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第１章 計画改訂にあたって 

 

１ 計画改訂の趣旨 

  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」、平成22年5月に第2次計画、

平成27年4月に第3次計画を策定し、「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」「読書活動推進の

ための施設・設備・図書館資料等の諸条件の整備・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５つの基本的な考え方のもと、各種の取組を進めてきました。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、現状では年齢が上がるにつれ読書者（１か月に１冊以上本を読んだ子ども）

の割合が減少する状況となっており、近年の情報通信技術（ＩＣＴ）の発展等、子どものライ

フスタイルの多様化、多忙化などにより、読書をする時間がさらに減少することも懸念されて

います。 

また、平成23年３月11日に発生した東日本大震災津波を経験した当市においては、その復

興・発展を支える人材を継続的に育成していく観点からも、子どもの読書活動の充実が一層求

められているところです。 

本計画改訂は、「子どもの読書活動の推進」という共通の目的に向けたそれぞれの立場におけ

る取組について改めて整理し、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 計画の性格 

  当市の今後のまちづくりの基本的な方向性を示す総合計画に準ずる役割を持つ「釜石市復興

まちづくり基本計画」の基本目標の一つである「強く生き抜く子どもを育てるまちづくり」の

実現を目指し、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、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（平成13年法律第154号）」に基づき国

が策定した「第四次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（平成30年4月閣議決定）」

及び「第４次岩手県子どもの読書活動推進計画（平成31年3月）」の成果と課題を参考としなが

ら、家庭、地域、学校等における子どもの読書活動の推進にあたっての市の方針を定めたもの

です。 

  市民の皆さんには、この計画の示す方向性や施策についての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 

令和2年度（2020年度）を初年度とし、概ね令和6年度（2024年度）までの５カ年計画とし

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。 
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第2章 子どもの読書活動の意義と国・県の動向 

 

１ 子どもの読書活動の意義 

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うえで欠くことのできないもの」（「子どもの読

書活動の推進に関する法律」平成13年12月）であり、今までに出会わなかったさまざまな新

しい世界とめぐり会うことにより、新たな自分をかたちづくる営みといえます。 

近年、人口の減少、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新により、社会構造や雇用環境

は大きく、また急速に変化し、予測が困難な時代になっています。子どもたちには、様々な変

化に積極的に向き合い、他者と協働して課題を解決していくことや、様々な情報を見極め新た

な価値につなげていくこと、複雑な状況変化の中で目的を再構築できるようにすることが求め

られています。 

一方、情報通信技術（ICT）を利用する時間は増加傾向にあります。あらゆる分野の多様な情

報に触れることがますます容易になる一方で、視覚的な情報と言葉の結び付きが希薄になり、

知覚した情報の意味を吟味したり、文章の構造や内容を的確に捉えたりしながら読み解くこと

が少なくなっているのではないかという指摘もあります。 

このような状況を受けて、学習指導要領が改訂されたところであり、その中で、読書活動

は、精査した情報を基に自分の考えを形成し表現するなどの「新しい時代に必要となる資質・

能力」を育むことに資するという点からも、その重要性が高まっていると考えられます。 

 

２ 国の動向 

(1)「第三次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の成果と課題 

平成25年５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。

この計画においては、子どもの自主的な読書活動の重要性を踏まえて、「①家庭、地域、学校等

を通じた社会全体における取組」「②子どもの読書活動を支える環境の整備」「③子どもの読書

活動に関する意義の普及」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や成果として、次の９点が挙げられています。 

①図書館数が漸増 

②児童室を有する図書館が増加 

③児童用図書の貸出冊数が増加 

④ボランティア登録制度を設けている図書館が漸増 

⑤オンライン閲覧目録導入率が上昇 

⑥全校一斉の読書活動を行う学校の割合が増加 

⑦司書教諭の発令が12学級以上のほとんどの学校で行われ、11学級以下の学校においても

増加傾向 

⑧学校司書を配置する学校の割合が小学校、中学校においては増加傾向 

⑨我が国の子どもの読解力が国際的に見て上位 

その一方で、同期間中の課題として、子どもの不読率（１か月に１冊も本を読まない子ども
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の割合）について、計画で定めた進度での改善は図られていないこと、特に高校生が高い状況

にあることが挙げられています。 

(2)子どもの読書活動を取り巻く情勢の変化 

第三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。 

平成26年に学校図書館法の一部を改正する法律が成立し、専ら学校図書館の職務に従事する

職員として学校司書の法制化がなされるとともに、学校司書への研修等の実施について規定さ

れました。 

これを踏まえ、文部科学省に設置された「学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会

議」において、学校図書館の運営に係る基本的な視点や学校司書の資格・養成等の在り方につ

いて検討が行われ、平成28年10月に「これからの学校図書館の整備充実について（報告）」が

取りまとめられました。 

これを受け、文部科学省において、学校図書館の整備充実を図るため、学校図書館の運営上

の重要な事項について、教育委員会や学校等にとって参考となるよう、その望ましい在り方を

示す「学校図書館ガイドライン」及び学校司書に求められる知識・技能を整理した上で、それ

らの専門的知識・技能を習得できる望ましい科目・単位数等を示す「学校司書のモデルカリキ

ュラム」が作成されました。 

また、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必

要な方策等について（答申）」（平成28年12月21日）においては、全ての教科等における資

質・能力の育成や学習の基盤となる言語能力の向上が求められるとともに、言語能力を向上さ

せる重要な活動の一つとして、読書活動の充実が求められています。この答申を踏まえ、学習

指導要領等が改訂され、平成29年３月31日に幼稚園教育要領、小学校及び中学校学習指導要

領が公示され、平成30年３月30日に高等学校学習指導要領が公示されました。 

小学校、中学校及び高等学校の新学習指導要領においては、言語能力の育成を図るために、

各学校において必要な言語環境を整えるとともに、国語科を要としつつ各教科等の特質に応じ

て、言語活動を充実することや、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

徒の自主的、自発的な読書活動を充実することが規定されています。また、新幼稚園教育要領

では、引き続き、幼児が絵本や物語等に親しむこととしており、それらを通じて想像したり、

表現したりすることを楽しむこと等とされています。 

一方で、スマートフォンの普及や、それを活用した SNS（ソーシャルネットワーキングサー

ビス）等コミュニケーションツールの多様化等、子どもを取り巻く情報環境が大きな変化を見

せており、このことは、子どもの読書環境にも大きな影響を与えている可能性があります。 

このような情勢の変化を踏まえ、家庭、地域、学校等が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)「第四次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の策定 

平成30年４月、国では、第三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鑑み、第四次基本計画を策定しました。前述のとおり、国では、第

三次基本計画期間における課題として、子どもの不読率（１か月に１冊も本を読まない子ども

の割合）について、いずれの学校種においても計画で定めた進度での改善は図られていないこ

と、特に高校生が依然として高い状況にあることを挙げています。 
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その推進のための主な方策は次のとおりです。 

 

ポイント：・発達段階に応じた取組により、読書習慣を形成する。 

・友人同士で行う活動等を通じ、読書への関心を高める。 

 

①家庭における取組 

ア 家庭での読書の習慣付けの重要性の理解促進 

イ 家庭での読書活動への支援（次のような活動の推進） 

・読み聞かせ体験とともに乳幼児と保護者に絵本を手渡すブックスタート 

・子供を中心に家族で同じ本を読み、絆の一層の深まりを目指す家読(うちどく)等 

②学校等における取組 

【幼稚園・保育所等】 

幼稚園教育要領・保育所保育指針等に基づき、絵本や物語に親しむ活動の充実と環境の整備 

【小学校、中学校、高等学校等】 

ア 学習指導要領を踏まえた読書活動の推進 

・児童生徒の主体的、意欲的な読書活動の充実（学校図書館の計画的な利活用） 

・障害のある子供の読書活動の促進 

イ 読書習慣の形成、読書の機会の確保 

全校一斉の読書活動、卒業までの読書目標の設定、子供による図書紹介等 

ウ 学校図書館の整備・充実 

・学校図書館図書整備等５か年計画の推進 

・学校図書館図書標準の達成 

・情報化の推進 

・司書教諭・学校司書等の人的配置促進 

③地域における取組 

ア 図書館未設置市町村における設置 

イ 図書館資料、施設等の整備・充実 

移動図書館の活用、情報化の推進、児童室等の整備、障害のある子供のための諸条件の

整備・充実等 

ウ 図書館における子供や保護者を対象とした取組の企画・実施 

・読み聞かせ会等の企画・実施 

・インターネット等を活用した情報提供 

エ 司書・司書補の適切な配置・研修の充実 

オ 学校図書館やボランティア等との連携・協力 

・学校図書館や地域の関係機関との連携 

・ボランティア活動の促進 

・地域学校協働活動における読書活動の推進 

④子供の読書への関心を高める取組 

友人同士で本を薦め合うなど、読書への関心を高める取組 
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→読書会、図書委員、「子ども司書」、ブックトーク、書評合戦（ビブリオバトル）等 

