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はじめに 

 

子どもの読書活動は、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、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものであ

り、社会全体でその推進を図っていくことは極めて重要なことであります。 

国は、子ども読書活動の重要性から、家庭、学校、地域社会全体で推進を図ってい

くため、平成 13年 12 月に、全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環境整備の推進を基本理念とする「子どもの読書

活動の推進に関する法律」を制定しました。この法律に基づき、平成 14 年８月にお

概ね５年にわたる施策の基本的方向と具体的な方策を示した「子ども読書活動の推進

に関する基本的な計画」を策定し、平成 20 年３月には引き続き第２次計画を策定し

ました。 

大分県も、こうした国の動向を踏まえ、平成 16 年２月に「大分県子ども読書活動

推進計画」を策定し、これまであらゆる場所において、大分県の子どもたちが本を読

むことができる体制「夢ライブラリー」を作るという趣旨のもと、全県的な子どもの

読書活動の推進に取り組んできました。その取組の成果と課題を踏まえ「第２次大分

県子ども読書活動推進計画～おおいた子ども夢ライブラリー計画～」を平成 21 年３

月に策定しました。 

津久見市では、国の「子どもの読書活動の推進に関する法律」第９条第２項の「市

町村も地域における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、計画を策定するよう

努めなければならない。」と規定されていること。また、大分県では既に２次にわた

る策定の動きから、このたび「津久見市子ども読書活動推進計画」を策定しました。 
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第１章 子どもの読書活動の意義と基本的な考え方 

 

１ 子どもの読書活動の意義 

子どもたちが読書することは、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、人生をより深く生きる力を身につけていくために不可欠のものであ

り、子どもが読書習慣を身につけることは、一生の財産として生きる力となるばかり

でなく、情報化社会の進展の中で、自ら考え、判断する力を培うためにも、一層必要

になっています。 

子どもたちが自ら進んで本を読むことは、子どもたち自身の将来のため、明日の社

会の発展のために欠くことのできない極めて重大な事柄であり、社会全体の課題とし

て取り組む必要があります。このことを市民一人ひとりが認識する必要があり、どの

ように推進実施していくのかが問われている状況です。例えば、家庭にあっては、親

自身の読書の実践を含めて、子育ての中での大きな課題として、また、学校において

は、新しい教育の方向性などを考える極めて重要な課題であると考えられます。 

 

２ 子どもの読書活動の現状と課題 

この計画の策定に先立ち、市内の小中学生の 537 人及びその保護者 426 人に「子ど

もの読書に関するアンケート」を実施しました。 

児童生徒のアンケートでは、本を読むのが「好き」「どちらかというと好き」とい

う回答が 60％、学年別にみると小学校 2 年生で約 80％、中学校では 50％と低下して

いきます。77％は本を読むのはおもしろいから、楽しいからと回答しています。 

読書時間は 15 分から 30 分が 56％で半数以上を占めており、小学校 2・4 年生では

一月に 10～20 冊以上読んでいる割合も、学年が上がるほど読書量は少なくなってい

ます。本を読まないのは、「勉強やクラブで時間がない」「読みたい本がない」などが

主な理由です。 

保護者へのアンケートでは、本を読むのが好きだという回答が 52％、好きでも嫌い

でもない方が 36％となっています。ほとんどの方が、子どもが本を読むことは大切だ

と認識し、子どもへの読み聞かせも 80％以上が経験をしています。子どもが本に興味

を持つようになったのは 2～3 歳との回答が多く、小さい頃の読み聞かせや、家で一

緒に本を読むことが大事だと考えています。 

津久見市における子どもの読書活動は、現状では必ずしも十分に行われているとは

いえません。今後、読書活動を積極的に推進していく必要があります。 

 

３ 「子ども読書活動推進計画」の目的 

読書を通じて子どもたちは読解力や想像力、思考力、表現力など生きるための基礎
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的な力を養うとともに、自ら学ぶ楽しさや知る喜びを得ながら、さらなる知的探究心

