにとっては、大好きな人にやさしく語りかけてもらうことが温も
りのあるコミュニケーションとなり、ことばと心を育むといわれています。絵本の読み
聞かせなどはその重要な“なかだち”になるものです。
就学時においては子どもの興味・関心の様子を理解し、また尊重しながら、楽しさや
充実感をもって読書活動に取り組めるよう配慮していくことが重要です。また、読書の
無理強いは逆効果をもたらすことに留意する必要があります。
市の広報や学校だよりなどには「読書に関する情報」がよく掲載されています。それ
らを参考として、家庭における子どもの読書のあり方について考えて取り組んでいく
ことも大切です。
イ）推進の考え方
子どもの発達段階や居住地の読書環境、保護者としての関わり方など、家庭によって
状況は多様であり、「わが家なりの取り組み方」を考えることが望まれます。
また、基本的な姿勢として、一方的に「させる」だけでなく、保護者も「ともに取り組む」
ことが肝要です。
生活の中に読書が位置づけられるよう、子どもの発達段階や興味、関心に即して働き
かけを行うとともに、保護者も一緒になって読書に親しむことを期待します。
ⅰ 親子で読書に親しむ機会を設けること
(*７)
◦ 子どもと一緒に本を読む。（「家読（うちどく）
」の推進）
◦ 家族が一斉に読書をする時間を設け、子どもと一緒に本を読んだり読み聞かせを
行ったりすること、また、市立図書館を家族で利用する機会を持つことなどを期
待します。
◦ 図書館を利用する。
ⅱ 学校や地域と目標を共有して読書活動に取り組むこと
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◦ 学校や地域との連携
◦ 教育振興運動や学校支援地域本部事業、釜石型コミュニティ・スクールなどへの
積極的な取組みを期待します。
ⅲ 読んだ本について語り語りあうこと
◦ 家族で話し合う。
◦ 読書活動の楽しさを伝える契機づくり
◦ 家族で読書を通じて感じたことや考えたことを話し合ったり、お互いが読んでい
る本を紹介し合ったりすることを期待します。
*7【家読（うちどく）】
「朝読」の全国的な定着をふまえ、家族みんなで本を読む新しい読書スタイルとして最近新聞等で提
唱され、各地で反響が大きい取組みです。「家庭（うち）での読書」の意味です。

（２）学校などでの読書活動の推進
ア）役割
学校では、従来から国語などの教科における学習で読書活動が行われており、子ども
の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。
学習指導要領では、小・中学校の国語科で子どもの発達段階に応じて、小学１・２年
生では「楽しんで読書しようとする態度を育てる」ことや、中学１年では「読書を通して、
ものの見方や考え方を広げようとする態度を育てる」ことなどを目標としています。
また、各教科、特別活動、総合的な学習の時間を通じて、児童生徒の調べ学習など多様
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」こととされています。
幼稚園や保育所においても、幼稚園教育要領や保育所保育指針の教育・保育内容で
ある「健康」
「人間関係」
「環境」
「言葉」
「表現」の5つの領域のうち、特にも「言葉」や「表現」
の領域において、豊かな感性を養うための重要な方策として絵本や物語などに親しむ
ことが必要であるとしています。
学校等では、各発達段階に応じて子どもが本に親しむ態度を育成し、読書習慣を身に
付けさせることが大切です。また、子どもが学校図書館を計画的に活用し、意欲的に学
習活動や読書活動を進めていくことができるよう、それぞれの学校図書館を活用する
教育の全体計画及び年間指導計画に基づいて、適切に指導することが求められます。
各学校では、子どもの「確かな学力」
「豊かな心」の育成を目指し、朝読書など特色ある
教育活動を展開しています。
このような中、読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かな
ものにします。学校での読書活動を推進することは、子どもの健やかな成長と人生を深
く生きる力を身につけるうえでも大変重要なものとなっています。
教育活動や保育活動の全般にわたり、言葉の力や豊かな心をはぐくむ中核的な活動
の一つとして読書活動を位置づけ、家庭や地域との協働により推進します。
ⅰ 子どもの発達段階に即した読書指導や環境整備に取り組むこと
ⅱ 家庭や地域と目標を共有して読書活動を推進すること
ⅲ 友達や大人等の他者に対して読書を通して感じたことを伝える機会を設けること
18

読み聞かせなどにより本の世界の入り口に入った子どもたちに対して、小学校にお
いて朝読書(*８)に引き続き取組むなど、小学校、中学校、高校において全校読書に取組み
かけがえのない本との出合いにより読書の楽しさに気付く機会を与え、自主的に読書
をする習慣を身につけさせるきっかけとすることが求められます。
また、小・中学校においては、読書活動の推進を大きな課題の一つとしてとらえ、地
域の協力を得て、子どもたちが興味を持ち、読書を行う習慣を身に付けることができ
る読書環境を整えることが重要です。
*8【朝読書】
朝学習の時間等を利用して一斉に読書に取組む活動で、民間団体である朝の読書推進協議会が
提唱して全国的に広く普及したものです。略して「朝読（あさどく）」ともいわれます。