 

３ 岩手県の動向 

岩手県は、平成16年３月に初めて「第１次岩手県子どもの読書活動推進計画」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、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。 

平成21年６月には、その後の国等の動向を受け、「第２次岩手県子どもの読書活動推進計

画」を策定しました。この計画では、同年策定された「いわて県民計画」とその理念等を連動

させるとともに、「ゆたかさ、つながり、ひと」のテーマに基づき、地域ぐるみの読書活動推進

を進めてきました。 

平成26年６月には、それまでの取組の成果と課題に加え、東日本大震災津波により大きな被

害を受けた地域の実情も踏まえ、「第３次岩手県子どもの読書活動推進計画」が策定されまし

た。県ではこの計画により、引き続き「いわて県民計画」に基づいた取組を展開するととも

に、「岩手県東日本大震災津波復興計画」及び「いわての復興教育」の理念とも整合を図りなが

ら、県の実情に沿って子どもの読書活動推進の充実に取り組んできました。 

今後は、2019年度からの10年間を計画期間とする「いわて県民計画2019-2028」及

び、2019年度からの５年間を計画期間とする「岩手県教育振興計画」に基づき、子どもの読

書活動の更なる充実に取り組んでいくこととして、平成31年3月に「第4次岩手県子どもの読

書活動推進計画」が策定されました。 
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第3章 これまでの取組とその検証 

 

１ 家庭における読書活動 

(1)市の推進の取組 

①子どもの読書に関するボランティア講座、その他読書活動推進に関連する情報を「広報かま

いし」、生涯学習情報誌「まなびぃ釜石」、市のホームページ等で紹介を行うとともに関係機

関・団体に積極的な情報提供を行いました。 

②市健康推進課が生後５か月児を対象に開催している栄養指導教室「もぐもぐごっくん教室」

の参加者を対象にブックスタート事業として、読み聞かせを実施するとともに読み聞かせ用

絵本の贈呈を行いました。 

③家庭での読み聞かせの浸透に役立てることを目的として、市健康推進課が開催する乳幼児集

団検診の参加者を対象に読み聞かせ用絵本の贈呈を行いました。 

④教育振興運動の中で読書活動を推進してきました。 

(2)成果 

○対象年齢に応じた取組み、積極的な周知啓発等を行ったことにより、家庭における読書活動

推進の理解が深まりました。 

(3)課題 

●年齢が上がるにつれて読書をする子どもの割合が減少する傾向があることから、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が必要となります。 

●保護者の理解促進を一層広く進めるために継続した取り組みが求められます。 

●他の習い事との兼ね合いにより読書の時間を取ることが難しいという声があります。 

 

    

 

 

２ 地域における読書活動 

(1)市の推進の取組 

①読書活動推進に関連する各種取組を行っている教育振興運動協議会に対して、補助を行うな

ど活動の推進を目的とした支援を行いました。 

②専任スタッフやボランティアにより、小学校での朝読書及び子育て支援センターや児童館等

において絵本カーを利用した読み聞かせを行いました。 

③ボランティア活動の推進、交流を目的として、専門講師による研修会（子どもの読書推進活

ブックスタート（読み聞かせ） 「まなびぃ釜石」への掲載記事 
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動ボランティア講座）を実施しました。 

④生涯学習まちづくり出前講座事業に「絵本カーによる読み聞かせ」を設定し、活動の推進を

図りました。 

(2)成果 

○教育振興運動では全ての実践区において、読書活動に係る取組みが積極的に行われました。 

○専任スタッフによる絵本カーを活用した継続的な活動及びボランティア団体の各種取組みに

より、読み聞かせの重要性が認知されるようになりました。また聞く姿勢や本の扱いなども

向上しています。 

○ボランティア活動の定着が図られ、学校や図書館等との連携による活動が行なわれました。 

(3)課題 

●ボランティア活動の定着が図られたものの未だ充分な読書活動推進に見合った会員数ではな 

いため、更なる会員の獲得、活動の拡大が求められます。 

●地域における読書活動推進の核となっているボランティアのスキルアップ、ネットワーク形

成をより一層進めるために関係機関の更なる連携が必要です。 

 

   

 

 

３ 学校等における読書活動 

(1)学校等の推進の取組 

①学校図書館図書標準に基づく図書整備率の向上に取り組んできました。 

②司書教諭の配置拡充の検討を進めてきました。 

③県及び教育事務所と共催で行われる司書教諭や学校図書館担当者等を対象とした研修会に積

極的に参加しました。 

④各学校で読書活動推進に関する取組みが、児童会、生徒会主催のものも含め数多く行われま

した。〔朝読書、読書感想文コンクール参加、図書まつり、図書ビンゴ、多読賞表彰など〕 

なお、8割を超える学校で週に数度以上、全校一斉読書が実施されています。 

⑤多くの学校で読み聞かせや親子読書など地域や家庭と連携・協力した活動にも取組み、読書

活動の習慣化を図りました。 

(2)成果 

○ボランティアの協力により、発達段階に応じた読書活動の推進ができました。また、図書室

子どもの読書推進活動ボランティア講座 絵本カーでの読み聞かせ活動 
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内の掲示や整理を積極的に行うことにより、子ども達が図書室を訪れやすくなりました。 

○図書ビンゴ、図書まつりほか各学校独自の取組により、普段借りることの無い本へのきっか

けづくりになりました。 

○親子読書により家庭での読書への理解が深まり、読書活動が定着化されるとともに親子のふ

れあいの一助にもなりました。 

 (3)課題 

●中学校、高等学校におけるボランティアの活用を促進するための取組みが求められます。 

●専任司書教諭の適正な配置及び図書担当職員の負担が軽減され、充分な役割を果たせるよう

な協力体制の確立が不可欠であるとともに有資格者の育成に努めていく必要があります。 

●図書室が狭く、書架も少ないため適宜、本の整理・廃棄を行っていく必要がありますが、担

当職員の他業務の兼ね合いもあり、速やかに対応できない状況が発生しています。 

●児童生徒が減少していることもあり、委員会活動の時間を確保することが困難になってきて

いる状況を受けて、児童生徒が主体となった読書活動の充実に関して検討が求められます。 

●未就学児を対象とした子育て支援活動等において、保護者に対し、幼少期から読書に関する

活動を行うことの意義を広く普及することが求められています。 

 

   

 

 

４ 市立図書館における読書活動 

(1)市立図書館の推進の取組 

①市立図書館児童室の蔵書等の整備充実に努め、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対して図書資料を貸し出しました。 

②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をしました。 

③各小学校を通じて、館報「ふれあい通信」を全児童に配布するとともに、中学生以上向けに

館報「もっと！ふれあい通信」を発行して情報発信しました。館報は館内掲示とホームペー

ジへの掲載を行っています。 

④図書館情報のコンピュータシステム化を図り、館内のみならずインターネットを活用した蔵

書検索システムの提供など利便性の向上を図り、読書活動の推進に努めています。 

⑤小中学生の図書館見学や職場体験を通じて、図書館に慣れ親しむとともに、読書に対する理

解を深める機会を提供しました。 

⑥市内全域への図書館サービスを広げるため、移動図書館車の運行を行うとともに、小学校、

学校でのボランティアによる活動（読み聞かせ、掲示物作り） 
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保育園、学童育成クラブ等への団体貸出を実施しました。また、子育て支援センター等を訪

