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は  じ  め  に 

 

このたび、北本市教育委員会では、子どもの読書

活動の推進と更なる充実を図るために、「北本市子ど

も読書活動推進計画」を策定いたしました。 

子どもは、読書を通じて言葉を知り、豊かな想像

力を育み、様々な知識や表現力を学び、社会や環境

の変化に対応していくための生きる力を身につけて

いきます。読書は、知の泉であり、心の栄養です。そこで、生涯にわたっ

て読書の習慣を身につけるには、幼いころから本に親しむことが重要な要

素となります。 

そして、子どもたちが健やかに成長していくためにも、子どもに関わる

すべての大人たちが子どもの読書活動の意義を理解し、発達の段階に応じ

た読書活動を推進していくことが重要です。 

北本市には、中央図書館のほか全国的にも数少ない「こども図書館」が

あり、赤ちゃんから大人まで多くの方にご利用をいただいています。子ど

もたちが自分で好きな本を選べるよう本を低い位置に配架したり、設備を

清潔に保ち、季節感のある装飾をする等、親子でゆっくり過ごしていただ

けるような環境づくりに努めています。 

子どもたちが読書の楽しさを知り、自主的な読書活動に取り組むことが

できるよう、本計画に基づき、家庭・学校・地域・行政が連携し、読書に

親しむ機会の提供と充実に積極的に努めてまいりますので、市民の皆様な

らびに関係諸機関の一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました市民の

皆様をはじめ、ご協力をいただきました関係者の皆様方に心からお礼を申

し上げます。 

 

平成３１年３月 

 

              北本市教育委員会教育長   清水  隆 
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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の目的 

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のできない

ものです。 

近年、私たちを取り巻く社会環境は高度情報化、少子高齢化、核家族化などめまぐ

るしく変化し、大人だけではなく、子どもの心身の発達や生活環境などに大きな影響

を与えています。とりわけ、インターネットやスマートフォンなどの普及等により、

子どもたちを取り巻く読書環境は大きく変化し、情報や知識の習得方法、また、読書

の在り方にも大きな影響が及んでいます。 

こうした状況のもと、子どもの健やかな成長のために、身近な家庭、地域、学校等

はもとより、社会全体で子どもの読書活動を推進していくことが、ますます重要とな

っています。 

 「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）を受け、

国においては平成３０年４月、「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」（第

四次）を策定し、埼玉県では平成２６年７月、「埼玉県子供読書活動推進計画」（第

三次）を策定しました。 

 本市では、国と埼玉県の動きを踏まえるとともに、市政全般の指針となる計画「第

五次北本市総合振興計画」及び教育行政分野における計画「第２期北本市教育振興基

本計画」との整合性を図り、子ども読書活動にかかる施策を総合的に推進するために

「北本市子ども読書活動推進計画」を策定し、子どもの読書活動の充実と環境の整備

に努めていきます。 
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《計画の関連図》 

 

 

子どもの読書活動の推進に           

関する法律 

                      第五次 

北本市総合振興計画 

国による「子供の読書活動 

の推進に関する基本的な計 

画」（第四次） 

                   第２期 

                      北本市教育振興基本計画 

埼玉県「子供読書活動推進 

  計画」（第三次） 

 

 

 

 北本市子ども読書活動推進計画 

               

 

２ 計画の期間と対象 

 計画の期間は平成３１年度から３５年度(※)までの概ね５年間とします。本計画に

おける「子ども」とは、概ね 18 歳以下の人をいいます。また、子どもの読書活動の

推進に関わる保護者、地域、教育・福祉・保健等の関係者も対象に含みます。 

（※）元号が変わり次第、新元号に読みかえるものとする。 

 

３ 基本的方針 

（１） 家庭、地域、学校における子どもが読書に親しむ機会の提供と充実 

（２） 子どもの読書活動を推進するための環境の整備・充実 

（３） 子どもの読書活動に関する啓発・広報の推進 

（４） 子どもが読書に親しむための推進体制の充実 
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第２章 読書活動の推進に向けた取組 

１ 家庭、地域、学校における子どもが読書に親しむ機会の提供と充実 

 （１）家庭における推進 

① ブックスタート 

 【現状と課題】 

  本市では、毎月実施される乳児（4 か月児）健診の会場で、ブックスタート

（※1）を平成 16 年８月から実施しています。 

健診終了後、訪れた親子にこども図書館員、地域のボランティア団体が絵本

の読みきかせや絵本の選び方等の説明を行い、絵本などが入ったバックを手渡

します。絵本を通じて保護者と赤ちゃんがふれあい、豊かな時間を過ごすこと

で、赤ちゃんが健やかにはぐくまれることを目的としています。 

今後は、国際色豊かな親子の増加に伴う多言語への対応や、視覚障がい、聴

覚障がいの保護者、赤ちゃん向けの対応も必要となります。 

 

 

 

 

 

 

  

     ブックスタート        ブックスタートプレゼント内容 

 

 

 

  ※１ ブックスタート                           

４か月児健診などの機会に絵本を紹介し、プレゼントすることで絵本との出

会いのきっかけをつくる事業。子育てに関する資料や絵本のリスト等も提供

している。 

 



4 

 