イ）推進の考え方
○幼稚園・保育所における子どもの読書活動の推進
絵本や童話から言葉の楽しさ、音の美しい響き、内容の面白さにふれることがその後
の読書の基礎となります。そのため、読み聞かせを通じてイメージを豊かにし、楽しむ
経験を養うことから始めます。
当市では、
「保育士」や「読み聞かせサポーター」による「読み聞かせ」が日常的に行わ
れていますが、今後は小・中・高校生や保護者等による読書ボランティアの活用など
で本に触れる機会の拡充にも努めます。あわせて、読み聞かせの大切さや意義の啓発活
動を行い、理解と協力を得られるよう努めます。
○児童・生徒の読書習慣の確立／読書指導
各教科、朝読書、調べ学習、総合的な学習の時間等を通じて学校図書館の活用を図る
とともに、読書に親しむ態度を養成し､読書習慣を身につけさせます。
各学校と行政が共同して「読書感想文コンクール」を実施しているほか、読書環境の
充実を図るため必読書や推薦図書等の選定を積極的に進め、それを図書館だより等で
紹介するなど、読書に関する啓発活動も推進します。
さらに、学校により保護者が中心となった読書ボランティアが組織されていますが、
「読み聞かせ」や読書活動の普及促進となる活動を支援してまいります。
○教職員の連携・協力と意識高揚
これまで、子どもの読書活動を推進していくためには、教員一人ひとりの意識・関心
によるところが大きな比重を占めていました。子どもの読書活動を実効的なものとす
るには、教職員自らが読書生活を豊かにするとともに、教職員が一丸となり意識を高め
ていくことが必要です。
そのため、学校図書館の活用方策や読書活動の推進方策について、司書教諭（*９） や
図書館担当職員を中心として校内での情報交換や研究協議を行うほか、各種研修会へ
の参加を積極的に行い、資質の向上を図ります。
また、市立図書館との連携を強化し、蔵書数に限界のある学校図書館を補完し、支援
する体制づくりを目指します。
*9【司書教諭】
学校図書館の運営・活用についての専門職務（図書資料の選択・収集・提供・分類整理、利用指導計画の
立案と実施、諸組織との連携による管理運営）を行う教諭のこと｡教員免許を取得し、かつ司書教諭講習を修
了したものの中から発令し、12 学級以上の学校に置かなければならないこととされています。
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（３）地域における読書活動の推進
ア）役割
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・学校が、それぞれ担
うべき役割を自覚し、連携・協力しながらその役割を果たしていくことが重要です。
子どもは、周囲の人々の様々な働きかけや姿を見て成長していきます。したがって、
子どもの自主的な読書活動の推進のためには、地域全体の理解と関心を深めることが
必要です。子ども・親・学校・地域・行政の５者がそれぞれ連携し、地域の教育課題の
解決を図る教育振興運動を展開することにより、地域全体で読書活動を推進する機運
を高める効果が期待できます。
また、ボランティアグループなどによる、読み聞かせ、人形劇等の公演、地区公民館
（地区生活応援センター）・保健福祉センター・青葉ビルなどの図書コーナーの活用
などでも、子どもが本に親しむための機会を提供し子どもの自主的な読書活動の推進
に大きく貢献しています。
児童館や学童クラブ及び放課後子ども教室などにおいても、市立図書館等と連携を
図りながら読書環境の整備・拡充、読み聞かせなどの実施により、積極的に取り組むこ
とが必要と考えます。
ⅰ 子どもが本に親しむ活動へ参画するよう、読み聞かせや図書館等の環境整備等に取
り組むこと
ⅱ 学校や家庭と目標を共有して読書活動に取り組むこと
ⅲ 子どもたちとともに読書ボランティア活動に取り組むこと
子どもにとって心を揺り動かされた本との出会いは、貴重な体験となります。その感
動や楽しさを子ども自身が他者に伝え、感動を共有することも大切なことです。
奉仕活動を含め子どもの体験活動の減少が課題とされる今日、学校や地域の子ども
会、世代間交流事業、老人ホーム等の福祉施設の訪問等における子どもによる読み聞か
せなど読書活動を通した社会参加活動を促進することが、より主体的な読書活動の推
進につながります。
このような読書を通した青少年の社会参加活動の推進を図ります。
イ）推進の考え方
○教育振興運動における読書活動の推進
教育振興運動では全県共通課題として「読書活動の推進」を掲げていますが、市とし
ても実践活動の重点目標である「子どもの生活リズムの向上『ＲＨＹＴＨＭ（リズム）
プラン』」の中に読書活動の推進を組み入れ、各実践区において家庭（子ども、親）、学
校、地域、行政がそれぞれ連携して実践活動を展開しています。主な実践例として、ノー
メディアデーを活用した各家庭での家読等が挙げられます。
また、地域における読み聞かせなど読書の楽しさを伝える子どもによる社会参加活
動は、特に、中・高校生にとっては、読書の楽しさに触れるのみならず社会性、主体性等
も身に付けることができ、その促進が期待されます。市は、既に取り組んでいる実践区
の先進的な事例の情報提供を始めとする支援を行います。
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○家庭や学校との連携
ブックスタートや親子対象の読み聞かせなどを通して、保護者等に対し、読書の大切
さや意義を広く普及・啓発するとともに、教育振興運動の取組みなど、家庭や学校と連
携して読書活動を推進することを期待します。
○地区公民館や児童館などでの読書活動の推進
平成 19 年度から地区生活応援センターが市内６箇所（平成 22 年度からは８箇所）
に配置され、地区公民館としての機能も併設されています。各公民館では図書コーナー
を設け、さまざまな年代に利用されていますが、地区公民館や児童館での図書の配架に
は限りがあるため、市立図書館と連携しながら、読書に関する積極的な情報提供や移動
図書館車（*１０）による読書機会の提供など、子どもが楽しく有意義に読書を行う環境づ
くりに努めます。
また、読み聞かせグループや読書ボランティアにより、地区公民館や児童館を活用し
た読書に関するイベントの開催等について、行政が奨励・支援を積極的に展開します。
○児童生徒の主体的な読書推進活動の支援
児童生徒による読み聞かせ等の活動や地域に伝わる昔話の紙芝居づくりなどの読書
を通した社会参加活動に共に参加し、経験を活かした指導や支援も期待します。
*10【移動図書館車】
市立図書館から遠距離に居住する市民のために、図書を積み定期的に地域を巡回、貸し出し
する車両（バス）。当市では「しおかぜ」が市内各地を巡回しています。

（４）市立図書館における読書活動の推進
ア）役割
図書館は、日常業務として子どもの読書活動に携わっている機関であり、この計画
を推進する上で欠かすことのできない施設です。市立図書館には豊富な図書と児童
図書コーナー（児童室）があり、子どもが自分の読みたい本を豊富な蔵書の中から
自由に選択し、読書の楽しみを知ることができる場所として子どもたちに利用され
ています。また、保護者にとっては、自分の子どもに聞かせたい、あるいは読ませたい
本を選ぶことができる場所でもあります。
また、市立図書館では子どもの読書活動を推進するため、児童図書コーナーにおい
て読み聞かせ（おはなし広場）や独自企画展などの開催、
「子ども読書の日」に対応
したイベントなどを行っています。
さらに、子どもの読書活動を推進する団体、グループ、ボランティアの活動の場と
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して人材が集まる場所ともなっており、その方々との連携並びに必要な知識・技術
を習得するための自主活動グループ支援事業を活用した講座の開催など、学習機会
の提供等を行っています。加えて、児童室にブックスタートコーナーを設置し、乳幼
児期から読書に親しむ環境づくりに努めています。
市立図書館を通して、地域課題や特色に応じた子どもの読書活動に関する取組み
を進めるとともに、家庭、学校等、地域における関係機関・団体等との連携や協力推
進、地域の読書ボランティアや学校図書館の充実に対する支援を推進する必要があ
り、それぞれの実情を踏まえつつ子どもの読書活動を推進しています。
イ）推進の考え方
○ 子どもに対するサービスの充実を図るため必要なスペースを確保するとともに、
図書館職員だけでなく、学校図書館、更には市民の意見を反映させた図書の選定によ
る児童図書の収集・提供、子どもの読書活動を推進するための読み聞かせ等の実施
に努めます。
○ 子どもに対する新たな図書サービスを展開していくため、市立図書館職員に必要
な知識・技能等の養成に努めるとともに、読書活動をサポートするボランティアの
参画を促します。
○ 市民に対して、ボランティア活動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ます。
○ 学校・地域・ＰＴＡ・学校支援地域本部・教育振興運動各実践区や地区公民館
（地区生活応援センター）との連携を深め、協働して子どもの読書活動の普及に努
めます。
○ 移動図書館車の計画的な運行、魅力的な本の配架、学校・地区公民館等に市立図書
館から定期的に本の貸し出しを行うなど、地域の読書活動の推進役を担います。
○ 幼児から本に親しむことができるよう、ブックスタート事業や見学（図書の貸し
出し体験等）を推進します。