問して絵本の読み聞かせやＤＶＤ上映も行いました。 

⑦ブックスタート事業として、ボランティアの協力により、５～６か月児の保護者を対象とし

た「もぐもぐごっくん教室」参加者への読み聞かせと、全乳児を対象とした絵本のプレゼン

トを実施しました。 

⑧子どもを対象とした催事や図書展示を継続的に開催しました。 

・読み聞かせサポーター「颯・2000の会」による「おはなし広場」（例月開催） 

・親と子の映画会（例月開催） 

・図書館子どもまつり（多読賞の表彰、読み聞かせ、スタッフ体験等） 

・たなばた会（七夕飾りに短冊飾り付け、関連図書の展示等） 

・クリスマス会（クリスマスツリー設置、ボランティアグループによる人形劇上演、読み聞

かせ、関連図書の展示等） 

・市立図書館所蔵図書を展示する独自の企画展 

・手づくり絵本教室 

・県立図書館巡回展を利用した手づくり絵本展 

⑨学校図書館や市関係課との連携強化を図りました。 

(2)成果 

○親子、または子どもたち自身で積極的に図書館を利用する姿が見られました。 

○市内の小学校の児童が施設見学に訪れました。 

○熱中症対策及び長時間利用者に配慮し、飲食コーナーを設置しました。 

(3)課題 

●利用の拡大を図るため、学校や地域と連携して読書の楽しみや意義を普及・啓発するととも

に子どもたちと本をつなぐ取組の充実に努める必要があります。 

●児童や生徒が読書への関心を持てるよう、質、量のバランスの取れた児童図書の整備を図る

ことが必要です。 

 

   

 
図書館こどもまつり（大型絵本読み聞かせ） としょかん映画会 
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第４章 計画の目標と具体的取組 

 

第３章において示した当市の現状のほか、国・県の取組等を踏まえ、釜石の子どもたちが自主

的に読書活動を行うことができるよう、次の基本方針の下に計画の推進を図ります。 

 

基本理念  「 本 との出会い  広がる世界 」 

 

基本方針 

１ 子どもが本に親しむ環境づくり 

２ 家庭、地域、学校等における子どもの読書活動の推進 

３ 読書活動に関する啓発・広報の推進 

４ 読書活動に関する設備、資料及び諸条件の整備・充実 

５ 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、真に日常生活に根差したものとなることが大切です。子どもが読書を

通じて学び取った言葉や感性、表現力、創造力等は、それぞれの生活の中で生かされ、具体的

な行動に結びつくことによって大きな意味を持つことになります。 

子どもの読書活動を支え導くのは、保護者であり、教員であり、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

重要です。 

保護者として、教員として、あるいは地域社会の一員として、具体的な実践が期待されてい

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。 

(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、読書をする姿等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、市民一人ひとり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。 
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２ 家庭、地域、学校等における子どもの読書活動の推進 

(1)家庭における読書活動の推進 

①家庭の役割 

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づ

けられ、継続して行われるよう、子どもにとって最も身近な存在である保護者が配慮・率先

して、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していく

ことが求められています。また、家庭における読書は、一冊の本を媒介にして家族が話し合

う時間を持ち、絆を深める手段として重要なものです。 

このため、家庭においては、読み聞かせをしたり、子どもと一緒に本を読んだり、図書館

に出向いたりするなど、工夫して子どもが読書に親しむきっかけを作ることが重要です。ま

た、定期的に読書の時間を設けるなどして家族で読書の習慣付けを図ったり、読書を通じて

家族で感じたことや考えたことを話し合ったりするなど、読書に対する興味や関心を引き出

すように子どもに働きかけることが望まれます。 

市の広報や学校だより等には「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、取り組んでいくことも大切で

す。 

また、基本的な姿勢として、一方的に読書を「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。 

②推進の考え方 

ア 子どもが本に親しむ環境づくり 

家庭内に子どもが本を身近に感じる環境を作るとともに、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、読み聞かせを行うなどの積極的な取組を期待し

ます。また、市立図書館を家族で利用する機会を持つことなど、子どもの発達段階に応

じた継続的な取組を期待します。 

イ 家庭、地域、学校等が連携協力した取組の推進 

「教育振興運動」をはじめとした多様な地域学校協働活動等への積極的な参画を期待し

ます。 

ウ 子どもの読書への関心を高める取組の推進 

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、読書活動を通じた社会参加活動への参画を促す声がけを期待

します。 

(2)地域における読書活動の推進 

①地域の役割 

ボランティア団体や NPO 法人等の民間団体は、子どもの読書活動に関する理解や関心を

高めるとともに、読み聞かせ会や人形劇等の公演、地域文庫の開設など、子どもが本に親し

む様々な機会を提供するなど、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。 

ただし、ボランティア活動は定着してきているものの積極的な取り組みを行っていくには

十分な会員数ではないため、今後も、各団体の会員数を増やす取り組みや図書館、公民館、

学校等との連携強化を図るための取り組みを推進していくことが期待されます。また、中学
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校、高等学校におけるボランティアの活用を促進していく必要があります。 

「教育振興運動」について、当市では中学校区を単位として、それぞれの実践区で地域の

読書環境や子どもたちの読書活動の状況を踏まえ、様々な取組が行われています。また、「地

域学校協働活動」のひとつとして取り組まれている読み聞かせや図書館の環境整備、本の修

理・修繕等も含め、さらなる継続と充実が期待されます。 

②推進の考え方 

ア 子どもが本に親しむ環境づくり 

「教育振興運動」をはじめとした多様な地域学校協働活動の取組により、子どもの発達

段階に応じた本との豊かな出会いが多様に創り出されることを期待します。 

イ 家庭、地域、学校等が連携協力した取組の推進 

・親子対象の読み聞かせ会等を通して、多くの保護者に読書の大切さや意義を広く普及・

啓発するとともに、家庭や学校等とのさらなる連携を期待します。 

・活字本、電子書籍、各種情報メディア、それぞれの有用性と、読書環境に与える影響等

について検討し、読書の価値を再認識するとともに、家庭、地域、学校等の連携協力に

よる取組が推進されることを期待します。 

ウ 子どもの読書への関心を高める取組の推進 

・ブックトーク、書評合戦（ビブリオバトル）等、子どもの読書への関心を高める取組が、

地域において実施されることを期待します。 

・子ども自身による読み聞かせ等の活動等、読書に関する社会参加活動への参画を期待し

ます。 

(3)学校等における読書活動の推進 

①学校等の役割 

子どもが生涯にわたって読書に親しみ、読書を楽しむ習慣を形成していく上で、学校はか

けがえのない大きな役割を担っています。学校教育法（昭和22年法律第26号）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）が規定されており、

平成29年に告示された学習指導要領においても、学校図書館を計画的に利用しその機能の活

用を図り、児童生徒の自主的、自発的な学習活動や読書活動を充実すること。また、地域の

図書館の活用を積極的に図り、資料を活用した情報の収集等の学習活動を充実することとさ

れています。 

これらを踏まえ、学校においては、全ての子どもが自由に読書を楽しみ、読書の幅を広げ

ていくことができるように適切な支援を行うとともにそのための環境を整備することとなり

ますが、その際、子どもの読書の量を増やすことのみならず、読書の質も高めていくことが

求められています。 

また、乳幼児期に読書の楽しさを知ることができるよう、幼稚園、保育園等においては、

幼稚園教育要領や保育所保育指針等に基づき、乳幼児が絵本や物語に親しむ活動を積極的に

行うことが期待されます。 

あわせて、幼稚園、保育所等で行っている未就学児を対象とした子育て支援活動の中でも、

読み聞かせ等を推進するとともに、保護者に対し、読み聞かせ等の大切さや意義を広く普及
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することが求められています。 