【施策の方向】 

  家庭での本との出会いを充実させるために、こども課では、こども図書館、

地域のボランティア団体と連携を図りながら、ブックスタート事業を継続的に

実施します。ブックスタートが「絵本」との出会いの「きっかけ」となるよう

に、それぞれの親子に合わせた取組になるよう、検討を進めます。 

多言語への対応や視・聴覚障がいの親子への対応についても、こども図書館

と連携を図り、支援をしていきます。 

 

② 読みきかせ等 

【現状と課題】 

子どもたちには、本を手渡すと同時に「ことば」を手渡すことが重要となり

ます。家族に本を読んでもらう経験は、子どもたちの長い読書人生の礎を築く

第一歩となります。こども図書館でも、親子で読みきかせをする姿をよく見か

けるようになりました。 

読みきかせに適する本は、こども図書館にも中央図書館にもあります。文字

が読めるようになっても「読みきかせ」等を継続することが大切です。 

 

【施策の方向】 

    市立図書館の行事等を通じて、多くの人に読みきかせの大切さについてお知

らせをし、家庭での読みきかせを行うきっかけや機会の提供について継続的な

支援を行っていきます。 

 

（２）地域における推進 

① 市立の各図書館における推進 

     ア こども図書館 

【現状と課題】 

乳幼児から小学校低学年を対象とした資料を中心に蔵書構成をしています。

図書館員が利用者の好きな本の読みきかせを行い、子どもたちに耳から聞く豊

かな言語環境を提供すると同時に、親子でホッとする時間を提供しています。 
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また、利用者の希望に応じて行うサービスを通じ、障がいのある利用者が読

書に親しむ機会の提供や、本の選び方、読みきかせ方法等に関する質問にも対

応しています。 

本を仲立ちとして、家族で楽しいひと時を過ごしていただくようおはなし会

やイベントの実施、様々なテーマでおすすめ本の展示を行う等、利用者が積極

的に本を手に取る機会の提供や読書の幅を広げる支援を行っています。 

利用者の成長に合わせた行事の提供を心がけることが必要となります。 

 

【施策の方向】 

利用者が言葉や本に触れる機会を増やすために、絵本の読みきかせ、おはなし

会、イベント、展示等の様々な事業を通じて、家族そろって楽しい時間が共有で

きる場を提供していきます。 

耳から聞く豊かな言語環境の提供とともに、親子での読みきかせや本を手に取

る機会の拡大、支援に努めます。 

 

  

       これよんで！ 

 

イ 中央図書館 

【現状と課題】  

小学校中学年以上を対象とした資料を中心に蔵書構成をしています。子ども

たちの知的好奇心を満たし、学習を助け、子どもたちの一生の友となる本との

出会いを提供するため、子どもたちが利用しやすいように、子ども優先閲覧席

の設置や、調べ学習の相談等を行っています。小学校中学年以上の児童書の充

実を図り、おすすめ本の展示やヤングアダルト（※2）コーナーを設ける等、

多くの子どもたちに利用していただけるよう、様々な取組を行っています。 

好きな本を好きな時に図書館員が

読みきかせ 
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市内 3 か所の公民館内にある図書館分室は、中央図書館が運営しているた

め、分室の児童書の整備、充実を図るとともに、分室のある各公民館との連携

を進めていく必要があります。また、点字図書、デイジー図書等を収集し、障

がいのある子どもたちへの対応を行っています。 

 

 

 

 

【施策の方向】 

子どもたちが利用しやすい環境の整備に努め、魅力ある取組を実施していき

ます。 

また、図書館分室のある各公民館との連携や図書資料の更なる充実を図って

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

    子ども優先閲覧席          ヤングアダルトコーナー 

      

ウ 図書館分室（南部公民館・西部公民館・学習センター） 

【現状と課題】 

    子どもたちが利用しやすいように、絵本や紙芝居などは中央図書館より多く

配置していますが、図書館分室に配置されている机やイスのサイズが大人向け

のため、大きいという課題があります。 

また、分室と談話室が隣り合わせのため、声を出して読むことが難しい配置

となっている施設もあることから、親子で本を楽しむことができるスペース

が必要となります。 

利用方法、開館時間等の更なる周知に努め、「市立図書館（中央図書館・こ

ども図書館）以下、市立図書館という。）」との事業の連携等についても、検

討が必要となります。 

  

 ※2 ヤングアダルト 

 本計画では、概ね 12歳から 18 歳を対象としている。    
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【施策の方向】 

  施設の管理を各公民館が行っていることから、環境の整備や事業の連携方法

等について、中央図書館と各公民館による協議・検討を行っていきます。 

 

② 民間団体等における推進  

    【現状と課題】 

地域のボランティア団体は、各保育所での絵本の読みきかせやパネルシアタ

ー、各小学校でのおはなし会（※３）等を行っています。市内に 5か所ある子

ども文庫では、本の貸出を行う等、子どもの読書活動の推進のために様々な活

動をしています。 

また、市立図書館との協働事業としておはなし会、子ども読書まつり、児童

文学講座等の実施や、その他、子どもの年代別に作成しているブックリスト

（※４）の作成でも連携をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ブックリスト 

 

※３ おはなし会 

絵本の読みきかせや昔話の語り等をする会 

 

※４ ブックリスト                            

「子どもたちの年代別おすすめ本」のリスト。中央図書館・こども図書館・  

ボランティア団体が連携して作成している。 
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【施策の方向】 