や真理を求める態度を身につけることができます。近年、学力の低下が問題となって

いますが、学力の基礎となるのは言語能力です。基礎的な学力の裾野を広げていくカ

ギは読書を好むように仕向けることにかかっています。 

また、社会が急激に変化し複雑化していく中で、読書は子どもたちが自ら考え、自

ら行動し、主体的に社会の形成に参加していくために必要な知識や教養を身につける

契機になります。 

「全国学力・学習状況調査」の報告によると、読書時間や読書冊数の多い子どもほ

ど学力が高いとの結果が出ています。子どもにとって、興味の持てる本との出合いや、

読書の習慣づけのきっかけが、小学校低学年までに与えられることの大切さが調査結

果からも明らかです。 

本計画においては、子どもたちが「本を身近に感じ、日々の生活の中で自然に本を

手に取ることができるようにする」との趣旨で、「子どもがいつでも、自由かつ意欲

的に読書に親しむことのできる環境をつくる」ことを、その目的に掲げて策定します。 

市民図書館・学校・幼稚園・保育所をはじめ家庭や地域における読書活動の推進の

取組を、総合的・計画的に進めていくとともに、相互に連携・協力していくための指

針として、国や大分県が策定した基本計画を基にし、津久見市における読書活動の実

態を踏まえ「津久見市子ども読書活動推進計画」を策定します。 

 

４ 基本的方針と重点施策 

メディアの多様化で様々な情報が溢れている中で、読書に魅力を感じない、又は習

い事や部活動などに追われ、本を読む時間がないといった理由で読書から離れてしま

った子どもたちが、突然に、自ら積極的に読書を始めるようになることは考えにくい

状況です。 

当面は、子どもたちに読書の楽しさを知ってもらうことから始めることを基本とし

たいと考えています。 

読書の楽しさを乳幼児期の段階から、どのような本を読んだら良いのか、また、短

時間でも読書に親しんでもらえるような工夫をしながら、生涯にわたって継続した読

書習慣を身につけてもらえるような、適切な指導や支援を行っていくことが大切です。 

子どもの読書は、保護者が与える幼い頃からの影響が大きく、家庭での子どもとの

関わりが、アンケートの結果から感じられます。その傾向は小学生の頃が大きく、中

学生になると小さくなっていくようです。 

したがって、読書好きの子どもを育てていくためには、家庭はもとより、幼稚園・

保育所、学校・学校図書館、市民図書館など、日常的に子どもに接する人や関係機関

が共通の認識を持ち、子どもの成長過程に応じた役割を果たしながら、総合的に取り

組むことが重要になってくると考えます。 
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（１）子どもが読書に親しむ機会の提供 

 

【基本的方針】 

家庭・学校・地域において、子どもに読書の楽しさ、大切さを知るきっかけをつく

り、子どもが読書に親しむ機会の提供を図る。また、子どもに読書の楽しさ、大切さ

を継続的に伝えるとともに、子どもの発達段階に応じた指導や支援を行い、読書する

力を育てる。 

【重点施策】 

○家庭における親子での読書活動の推進 

○家庭・市民図書館・学校等地域の施設での読み聞かせ事業等の推進 

○学校図書館の有効活用の推進 

《数値目標》 

○市民図書館児童図書の貸出冊数・・・・ 18,343 冊 ＝＝＝＞ 19,300 冊 

○学校図書館の貸出冊数・・・・・・・・ 62,758 冊 ＝＝＝＞ 80,000 冊 

○本を読んでいる児童生徒の割合・・・・   89.2％  ＝＝＝＞  100％ 

○朝読書の実施率・・・・・・・・・・・    100％  ＝＝＝＞  100％ 

 

（２）子どもの読書環境の整備・充実 

 

【基本的方針】 

子どもの読書活動の推進を図るため、興味を抱き、感動を覚える本を身近に整える

など、図書資料をはじめ施設設備の整備充実を図る。読み聞かせグループなどのボラ

ンティアの養成など諸条件の整備充実に努める。 

 