釜石市立図書館
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３．子どもの読書活動の啓発・広報の推進
（１）｢子ども読書の日｣など読書関連事業の実施
ア）役割
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に設けられた「子ども読書の日」（4
月 23 日）を機に、学校・地域・家庭を通じて、子どもの自主的な読書活動が、より一
層進められることが求められています。「子ども読書の日」以外にも「全国読書週間
（10/27～11/9）」等には、当市独自の読書活動推進に関する事業を実施し、地域全体
で読書に取り組む施策の展開を図ります。
イ）推進の考え方
当市では、市立図書館を中心に「子ども読書の日」の趣旨にふさわしい事業を実施
するよう努めるとともに、学校、地域、民間団体が連携・協力し、各種イベント・広報・
啓蒙活動を行うなど、全市的に取り組むよう努めます。
また、
「全国読書週間」事業として、
「釜石市読書感想文コンクール」を実施しており
ます。
（２）広報誌による読書活動の普及促進
当市では、
「広報かまいし」
「生涯学習情報誌まなびぃ釜石」により、市立図書館情報の
提供を随時行っております。また、市立図書館の館報「ふれあい通信」を窓口に置いてい
るほか、各小学校及び児童にも配布しております。
子どもの読書活動の推進に関する各種施策の取り組みや、子どもと本とを結びつけ
ることの意義を普及するためにも、定期的に広報誌に記事掲載を行うともに、図書館独
自の広報活動を特に学校・地区公民館（地区生活応援センター）等に対して行うこと
が必要となります。
各学校においても、
「図書館だより」を通じて、保護者等に対して子どもの読書活動の
重要性を啓発することに努めます。
さらに、広報誌を通じて、子ども・保護者だけでなく、市民に対しても「子どもの読書
の楽しさと重要性について」の理解の促進に努めます。
また、図書館情報の電子システム化を図り、インターネットを活用した読書普及活動
のＰＲにも努めます。
（３）各種情報収集と提供
子どもの読書活動の推進に資するため、読書活動の実施状況のほか学校、図書館、民
間団体における様々な取り組みや活動事例に関する情報を収集します。
また、子どもの読書に関する情報を市のホームページに掲載するとともに、速やかに
関係機関・団体に情報提供を行うことにより、情報の共有・意識啓発を推進します。
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第７章

図書館施設の整備と充実

1．市立図書館の整備・充実
市立図書館が当市における子どもの読書活動を推進する上で、さらに積極的な役割を
果たせるよう、次のような取り組みを推進します。
① 図書資料の整備充実
② 移動図書館車による児童サービスの充実
③ 図書館及び公民館等図書室のバリアフリー化等、施設・設備の充実や障がいのあ
る子どもに対するサービスの充実
④ 図書館司書の配置促進や研修機会の充実
⑤ 子ども向けの読書に関する積極的な情報提供や魅力ある児童図書の配架等、子ど
もが楽しく有意義に図書館を利用できるような環境づくり
⑥ 学校や地域の読書ボランティアに対する専門的な視点からの活動支援とネットワ
ーク化
（１）図書資料の整備
市立図書館の蔵書冊数は約 12 万 5 千冊で、うち児童書の蔵書冊数は 2 万 8 千冊となっ
ていて、主な分野は、文学・科学技術・芸術となっていますが、今後とも児童図書の整備、
充実に努めます。
また、子どもの読書活動を推進していくためには、地区公民館等の図書コーナーに豊
富で多様な図書資料を配架することも必要となります。
図書資料の整備については、計画的な整備が図られるよう努めてまいります。
（２）設備等の整備・充実
①市立図書館の情報化
市立図書館では平成 17 年 3 月に「図書館情報システム」が稼働し、読みたい本の検
索と借り方が便利になりました。もとより、子どもの読書活動の機会に関する情報等
の提供は、子どもの読書活動を推進していく上で重要な役割を果たすものです。
今後、学校図書館とのネットワーク化も検討します。
②児童図書コーナーの整備
市立図書館では国の「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」に基づき、児童
図書コーナーを設けています。今後は、児童が実際に本を借りる際のアドバイス、幼児
に対する図書館の利用方法の講習機会を設けるなど、借りやすい環境づくりに努めま
す。
③移動図書館車の整備・充実
移動図書館車によるサービスは、図書館から遠距離に居住する子どもの読書活動の
推進に大変有効です。今後更なる利用促進を図るためより一層の周知に努め、学校への
訪問貸し出しを充実するほか、運行経路の効率化と見直しを図り、児童・市民サービス
の向上に努めます。
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（３）読書環境（ソフト事業）の整備
①読書に興味を持たせる機会の充実
市立図書館では子どもの読書活動を支援するため、
「手づくり絵本の製作」に代表さ
れるような様々なサービスを行っているほか、ボランティアグループの協力を得て、
「土曜おはなし広場」（読み聞かせ）を開催しています。今後とも、民間団体や図書館ボ
ランティアとの連携のもと、子ども（親子）が参加できる事業を推進します。
②ブックスタート事業の推進
平成 16 年度からブックスタート事業の始まりを受けて、図書情報・子育てに関する
情報を網羅したパンフレットの配布をはじめ、パンフレットに記載した推奨絵本につ
いては児童図書コーナーに配架するなど工夫を加えています。あわせて、赤ちゃんに絵
本を贈呈していきます。
③調べ学習や総合的な学習の時間への対応
通常のレファレンスサービス（*１１）のほかに、職員が直接子どもたちに辞典類の使い
方、目次や検索の見方等の指導をするほか、調べ学習への支援、児童図書資料の提供な
ど、細やかなサービスの充実に努めます。
*11【レファレンスサービス】
何らかの情報を求めている利用者に対して、情報又は情報源を提供・指示するサービス

（４）職員の資質向上
①職員研修の充実
司書をはじめとする図書館職員は、子どもの読書活動を推進する上で読書相談や指
導に直接あたる機会が多く極めて重要な役割を果たすことから、図書館職員としての
資質向上のための研修会に積極的に参加し、技能の向上を図ります。
また、教育事務所と連携し、市立図書館司書、司書教諭、学校図書館司書を対象とした
研修会や交流会を設け、子どもの読書活動に関する取り組み情報を共有化し、相互協力
・連携のもと、子どもの読書活動の推進に対する意思統一を図ります。
②司書の適切な配置
司書は専門職として、児童図書に関する広範な知識と子どもの発達に応じた図書の
選択に関する知識、読書指導に関する知識と技術を有することから、市立図書館におけ
る適切な司書の配置に努めます。