②推進の考え方 

ア 子どもが読書に親しむ環境づくり 

・様々な図書に触れる機会の確保 

各学校段階において、子どもが生涯にわたる読書習慣を身に付け、読書の幅を広げるた

め、読書の機会の拡充や図書の紹介、読書経験の共有により様々な図書に触れる機会を

確保することが重要です。具体的には、「全校一斉の読書活動」、「推薦図書コーナーの

設置」、「卒業までに一定量の読書を奨励するなどの目標設定」等の活動が挙げられま

す。 

・児童生徒の主体的、意欲的な読書活動の充実 

新学習指導要領では、学習の基盤となる言語能力を育成するため、各学校において学校

生活全体における言語能力を整えるとともに、国語科の要として、各教科等の特質に応

じた言語活動を充実すること、あわせて、言語能力を向上させる重要な活動である読書

活動を充実することが示されています。 

具体的には、各教科等において、学校図書館の機能を計画的に利活用し、「主体的・対

話的で深い学び」の視点からの授業改善を図るとともに、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れています。 

・障がいのある子どもの読書活動 

障がいのある子どももまた豊かな読書活動を体験できるよう、点字図書や音声図書な

ど、一人一人の教育的ニーズに応じた様々な図書館資料の整備が図られるとともに、学

習指導要領等に基づき自発的な読書を促す指導を行うことが大切です。 

イ 家庭、地域、学校等が連携協力した取組の推進 

・家庭、地域との連携 

多くの保護者に対して読書の大切さや意義を普及・啓発するとともに、地域学校協働活

動の推進によりボランティア等の協力を得るなどし、家庭や地域と広く連携して読書活

動を推進することが大切です。 

ウ 子どもの読書への関心を高める取組の推進 

・子ども同士で行う活動 

子どもが相互に図書を紹介し、様々な分野の図書に触れる読書会、ブックトーク、書評

合戦（ビブリオバトル）等の活動は「心に残る一冊の本」と出会うきっかけになるとと

もに、本の理解を深めることにつながる重要な取組です。 

・児童会や生徒会活動による取組の充実 

児童生徒が、自分より年下の幼児や児童、地域の大人に読み聞かせを行なう機会を設け

るなど、読書を通じた多様な交流機会を設けていくことが求められます。 

(4)市立図書館における読書活動の推進 

①市立図書館の役割 

市立図書館は、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

推進するうえで欠かすことのできない施設です。 

また、おはなし広場での定期的な読み聞かせや独自企画展、子ども読書の日に対応したイ
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ベントなどを開催しているほか、児童室にはブックスタートコーナーを設置して、乳幼児期

から読書に親しむ環境づくりに努めるなど、子どもの読書活動を推進するうえで重要な役割

を果たしています。 

②推進の考え方 

ア 読書環境（ソフト事業）の整備 

子どもたちと本との出会いの創出のため、魅力的な図書展示等を継続的に実施するとと

もに、民間団体やボランティア等との連携のもと、子どもや親子が参加できる事業を展

開します。 

また、児童が実際に本を借りる際の適切なアドバイスを行うとともに、図書の案内や利

用方法の周知を図るなど、より利用しやすい環境づくりに努めます。 

イ 児童資料の収集・提供の充実 

子どもに対する図書館サービスの向上を図るため、児童図書の充実に努めるとともに、

子どもの読書活動を推進するための読み聞かせ等を実施します。 

ウ 子どもに対するサービスの展開 

子どもに対する図書館サービスを展開していくため、職員に必要な知識・技能等の習得

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との連携を推進します。 

エ 図書館におけるボランティア活動の促進 

図書館におけるボランティア活動に関する情報の提供やボランティア養成研修の実施な

ど、市民のボランティア活動の促進を図るため諸条件の整備に努めます。 

オ 学校や地域等との連携・協働の推進 

学校や地域の関係団体と連携を深め、協働して子どもの読書活動の普及に努めます。 

カ 移動図書館サービス等の充実 

移動図書館車及び絵本カーによるサービスは、図書館から遠距離に居住する市民の読書

活動の推進に大変有効です。さらなる利用促進を図るため、魅力的な本の配架を行うと

ともに、学校や幼児施設への巡回や団体貸し出しの拡大などより一層の充実に努めます。 

キ 本に親しむ環境づくりの推進 

乳幼児期から本に親しむことができる環境づくりを推進するため、ブックスタート事業

を継続するとともに、児童生徒の施設見学や職場体験の受け入れに努めます。 

 

３ 読書活動に関する啓発・広報の推進 

(1)「子ども読書の日」など読書関連事業の実施 

子どもの読書活動について、国民の間に広く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）や「こ

どもの読書週間」（4月23日から5月12日）をはじめ、「岩手の読書週間」（2月1日から2月

14日）や「全国読書週間」（10月27日から11月9日）にちなんだ事業を実施するととも

に、学校、地域、関係団体が連携、協力して、各種イベントや広報、啓発活動を行うなど、

全市的な取組に努めます。 

(2)広報誌による読書活動の普及促進 

市立図書館の館報「ふれあい通信」、「もっと！ふれあい通信」のほか、各学校においても、
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「図書館だより」を通じて、保護者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。また、市のホームページ、「広報かまいし」、「まなびぃ釜石」を通じて、広く市民に対し

て、子どもの読書の楽しさと重要性についての理解が深まるような啓発に努めます。 

(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、市立図書館及び

ボランティア団体における様々な取組や活動事例、子どもによる読書を通した社会参加活動等

に関する情報を収集するとともにそれらの情報を速やかに関係機関等に提供することにより、

情報の共有と意識啓発を推進します。 

 

４ 読書活動に関する施設、資料及び諸条件の整備・充実 

(1)市立図書館の整備と充実 

市立図書館は一般図書のほか児童室やヤングアダルトコーナーがあり、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び、読書の楽しみを知ることのできる場所であり、保護

者にとっても、子どもに読ませたい本を選択したり、子どもの読書について司書や司書補に相

談したりすることができる場所です。 

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うえで、さらに積極的な役割を果た

すために次のような取組を推進します。 

①児童資料の整備 

蔵書冊数は約12万6千冊（雑誌・新聞を除く）で、うち児童資料の蔵書冊数は約3万冊とな

っており、多い分野は、絵本、文学、歴史・地理、社会科学の順となっていますが、今後と

も児童資料の整備と充実に努めます。 

②施設・設備等の整備と充実 

ア 児童室の充実 

子ども向けの読書に関する積極的な情報提供や児童図書の魅力ある配架など児童室の充

実に努めます。 

イ 図書館情報システムの活用促進 

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

と予約が便利になりました。館内端末やインターネットを通じた館外からのシステムの

活用促進と利便性の向上に努めます。 

ウ 障がいのある子どもへのサービスの充実 

施設・設備の改善や資料の整備・提供など、障がいのある子どもが豊かな読書活動を体

験できるよう図書館サービスの充実に努めます。 

③司書の配置と資質の向上 

ア 子どもへの図書館サービスの実施にあたっては、児童資料に関する広範な知識、子ども

の発達段階に応じた資料の選択に関する知識、さらには読書指導に関する知識と技術を

必要とすることから、市立図書館における司書の適切な配置に努めます。 

イ 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うえで極めて重要な役 

割を果たすことから、研修機会を確保し、積極的に資質の向上を図ります。 
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(2)学校図書館の整備と充実 

学校図書館は、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり、①児童生徒の読

書活動や児童生徒の読書指導の場である「読書センター」としての機能、②児童生徒の学習活

動を支援したり、授業の内容を豊かにしてその理解を深めたりする「学習センター」としての

機能、③児童生徒や教職員の情報ニーズに対応したり、児童生徒の情報の収集・選択・活用能

力を育成したりする「情報センター」としての機能を有しています。 

これからの学校図書館には、読書活動における利活用に加え、様々な学習・指導場面での利

活用を通じて、子どもたちの言語能力、情報活用能力、問題解決能力、批判的吟味力等の育成

を支え、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善を効果的に進める基盤としての役割

が期待されています。 

さらに、学校図書館は、可能な限り児童生徒や教職員が最大限自由に利活用できるよう、ま

た、一時的に学級になじめない子どもの居場所となり得ること等も踏まえ、必要に応じ、地域

の様々な人々の参画も得ながら、児童生徒の登校時から下校時までの開館に努めることが重要

です。また、長期休業中等にも学校図書館を開館し、児童生徒に読書や学習の場を提供するこ

とも有効です。加えて、蔵書の貸し出しの促進、子どもに本を借りることを習慣化させる取組

が図られることが重要です。 

学校図書館が、さらに積極的な役割を果たせるために次のような取組を推進します。 

①学校図書館施設・設備の整備と充実 

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。学校図書館図書標準に基づく図書整備率の向上や蔵書のデータベース化の推