【重点施策】 

○市民図書館の児童図書資料の充実 

○学校図書館の図書資料の充実 

○読み聞かせボランティア活動の支援、養成 

○学校図書支援員、司書教諭等を対象とした研修会の実施 

《数値目標》 

○市民図書館児童書蔵書冊数・・・・・・・ 39,301 冊＝＝＝＞ 40,500 冊 

○市内小中学校の学校図書館蔵書冊数・・・ 74,060 冊＝＝＝＞ 80,000 冊 

○読書関係研修会の実施回数・・・・・・・      0 回＝＝＝＞      3 回 

○読み聞かせボランティア人数・・・・・・     53 人＝＝＝＞     60 人 

 

（３）子どもの読書に関する理解の促進 

 

【基本的方針】 

保護者、教員、保育士など日常子どもに接する機会の多い大人に、本計画の周知を

図るとともに、読書の意義や大切さについて啓発普及を行う。社会全体で読書活動を
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推進する機運を高める。 

 

【重点施策】 

○乳幼児向け図書の案内書・チラシ等の作成配布 

○乳幼児健康診査等を活用した家庭への理解促進 

○津久見市民図書館ホームページの充実 

 

（４）学校、市民図書館等関係機関の連携・協力 

 

【基本的方針】 

関係機関が連携し、相互協力を図りつつ取組を推進する。市全体で取り組むための

推進体制の整備を図る。 

 

【重点施策】 

○市民図書館と学校図書館の連携推進 

○市の乳幼児関係担当部署との連携推進 

○市民図書館と学校との連絡会議の設置 

 

５ 計画の期間 

 

この計画では、平成 25年度から平成 29年度までの５年間にわたる、津久見市の子

どもを対象として、各主体による読書活動推進の方向性と施策の具体例を示していま

す。５年後の目標は目安として示しましたが、進行管理は実施主体が相互に行い、総

合管理は教育委員会生涯学習課が行います。 
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第２章 子どもの読書活動の推進のための取組 

 

１ 家庭における読書活動の推進 

 

（１）現状 

保護者自身が、本が好きで読書冊数が多いほど、その子どもも本に興味を持ち、読

書量が増える傾向にあり、読み聞かせについても、保護者自身が読書好きであるほど

一緒に本を読んだり、読み聞かせを行っています。さらに、読み聞かせの開始時期が

早く、頻度も多く、大きくなるまで継続して続けていくほど、子どもが読書好きで読

書量も多くなるといわれています。 

子どもにとって生活の基本的な場所であり、人間形成に最大の役割を果たす場所で

ある家庭で、幼い頃から本に親しみ、本の楽しさを知るために、日常生活の中で自然

に身近に本がある環境が大切であり望まれる状況といえます。 

 

（２）推進すべき施策 

 

ア）家庭における読書活動の推進 

子どもと保護者が向き合い、繰り返し本を読むことは愛情を感じながら読書の楽し

さに触れる第一歩であり、保護者と子どもとの心の通い合いを強く感じるとともに、

心のつながりを深めることになります。 

保護者自身が読書活動の意義を認識し、子どもの成長にあわせた読み聞かせや親子

で一緒になって本に親しむ工夫や配慮を行うとともに、読書を通じて親子のふれあい

の機会を積極的に活用していくことが望まれます。 

子どもの読書習慣は日常生活を通じて形成されることが大きく、家庭での読み聞か

せや、一緒に読書をしたり、子どもが読書と出会うきっかけを作っていくことが大切

です。「家庭での読書活動」の推進として、親子で読書時間を作る呼びかけをしたい

と考えています。 

PTA や子ども会、社会教育関係団体に対し、ブックパンフレットの紹介や市民図書

館の PR を行い、子どもの読書活動についての情報提供を行い、地域や保護者の理解

を高めていく取組を行います。 

 

２ 市民図書館における読書活動の推進 

 

（１）現状 

津久見市民図書館は、平成８年７月に開館しました。蔵書能力 15 万冊は小規模な

自治体としては全国に誇れる規模であります。平成 24年に蔵書数が、ほぼ 15万冊に
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達したため、これ以上蔵書を増やすことは難しくなりましたが、今後は新規図書や廃