今後も、地域のボランティア団体との連携、協力を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

（３）学校等における推進 

① 保育所等における推進 

 【現状と課題】 

保育所では、乳幼児、幼児期、小学校入学前までに分けて、年齢ごとに絵本

や紙芝居の読みきかせ等を行っています。保育指針の中で、絵本や紙芝居の読

みきかせをすることによって親しみや興味を持ち、模倣・想像する楽しさを知

ることや、言葉を伝え合うことで、豊かな表現力を身に付けること等が示され

ていることから、保育の中に積極的に取り入れています。 

保護者にも絵本に興味をもっていただけるよう、懇談会等で子どもたちの好

きな絵本や紙芝居をお知らせしたり、保育所で読みきかせをしている本の紹介

や保育士の感動した本の読みきかせ等を行っています。 

家庭での読みきかせを推進するために、各保育所で所有している絵本の貸出

も行っています。一人でも多くの保護者へ絵本の良さをお伝えしていくことが

必要となります。 

 

   【施策の方向】 

    絵本の読みきかせや絵本の紹介を通じて、家族が一緒に本を読む機会の拡大

に努めるとともに、小学校入学前までの子どもたちの読書をする習慣づくりを

支援します。 

     

 

 

  

◇地域のボランティア団体◇ 

 北本子どもの本を楽しむ会、北本市子ども文庫連絡会、ぱんどらのはこ、 

 ひこばえの会 他 

。 
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   ② 小学校・中学校における推進 

【現状と課題】 

    小・中学校学習指導要領（平成 29年３月告示）においては、「総則」、

「国語」、「社会」、「美術」（中学校のみ）、「特別活動」に、それぞれ学

校図書館との関連についての記載があります。特に、改訂された指導要領の中

心的な概念の一つである「主体的・対話的で深い学び」を実現するうえで、学

校図書館を計画的に活用し、児童・生徒の自主的・自発的な学習活動や読書活

動を充実させることが求められています。 

そのような中、市内の小・中学校では子どもが読書に親しむ機会の提供と充

実を図るために、学校図書館を活用したさまざまな取組を行っています。「図

書や読書に関する全校集会」は、12校中 9 校の小・中学校で実施され、おす

すめ本の紹介や貸出冊数の発表・表彰等の啓発活動を行っています。「朝読

書」については、12 校中 11 校の小・中学校で実施しており、「読みきか

せ」等については、ほとんどの小学校で、地域のボランティア団体の協力によ

り行われていますが、中学校では、2 校のみ文芸部等の生徒が実施していま

す。また、「定期的に本に触れる機会のある部活動」では、2 校の中学校で部

活動を行っており、「調べ学習」については、すべての小・中学校で学校図書

館を活用しています。子どもの主体的、意欲的な読書習慣の確立のために、今

後も各学校で継続的な取組を行っていくことが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

調べ学習で学校図書館を

活用していますか？

はい いいえ

75%25%

図書や読書に関する全校

集会を行っていますか？

はい いいえ

92%

8%

週１回以上、朝読書を

行っていますか？

はい いいえ

（9 校/12 校） （11 校/12 校） （12 校/12 校） 
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【施策の方向】 

子どもたちが読書の楽しさを知り、生涯にわたる読書習慣を身に付けること

ができるよう、学校図書館の計画的な活用とともに各学校において特色のある

読書活動を推進していきます。 

 

  （４）市立の各図書館・学校等・民間団体等の連携・協力 

 【現状と課題】 

  子どもの読書活動を推進するために、市立図書館、各保育所、小・中学校、

地域のボランティア団体がそれぞれの役割を担いながら、相互の連携、協力を

図っています。 

市立図書館と各保育所は、団体貸出、本のリサイクル等で連携・協力をして

います。各学校とは調べ学習、図書館見学、学校図書館研修会、団体貸出、放

課後こども教室等で連携・協力を図っています。地域のボランティア団体と

は、各種事業での連携・協力やおすすめ本のリストの作成を実施しています。 

地域のボランティア団体は、各保育所及び各小学校で本の読みきかせ等を行

っています。今後も継続した取組が必要となります。 

 

 【施策の方向】 

  子どもの読書活動を推進するために、相互の連携・協力を図りながら継続し

た取組を行っていきます。 

 

 

２ 子ども読書活動を推進するための環境の整備・充実 

（１）市立の各図書館の整備・充実 

 ① 資料の整備・充実 

  ア こども図書館 

 【現状と課題】 

絵本、知識の本、読みもの等、子どもの成長段階に対応する本や、様々な興

味関心を満たすための分野の本を収集しています。読書量の幅を考慮しつつ、

乳幼児から小学校低学年くらいまでが利用しやすい蔵書構成を心がけていま
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す。絵本、読みもの、さらに調べ学習に役立つ辞典や、日本十進分類法の分類

（※５）0類～8 類の本の充実を図り、子育て支援の本の収集にも努めていま

す。調べ学習に役立つ、小学校低学年向きの歴史の本等の出版自体が少ないた

め、より良い蔵書構成とするために、どのように図書類を収集していくかとい

う課題があります。 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】 

引き続き、0 類～8類の本の充実を図るとともに、利用者の興味関心を満た

すための分野の本の収集を行っていきます。また、小学校低学年の調べ学習に

も役立つ蔵書構成に努めます。利用者の要望に応じてより詳しい資料を提供す

るため、初めて中央図書館を案内する場合は、子どもたちが安心して利用でき

るよう、中央図書館と連携したサポートを行っていきます。 

 