進など、各学校における多様な読書活動の推進が図られるよう、行政や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、学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及び市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。 

ア 学校教職員の協力体制の整備 

学校図書館運営の中心的な役割を担う図書担当教諭が十分な役割を果たすことができる

よう、全ての教職員が連携・協力して共通認識の形成を図り、協力体制を確立するととも

に、校務分掌上の配慮等を行うことが不可欠です。また、学校内外の研修への参加や市立

図書館との交流を積極的に進め、読書活動推進に地域間格差が生じないよう配慮します。 

なお、学校図書館法に基づいて12学級以上の学校に司書教諭資格取得者を小・中学校に

配置することとしていますが、12学級規模に満たない学校にも読書活動の専門的な指導を

行う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。 

イ 関係機関と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
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り充実した読書活動の発展性が望めることから、その実現に努めるとともに、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、教育委員会と協力しながら、随時学校間の連携

のあり方についても検討します。 

 

５ 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 

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、学校等を含めた社会全体

が、それぞれ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、地域等の相互の連携

協力について規定されたところです。 

(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、庁内関係部署による本計画の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・地域・学校等が一体となった取組を進めま

す。同時に、子どもの読書活動に関する情報収集と提供に努めるとともに関係機関や団体等に

対し随時報告や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、県教育委員会等と連携し、市立図書館司書、司書教諭、学校司書等を対象とした研修

会や交流会を設け、子どもの読書活動に関する取組情報を共有するとともに、相互の連携協力

のもと、子どもの読書活動の推進を図ります。 

(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との情報交換や職員間の交流は少ない状況にありました。

今後は、さらなる情報交換に努め、資質向上を図る場を設けるとともに、調べ学習や総合的な

学習の時間等に共同で取り組めるような環境づくりを目指します。 

(3)ボランティア団体等の育成及び連携 

学校や地域のボランティア団体の活動状況の把握に努めるとともに研修や相談による育成支

援、学校等との連携による活用などによってスキルアップを図り、さらにその組織づくりと活

動を支援しながら、ネットワークづくりに努めます。このことは、教育振興運動としても有効

な手段となり、地域の読書推進活動の実践にもつながります。 
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Ｈ２０ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

小学生（釜石市） 11.7 15.1 11.4 14.3 18.4 13.8 15.9

小学生（岩手県） 9.9 14.0 14.3 13.4 16.4 16.2 16.8

中学生（釜石市） 1.6 3.7 2.8 2.3 3.8 3.3 4.2

中学生（岩手県） 3.0 4.1 4.1 4.2 4.5 4.8 4.9
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小学生（釜石市） 0 0.6 0.5 0.5 0 0 2.0

小学生（岩手県） 1.0 0.7 0.9 1.0 0.5 0.8 1.0

中学生（釜石市） 47.8 9.4 19.6 17.4 12.8 16.7 18.5

中学生（岩手県） 22.0 10.0 7.9 7.0 5.2 5.0 3.8
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資料 １ 
平成 20年度・平成 26 年度～平成 31年度 

子どもの読書状況に係る調査結果 

 

１ １か月の平均読書冊数 

小中学生とも年度による上下はあるものの、おおむね増加傾向にあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

２ 不読者（１か月で１冊も本を読まなかった児童生徒）の割合 

小学生については、ほぼ０％の状態で推移しています。中学生については、釜石市は岩手県と

比較して、高い割合となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小学生⇒小学５年生、中学生⇒中学２年生 

・釜石市について、H20は市内の小中学校各２校ずつ抽出、H26以降は全学校が対象。 

出典：岩手県子どもの読書状況調査 
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資料 ２   

釜石市立図書館 

 

１ 現況 

(1) 市立図書館は、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月に現在の小佐野町に新築され開館した。 

(2) 現代の知識基盤社会における知識・情報の重要性を踏まえ、資料や情報の提供等の利用者

及び住民に対する直接的なサービスの実施や読書活動の振興を担う機関として、また、地域

の文化、情報拠点として、多様な利用者や地域社会の要請に応え、地域の実情に即した運営

を図ることが求められている。 

 

・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・年末年始・館内整理日 

区  分 施設・設備の状況 

１階 

図書閲覧室 一般図書              60席 

児童閲覧室 児童図書・絵本・紙芝居等      14席 

新聞コーナー 地方紙・全国紙等            7席 

点字室 点字図書 

館内蔵書検索・ 

インターネットコーナー 

館内蔵書検索              1席 

インターネット閲覧           2席 

ホール 企画図書展など 

飲食コーナー 水分補給及び飲食場所          8席 

２階 

学生利用室 中学生以上の学生の勉強室      32席 

郷土資料室 県内や東北地方の出版図書等 

視聴覚・展示ホール 各種催事、映画会、自主グループ活動など 

新聞保存室 地方紙・全国紙等 

会議室 会議、自主グループ活動など     18席 

※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60か所を 

毎月（13日間）運行している（令和2年1月1日現在）。
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２ 利用状況 

①分類別蔵書冊数 

年度 
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 
児童図書 郷土資料 その他 計 

26 3,079 3,552 7,034 10,742 4,983 6,283 2,725 7,190 1,429 29,760 29,412 15,349 0 121,538 

27 3,121 3,558 7,048 10,601 4,837 6,061 2,743 7,323 1,424 30,130 29,833 15,858 0 122,537 

28 3,136 3,557 7,152 10,551 4,869 6,028 2,701 6,974 1,407 28,080 28,220 16,195 0 118,870 

29 3,148 3,624 7,209 10,735 5,033 6,165 2,812 7,336 1,446 28,796 29,642 17,665 0 123,611 

30 3,184 3,538 7,179 10,991 5,122 6,330 2,868 7,460 1,485 29,721 30,476 18,330 0 126,684 

注）児童図書：児童書、絵本、紙芝居、ヤングアダルト 

②登録者数 

区分 

年度 
6歳以下 7歳～12歳 13歳～15歳 16歳～18歳 19歳以上 計 

26 219 1,362 999 996 8,837 12,413 

27 211 1,256 962 982 9,379 12,790 

28 244 1,115 574 362 4,761 7,056 

29 257 1,079 637 434 5,315 7,722 

30 247 1,083 682 520 5,701 8,233 

③利用者数 

区分 

年度 
６歳以下 ７～12歳 13～15歳 16～18歳 19歳以上 計 

26 1,597 3,473 358 570 18,895 24,893 

27 1,754 3,382 389 244 19,140 24,909 

28 1,970 3,501 437 136 19,374 25,418 

29 1,839 3,466 456 200 19,235 25,196 

30 1,795 3,470 459 255 19,220 25,199 
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 ④利用図書延冊数（貸出冊数）※団体貸出を除く 

年度 
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 
絵本 

ヤング 

アダルト 
その他 計 

26 776 1,665 2,763 3,071 4,443 9,061 2,088 4,158 870 35,363 14,113 1,032 4,796 84,199 

27 804 1,656 2,981 3,139 4,548 8,542 1,961 4,518 686 34,360 14,672 926 4,592 83,385 

28 788 1,710 2,942 3,007 4,567 7,882 1,785 4,777 638 36,351 16,178 978 4,972 86,575 

29 782 1,928 2,797 2,759 4,680 7,076 1,967 5,149 679 36,109 13,716 917 5,276 83,835 

30 681 1,807 2,943 2,642 4,741 6,896 1,828 5,784 651 35,981 14,011 1,180 5,119 84,264 

注）その他：郷土資料、視聴覚資料、紙芝居、雑誌 

⑤団体貸出 ※相互貸借貸出を除く 

年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

団体数 53 57 66 85 81 

貸出件数 228 234 258 343 385 

貸出冊数 5,703 7,296 7,621 9,900 11,479 
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資料 ３ 

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 

 