棄図書について精査しながら選定を行っていきます。 

現在、市民図書館の児童書の割合は 26％、39,300 冊となっています。今後とも多

様な図書資料を、学校をはじめ関係機関と協力しながら整備していくとともに、幼児

期に家庭での読み聞かせなどで培われた読書習慣を継続するために、小学校高学年か

ら中学・高校生までを対象とする蔵書の充実を図っていきます。 

図書館の利用者数や貸出冊数は、経過年数とともに減少傾向にあります。活字離れ

や子どもの読書離れなどがいわれていますが、開館時は非常に多かった利用者もここ

数年落ち込んでいます。 

子どもの読書活動を推進するためには、子どもにとって身近な場所で本に親しむ環

境を整備していくことが重要です。 

津久見市で唯一の公共図書館である津久見市民図書館の果たす役割は大きく重要

であり、子どもにとって学校外で本と出合い親しむとともに、読書を通じて読解力や

情報活用能力を身につける場所として、地域における子どもの読書活動推進の中核的

な役割を果たすことが期待されています。 

これからの図書館は、受身でなく積極的に情報を発信して、子どもを含む市民の情

報基地となるよう、より一層のきめの細かい広報活動を行うとともに、ボランティア

グループの活動や支援の必要性を感じています。 

 

（２）推進すべき施策 

 

ア）読み聞かせ事業の実施 

第一、第三水曜日に図書館職員による「おはなしの部屋」、第二、第四土曜日にボ

ランティアグループ・たんぽぽによる「おとぎの広場」やアニメ上映会を実施してい

ますが、参加者がまだまだ少ない状況です。読書に親しみ、本好きの子どもたちを育

てる貴重な機会を積極的に PRし、読み聞かせ事業の充実を図っていきます。 

4月 23 日の「子ども読書の日」や「子どもの読書週間」に併せて、読み聞かせなど

子どもたちに読書に親しむ機会を提供していきます。 

 

イ）図書館まつりや展示会などの開催 

毎年 7月に開催している、図書館まつりをさらに魅力あるものにし、展示ホールを

利用した各種の展示会の内容を広げていきます。子どもたちや利用者、地域の方が図

書館に出かけてみたいと思える、親しみやすい憩いの場所を目指します。 

 

ウ）図書館資料の充実と読書環境の整備 

購入する図書については、出版業界や大分県立図書館などからの図書に関する情報

等を的確に把握しながら、より充実した図書の確保を推進します。一回の貸出し冊数

の上限を現在の５冊から１０冊へ拡大し、利用者の便宜とあわせ、図書館全体の貸出

し冊数の増加を図ります。 

子どもの読書意欲を高めるために、子どもに関心の高いテーマを取り上げた図書の
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展示やコーナーの設置など読書環境を整えていきます。 

 

エ）情報提供と情報共有 

小中学生にとって、日常の読書活動の場は学校や生活の場である家庭が多いことか

ら、図書館が学校や家庭の読書に関する情報を積極的に提供するとともに、時間に余

裕のあるときに図書館を身近に感じ、利用してもらいやすいように季節の行事や催し

物などを定期的に行うなど、親しみやすく魅力ある図書館にしていきます。 

 

オ）学校図書館との連携 

クラス単位や学校単位の団体貸出のほかに、学校図書館との情報交換を行いながら、

必要とされる図書資料の確保を図っていきます。 

各地に巡回している移動図書館車（パステルアスター号）を積極的に活用し、遠隔

地の学校支援を行います。また、司書教諭や学校図書支援員との研修会を行い、市民

図書館として積極的に情報を提供し、学校図書館との連携を推進していきます。 

 

カ）読書ボランティアへの支援 

お話の会や読み聞かせなどに子どもたちが本に触れる機会を充実させていくため

には、読書ボランティアをはじめ各種団体との協力が必要です。読み聞かせの技術向

上の研修や情報交換の場を設け、それぞれのグループの活動の活性化を図ります。 

 

 

３ 幼稚園・保育所などにおける読書活動の推進 

 

（１）現状 

津久見市には、５つの幼稚園と３つの保育所が設置されています。幼稚園、保育所

などにおいても、幼児が絵本や物語などに親しむ活動が積極的に取り組まれています。 

幼児期には、絵本や紙芝居、読み聞かせを通して自分の世界を創造したり、思いを

膨らませることができるようになります。友達や身近な大人たちとの心のつながりや、

対話ができるようになるなど、心身の発達と教育的な価値観は大きいものがあります。 

話し言葉に対する感覚や他人の話を聞く態度なども養うことができ、小学校におけ

る学習の基礎を作ることにもつながるので、これまでと同様な取組が必要です。 

 