  イ 中央図書館 

    【現状と課題】  

   児童コーナーでの児童向け図書資料の収集、調べ学習や総合的な学習の時

間のための参考図書資料等の充実に努めています。図書館にあるヤングアダ

ルトの図書を手に取っていただくための展示の工夫や、中高生向けの図書資

料を計画的に収集していく必要があります。 

 

           

児童書コーナー 

※５ 日本十進分類法の分類 

 ０類：総記 1 類：哲学 2類：歴史 3 類：社会科学 4 類：自然科学 

 5 類：技術 6類：産業 7類：芸術 8 類：言語 9 類：文学 
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 【施策の方向】 

   今後も、調べ学習に役立つ資料の収集を行うとともに、小学校中学年から

中高生を対象とした図書資料の充実に努めます。 

                        

 ② 設備等の整備・充実 

  ア こども図書館 

    【現状と課題】 

     利用者の多くが赤ちゃんから小学生であることを考慮し、館内のサインを

大きくする等の工夫をしています。本を低い位置に配架することで、小さな

利用者も好きな本を手に取りやすいようにしています。棚の角が危なくない

ようにクッション材を取付け、設備を清潔に保ち、季節感のある装飾を手作

りする等、居心地のよい空間の提供と安心して過ごせる環境づくりに努めて

います。 

今後も、利用する全ての人が満足して穏かに過ごすことができる空間の提

供が必要となります。 

 

    【施策の方向】 

     居心地のよい空間の提供と安心して過ごせる環境づくりに配慮するととも

に、寄添い・声かけ等の丁寧な対応を行っていきます。 

 

  イ 中央図書館 

  【現状と課題】 

   大人の利用者が多い中央図書館内で、子どもたちが利用しやすいように、

子ども優先閲覧席を設置しています。 

また、ヤングアダルトの本の展示やコーナーを設け、良書を手にする機会

の拡大に努めています。 

子どもたちが安心して図書館を利用することができるよう、こども図書館

と連携したサポートが必要となります。 
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  【施策の方向】 

   こども図書館と連携した支援を行うとともに、調べ学習の相談、子ども優

先閲覧席の利用等を通じて、子どもたちが中央図書館を利用しやすい環境の

整備に努めます。 

また、勉強や部活動等で忙しい中高生にも、本を手に取ってもらえるよ

う、本の展示の工夫やヤングアダルトコーナーの充実を図っていきます。 

   

   ③ 図書館職員研修等の充実（市立図書館） 

    【現状と課題】 

     児童サービスに携わる図書館職員は、子どもの本に関する豊富な知識と、

子どもに対する深い理解が必要となります。 

中央図書館では、児童奉仕、おはなし会、ブックトーク（※6）について

の研修等、児童サービスに必要な知識・技術を身に付けるための研修を行

い、職員の専門性の向上を図っています。今後は、ヤングアダルトを対象と

した、資料の知識を深めるための研修も必要となります。 

こども図書館では、より良い児童サービスを提供するために著作権研修、

検索技術の研修、絵本やおはなし会についての研修、救命救急講習、コンプ

ライアンス等の研修を実施しています。中央図書館・こども図書館共に、一

度に多くの職員を研修に参加させることは難しいことから、いかに効率よく

スキルアップを図るかということが課題となっています。 

 

 

 

 

 

    【施策の方向】 

     文化庁や県立図書館等の研修を積極的に受講し、職員のスキルアップに努

めるとともに、受講した職員が他の職員にフィードバックする仕組みを整え

ていきます。 

また、児童サービスは中央図書館・こども図書館共通であり、連携したサ

ポートを行うためにも、赤ちゃんから 18 歳くらいまでの幅広い層へのサー

ビスについて、両者ともに学んでいく必要があります。 

 

※６ ブックトーク                            

聞き手にその本を読んでみたいという気持ちを持ってもらうことを目的として

ひとつのテーマにそって、数冊の本を順序よく上手に紹介すること。 
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  （２）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（※7）の機能と、児童生徒の学習

活動を支援する学習情報センター（※7）と

しての機能があります。市内小・中学校で

は、学校ごとに図書の購入希望調査等を行

い、課題の自力解決に役立つ資料、調べ学習

で不足している資料、興味を惹く図書等の購

入に努めています。教員向けに図書見本の閲

覧会を開き、購入希望調査を行って購入をし

ている学校もあります。 

限られた予算の中で工夫して選書を行う等、図書の購入に努めているところ

ですが、学校図書館図書標準（※8）を達成している学校は、小学校は 8 校中

4 校、中学校は 4 校中 1 校と半数に満たない状況でした。 

 

    【施策の方向】 

     蔵書の充実に努めるとともに、貸出図書の確実な返却や適切な図書の保守・

管理を行い、現有図書を大切に使用していきます。 

 

     ※7 読書センター・学習情報センター                   

学校図書館が持っている 2 つの機能のこと。                  

○読書センター：児童生徒の創造力を培い、学習に対する興味・関心等を呼び

起こし、豊かな心をはぐくむ                      

○学習情報センター：児童生徒の自発的、主体的な学習活動を支援するととも

に、情報の収集・選択・活用能力を育成して、教育課程の展開に寄与する 

 

     ※8 学校図書館図書標準                          

文部科学省が定めた公立義務教育諸学校における学校図書館の標準蔵書数学級

数を基準に蔵書冊数の目標値を定めている。 

42%
58%

蔵書数は「学校図書館標準」

を満たしていますか？

はい いいえ

（5 校/12 校） 
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   ② 設備・環境の整備・充実 