２．学校図書館の整備・充実
学校図書館は「読書センター」としての役割や「学習情報センター」としての場である
ことから、子どもの多様な興味や関心に応えるとともに、知的な刺激を与えるきっかけ
となるような魅力的な図書を整備し、
「読書センター」としての機能や、
「総合的な学習
の時間」
「調べ学習」等を支えていく「学習情報センター」としての機能を充実すること
が必要です。
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一方、学校図書館の運営にあたっては、学校図書館の活用方策や読書活動の推進方策
について、司書教諭等を中心として先進的な取組み事例等の情報を収集したり、全教職
員による研究協議を行ったりすることが必要です。また、学校長のリーダーシップの下
司書教諭や担当職員が中心となり、保護者や地域のボランティア、公立図書館等との連
携を図りながら運営していくことが求められます。さらに、児童会や生徒会活動の中で
取り組まれている図書委員会等の活動の中で、子ども自身のアイディアを活かして自
主的・実践的な活動を行うことができるよう、計画的に指導することが大切です。
このため、以下のような取組みを推進します。
① 学校図書館図書標準に基づく図書整備率の向上
② 学校の蔵書のデータベース化の推進
③ 司書教諭有資格者の配置拡充の検討
④ 市内または教育事務所管内での連携・協力の奨励
（市立図書館と学校図書館の相互利用、分担収集、選書方法などのコーディネー
ト）
⑤ 学校図書館と読書ボランティアのコーディネート
⑥ 児童生徒の主体的な図書委員会活動等に関する情報提供
（１）学校図書館の図書資料、施設、設備その他諸条件の整備・充実
①学校図書館施設・設備の整備・充実
学校図書館が学校教育の中核的な役割を担うためには、学校図書館の機能の充実に
向けた環境の整備や児童生徒の多様な興味や関心に応える魅力的な図書資料を整備・
充実することが必要です。
国は図書スペース整備が進められるよう、余裕教室等を学校図書館に改修する際に
補助を行っているほか､校舎の新増築の際の補助基準面積の改定を行うなど必要な措
置を講じています。
今後、当市でも各学校における多様な読書活動の推進が図られるよう、行政・市立図
書館との情報交換を行い、図書の選書や計画的な整備を進めるなど児童生徒が公平な
環境で読書活動が行えるよう努めます。
②学校図書館の情報化
学校図書館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等とのオンラ
イン化を図り、図書の分担収集(*12)の取り組みが進めば地域全体での蔵書の共同利用や
多種多様な蔵書の整備が可能となります。
そのためには､学校図書館と市立図書館の間における図書の配送方法を検討する必
要があります。
*12【分担収集】
様々な分野の図書収集について、複数の図書館が相互に役割分担を決め、全体として網羅的な
蔵書とすること。
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③学校図書館を活用充実していくための人的配置の推進
学校図書館の運営にあたっては、校長のリーダーシップのもと司書教諭や担当職員
が中心となり､保護者、地域住民等のボランティア、公立図書館等との連携・協力を図
りながら運営していくことが求められています。
ⅰ）学校教職員の協力体制の整備
司書教諭は、学校図書館資料の選択、収集、整理、提供を行うとともに、子どもの読
書活動に関する助言指導を行うなど、運営活用について中心的な役割を担っていま
す。
また、司書教諭が学校図書館の運営に十分な役割を果たすことができるよう、全教
職員の共通理解のもとに協力体制を図るとともに､校務分掌上の配慮等を行うこと
が不可欠です。
平成 15 年度からは学校図書館法に基づき、12 学級以上の全ての学校に司書教諭
が配置されることになりましたが、専任対応等まだまだ不十分な状況にあることか
ら、全ての教職員が連携・協力し共通認識の形成を図ることが必要となります。
そのため、学校内外の研修、あるいは市立図書館との交流を積極的に進め、子ども
の読書活動の推進に地域間格差が生じないよう配慮します。
ⅱ）外部人材・学校間の連携による学校図書館活動の支援
学校図書館の運営にあたっては、学校完結型ではなく多様な経験を有する地域住
民や保護者、ボランティア団体の協力を得ることにより、子どもが本に親しむ態度の
育成やより充実した読書活動の発展性が望めることから、その実現に努め、有効な活
用の方向を探っていきます。
また、学校図書館協議会、市立図書館、教育委員会が協力しながら、随時学校間の連
携のあり方についての方向性も検討します。

27

第８章

関係機関との連携・協力で広げる読書活動のﾈｯﾄﾜｰｸ

１．子どもの読書活動推進体制の充実
本計画を効果的に推進するため、教育委員会各課（総務学事課・生涯学習スポーツ課・
市立図書館）による連絡会議が中心となり、関係機関や団体等との連携・協力体制を強
化し、家庭・学校・地域が一体となった取り組みを進めます。
同時に、子どもの読書活動に関する情報の収集、提供に努めるとともに、関係機関や団
体等に対し随時報告・協議の場を設けるなど、実効性のある計画の推進に努めます。
また、県教育委員会等との連携を図りながら、関係団体相互の情報交換、広域での読書
活動の推進を目指すなど、以下のような取組みを進めていきます。
① 読書活動推進に関する身近な情報や啓発資料の提供や、家庭教育学級等における子
どもの読書活動の重要性についての学習機会の提供
② 市立図書館において、児童図書の充実や読み聞かせ会などの実施等、読書活動推進の
ための魅力あるサービスの提供
• 市立図書館における児童サービスの充実
• 子ども向けの読書に関する積極的な情報提供や魅力ある児童図書の配架等、子ども
が楽しく有意義に図書館を利用できるような環境づくり
③ 保健福祉部（健康推進課）との連携によるブックスタート事業等への積極的な取組
み
④ 教育振興運動における「読書活動推進」の取組みの奨励と支援
⑤ 児童生徒による読書を通した社会参加活動の情報や機会の提供
⑥ 地域や学校等の実情に応じた特色ある読書活動の推進の取組みを支援するとともに、
小・中学校の司書教諭の指導力の向上を図るための取組みの強化

２．市立図書館と学校図書館との連携
これまで、市立図書館と学校図書館協議会との連携は、
「読書感想文コンクール」等のイ
ベントに限定されており、蔵書内容や図書の購入計画など図書館が担うべき基礎的な業
務についての情報の交換や職員間の交流が少ない状況にありました。
今後当市では、市立図書館職員と学校図書館協議会とのさらなる情報交換、資質の向上
を図る場を設けるとともに、調べ学習、総合的な学習等に共同で取り組めるような環境づ
くりに努めます。そのことにより、図書の分担収集、配送システムの構築など、財政的、機
能的にも効率的な運営を目指し以下の事項に取組みながら、常に地域全体を念頭に置い
た計画の推進に努めます。
①

市立図書館が、それぞれの学校等の実情に応じ図書配本などの取組みを行うなど、継
続的な支援
② 図書資料の整備充実
③ 移動図書館車による児童サービスの充実
④ 公民館等図書室の施設・設備の充実
⑤ 図書館及び公民館等図書室のバリアフリー化等の施設・設備の充実や、障がいのあ
28

る子どもに対するサービスの充実
⑥ 図書館司書の配置促進や研修機会の充実
⑦ 子ども向けの読書に関する積極的な情報提供や魅力ある児童図書の配架等、子ども
が楽しく有意義に図書館を利用できるような環境づくり
⑧ 市立図書館と学校図書館の相互利用、分担収集、選書方法などのコーディネート
⑨ 学校図書館担当者と読書ボランティアのコーディネート

３．読書ボランティア団体等の育成及び連携
当市では、読み聞かせグループ「颯 2000 の会」をはじめとする読書活動の支援団体が積
極的・自発的な活動を行っていますが、読み聞かせの重要性が認知されるとともに、指導
依頼も増加し、現在の会員数では対応が難しいという状況になりつつあります。
このようなことから、学校読書ボランティアの組織づくりを支援しそのネットワーク
づくりにも努めます。このことは、教育振興運動としても有効な手段となり、地域の読書
活動の実践活動につながります。
また、市立図書館では図書館ボランティアが図書の整理作業等を随時に行い、これによ
り図書館職員だけでは整理できかねる現状を補って、利用者が気持ちよく図書館を利用
できるよう活動しています。
しかし、年々活動者数が減少していることから、今後は、図書館ボランティアを募集し
ながら組織の育成を図ります。
①

学校や地域の読書ボランティアに対する専門的な視点からの活動支援とネットワー
ク化
② 地域の読書ボランティア団体等への支援の充実
• 読み聞かせなど子どもの読書活動を推進する活動を行っているボランティアグルー
プ等を把握し、研修や相談による育成支援や学校等との連携のもとでの活用の取組
み
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【計画の進行状況を示す指標の設定】