（２）推進すべき施策 

 

幼稚園、保育所などにおいて、子どもが絵本などに親しむ機会を確保する観点から、

安心して図書に触れることができるようなスペースの確保に努めるとともに、保護者、

ボランティアなどと連携・協力するなどして、図書の整備を図るよう促していきます。

また、発達段階に応じた図書を選定するなど配慮が必要です。 

福祉事務所で取り組んでいるブックスタート事業や乳幼児健康診査などを活用し、
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幼稚園、保育所入園前からの子ども読書の必要性をお知らせし、市民図書館からの広

報などで絵本などの情報を発信しながら、一人でも多くの乳幼児が本に親しむよう推

進していきます。 

 

４ 学校における読書活動の推進 

 

（１）現状 

学校においては、国語科などの各教科の中で読書活動が取り入れられています。「総

合的な学習の時間」が実施されるようになってからは、学校図書館を活用した「調べ

学習」などの読書活動が多く取り入れられるようになってきています。 

市内の小学校では、「朝読書」や市内のボランティアグループによる「読み聞かせ」、

学校の教職員による「読み聞かせ」などが継続的に取り組まれています。 

中学校でも、全ての学校で「朝読書」に継続的に取り組んでいます。生徒会の委員

会活動によって、読書活動を推進する取組も行っています。 

平成２３年度から学校図書館活用教育モデル校として、千怒小学校と第一中学校が

研究指定を受け、学校図書館の環境整備や読書活動の推進に取り組んでいるところで

す。 

平成２４年度現在、市内の小中学校に６名の学校図書支援員を市雇用で専任配置し、

保戸島小学校・保戸島中学校の２校には、市雇用の学校事務員との兼任配置をしてい

ます。図書支援員などの配置状況は県下のトップであり、学校長のリーダーシップの

もと、各小中学校においては、学校図書館の運営を学校経営の柱に掲げ、読書活動の

推進に意欲的に取り組んでいます。 

 

（２）推進すべき施策 

 

ア）多様な読書活動の推進 

子どもの読書量の向上に取り組んでいくには、学校図書館の役割を一層深め、読書

活動を学校全体として展開できる体制づくりを進めていくことが大切です。各学校に

おいては、学校図書館活用の年間計画や読書の年間指導計画を作成するとともに、各

教科などの年間指導計画においても学校図書館の活用を明確に位置づけた教育課程

を編成していく必要があります。 

また、各校作成の「読書活動のすすめ」を改善しながら、保護者とも連携して、読

書活動の推進に積極的に活用していきます。 

学校全体として取り組む読書活動には、各学校で始業前に行われる「朝読書」、朝

会時、授業時、昼休みなどの休憩時に行われる「読書朝会」「読書の時間」「読み聞か

せ」「パネルシアター」「調べ学習」など多様な取組があり、各校において創意工夫さ

れています。学校として組織的、計画的に取り組めるよう、より一層の推進を図って

いきます。 
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イ）学校図書館の環境整備 

子どもが読書を楽しみ、読書に親しむことを習慣化するためには、子どもが足を運

びたくなるような親しみのある学校図書館にしていくことが大切です。図書の新刊本

の紹介や資料コーナーの設置、学校図書館内外の掲示物の工夫など、学校図書館の「読

書センター」としての機能、「学習・情報センター」としての機能の充実を意識した

環境整備に努めます。 

蔵書のデーターベース化に取組、貸し出し状況をデーターベースによって管理でき

るようになった学校もあります。これらの学校では、貸出冊数も増加しており、業務

の効率化が図られています。 

蔵書の充実も重要です。各校の蔵書数は、ある一定の水準には達していますが、図

書資料を購入する際には、各学校において図書選定委員会を設置し、「調べ学習」で

活用できるもの、子どもたちのニーズにあったものなど、子どもたちにアンケートを

とって子どもたちの希望も取り入れながら蔵書の充実に努めていきます。 

 