   【現状と課題】 

 校長のリーダーシップのもと、司書教諭を中心として、学校図書館の環境整

備に努めています。学校図書館指導員、保護者のボランティア、市立図書館等

の協力を得て、すべての小・中学校において、おすすめ本のポップや季節ごと

の室内掲示の工夫、読書イベントのお知らせ等を行っています。図書の分類番

号や５０音順等で独自のビンゴカード（図書ビンゴ）を作成し、特典としても

う１冊借りられる券やしおり等を景品として配布等しています。貸出冊数に応

じた表彰等といった様々な取組も行うことで、学校図書館に足を運んでもらえ

るようにしています。 

 

   

 

 

 

 

【施策の方向】 

今後も、各小・中学校の効果的で特色ある取組を共有することで、魅力ある学

校図書館環境づくりを推進していきます。 

 

【施策の方向】 

 今後も、各小・中学校の効果的で特色ある取組を共有することで、魅力ある

学校図書館環境づくりを推進していきます。 

 

             

 

100%

0%

学校図書館において、注目作

や季節ごとの展示の工夫など

をしていますか？

はい いいえ

100%

0%

学校図書館において、貸出冊数を伸ばし

たり、足を運んだりしやすいようなイベ

ント等を実施していますか？

はい いいえ

（12 校/12 校） （12 校/12 校） 
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  （３）学校図書館の活用を充実していくための人的配置の推進 

   ① 司書教諭の配置 

   【現状と課題】 

    司書教諭は、全校で 12 学級以上（特別支援学

級含む）の公立学校に置くことが学校図書館法で

定められています。 

本市における平成 30 年度の状況では、小・中

学校全 12 校中、司書教諭を置く義務があるのは

8 校ですが、11 校に司書教諭を配置し、学校図

書館の充実に努めています。 

 

 

 

   ② 学校図書館指導員の配置 

   【現状と課題】 

    各学校に１名の学校図書館指導員を配置してい

ます。週２.5 日の勤務により、司書教諭や学校図

書館教育主任の補助、児童・生徒のリクエスト対

応、団体貸出、調べ学習対応、季節の掲示等を行

い、学校図書館の充実に努めています。 

 

   【施策の方向】 

    今後も、今までと同様に学校図書館指導員を配置しつつ、各学校の司書教諭

や学校図書館教育主任と連携し、学校図書館を活用した教育の推進に、より一

層努めていきます。 

    

 

 

92%

8%

司書教諭の配置率

配置 未配置

100%

0%

学校図書館指導員

の配置率

配置 未配置

（11 校/12 校） 

（12 校/12 校） 
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  （４）障がいのある子どものための諸条件の整備・充実 

   【現状と課題】 

    障がいのある児童・生徒に対する取

組については、すべての小・中学校で

実施をしています。取組内容として

は、掲示物の拡大や色分け、イラスト

などで興味をもてるような工夫をした

り、本を手に取りやすいように配架の

高さへの配慮等を行ったりしていま

す。 

 

 

   【施策の方向】 

    障がいのある児童・生徒に対して工夫や配慮をしている事例を各学校で共有

できる機会を設け、諸条件の整備等、更なる充実を進めていきます。 

   

３ 子どもの読書活動に関する啓発・広報の推進 

 （１）「子ども読書の日」（※9）を中心とした啓発・広報 

   ① こども図書館 

    【現状と課題】 

     子どもへの読書の啓発と子どもにかかわる大人への啓発という２本の柱で

行っています。こどもの読書週間（※10）に読みきかせの大切さを発信する

他、ブックトークや様々なイベントを実施して、本を手に取る機会の提供に

努めています。 

来館者の年齢が赤ちゃんから大人までと大変幅が広いため、イベント内容

に工夫が必要となります。 

 

    【施策の方向】 

     ブックトーク等は対象年齢別に行うことで、それぞれのニーズに合う本の

紹介等を心がけます。また、イベントについては、家族みんなで楽しめる内

100%
¥

学校図書館において、障がいのあ

る児童・生徒に対する配慮をして

いますか？

はい いいえ

（12 校/12 校） 
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容を工夫し、年齢の幅を超えて本への興味関心が持てるような取組を行って

いきます。 

 

 

 

 

 

 

                     

                     おすすめの本の展示 

   ② 中央図書館 

    【現状と課題】 

     図書館行事の機会や図書館だより等で、読書活動の推進についての啓発を

行い、こどもの読書週間に合わせた児童向け展示や工作会等のイベントを行

っています。 

また、夏休み期間中には、中央図書館、こども図書館、地域のボランティ

ア団体が連携し、「子ども読書まつり」を開催しています。平成 30年度

は、こども図書館、中央図書館、地域のボランティア団体が同じ会場を使用

して「わらべうた」、「ブックトーク」、「おはなし会」を行う「読書まつ

りスペシャル」を初めて開催しました。このほかにも、毎年、児童文学作家

や翻訳家等を講師に招いて、児童文学講座を実施しています。 

今後も、事業内容の検討を行いながら、より充実した取組を行っていく必

要があります。 

 

「読書週間」おすすめの本 

※9 子ども読書の日                             

 「子どもの読書活動の推進に関する法律」により、子どもが積極的に読書活動

を行う意欲を高めるために４月 23 日を「子ども読書の日」と定めている。 

※10 こどもの読書週間                             

 子ども読書の日である４月２３日から５月１２日までの約３週間の期間. 