策定した計画の進行状況を把握するための、取組み状況を概観できる指標を以下のとお
り設定する。

１．学校図書館ボランティアの組織数（団体）
•

市内小・中学校における学校図書館ボランティアの組織数（団体）
年度

21 年度

22 年度

23 年度

23 年度

25 年度

26 年度

団体数

6

6

7

7

8

9

２．公立図書館における児童・生徒の利用者数の割合（回：１人当たり年間利用回数）
•

市立図書館における小･中学生の年間利用者割合（述べ利用者数/全児童・生徒数）
年度

（20）

21 年度

22 年度

23 年度

23 年度

25 年度

26 年度

小学生

（3.01）

未

3.05

3.08

3.11

3.14

3.16

中学生

（2.23）

未

2.27

2.29

2.31

2.33

2.34

３．小・中学生の１ヶ月の平均読書冊数（冊)
•

学校図書館における児童・生徒１人当たりの年間図書貸出数（冊）
年度

21 年度

22 年度

23 年度

23 年度

25 年度

26 年度

小学生

32.9

35.5

38.0

40.5

43.0

45.0

中学生

4.1

4.5

4.9

5.3

5.7

6.0
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資料 1

釜石市立図書館
１．現
況
（１） 図書館は、現代の情報化社会と共に市民の教養と文化生活の向上を推進するた
めの社会的教育施設として、更には生涯教育の学習拠点としてその果たす役割は
大きいものがある。
（２）

当館は、大正 5 年 10 月釜石町立図書館として釜石尋常高等小学校に設置された
のが始まりで、以後、幾多の変遷を経て昭和 58 年 11 月現在の小佐野町に移転され
たものである。
・所 在 地
釜石市小佐野町 3 丁目 8 番 8 号
・構
造
鉄筋コンクリート 2 階建 延面積 1,500㎡
・開館時間
5 月～10 月 午前 9 時～午後 6 時
11 月～ 4 月 午前 9 時～午後 5 時
土日(通年)
午前 9 時～午後 5 時
・休 館 日
月曜日・祝祭日・月末・年末年始・図書整理日
区

分

１階
図書閲覧室
児童閲覧室
新聞コーナー
点字室
館内蔵書検索コーナー・
インターネットコーナー
２階
学生利用室
郷土資料室
視聴覚及び展示ホール

施設、設備の状況
一般利用者用、 60 席
小学生以下、親と子、 18 席
地元新聞はじめ各種新聞閲覧コーナー
4席
点字図書
館内蔵書検索・インターネット閲覧のためのパソコ
ン設置
各1席
中学生以上の学生の勉強用

(冷暖房設備あり)
48 席
県内や東北地方の出版図書等、郷土資料
各種催し物、映画会、読み聞かせなど(冷房設備あり)

1）

昭和 52 年 11 月より「しおかぜ号」の運行を開始し、移動図書館車は市内 67 ヶ所
を毎月 13 日間にわたり巡回している。

2）

平成 17 年 3 月から、利用者サービスの向上と図書館業務の効率化を図るため図
書館情報システムの本格稼動を開始した。

２．運営方針
生涯学習推進の中核的施設として、市民の多様な学習ニーズに応えるため、市立図書
館としての機能拡充に努め、図書館活動の一層の充実を図る。
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３．重点事項
（1）図書館情報システムの活用推進
図書館情報システムによる貸出手続の簡素化をはじめ、インターネットを介しての
図書の検索・予約、さらに県内公立図書館とのネットワークによる情報交換や図書資
料の相互貸借など、これらの機能の有効活用を図る。
（2）子ども読書活動推進計画の推進
子どもの心を豊かにし、創造性を育てる上で読書の意義は大きく、社会的にもその
必要性が求められていることから、関係機関と連携して、子ども読書活動推進計画の
具体化に取り組む。
（3）図書館資料の整備充実
ア 社会情報、市民のニーズや利用状況の把握に努め、市民の利用要求に応える資料収
集を図る。
イ 釜石市としての特色ある図書資料（海洋・水産・鉄鋼等）の整備に努める。
ウ 岩手県や釜石市にゆかりのある人物や行政・団体等の郷土資料収集に努める。
（4）読書普及と利用の促進
ア 本館、移動図書館「しおかぜ号」の利用促進を図る。
イ 市立図書館独自企画や県立図書館巡回展利用の図書展などの開催、読書週間行事
関連の市立図書館独自企画事業の開催、及び各種講座の実施による学習機会の提供
を通じ、読書活動の推進を図る。
ウ 図書館自主グループ等の活動を通じて読書普及の高揚を図る。
エ 市民のニーズに対応するレファレンス・サービス、コピーサービス等の充実に努
める。
オ 市民の図書館に対する理解と関心を高めるため、館報「ふれあい通信」の発行や「広
報かまいし」、地元新聞、インターネットを活用して、図書館活動情報や新着図書の紹
介等の周知を図り、図書館利用の促進に努める。
カ 保育園・幼稚園の園児や児童・生徒を対象に、
「図書館体験学習」や職場体験を実
施し、図書館情報システムを活用した図書館利用と読書普及を促進する。
（5）視覚障害者への奉仕活動の充実
ア 地元新聞を朗読録音した資料の貸出し及び加入の促進を図る。
イ テープ図書の貸出しにより図書館情報の周知を図る。
（6）関係機関団体等との協力連携の推進
ア 他図書館や他社会教育施設との連絡を密にとり、情報収集や意見交換を通して、相
互の協力連携を進める。
イ 職員の研修等により「親しまれ、愛される図書館」づくりのため、職員の資質の向上
に努める。
ウ 図書館自主グループの育成と図書館ボランティアの積極的な活用を図る。
（7）視聴覚教育の充実
ア 視聴覚教材・機材の利用促進を図る。
イ 優れたアニメ映画ビデオ等を上映する「親と子の映画会」を毎月１回実施する。
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４．利用状況
（１） 分類別蔵書状況
総記
0

哲学
1

歴史
2

社会
科学
3

自然
科学
4

技術
5

産業
6

芸術
7

言語
8

文学
9

児童書

郷土
資料

16

4,345

4,448

8,251

14,437

4,948

5,997

2,564

6,252

1,916

31,648

28,062

12,300

236

125,404

17

3,693

3,509

7,758

12,790

4,505

4,961

2,202

5,972

1,346

28,420

25,039

12,888

6,183

119,256

18

3,903

3,741

7,850

13,104

4,670

5,210

2,466

6,212

1,402

28,478

23,793

13,421

9,762

124,013

19

3,942

3,858

7,963

13,561

4,771

5,521

2,506

6,265

1,449

28,687

30,817

13,920

5,039

128,299

20

3,986

3,943

8,119

13,822

4,944

5,694

2,548

6,548

1,488

29,228

29,212

14,311

6,792

130,635

区分
年度

（２）
年度

６歳以下

16
17
18
19
20

（３）

（４）

７歳～12 歳

13 歳～15 歳

16 歳～18 歳

880
1,426
1,570
1,668
1,716

121
361
540
814
861

81
149
208
317
526

288
243
273
289
261

19 歳以上

計

2,129
2,562
3,335
4,107
4,666

3,499
4,741
5,926
7,195
8,030

利用者数

年 度
区分
6 歳以下
7 歳～12 歳
13 歳～15 歳
16 歳～18 歳
19 歳以上
合
計

年度
16
17
18
19
20

計

登録者数
区分

区分

その
他

16 年

17 年

2,246
6,340
321
378
15,694
24,979

18 年

2,402
5,648
342
508
17,108
26,008

2,523
6,641
399
395
17,904
27,862

19 年

20 年

2,595
5,853
461
315
17,413
26,637

2,412
6,043
445
286
19,489
28,685

利用図書延冊数（館外帯出）

総記
O
474
763
626
580
718

哲学
1
1,439
1,648
2,011
1,966
2,573

歴史
2
2,309
2,427
2,451
2,272
2,309

社会
自然
技術
産業
芸術
言語
科学
科学
5
6
7
8
3
4
3,322 2,821 3,507 1,177 3,681
685
4,678 3,672 4,994 1,200 4,540
914
3,489 4,088 5,582 1,413 4,878 1,130
3,988 4,278 6,171 1,583 4,599 1,129
4,202 4,516 7,320 1,768 5,426 1,022