ウ)学校図書支援員の配置と研修の充実 

平成２４年度現在、市内の小中学校に６名の学校図書支援員を市雇用で専任配置し

ています。（津久見小学校・青江小学校・堅徳小学校・千怒小学校・第一中学校・第

二中学校の６校）また、保戸島小学校・保戸島中学校の２校には、市雇用の学校事務

員との兼任配置をしています。学校図書館担当教員と連携し、学校図書館の整備や子

どもの読書活動の推進に努めています。 

学校図書支援員の研修会や情報交換の場を確保し、県立図書館や市民図書館の専門

員などと連携し、さらなる活用を推進していきます。 

 

エ)学校図書館の有効活用の推進 

平成２３年度から学校図書館活用教育モデル校に位置づけられている千怒小学

校・第一中学校では、学校図書館の環境整備や読書活動の推進に努めています。 

千怒小学校では、研究主題を「自分の考えを持ち、意欲的に伝え合う子どもの育成」

～学校図書館の活用を通して～とし、国語科学習の単元に図書館活用を位置づけ、取

り組んでいます。第一中学校では、研究主題を「自分の考えを持ち、積極的に他との

学習交流を深め合う生徒の育成」～図書室の効果的な活用を通して～とし、全教科で

図書館を活用した授業を推進しています。 

両校の実践を市内全校で共有するため両モデル校で作成された学校図書館活用資

料を市内全小中学校に広めていきます。各学校の校内研修においてそれらの資料を活

用し、教職員の指導力向上を図ります。 

また、各学校において、司書教諭（または学校図書館教育担当教諭）が学校図書館

活用計画や読書指導計画を作成し、計画的・組織的に学校図書館を活用した実践を積

極的に行っていきます。 
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オ)公立図書館の活用 

学校図書館のみならず、学校全体が子どもたちの読書への興味関心を高めるような

環境を作っていくことが必要です。市民図書館・県立図書館の団体貸し出しなどを活

用し、学級文庫や図書コーナーを充実させる取組を推進します。 

 

カ)ボランティア活動の充実 

小学校では、マザーグース・おとぎの部屋・読み聞かせ隊らの保護者を含めた読み聞

かせボランティアグループが学校と連携し、月に数度の割合で読み聞かせなどの活動

を行っていただいています。堅徳小学校や青江小学校では、「コミュニティ・スクー

ル」の取組の一環として、年間計画の中に位置づけられています。各学校において、

ボランティアの受け入れ体制をより一層整えていきます。 

 

キ)校内体制の整備 

子どもの読書活動を推進していくためには、司書教諭や学校図書支援員のみならず、

学校長のリーダーシップのもと、組織的な読書活動の推進体制を作っていくことが重

要です。各校の教職員が司書教諭・学校図書支援員と連携を密にし、読書活動の推進

を行っていきます。 

また、図書館利用が効率よく行えるよう、学校図書館の環境整備を組織的に行いま

す。図書委員会などによる本の紹介や掲示物などの工夫など、児童生徒の自主的な活

動を促したり、地域のボランティア活動グループとの連携を図ったりしながら、子ど

もの読書活動を推進していきます。 

読書指導に関する意識と指導力の向上を図るため、各種の教職員研修の中で読書教

育に関する内容を取り上げるなど、教職員の研修を充実させていきます。 

また、保護者などと連携して取り組むためにも、各校のホームページに読書活動の

状況を載せたり、学校の通信などで広く取組を情報提供する必要があります。 
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第３章 関係機関の連携・協力と推進体制の整備 

 

１ 関係機関の連携・協力 

この「子ども読書活動推進計画」をより効果的に推進していくには、関係機関相互

の連携・協力が不可欠であり、家庭・地域・保育所・幼稚園・学校・市民図書館など

が一体となって連携を図りながら、子どもたちが読書習慣を身につけることのできる

環境づくりが必要になります。 

 