 



19 

 

    【施策の方向】 

     子ども読書の日を中心とした啓発やイベント等を実施するとともに、子ど

も読書まつりや児童文学講座等の事業を継続して行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     子ども読書まつり展示スペース         わくわく工作教室 

 

    ③ 小・中学校 

    【現状と課題】 

      すべての小・中学校でポスターの掲示や各

種たよりの活用、読書啓発のためのイベン

ト、校内放送での周知等の取組を行い、

「子ども読書の日」に関連した啓発や広報

活動を行っています。 

 

    【施策の方向】 

     子ども読書の日を中心とした読書活動に関

する啓発・広報に関する取組を継続して行っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

「子ども読書の日」に関

連した啓発や広報活動を

していますか？

はい いいえ

（12 校/12 校） 
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  （２）優良な図書の普及 

   ① こども図書館 

   【現状と課題】 

        読書感想文の課題図書や夏休み・冬休み等の推薦図書の展示、特集展示等を

実施して、良書を手に取る機会を提供しています。また、おはなし会、ブック

リストの作成、ブックトーク等を通して、多くの利用者に良書の存在を伝え、

本を手渡し、読書に繋がる支援を行っています。 

長く読み継がれてきた本の紹介についても、様々な工夫が必要となります。 

 

    【施策の方向】 

       展示方法の工夫やおはなし会等で読みきかせを行う等、家族で楽しい時間

を共有していただき、本を手に取る機会を提供していきます。 

    

   ② 中央図書館 

   【現状と課題】 

    推薦図書、推奨図書、児童向け図書の展示や図書館だより、冊子等で優良な

図書の紹介と情報の提供を行っています。また、家庭、学校等の関係機関へ優

良な図書の情報を提供しています。図書の紹介のためのより良い情報発信や広 

報の方法について、検討していく必要があります。 

 

    【施策の方向】 

図書館だより、冊子等での情報提供を行うとともに、メールや Twitter など

の SNSを活用した若い世代の家庭や中高生への情報発信について、検討をし

ていきます。 
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   ③ 小・中学校 

   【現状と課題】 

    すべての小・中学校で、優良な図書の普及の

ための展示や紹介等の取組を行っています。 

 

    【施策の方向】 

優良な図書の普及のための展示や紹介等の取

組を継続して行っていきます。 

 

 

 

４ 子どもが読書に親しむための推進体制の充実  

 平成 14 年 8月に国で策定された子どもの読書活動の推進に関する基本的な

計画の中で、以下のように示されています。「子どもが自主的に読書を行うよ

うになるためには、乳幼児期から読書に親しむような環境づくりが必要であ

る。」そのため、「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り組みが必要である。」「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、子どもの

発達段階に応じて、子ども自身が読書の楽しさを知るきっかけを作り、その読

書活動を広げ、読書体験を深めることが肝要である。」 

この計画は、概ね 18 歳以下を対象としていることから、子どもの成長段階

にかかわっている関係課・関係機関で構成した北本市子ども読書活動推進計画

策定委員会で協議を行い、本市では初めてとなる計画を作成しました。 

今回の計画を２次、３次と進めていくための基礎として、関係課・関係機関

と情報の共有を行いながら相互に協力できるものについて検討し、子どもの発

達段階に応じて継続したより良い読書環境の提供ができるよう、連携を図って

いきます。 

100%

0%

優良な図書の普及の

ための展示や紹介等

をしていますか？

はい いいえ

（12 校/12 校） 
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第３章 資料 

１ 北本市子ども読書活動推進計画策定のためのアンケート結果 

 

  ○実施目的：北本市子ども読書活動推進計画の策定に伴い、各学校で行っている子

どもの読書活動に関する取組等について把握する。 

 

   ○実施時期：平成３０年６月２５日から７月１０日 

        平成３０年９月１４日から 9月２７日（追加調査） 

        （※追加調査では、詳細を確認するため具体例等を示して実施） 

 

  ○対  象：市内小・中学校１２校 

 

２ 北本市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱 

３ 北本市図書館協議会委員名簿 

４ 北本市子ども読書活動計画策定委員名簿 

５ 北本市子ども読書活動推進計画策定の経過 



はい いいえ はい いいえ はい いいえ

（１）年に１回以上、図書や読書に関する全校集会
を実施していますか。 5 3 4 0 9 3

（２）（１）で「はい」と答えた場合、どのような
内容で実施していますか。

（３）週１回以上、朝読書を実施していますか。 8 0 3 1 11 1

（４）年に１回以上、読み聞かせを実施していますか。 7 1 2 2 9 3

（５）（４）で「はい」と答えた場合、どのような
立場の人が読み聞かせをしていますか。

（６）定期的に本に触れる機会のある部活動があり
ますか。（中学校のみ） ― ― 2 2 2 2

（７）学校図書館を活用した授業（調べ学習等）を
実施していますか。 8 0 4 0 12 0

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

（１）年に１回以上、市立図書館から本を借りるこ
とがありますか。 7 1 2 2 9 3

（２）（１）で「はい」と答えた場合、どのような
目的で借りますか。

（３）年に１回以上、市立図書館等へ児童・生徒が
出かけることがありますか。 7 1 4 0 11 1

（４）（３）で「はい」と答えた場合、どのような
目的で出かけますか。

北本市子ども読書活動推進計画策定のためのアンケート　～集計結果・分析～

【資料１】

小 中 計

○調べ学習等で似た内容の本をまとまって利用する
○学習に合わせて同じテーマで児童に読書活動をさせる
○総合・国語・社会で、図書室では足りていない本を借り、調べ学習
で活用する
○国語の授業やクラブ活動で使用する
○春の読書まつりで使用する　○学校にある本を補充する
○生徒からのリクエストに応じて図書委員が借りる