（５）団体貸出
年度
16
17
18
19
20

団体数

貸出件数
13
23
28
25
25

56
74
181
236
213

貸出冊数（冊）
4,409
2,780
3,710
4,617
8,774
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文学
9

絵本

34,080
40,431
41,847
38,606
40,622

9,920
14,978
17,454
17,908
19,152

ＹＡ
13
322
822
1,341
1,466

その他
2,658
4,081
3,735
3,619
3,804

計
66,086
84,648
89,526
88,040
94,898

図書館活動自主グループ
グループ名

活

動

内

容

例会活動日

備

考

宮沢賢治を語る会
「ぎんどろの会」

郷土作家宮沢賢治を知るために、多くの
奇数月
作品を読み身近な人物として理解してゆ
第３水曜日午後
くことにより読書推進活動をしている。

会長

平松

靖子

朗読奉仕
「ハマナスの会」

地元新聞等から身近な情報を収録し、視
覚障害者の希望者へテープを貸出す奉仕 毎月第 1 日曜日
活動をしている。

会長

山崎

利子

読み聞かせ
「颯 2000 の会」

例会
釜石・大槌の幼児・児童を対象に、読み
毎月第 3 水曜日
聞かせ訪問活動や、図書館において『お話
『お話広場』
広場』を実施している。
毎月第３土曜日

代表

工藤

益子
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資料 2

【釜石市子どもの読書活動推進計画策定に係るアンケート調査結果】
１．現在、学校（教育課程、児童会・生徒会）及び学校図書館で行っている読書活動推進に
関する取組み等
学校名

釜石小学校

事業名
･５校時始業前読書 10 分
･図書委員による読み聞かせ
（年２回）
･読書郵便
･学期毎に目標ページの設定
･親子読書（年２回）

双葉小学校

小佐野小学校

白山小学校

平田小学校

尾崎小学校

甲子小学校

･朝読書
･読み聞かせ
･親子読書
･多読賞の設定と表彰
･図書祭り
･感想文コンクールへの応募
･地域ボランティアによる読
み聞かせ
･感想文コンクールへの参加
･児童図書委員会による図書
祭り
･図書だよりの発行
･朝読書、読書ノート、多読賞
表彰
･感想文コンクール
･読み聞かせ

･朝読書
･読書感想文コンクール（年
２回）
･朝読書
･図書集会
･多読賞表彰
･読み聞かせ
･親子読書
･朝読書
･地区読書感想文コンクール
･心に残った１冊紹介（夏冬
休み）
･親子読書の取り組み

成 果 ・ 課 題
･意欲的に読む児童が多い。読書量が増えている。
･大型絵本を読むことにより、本への興味、関心が高ま
っている。
･お手紙を出し合うことで、意欲的に本を手に取る児
童が増えた。
･多読賞を渡すことで、次への意欲付けになっている。
･親子の触れ合いの機会としては効果的だが、協力的
でない家庭も多い。
･静かに読書をする、多くの本を読もうとする等、読書
習慣の定着、読書意欲の向上が見られる。
･読み聞かせを通して楽しんで話を聞く児童が増えた。
･学年に相応した内容の本に興味をもたせる工夫が必
要。
･担任による計画で、読み聞かせを設定し、その後、図
書室利用の時間を設けるなど、読書意欲推進につなげ
ることができた。
･図書祭り期間は、全校で読書に取り組み、図書室に足
を運ぶ児童が増えた。
･読書の習慣化、家庭での読書につなげる工夫が必要。
･朝読書の時間を設定することで、児童の読書時間が
確保された。
･図書ボランティアによる読み聞かせを実施し、児童
の本に対する興味関心が高まってきている。
･多読賞表彰は、児童の読書活動に対する意欲の高ま
りの 1 つとなっている。
･今後は図書の内容を充実させるための活動を展開し
ていきたい。
･朝読書の開催により、本を読む時間を確保すること
ができ、たくさん本が読まれた。
･読書感想文は難しいので、全員に書かせることがで
きないことが課題となっている。
･児童の読書意欲を高めるために有効だった。

･朝読書はみんな喜んで行っているが、図書館から借
りて読ませるには、声がけを必要とする児童もいる。
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学校名

鵜住居小学校

白浜小学校

栗林小学校

橋野小学校

事業名
･読書週間（6 月、11 月）
･地区読書感想文コンクール
への参加
･読書祭り（11 月）
･10 日間読書カード（夏冬休
み）
･朝読書
･読書感想文コンクール
･朝読書
･読書週間
･図書祭り
･親子祭り
･親子読書（夏冬休み）
･多読賞表彰

･朝読書
･図書館祭り
･読書強化月間の設定
･教師の朗読

･図書まつり（11 月）
唐丹小学校

釜石中学校

大平中学校

甲子中学校

釜石東中学校

･全校一斉読書
･読書感想文コンクール

･朝読書
･多読学級表彰
･購入図書アンケート
･朝読書の呼びかけと点検活
動
･購入希望調査（委員会）
･朝読書
･おすすめの本の紹介
･感想文コンクール
･国語の授業で図書館を利用
･朝読書

唐丹中学校

成 果 ・ 課 題
･じっくり本に向かい合う時間を持つことができた。
･貸出冊数が増加した。
･1 人２冊の貸し出しをしたいが、代本板が不足してお
り棚が乱れてしまう。

･本に親しむ児童が増えた。
･「家読」の機会を増やすような働きかけが必要。
･朝読書の取り組みは、読書の習慣化につながってい
るが、家庭での読書時間は少ないという現状である。
･長期休業中の親子読書だけでは家庭での読書週間に
はつながっていないので、啓発活動などを工夫してい
く必要がある。
･図書祭りの取り組みは、読書量を増やし、読書の幅も
ひろげることができたが、期間中だけのものとならな
いように定期的、日常的な読書指導、推進活動の工夫
が必要。
･朝読書は全校で集まることにより、読書をする意欲
が増し、集中して読書することができている。
･読書に関わる取り組みをすると、更に意欲が出て、読
書量が増える。
･いろいろな種類の本に興味がもてるような工夫が必
要。
･図書祭り期間中の取り組みとして、休み時間の紙芝
居や読書ビンゴ、家庭読書、図書委員や先生方のお勧
め本の展示などを行った。特に読書ビンゴの取り組み
は、子ども達が興味を持って取り組み、図書室に足を
運ぶ児童が増え、読書意欲を高めることができた。
･月 1 回の一斉読書の時間が定着し、その延長で読書に
取り組む生徒が増えてきた。
･様々なコンクールに応募し、入賞者が増えてきてい
る。
･落ち着いて朝読書に取り組み、読書の良さを感じて
いる生徒が増えてきた。
･朝読書に取り組めない生徒への支援が必要。
･朝読書が生徒主導でできるようになった。（学力と
の兼ね合いが課題）
･生徒の読みたい本が入ることで図書室の利用が積極
的になった。
･読書をする習慣が身についた。
･廊下にも本を並べたことで、本を手にとる機会が増
えた。
･図書館が３階奥にあることで、利用率がなかなか上
がらない。
･落ち着いた朝のスタートをきれるようになった。
･読書量の増加や心情を読み取り理解することなどに
つながっていないので、取り組み方法に工夫が必要。
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２．学校図書館（読書）ボランティアを組織している学校とその内容
学校名
釜石小学校

