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●本文・図表・写真などのレイアウト・配置、「はじめに」などは文案にご意見等を反映させ

た後に、最終的に変更・修正・追加します。 

●【資料】は、アンケート調査集計結果のみ、別に添付しました。その他の資料は省略してい

ます。 

●〇〇ｐなどは、最終的にページが確定してから挿入します。 
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第１章    策定にあたって 

 

 

 

１ 策定の目的 

 我孫子市の現状と課題を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進し、家庭、地域、図書館、学校、保育園などにおける子

どもの読書環境の整備・充実を図るとともに、相互の連携を深め、読書活動を

推進することにより、子どもが心豊かに成長し、自ら考え、課題解決でき、自

立した人生を送る手助けになることを目的とします。 

 

２ 計画の位置づけ 

 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「第

三次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」及び「千葉県子どもの読

書活動推進計画（第三次）」を基本とします。また、「我孫子市第三次総合計

画」、「我孫子市教育大綱」に即し、「我孫子市教育振興基本計画」、「我孫子市

第三次生涯学習推進計画」などとの整合を図り、本市における子どもの読書活

動の推進に関する取り組みや方向性を示す計画として位置づけます。 
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３ 計画の期間 

 平成３１（２０１９）年度から２０２３年度までの５年間とします。 

 

４ 計画の対象 

 ０歳から１８歳までの子ども、及び読み聞かせ等子どもの読書活動に関わる

すべての大人を対象とした計画です。 

 

５ 基本方針 

 本市で育つすべての子どもが、読書の楽しさを知り、自ら考え、課題解決で

きる自立した人間に成長し、豊かな人生が送れるよう、あらゆる機会と場所に

おいて、自主的に読書活動ができる環境を整え、市民図書館、学校及び関係機

関などが連携し、子どもの読書活動推進に努めます。 

そのために次の４点を基本方針として取り組みます。 

（１）子どもの自主的な読書活動を支える読書環境の整備・充実 

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、読書の幅を広げ、読書体験を深められるような機会を提供するととも

に、そのための環境作りに努め、子どもが読書に関心を持てるような本を身

近に備えることが必要です。そのため、施設・設備その他の諸条件の整備・

充実に努めます。 
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（２）家庭・地域との連携・協力による読書に親しむ機会の充実 

 子どもにとって最も身近な家庭・地域と市が連携・協力していくことは、

子どもの自主的な読書活動を広め、読書に親しむ機会を充実していく上で、

欠くことができません。そのため、子どもに係わるすべての大人が子どもに

とっての読書の大切さについての理解を深め、導けるように家庭や地域、学

校、市民図書館、関係機関、関係団体などが相互に連携・協力できるよう努

めます。 

（３）学校図書館における自主的な読書活動支援体制の整備 

 子どもが一番長い時間を過ごす学校は、読書の喜びを知り、調べることの

重要さを学ぶ大切な場です。そのために学校図書館を充実させ活用していく

ことが不可欠です。さらに学校図書館の積極的な整備とネットワークの充実

を軸に、市民図書館と学校が連携・協力をしていきます。 

（４）子どもの読書活動に関する社会啓発や広報の推進 

 子どもの読書の大切さや意義について、対象となる子どものみではなく、関

わる大人も含めた市民の理解と関心を深めるため、広く普及・啓発するよう努

めます。 
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第２章 子どもの読書活動推進のための方策 

 

１ 家庭・地域における子どもの読書活動の推進 

  この章では、「家庭」においては、その「個人」「家族」の読書活動について、

「地域」においては家庭、学校、図書館を除く「団体」「施設」の読書活動に

ついて述べていきます。 

 

ア 家庭における読書環境の充実 

 

 

  

昨今の子どもの家庭環境は、生活様式が多様化しているため、就学前の子ど

もを図書館に連れて行くことや、絵本の読み聞かせをする時間が取れない保護

者が増えていると考えられます。 

アンケート調査＊１結果によると、当市の子どもの約７割は就学前に保護者

からの読み聞かせを経験しています。また、９割を超える保護者が子どもにも

っと本を読んでほしいと感じていました。その一方で１か月に１度も図書館を

利用しなかった保護者の回答は、約６割を超えています。読み聞かせをしたり、

子どもに本を読ませたいという親の思いはあっても、実際には図書館に来館す

る機会が少ない家庭が多いことがわかりました。 

 

 

 

現状と課題 
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また、全国的に書店が減少傾向にあります。書店が姿を消す原因としては、