■小学校・中学校 

１ 読書活動推進に関する取組みについて 

学校名 取組みの名称 成果〇・課題● 

釜石 

小学校 

読み聞かせ ○読書ボランティアが、毎週金曜日の朝に読み聞かせをしているので様々な本

に親しむことができた。 

●全学級行うことが人数の関係上難しい。 

読書タイム 

週 3 回、10 分間 

○短い時間であるが、読書に親しむ時間となっている。 

●清掃後の時間なので、一斉に揃って読書を始めることができないこともある。 

親子読書週間 

（6 月、11 月） 

○保護者は協力的で感想も概ね好評である。 

●他の習い事等もあるため、読書の時間をとることが難しいという児童もいる。 

必読書 ○学級文庫にある本なので、手に取りやすく、低・中学年はほとんどの児童が

読み終える。 

●高学年は忙しいためか読み終えることは難しい。 

双葉 

小学校 

朝読書 ○月曜日の朝に設定している。週始めに読書に取り組むことで、落ち着いて学

校生活をスタートできる。 

読み聞かせ：颯

2000の会 

○学年に合わせた本を選択してもらい読み聞かせを行っている。様々な視点か

ら子供たちに合う本を選択してもらい、とても良い。 

読書感想文コンク

ール参加 

○読書を通して、感じたことや考えたことを文章に表すことは、大事である。 

●教科の時数の中に組み込まれていないので、時数の確保が非常に難しい。 

委員会活動の取り

組み、図書まつり 

○委員会活動として図書まつりを実施。今回は図書ビンゴ。様々な本を手に取

ることができるように設定。図書室に来る児童も増えた。 

白山 

小学校 

白山タイム（読書） ○10分間集中して本を読む習慣が身についている。 

○休み時間後のクールダウンになり、3時間目へ落ち着いて移行できる。 

読み聞かせ：おは

なしミントさん

（月1回程度） 

○各学年の発達段階に合わせて選書してくれる。 

○子どもたちも集中して聞く姿勢ができており、読んでもらった本に興味をも

ち、その後図書室で借りる様子が見られる。 

長期休業中の親子

読書 

○夏休みと冬休みの課題の中に、親子読書を設けている。親子で同じ本を読ん

でも、一緒に別の本を読んでもよしとしている。 

○保護者にも浸透しており、取り組み率も高い。 

・低学年への読み

聞かせ：鈴木よし

こさん 

・中・高学年への

読み聞かせ：漁火

の会（年1回） 

○震災後の支援として、卒業生を中心に読み聞かせやしおりのプレゼントを毎

年もらっている。（今年度で終了） 

○漁火の会からは、方言を用いた読み聞かせをしてもらい、語りの温かさを感

じることができる貴重な機会となっている。 

平田 

小学校 

読み聞かせ：おは

なしころりん 

○月に一度、低中高に分かれて読み聞かせやブックトークをしてもらっている。 

○集中して物語にふれるよい機会になっている。 

朝読書・親子読書 ○月・水・金の週に 3 日、朝読書に取り組んでいる。 

○11/1～11/10 まで親子読書を行い、家庭での読書活動推進に努めた。 

●選んだ本の中身は児童に任せており、個人差が大きい。 

図書ビンゴ ○本の分類番号でビンゴを行い、2 ビンゴ達成した児童を放送で紹介した。 

○普段借りることの少ない理科や社会の本を借り、様々な本に触れられた。 

図書郵便 ○ペアの学年（1・6 年、2・5 年、3・4 年）の相手におすすめの本の紹介を

絵と文でお手紙にして渡す。高学年からすすめられた本を読んでみた子も多

く、新しい本と出会うことができた。 

●基本的に1人1枚以上は書いているが、その先の取組方には個人差が大きい。 

小佐野 

小学校 

読み聞かせ：颯

2000 の会 

○1 時間じっくり本に親しむことで、本の楽しさに触れることができた。 
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読書感想文コンク

ール参加 

○2年生以上は1人1冊本を読み、感想文を書いた。書き方の指導が必要である。 

図書まつり ○読み聞かせやスタンプラリーを通して、図書室利用が増えた。 

甲子 

小学校 

図書通帳 ○図書通帳を活用することで、自分自身が今、どんな本に興味をもっているの

か振り返ることができ、次に本を借りる手がかりになった。 

心にのこった１冊 ○長期休業後におすすめの本を紹介する活動として、取り組んでいる。図書館

前に掲示し、他学年にも紹介するようにしている。 

読み聞かせ：朝ど

んどこ 

○読み聞かせ「朝どんどこ」を月１回程度行っている。各学年に合わせた本を

読み聞かせしてくれる。 

○低学年から高学年までボランティアさんの声に耳を傾けている。 

地域コーディネー

ターとの連携 

○図書館の環境整備作業を連携しながら進めている。季節ごとの壁面装飾や手

に取って読みたくなるポップづくり等図書館へ足を運びたくなるような図書

館づくりを行っている。 

鵜住居 

小学校 

図書館へ行こう週

間 

○図書ビンゴ、紙芝居、読み聞かせ、読書冊数調査などにより図書室利用が増

えた。図書ビンゴは色々な種類の本に関心を持たせるのに効果的だった。 

読み聞かせ：担任

外の先生 

○朝学習の時間を利用して、担任外の先生方による読み聞かせを実施した。ど

の学年の児童も楽しんでいた。 

○読んでもらった本を図書室に掲示したところ、借りる児童が多かった。 

夏休み、冬休みの

親子読書カード 

○親子で読書に取り組むことにより、親子のふれあいができた。 

○親子でいろいろな取組の工夫が見られた。（子どもが読み聞かせをする、交互

に読む、一緒に本を買って読むなど） 

栗林 

小学校 

移動図書館の利用 ○月に1回巡回している市立図書館の移動図書館を全校で利用している。 

○学校図書館にはない図書や、最新刊の図書を借りることができるので、児童

は楽しみにしており、積極的に利用している。 

図書祭り ○年に１回、児童会の図書委員会による図書祭りを行っている。ペープサート

劇や読み聞かせ、図書関連クイズなどで、本に親しむことができた。 

朝読書 ○週に２回、１５分間の朝読書に取り組んでいる。落ち着いた雰囲気の中、図

書室や学級文庫の本を読むことができている。 

親子読書 ○長期休業中に、５日間、親子で一緒に読書をする時間を設けている。家庭の

協力を得て、本に親しむ時間を作ってもらっている。 

唐丹 

小学校 

朝読書 ○毎週月曜日の朝活動の時間（15分間）に実施することで気持ちを落ち着かせ

た状態で学習にのぞむことができる。 

●読みたい本の選定が不十分で、時間内に本を交換する子もいる。 

学級文庫の設置 ○学年(学級)毎に必読図書及び市立図書館からの貸出図書を常設。身近に図書

があることから、空いた時間を読書に費やせる。 

●読みたい本が重なった際、じっくり本と向き合うことが困難。 

図書委員会による

活動 

○図書祭りの企画運営、多読賞の表彰、新刊図書の紹介等。 

○自分たちが企画することで、より図書への興味が深まる取組内容を考え、実 

施することができた。 

●小規模校ゆえ、限られた人数でできる企画の立案に毎回苦慮している。 

おすすめの本の紹

介 

○長期休業中に読んだ本の中で心に残った本を絵と文で全校に紹介。 

○親子読書を奨励している事もあり、取組への保護者理解が増えた。 

●掲示以外の紹介方法やより興味をもてるような取り組ませ方が必要。 

釜石 

中学校 

朝読書 ○毎月、第一週を朝読書の週としている。 

●行事の取り組みや学年ごとの計画もあり、活発な学年もあればなかなか定着

していない学年もある。 

読書感想文コンク

ール参加 

○夏休み中の課題として4種のコンクールから選択して応募した。全校生徒が

取り組んだ。 

○県での入賞も多かった。 

図書便りの発行 ○生徒総会での要望を受けて、貸出の手順を紹介するなど、図書室の利用が活

性化するような内容を盛り込んだ。 

●定期的な発行ができるようにしていく。 

おすすめ本ポスタ

ー 

○図書委員を中心に、自分のおすすめ本を紹介するポスターを作成し掲示した。 

○作ること自体が負担にならないよう工夫した。 

○学年単位でおすすめ本コーナーを廊下等に設置した。 
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2 読書に関するボランティアについて 