①活動内容

②団体名

③人数

①図書の整理・修理、読み聞かせ

成果・課題
学校図書室の本の整理や修理、読み聞かせを定
期的に実施している。学校を支援してもらって
おり、大変有意義な活動をしている。

②図書読み聞かせボランティア
③ 11 人
双葉小学校

なし

長期休業中に、PTA からボランティアを募って修
繕を行なっているが、組織化や常時活動は行な
っていない。しかし、本の破損が多いことと、読
書活動を推進するためにも学校図書館ボランテ
ィアを組織化したいと考えている。

小佐野小学校

①図書の補修、補強

保護者が本の補修や補強をしたことで、児童の
本の扱い方、本棚への返し方が良くなった。活動
の継続に課題がある。

②なし（PTA 有志）
③ 10 人
白山小学校

①読み聞かせ、環境整備、本の修繕 図書ボランティアによる朝の読み聞かせや本の
修繕等をしていただいており、児童の読書活動
②図書ボランティア
推進の一環となっている。
③８人

平田小学校

①本の整理、本の受け入れ、読み聞か 水曜日（月２回）に活動を行っている。昨年度
せ
は本の整理、今年度は新刊図書の手伝いをして
いただいており大変助かっている。
②平田小学校図書ボランティア
③７人

甲子小学校

①絵本の読み聞かせ

人数が減ってきている。

②お話どんどこ
③ 14 人
栗林小学校

①図書の整理、修理、図書室内の装飾、図書室の環境整備や装飾によって、児童が足を
読み聞かせ、ペープサート
運びたくなるような図書室となった。また、図書
祭りにおける手づくりペープサートの発表など
②学校支援（読書）ボランティア
によって、児童の読書への関心が高まった。特に、
③９人
低学年は同じ話の本やシリーズの本を自分で手
に取って読む姿も見られた。

唐丹小学校

①本の読み聞かせ

大平中学校

なし

月 2 回程度の割合で、朝活動の時間に学団毎にボ
ランティアによる読み聞かせを行っている。学
②読み聞かせボランティア「はぐる
年に合わせた本を選んで、読み聞かせをしてい
ま」
ただいており、子ども達には大変好評である。
③５人
ボランティアを組織したい。（図書の受入れ作
業など）
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３．地域・ＰＴＡ・団体またはボランティア等と連携した読書活動
事 業 名
成果・課題
①地域 ② PTA ③団体、ボランティア
①児童用図書の寄付、第２図書館わ 蔵書が 800 冊にも及び、低学年の児童を中心に
くわくルームの開設
楽しんで借りている。
釜石小学校
読書の必要性や親子読書の仕方などを分かりや
②講演会の開催
すくご教示いただいた。
②親子読書
家庭の読書環境の意識化を図ることができた。
静かに集中して話を聞く態度がついた。様々な
双葉小学校
③読み聞かせ（颯 2000 の会）
分野の本に触れることができ、興味を持つきっ
かけになった。
小佐野小学
読書に対する関心が高まり、本を手に取るきっ
③読み聞かせ（颯 2000 の会）
校
かけになった。時間の確保が課題。
図書ボランティアによる朝の読み聞かせや本の
白山小学校
②読み聞かせ（図書ボランティア） 修繕等をしていただいており、児童の読書活動
推進の一環となっている。
読み聞かせは、本に接する第一歩なので、本を好
①読み聞かせ
きになってくれる機会を増やせた。
親が子どもに読み聞かせをする機会にもなって
②親子読書
いて良い。高学年になると、親子で違う本を読む
平田小学校
ことになるが、子どもの成長が分かって良い。
子ども達の楽しみでもある。本に興味を持つこ
③読み聞かせ、本の修正、整理
とができた。本がいつも整理されているので見
やすい。
②親子読書、親子読書感想文発表会、保護者の理解のもと継続した取り組みがなされ
尾崎小学校
文集発行
ている。
①ノーメディアデーによる親子読 小中連携して実施している。広がりが課題。
書（教育振興運動）
PTA の方々の読み聞かせを子ども達はとても喜
甲子小学校
②お話どんどこ（読み聞かせ）、親 んでいる。月１回、朝読書の時間に全学年に入っ
子読書（PTA 全体）
ていただいているが、人数の関係で減ってきて
いる。
鵜住居小学
内容も学年にふさわしく、子ども達も楽しく聴
③読み聞かせ（颯 2000 の会）
校
くことができた。
白浜小学校
③読み聞かせ（颯 2000 の会）
大型絵本に興味を持っていた。
書架整理、本の修理、図書室内の装飾、読み聞か
①学校支援(読書）ボランティアの せ、ペープサートなど様々な活動によって、児童
活動
の読書に対する興味や意欲を高めることができ
た。
栗林小学校
普段はあまり家庭で読書をしなかった児童が、
家庭での読書の時間を作ったり、親子で共通の
②親子読書
本の感想を交流したりできたという感想が寄せ
られたが、家庭での読書の習慣化とまでは至っ
ていない。
家庭で日常的に読書をするようになった。家族
橋野小学校
②家庭読書（教育振興運動）
も楽しみながら読書をしている。
仕事等の関係で、ボランティア 5 人が全員そろ
うことが難しい。ボランティアの人数によって
唐丹小学校
②読み聞かせボランティア活動
読み聞かせを学年で行うのか学団で行うのか決
める等、臨機応変に活動を行っている。
学校名
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４．子どもが本に親しむ態度を育成し、読書習慣を身に付けさせるために必要な取組みは。
学校名

取り組み

釜石小学校

･入学前までの読み聞かせ活動
･本が身近にある環境にする。
･テーマ読み読書
･本を紹介しあう活動

双葉小学校

･早い時期から家庭で読み聞かせを習慣化し、本や文字への興味を持たせる。
･読書に集中できる環境づくり（本が身近にある環境、音や映像などの刺激が少ない環
境）
･ゲームやパソコン、漫画を安易に与えず、使うときは約束を家庭で決める。
･学校では、読書をする時間を意図的に設ける。
･発達段階に応じた本や児童・生徒の興味に即した本を紹介して、意欲を喚起する。

小佐野小学校

･各小学校への専任司書の配置
･読み聞かせ等、読書活動充実のための講習会

白山小学校

･子どもが本に親しむ環境づくり（家読や読み聞かせ）

平田小学校

･家庭での読み聞かせ
･地域の読書活動への積極的な参加

尾崎小学校

･乳幼児期からの読み聞かせ
･ブックトーク
･アニマシオン

甲子小学校

･乳幼児期からできるだけ本を読み聞かせたり、カラフルな絵本や仕掛け絵本などに親
しませる。
･子どもが一人で本を読めるようになったら、親も一緒に読書をする習慣をつける。