○生活科の施設見学　○夏休みの自由研究　○子ども図書館や児童館
へ遊びに行く
○調べ学習の宿題のため　○自主学習　○文芸部員が絵本や紙芝居を
借りに行く

１　児童・生徒が読書に親しむ機会の
　　提供と充実について

○図書委員による読書（図書）集会を行い、おすすめ本の紹介を行う
○図書委員による生徒集会で図書貸出冊数の発表等を行い読書を啓発
する
○図書委員による生徒集会で委員による絵本の読み聞かせ、貸出冊数
上位者への表彰を行う

○北本子どもの本を楽しむ会　○ひこばえの会 ○ぱんどらのはこ　○
ひかり文庫　○水曜文庫
○担任　○図書委員の児童・生徒　○保護者図書ボランティア
○文芸部

※（３）については、小学校では曜日によって運動や基礎学習など様々な
取組を行っているため、９月の追加調査において「週の半数以上」から
「週１回以上」に変更。【分析】

１２校中９校の小・中学校で「図書や読書に関する全校集会」を行い、おすすめ本の紹介や貸出冊数の発表・表彰等を行い、啓
発活動を行っていました。「朝読書」については、１２校中１１校の小・中学校で実施をしていました。「読み聞かせ」につい
ては、７校の小学校で市内のボランティア団体を活用しながら実施していますが、中学校では２校しか実施していませんでし
た。中学校における「部活動」については４校中２校で本に触れる活動を行っている部があり、「調べ学習」についてはすべて
の小・中学校で図書館を活用していました。

小 中 計

２　市立図書館等との連携について

※（１）および（３）については、９月の追加調査において、それぞれ具
体例を示して再調査を実施。【分析】

教師による市立図書館の活用については、小学校では８校中７校が、調べ学習や不足図書の補充などを目的として市立図書館か
ら本を借りていますが、中学校では２校のみでした。児童生徒による市立図書館の活用については、小学校では８校中７校が、
授業における施設見学や調べ学習のために、中学校ではすべての学校が、調べ学習や自主学習のために活用していました。
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はい いいえ はい いいえ はい いいえ

（１）学校図書館において、話題作や児童生徒が選
んだ注目作の展示、または季節ごとの展示の工夫と
いった、展示の工夫をしていますか。

8 0 4 0 12 0

（２）（１）で「はい」と答えた場合、それはどの
ような工夫ですか。

（３）学校図書館において、児童生徒の貸出冊数を
伸ばしたり、学校図書館に足を運んだりしやすいよ
うなイベント等を実施していますか。

8 0 4 0 12 0

（４）（３）で「はい」と答えた場合、それはどの
ようなイベントですか。

（５）障がいのある児童生徒にも使いやすいような
工夫をしていますか。 8 0 4 0 12 0

（６）（５）で「はい」と答えた場合、それはどの
ような工夫ですか。

（７）学校図書館の蔵書数は、「学校図書館図書標
準」を達成していますか。 4 4 1 3 5 7

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

（１）「子ども読書の日」（４月２３日）を中心と
して、読書に関する啓発や広報活動を行っています
か。

8 0 4 0 12 0

（２）（１）で「はい」と答えた場合、それはどの
ような活動ですか。

（３）優良な図書の普及のために、展示や紹介をし
ていますか。 8 0 4 0 12 0

【分析】

小 中 計

３　学校図書館の整備・充実について

○おすすめ本のポップアップ　○読書イベントのお知らせ
○季節に合わせた室内掲示　○おすすめ本の帯掲示
○「調べる学習コーナー」の設置　○新入荷本の紹介
○子ども読書総選挙の上位入賞本の展示　○月ごとの廊下掲示
○人気本ランキングの掲示　○生徒のお気に入りの１冊掲示
○映画リーフレットと原作のセット掲示
○委員・部長・教員のおすすめ本紹介

○読書ビンゴ（景品として「もう１冊借りられる券」や「しおり」を
配布）○低学年児童への読み聞かせ　○貸出冊数の多い児童表彰
○スタンプラリー　○読書の木　○読書マラソン　○春と秋の読書祭
り（ボランティア保護者による景品作成）
○クラスごとの貸出冊数グラフ掲示　○ブックトーク＆読み聞かせ
○おもてなし号（昇降口に出張して貸し出す）○年間多読賞発表
○七夕短冊イベントや正月おみくじイベントといった季節ごとのイベ
ント