学校名 

（団体名、人数） 
活動内容 成果〇・課題● 

釜石小学校 

（おひさまの

会、10 人） 

読み聞かせ 

書架整理 

本の受入 

掲示物作り 

〇季節ごとに図書室の掲示を変えることで、教室が明るくなり、

児童が訪れる機会が増えている。本の受け入れ、整理をし、図

書室が利用しやすい状態になっている。 

●読み聞かせを全学級行うことが難しい。 

双葉小学校 

（チームえふ、

13 人） 

カバーかけ 

書架の整理 

寄贈本の貸出整備 

しおり作り 

本の修繕・補修 

おすすめ図書の掲示 

○図書室の環境が整い、子供たちも本を借りやすくなった。また、

おすすめの本を掲示してもらうことで、何の本を借りたらよい

か迷っている子が本を手に取りやすくなった。 

●ボランティア活動に参加していただくように、各学年の通信等

で呼びかけを行っているが、なかなか人が集まらない。 

白山小学校 

（おはなしミン

ト、8 人） 

読み聞かせ 

展示の作成 

カバーかけ 

入力作業 

特設コーナーの設置

書架整理 

図書室の清掃 

本の修理 

○地域コーディネーターの方を中心におすすめの本や新刊図書に

ポップが貼ってもらったり、季節に合わせた掲示がしてもらっ

たり、子どもたちが図書室に行きたくなるような工夫をしてい

ただき、助かっている。 

●地域ボランティアが少なく、読み聞かせボランティアに手伝っ

てもらっているところが多い。 

平田小学校 

（図書ボランテ

ィア、6 人） 

図書整理 

環境整備 

新刊図書受け入れ 

○本の整理等をしていただき、読書環境が整った。 

●図書担当が授業に入っていると、なかなか打ち合わせをする時

間がとれない。 

小佐野小学校 現在は関係ボランテ

ィア団体が無い 

－ 

甲子小学校 

（お話どんど

こ、13 人） 

読み聞かせ ○地域コーディネーターを介した保護者や地域と連携した取組に

よって子どもたちの読書への興味・関心がさらに高まってきた。 

●ボランティアメンバーがなかなか増えない状況であり、全学級

甲子 

中学校 

朝読書 ○朝、読書をすることで落ち着いた状態で一日を始めることができている。 

○本を読む習慣がつき、長編の作品にも挑戦する生徒もいる。 

読書感想文コンク

ール参加 

○夏休みの課題として実施。 

●１学期中に図書室で本を探す時間を設けるが、年齢にふさわしい本で感想を

書けない生徒がいる。 

釜石東 

中学校 

朝読書 〇全校生徒が読書を習慣化させることができた。 

●その時間以外で読書をする生徒が少ない。 

読書感想文コンク

ール参加 

〇全校生徒に取り組ませ、本を読み深められた。 

唐丹 

中学校 

朝読書 ○全校が図書室で朝読書を行っている。（朝学習テスト取組期間を除く） 

○朝読書前に貸し出しも行っているので、学校図書館の利用が活発に行える。 

ビブリオバトル ○GW中に1冊の本を読み、クラス毎のビブリオバトルを行った。友達のおす

すめ本のスピーチを聞き、今まで読んだことのないジャンルへの刺激になっ

たという感想もあった。 

●国語の授業で行ったため、時間確保が難しく教科書の進度に影響がある。 

読書感想文コンク

ール参加 

○夏休みの作文課題として、いくつかのコンクールから選択制で取り組んでい

る。本の内容をより深く考えるよい機会だと思われる。 

●学級の人数が少なくても、必ず一点取り組ませ、出品しなければならない。

夏休み明け、他のコンクールとも重なり、指導が大変である。 

本紹介（スピーチ） ○週に1度、交代で1分間スピーチを行っている。テーマを本の紹介に設定して

行うことが多い。 

○友達が紹介した本に興味をもち、次の読書へとつながっている。 

大平 

中学校 

朝読書 ○生徒が本を読む時間を確保できる。 
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における読み聞かせが困難な状況が続いている。 

鵜住居小学校 現在は関係ボランテ

ィア団体が無い 

－ 

栗林小学校 

（図書ボランテ

ィア、7 人） 

本紹介の掲示物作成 

本の修繕 

登録作業の補助 

○ポップや掲示があることで児童が、関心を持ったり、読んでみ

たいという意欲につながっている。 

○登録作業を手伝ってもらい、新しく入った図書を早く児童に貸

し出しすることができる。 

●紹介する本の選定や、新刊図書の登録及び本の修繕作業の打ち

合わせをするために、図書担当とボランティアとの連携をもっ

と密にする必要がある。 

唐丹小学校 

（読み聞かせボ

ランティア、5

人） 

読み聞かせ ○子どもたちは、読み聞かせの時間を毎回楽しみにして、興味を

もって話を聞いている。 

○読み聞かせで紹介された本にも興味を示し、図書室で同じ本や

シリーズの本を探すなど、読書の幅が広がっている。 

●読んでもらうことが好きな子どもたちが、いかに積極的に自ら

読書活動に取り組もうとするかが課題。読みやすい本や自分の

好きな本に偏ってしまいがちである。 

釜石中学校 現在は関係ボランテ

ィア団体が無い 

（日常業務のなかで新刊受け入れ時のラベリング作業に当たれる

時間がなかなかとれない。他地区のように、新刊の納入時に書

店さんに作業を行ってもらえると助かる。） 

甲子中学校 現在は関係ボランテ

ィア団体が無い 

－ 

釜石東中学校 現在は関係ボランテ

ィア団体が無い 

－ 

唐丹中学校 現在は関係ボランテ

ィア団体が無い 

（図書の受け入れは、夏休みいっぱいかけて何とか行えるが、蔵

書点検は担当一人ではできないので、ボランティアの手を借り

たいと思っている。） 

大平中学校 

（1 人） 

配架 

図書の受入 

〇すばらしい図書室で、生徒が喜ぶ。司書教諭の仕事の軽減。 

●全くのボランティアで一関から手弁当で来て下さる。お礼もで

きず、恐縮。交通費だけでも市から出せないか。 

 

3 学校図書館運営に関する課題について 

学校名 課題 

釜石小学校 児童が図書室を利用しやすいようにすること。（より図書室の整備をすること、手に取りやす

い位置に本を配置する） 

双葉小学校 古い本や汚れた本を廃棄したことで、台帳の整理が大変である。バーコード管理に移行でき

るように市で整備できないか。 

白山小学校 本はたくさんあるが、置く場所が限られてくる。古い本の廃棄処分を進め、限られた場所を

有効に活用していく必要がある。 

平田小学校 本好きな子もいるが、個人差が大きい。読書中、集中力が続かない。読みやすいものを好む

傾向がある。週末読書や親子読書にも取り組んでいるが、家庭での協力をさらに呼びかけて

いく必要がある。 

小佐野小学校 図書のバーコード化 

甲子小学校 児童の図書委員会活動の時間確保が難しい状況の中で、児童が主体となった読書活動の充実

に関わる取組をどのように進めていくか、検討が必要である。 

鵜住居小学校 ・図書ボランティアさんの活用 

・バーコード化されたが、移行作業が追いつかず、一部の図書について佐合がまだ完全にで

きていないこと 

栗林小学校 ・児童（特に高学年）がもっと図書室の本を借りて読むようになるにはどうすればよいか。 

・図書室が狭く、書架も少ない。入りきらない本を選定して学級文庫へ回しているが、そこ

もいっぱいになってきている。入りきらない本をどこに配架したら良いか。 

唐丹小学校 ・新刊図書や新着図書の台帳記入の作業は、担当が担任であることから、どうしても長期休

業の対応となってしまい、届いた図書をすぐに貸し出すことができずにいる。 

・２年ほど前からバーコード化され、貸し出しがスムーズになった一方、パソコンに不具合
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等が生じると処理できず、対応が困難になることも。 