ア）市民図書館と家庭・地域 

市民図書館では、ボランティアグループや職員によるおはなし会や各種行事を実施

し、親子で本に触れ合う機会を提供しています。また、団体貸出を通じて、児童書や

絵本の提供を行っていますが、まだ一部の団体のみの利用にとどまっています。 

家庭での読み聞かせを推進するため、年齢に応じたブックリストの作成やおはなし

会、読み聞かせ講座などの開催など、地域の中で子どもたちが本と出会い、読書を通

して親子や友だちとコミュニケーションが図れるよう、読書環境の整備に努めていき

ます。 

 

イ）市民図書館と学校など 

市内の全ての小中学校については、全て団体登録利用者となっており、学校からの

要請によって貸出を行っています。平成 23年度は、小中学校に対し 12回、1435 冊の

貸出実績がありましたが、これを拡充するためにも利用条件の見直しを行い、幼稚

園・保育所などにも積極的に PRをしていきます。 

学校などの相互協力や情報交換などを積極的に行い、学校からの訪問見学や「１日

子ども図書館員」、中学生の「職場体験」なども積極的に受入れをしていきます。 

 

ウ）学校図書館相互の連携 

平成 23 年度から学校図書館活用教育モデル校として取り組んでいる、両校の実践

を市内全校で共有するため、両モデル校で作成された学校図書館活用資料を市内全小

中学校に広めていきます。 

また、学校図書支援員や司書教諭などの研修や情報交換の機会をもち、学校におけ

る読書活動の充実を図っていきます。 

 

エ）学校と家庭・地域 

読書習慣をつけるには、子どもが家庭・地域で本と出会える環境づくりが大切です。

また、学校と家庭・地域が連携することは、子どもたちの豊かな心を育むことにもつ

ながります。学校支援事業などで学校は地域のボランティアを積極的に活用し、読み

聞かせのボランティアや環境整備などに関わっています。各校で作成した「読書活動
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のすすめ」を活用、改善しながら、保護者と連携して親子読書や家庭読書を推進し、

家庭で読書をする機会を多く持つように工夫していきます。 

 

２ 推進体制の整備 

各機関や団体の取組を効果的に進めていくために、子どもの読書活動の推進に関わ

る情報を相互に交換できる体制を整備し、また、本計画を実効性あるものとするため

に、必要に応じて進捗状況を確認し、見直しを行うなどの進行管理が必要になります。

教育委員会生涯学習課がその推進体制の整備を行っていきます。 
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環境の整備充実

 

子ども読書活動の推進のための取組 

関係機関の連携・協力と推進体制の整備 

【計画の目的】 

「子どもがいつでも、自由かつ意欲的に読書に親しむことのできる環境をつくる」 

○家庭における親子での読書活動の推進 

○家庭・市民図書館・学校等地域の施設 

での読み聞かせ事業等の推進 

○学校図書館の有効活用の推進 

関係機関の連携 

理解の促進 機会の提供 
○乳幼児向け図書の案内書・チラシ等

の作成配布 

○乳幼児健康診査等を活用した家庭

への理解促進 

○津久見市民図書館ホームページの

充実 

○市民図書館と学校図書館の連携推

進 

○市の乳幼児関係担当部署との連携 

を密にする 

○市民図書館と学校との連絡会議 

の設置 

○市民図書館の児童図書資料の充実 

○学校図書館の図書資料の充実 

○読み聞かせボランティア活動の支援、

養成 

○学校図書支援員、司書教諭等を対象と

した研修会の実施 

 

１.子どもが読書に親しむ機会の提供 ２.子どもの読書環境の整備・充実 

３.子どもの読書に関する理解の促進 ４.学校、図書館などの関係機関の連携・協力

基本方針 

【家庭・地域】 
・家庭における読書活

動の推進 

【幼稚園・保育所等】

ブックスタート事業

や健診事業の活用 

計画の期間 平成 25 年度から平成 29 年度 

【市民図書館】 
・読み聞かせ事業の実施 ・図

書館まつりや展示会などの開

催 ・資料の充実と読書環境の

整備 ・情報提供と情報共

有 ・学校図書館との連携 ・

読書ボランティアへの支援 

【学 校】 
・多様な読書活動の推進 ・学校図

書館の環境整備 ・学校図書支援員

の配置と研修の充実 ・学校図書館

の有効活用の推進 ・公立図書館の

活用 ・ボランティア活動の充

実 ・校内体制の整備 