○掲示物の色分け　○図書カードの拡大　○十進分類表示の拡大
（絵・振り仮名つき）
○高さを考えた配架　○親しみやすいイラスト掲示　○バリアフリー

【分析】

すべての小・中学校で、ポスター掲示や各種お便りの活用、放送での周知等により、「子ども読書の日」に関連した啓発や広報
活動を行っていました。また、すべての小・中学校で優良な図書の普及のための展示や紹介を行っていました。
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すべての小・中学校で学校図書館の展示や掲示の工夫をしており、学校図書館へ足を運びやすくするためのイベント等を実施し
ていました。学校ごとに、趣向を凝らした様々なイベントや展示方法の工夫がありました。特に小学校では「読書ビンゴ」が多
く、小中共通では「貸出冊数上位者表彰」や「おすすめ本紹介」が多い結果となりました。障がいのある児童生徒に対する配慮
については、すべての小・中学校で実施をしており、掲示物の拡大や色分け、配架の高さへの配慮などが見られました。学校図
書標準を達成している学校は、全小・中学校の半数に満たない状況でした。

小 中 計

４　児童生徒の読書活動に関する啓発・
　　広報の推進について

○学校だより等での啓発　○ポスター掲示　○春の読書まつり
○オリエンテーション　○読書啓発イベント　○図書だよりの発行
○校区内の幼稚園における大型絵本の読み聞かせ
○校内放送によるお知らせ

中丸小 石戸小 南 小 栄 小 北 小 西 小 東 小 中丸東小 北本中 東 中 西 中 宮内中 

9160 8360 9160 6040 9160 10760 9560 7480 13600 13120 8480 10160 
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北本市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱  【資料２】 

（平成３０年４月２０日教育長決裁） 

 

(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、本市の子どもの読書活動の推進を図るため、北本市子ども読

書活動推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

(所掌事務) 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１）北本市子ども読書活動推進計画策定に関すること。 

（２）子どもの読書活動の推進を図るために必要な事項に関すること。 

（３）その他必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、別表に掲げる関係課及び関係機関等により構成する。 

２ 会長は、子ども読書活動推進計画を策定する主管課の課長とする。 

３ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第４条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めたときは、委員会に委員会以外の者を会議に出席させ、

意見又は助言を求めることができる。 

 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。 

 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が

委員会に諮って別に定める。 

 

  付 則 

 この要綱は、平成３０年４月２０日から施行する。 
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【資料３】北本市図書館協議会委員名簿  

 

№ 職名 氏名 

1 会長 大塚  哲 

2 副会長 金子 友子 

3 委員 大野 弥生子 

4 委員 下村 惠久子 

5 委員 竹内 英夫 

6 委員 永野 京子 

7 委員 飯塚 千恵 

 

 

 

【資料４】北本市子ども読書活動推進計画策定委員名簿  

 

№ 所属 職名 氏名 

1 こども課 主任 池田 啓子 

2 学校教育課 主幹兼指導主事 野田 周平 

3 石戸小学校 教諭 小倉 久美子 

4 西中学校 教諭 加藤 美佐子 

5 深井保育所 所長 荒井 裕子 

6 南部公民館 館長 木分 聡子 

7 中央図書館 館長 高久 浩昭 

8 こども図書館 館長 加藤 阿津子 

9 生涯学習課 課長 平井 巌 

【事務局】 生涯学習課 主幹 深谷 俊行   主査 渡辺 恭代  
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【資料５】北本市子ども読書活動推進計画策定の経過 

年 月 日 会議名等 内 容 等 

平成 30年 5月  

 

北本市子ども読書活動推進計画策

定委員会の設置 

平成 30年 6月 5日 北本市子ども読書活動

推進計画策定委員会 

（第 1回） 

計画策定の進め方等について 

取組内容の回答依頼 

平成 30年 6月 25日 

～7月 10日 

 北本市子ども読書活動推進計画策

定に関するアンケート調査の実施 

（小・中学校 12校） 

平成 30年 6月 26日 北本市子ども読書活動

推進計画策定委員会 

（第 2回） 

取組内容の報告、課題の協議検討 

北本市子ども読書活動推進計画（原

案）の作成 

平成 30年 7月 24日 北本市子ども読書活動

推進計画策定委員会 

（第 3回） 

取組内容の報告、課題の協議検討 

北本市子ども読書活動推進計画（原

案）の作成 

平成 30年 9月 14日 

～9月 27日 

 

 

 

北本市子ども読書活動推進計画策

定に関するアンケート追加調査の

実施（小・中学校 12校） 

平成 30年 10月 1日 北本市図書館協議会 

（第 1回） 

北本市子ども読書活動推進計画（原

案）の審議 

平成 30年 10月 17日 北本市子ども読書活動

推進計画策定委員会 

（第 4回） 

北本市子ども読書活動推進計画（原

案）の調整・計画案の作成 

平成 30年 10月 25日 教育委員会定例会 

 

北本市子ども読書活動推進計画

（案）の審議 

平成 30年 11月 29日 

～12月 28日 

 

 

パブリックコメントの実施 

平成 31年 1月 24日 教育委員会協議会 

 

パブリックコメントの報告 

平成 31年 2月 4日 北本市図書館協議会 

 

北本市子ども読書活動推進計画

（案）の審議 

平成 31年 2月 12日 教育委員会定例会 

 

北本市子ども読書活動推進計画

（案）の審議 

平成 31年 3月 22日 教育委員会定例会 

 

北本市子ども読書活動推進計画の

議決後公表 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北本市子ども読書活動推進計画 

平成３１年３月 

北本市 教育部 生涯学習課 

〒３６４-８６３３ 

 北本市本町 1丁目 111番地 

電話 ０４８-５９１-１１１１ 

北本市ホームページ http://www.city.Kitamoto.saitama.jp/ 

 

 

http://www.city.kitamoto.saitama.jp/
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