釜石中学校 ・委員会活動が月に一度で準備にあたる時間の少なさから図書祭りなどの企画が難しい。 

・貸出カードによる管理を行っており集計が煩雑。今後、蔵書データの電子管理を進めてい

きたい。 

甲子中学校 ・登録のデジタル化に対応していないこと。 

・廃棄本の選択と実施の時間が取れないこと。 

・書架の老朽化。 

釜石東中学校 新刊図書を全校に紹介する手段が不十分。（設備も含め） 

唐丹中学校 ・パソコンでの管理システムは学校独自で導入しているが、新しい本の情報を更新するため

には、システムを更新（購入）しなければならない。限られた予算では難しい。 

・蔵書の受け入れ、管理、蔵書点検、廃棄などの業務が一人では難しい。レファレンスなど

の生徒の読書向上のための取組まで手が回らない現状である。 

大平中学校 ・図書の受け入れに莫大な時間と手間がかかる。 

 

４ 子ども達の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の取組みについて 

学校名 取組み内容 

釜石小学校 ・本を紹介しあい、感想を交流しあう場をつくること（児童と児童、児童と教師、児童と保

護者など） 

・全員が一斉に集中して本を読む時間をつくること。 

双葉小学校 継続的に本に親しむ機会を設けていくことが大事であると思う。 

興味を持つような本の整備、借りに来たくなるような図書室の整備、ぜひ読んでほしいおす

すめの本の紹介など、本に親しむことができる働きかけが必要だと思う。興味を持ってもら

うきっかけをつくってあげなければ、なかなか本を手に取ることはないと思う。 

白山小学校 ・子どもたちが本に親しみやすいように、いつでも読める環境を作る。例えば、教室に国語

で学習した内容に関連する本や同じシリーズの本を置いておくなど。 

・課題が早く終わった児童は本を読んで待たせるようにする。 

・低学年時から、給食が終わった後は図書室に行って本を借りてから遊びに行くという意識

を育てる。 

・明るくきれいな図書室の維持管理。 

平田小学校 ・毎日少しでも読む時間を設けて、とにかく読むことが必要だと考える。学校だと、朝読書

の時間があるが、家庭にも呼びかけていく必要がある。音読を各学年で取り組んでいるの

で、その音読の後に 5 分以上読むなど。 

・自分がどんな本を読んだか知るために、読書記録をつける。 

・図書委員会でも新刊図書の紹介をするなどし、本を目にする機会を増やす。 

小佐野小学校 土日に親子で読書をするなど、家庭をまき込んで読書の習慣をつける。 

甲子小学校 ・読書をするための場・時間の保障をする必要がある。学校では、意図的に読書の時間を教

育課程に位置付ける。本校では、火曜日以外の朝活動を全て読書としている。 

・教育振興運動とも連動させながら、ノーメディアデーの取組を通して、家族ぐるみで読書

などに親しむ時間作りを行うことも有効であると考える。 

鵜住居小学校 ・読書時間の確保。本に触れる機会の意図的な設定 

・児童の興味関心のある本の選定 

・家庭への働きかけ、家庭の協力 

栗林小学校 ・特に低学年は、本の読み聞かせをたくさん行うことを通して、本の面白さを伝え、本への

興味を持たせていく。 

・朝読書、週末読書、親子読書など、読書の時間を設定する。 

・ノーメディアデーなどの取組で、テレビやゲーム、PCなどからはなれる時間を作り、その

時間に読書をする。 

唐丹小学校 ・読み聞かせや図書委員が計画する図書祭りなどをこれからも継続的に実施していくことで、

読書に対する意識が少しずつ、確実に高まっていくと考える。 

・家庭でも読書に親しむ習慣を身に付けさせていくことで、読書への幅に広がりが期待でき

る。そのためにも、親子で読書に励む機会を意図的に設けていくことが不可欠。 

釜石中学校 ・気軽に利用できる図書室環境の整備。 

・校内のホールなどに読書コーナーの設置。 

・国語の読書に関する単元等と連携した特設コーナーの設置。 
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・多読賞や個人の読書状況の把握を容易にするために、図書管理システムの電子化を進める。 

甲子中学校 ・甲子中学校の生徒の多くは、小学校でたくさんの本にふれているおかげで、朝読書も静か

に集中して行っている。 

・教室に図書室の本を２０～３０冊（１か月ごとの交換）置いてあるので、生徒はそこから

本を借りて読んでいる。近くに本がある環境が必要なのではないかと思う。 

釜石東中学校 ・図書室等、読書環境を整備すること。 

・読書を生かした仕事や取組みの紹介。 

唐丹中学校 ・生徒が本を手軽に手にできる環境が必要。（学校、家庭 両方） 

・生徒がじっくり本を読む時間の確保。（学校、家庭） 

・司書による、生徒の読書傾向を踏まえた上でのレファレンスサービス。 

・司書教諭の図書館業務に充てられる時間の確保。 

大平中学校 ・常に図書室に人がいる状態をつくるため、全中学校に勉強を積んでいるボランティアの方

を配置し、司書教諭との協力体制を確立。 

・朝読書と生徒同士の本の紹介。 
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■ボランティア団体 

1 読書ボランティア活動に関する成果と課題について 

 

2 読書活動に関する研修会で取り上げてほしいことや学んでみたいことについて 
颯・2000 の会 絵本作家を招いて講演会の開催、釜石市の子供達の読書状況、読み聞かせのポイント 

文化琴と読み聞

かせの会さくら 

読み聞かせのポイント、活動の中で使える手遊び歌や手品など 

唐丹小学校 － 

平田小学校 図書の補修、学校図書ボランティアの活動内容（交流） 

白山小学校 読み聞かせにおすすめの本、学校図書館として揃えておくべき本 

栗林小学校 － 

甲子小学校 本の修復作業における技術面、他団体との横のつながり・情報交換、おすすめの本の紹介 

釜石小学校 

おひさまの会 

－ 

 

 成  果 課  題 

颯・2000 の会 ・読み聞かせが子供、家庭ともに理解され、身近にな

ってきている。 

・継続して訪問している所は集中して聞く姿勢が年々

向上している。 

・活動場所以外でも声をかけてくれる等、つながりが

できてきた。 

・読み聞かせの価値が認識され、保育・教育の一環と

して、組み込まれてきている。 

・会員の減少と若い人の加入が少

ないこと。 

・活動場所を増やすにあたり市の

図書館及び生涯学習文化スポ

ーツ課との連携が必要 

文化琴と読み聞

かせの会さくら 

・読み聞かせに対する親の理解が深まった。 

・継続して訪問することにより子供達が楽しみにして

意欲的に参加するようになった。 

メンバーの減少により、依頼を断

る事が多くなり活動の継続が難

しくなっている。 

唐丹小学校 楽しそうに興味を持って聞いてくれる。 人数が足りない 

平田小学校 図書の整理や清掃を行うことにより図書室がきれいに

なった。 

令和元年 9 月から活動を開始し

たばかりなので学校と今後の活

動内容について協議が必要。 

白山小学校 ・子供達が真剣に聞いてくれ、関わる時間が楽しい。 

・ブックトラック導入により新刊図書、テーマ展示が

楽になった。 

・保護者の参加は少ないが、地域の方の手伝いが多い。 

・蔵書数が増えているが、古い本、

複数ある本は除籍していく。 

・保護者、地域の人がより利用し

やすい環境づくり。 

栗林小学校 ・子供達が楽しみにしている。 

・展示・紹介する様になり利用者が増えた。 

・ボランティアがやりがいを感じている。 

ボランティアの都合により今年

度から回数が減った。今後、ボラ

ンティアを募り、来年度から再ス

タートしたい。 

甲子小学校 ・活動を継続しているので子供達が楽しみにして、気

軽に声をかけてくれる。聞く姿勢がとても良い。 

・本棚を整理する事で子供達の本の扱いが良くなった。 

・飾り付けで明るくなったと好評。 

・ポップで紹介する本が手に取ってもらえることが多

くなった。 

人数が少ないため、毎回限られた

人になってしまう。幅広く参加が

あればよい。 

釜石小学校 

おひさまの会 

・学校内での活動だけでなく絵本カーとともに市内の

施設等での活動も行っている。 

・児童への読み聞かせの回数が年々増え、児童が楽し

みにしてくれている事から読書、本の貸出冊数増の

一助となっている。 

会員が増えない。固定化、高齢化

している。 