鵜住居小学校

－

白浜小学校

･家庭での読書習慣をつけさせるための取り組み

栗林小学校

･子どもがすぐに本を手に取ることができるような環境づくり
･乳幼児期の読み聞かせなどの家庭への啓発

橋野小学校

･本と親しむ時間を意図的に設定する。
･読み聞かせを多く取り入れる。

唐丹小学校

･乳幼児期からの絵本の読み聞かせ

釜石中学校

･小さな頃から音読する習慣を身に付けさせる。

大平中学校

･読み聞かせ
･親子で図書館に行く。
･親子で本を読む時間を生活の中に組み込む。

甲子中学校

･親子（生徒同士）での本の紹介活動

釜石東中学校

･保護者も読書をする。
･学校だけでなく、家庭でも本を読む環境をつくる。

唐丹中学校

･乳幼児期からの読書活動（読み聞かせや読書の時間の確保）
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５．読書活動推進を図る上での行政（教育行政・図書館含む）に対する期待・要望
学校名

期待・要望

釜石小学校

･図書費の維持

双葉小学校

･図書館司書の配置を強く希望する。図書館担当が学級担任を持っていると、新刊図書
の配架や本の修繕・廃棄は休業中にしか処理できない。図書の配架や修繕を早期に行
うことで、児童の読書意欲の向上や図書館の整備につながると考える。

小佐野小学校

･学校図書館を充実させるための予算配当
･国語科の読書単元等に合わせた蔵書リストの作成
･季節や行事に合わせたテーマ読書リストの作成

白山小学校

･図書館職員によるおすすめ図書の紹介
･公共図書館と学校図書館をつなぐネットワーク体制の整備

平田小学校

･読書に対して意欲的になれるように企画して欲しい。

尾崎小学校

･各団体による感想文コンクールの一元化
･学校図書購入費の現状維持

甲子小学校

･市からの図書受け入れ作業等の支援（派遣）

鵜住居小学校

－

白浜小学校

－

栗林小学校

･図書購入費の増額

橋野小学校

･図書が充実できるような環境づくり（予算を含む）

唐丹小学校

･市立図書館での読み聞かせの会
･市立図書館のしおかぜ号による貸し出し
･学校図書購入費の維持
･学校図書館への図書館司書の配置

釜石中学校

･専門の図書館司書による教員対象の講演会の開催

大平中学校

･図書費の増額

甲子中学校

･学校図書館へのボランティアの配置（受け入れ作業等）

釜石東中学校

･図書購入費の十分な確保

唐丹中学校

･学校図書館司書（専任）の配置

40

６．学校図書館での図書貸出数
年度等
学校名

平成 19 年度
総

数

平成 20 年度

１人当り

総

数

平成 21 年度（調査時点）

１人当り

総

数

１人当り

釜石小学校

4,524

26

2,013

11.3

1,991

11

双葉小学校

9,152

29.3

8,684

27.7

7,646

24.4

－

－

26,400

60

16,773
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白山小学校

1,420

14.5

1,826

18.6

1,565

16.1

平田小学校

2,549

16

3,300

17

5,371

26

尾崎小学校

1,300

68

1,600

84

1,161

61

甲子小学校

21,272

70

21,707

69

12,011

37

－

－

－

－

－

－

白浜小学校

3,311

118

3,447

123

3,538

136

栗林小学校

1,472

50.7

1,483

54.9

1,332

47.5

橋野小学校

－

－

490

98

279

93

唐丹小学校

－

－

2,581

28

2,327

29

45,000

37.6

73,531

44.2

53,994

32.9

釜石中学校

－

－

－

－

991

2.2

大平中学校

219

1.2

403

2.3

177

1.1

甲子中学校

－

－

－

－

－

－

2,231

9.4

2,057

8.7

2,429

10.6

－

－

－

－

176

2.6

2,450

5.7

2,460

5.9

3,773

4.1

47,450

29.2

75,991

36.7

57,767

22.6

小佐野小学校

鵜住居小学校

小学校計

釜石東中学校
唐丹中学校
中学校計
合

計

（「－」は調査データなし：合計数値は回答分データからのみ抽出したもの）
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７．公立図書館との連携
学校名

内

容

成果・課題

釜石小学校

･団体貸し出し（学級毎に毎月 40 ・きれいな本で、その学年にあった本を選定して
冊借用）
くださるので子ども達は意欲的に本に親しんで
いる。

双葉小学校

･読書感想文コンクールへの参加
･団体貸し出し

・読書感想文コンクールに参加することを目標
に読書感想文に取り組ませている。参加や表彰を
通して、書くことへの意欲の向上や他の作品への
興味の高まりが見られる。
・総合学習や国語で調べ活動を行う際に、学校図
書館では足りない資料を、市立図書館から借りて
学習している。多くの資料を用意することで、児
童一人ひとりが意欲的に調べ活動を行うことが
できた。

小佐野小学校

･読書感想文コンクールへの参加
･団体貸し出し

・学校図書館ではカバーできない調べ学習・読
書単元用の図書を補うことができる。

白山小学校

･読書感想文コンクールへの参加
・団体貸し出し（学習に関連する図書）を利用
･団体貸し出し
することで、調べ学習、発展学習等学習内容の充
･移動図書館「しおかぜ号」の活用 実が図られている。

平田小学校

･団体貸し出し

尾崎小学校

･移動図書館「しおかぜ号」の活用 ・学校図書館にない本に触れることができ、児童
･読書感想文コンクールへの参加
は大変よろこんでいる。

甲子小学校

･団体貸し出し
・子ども達は団体貸し出しの本としおかぜ号の
･移動図書館「しおかぜ号」の活用 本を楽しみにしている。
・団体貸し出し本の管理が課題

鵜住居小学校

･読書感想文コンクールへの参加
・しおかぜ号の利用者があまり多くない。
･移動図書館「しおかぜ号」の活用 ・高学年はなかなか時間がとれない。

栗林小学校

･読書感想文コンクールへの参加
・全校児童が、積極的に移動図書館を利用してい
･移動図書館「しおかぜ号」の活用 る。
・読書量が増え、読書の習慣化につながっている。

橋野小学校

･移動図書館「しおかぜ号」の活用 ・毎月１人５冊借りており、児童も楽しみにして
いる。
・市立図書館が遠いので、近くに分館図書がある
と良い。
・移動図書館の本も新しい本を入れてもらえる
と良い。

唐丹小学校

･団体貸し出し

･毎月、各学級 20 冊ずつ貸し出しを利用している。
学年相応の良書を選んでいただけるので助かっ
ている。
･随時リクエストに応じていただけるので、読書
だけでなく学習の役にも立っている。

釜石中学校

･読書感想文コンクールへの参加

・意欲を持ってコンクールに応募する生徒が増
えてきた。

・主に朝読書で読む本として本を借りている。良
書を揃えていただいているので、大変助かってい
る。学校図書と混ざってしまい紛失することがあ
る。
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学校名

内

容

成果・課題

大平中学校

・現時点で連携は行っていないが、平成 19 年度
に団体貸し出しをお願いし、大変好評だったため、
新年度はまたお願いしたい。

甲子中学校

･読書感想文コンクールへの参加

・もう少し積極的な連携を図りたい。

釜石東中学校

･移動図書館「しおかぜ号」の活用 ・利用者がほとんどいない。

唐丹中学校

･読書感想文コンクールへの参加

・市立図書館ボランティアを活用したい。
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