一般的に、人口減や活字離れ、雑誌の市場規模縮小やインターネットでの購入

の増加などがあげられます。我孫子市でも、駅に近い、大型スーパーの中には

書店がありますが、以前は地域に点在していた、いわゆる「町の書店」は減っ

ています。小学生等が本を買いたいと思い立ったときに、「自宅から徒歩で行

ける範囲に書店がない」という地域があるのが現状です。書店の減少は、子ど

もや保護者が児童書に触れたり、購入して家庭で読んだりする選択肢が減るこ

とにつながります。 

書店が減少した現在、それぞれの家庭で、図書館利用の機会を増やし、子ど

もたちが直接本と触れ合うことが重要となります。 

一方、テレビやインターネット、雑誌などに子どもの本に関する情報が氾濫

し、親が「実際に子どもにどんな本を与えればよいかわからない」と迷ってい

る声も聞かれます。このため、子どもの本の選び方に関する講座・講演会や適

切な情報提供が必要です。 

 

 

昨今の家庭環境の状況から考えると、利用者を劇的に増やすことは難しいと

思われますが、移動図書館を活用して、今まで市民図書館が利用できなかった

層でも足を運べるような巡回時間や場所を検討していきます。 

家庭における読書環境を充実させるためには、子どもに関わる大人へ読書や

読み聞かせの重要性について理解してもらう必要があります。市民図書館は、

子どもの本の選び方に関する講座・講演会などの行事や情報提供を行っていき

ます。 

施策の方向 
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イ 子どもを取り巻く地域における読書環境の充実 

 

 

現在、市民図書館に「団体貸出」の登録をし、主に児童書を使って絵本の読み

聞かせ等の地域活動をしている市民団体は１０団体以上あります。その他に子

どもに関わる地域の施設や団体として、社会福祉協議会、まちづくり協議会、児

童通所支援事業所、近隣センター、学童保育室などがあります。これらの施設や

団体から、「絵本の読み聞かせに適した本はどのようなものか」「読み聞かせの方

法を知りたい」といった声が市民図書館には多く寄せられています。 

市民図書館は市内４か所にある「子育て支援センター」へ出向き、おはなし会

や出前講座を行い、「あびっ子ネット」＊2や市のホームページなどでＰＲも行う

など、今までも相談や研修依頼、情報提供に応じてきましたが、さらに充実させ

ていく必要があります。 

特にＰＲについては、忙しい子育て世代が目にしやすい方法を考察すること

が必要です。 

 

 

地域活動をしている市民や団体向けに、読み聞かせの方法や本の選び方、読

書の意義といった講座・講演会を実施します。 

また、市民図書館と他部署が連携して行う事業を推進します。例えば、子ど

も部や公民館との事業の共催等を検討していきます。 

市民図書館や子どもの読書に関する催しのＰＲ方法は、従来型の広報紙掲載

だけでなく、ＳＮＳ＊3を活用した周知方法も取り入れていきます。 

 

現状と課題 

施策の方向 



 

 8 

 

＊1 アンケート調査…平成 29 年度に市民図書館が行った。市内の小学 2 年生・5 年生、

中学 2 年生、高校 2 年生及び市内保育園の 4 歳児クラス、小学 2 年生・5 年生、中学 2

年生の保護者が対象。 

＊2 あびっ子ネット…市の子ども向け情報紙。年５回発行。専用ホームページでは、掲載

しきれなかった情報も公開している。 

＊3 SNS…ソーシャルネットワーキングサービス。ウェブのしくみを使い，インターネ

ット上のコミュニケーションを促進する登録制のサービス。 
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２ 市民図書館における子どもの読書活動の推進 

 

ア 図書館資料の整備・充実 

 

子どもの読書活動に必要な資料提供を進めるためには、図書館資料の充実

が重要です。 

図書館における児童書の蔵書構成は、①基本図書（読み継がれている優れ

た図書）、②準基本図書（将来基本図書に入ると思われる図書）、③最新図

書（最新の作品で、ある分野に興味を持つ子どものために備える図書）とい

う三層構造＊1です。市民図書館では、これを基本とし、子どもの発達や人間

形成、人生経験に好ましい影響を及ぼすことができる図書を、図書館司書が

経験を活かして長期的・専門的視点から選定しています。長年読み継がれて

きた「基本図書」を継続的に提供できるよう買い替えを進め、新刊を購入す

る場合は、図書館に所蔵すべきものであるかを作品ごとに評価しています。 

また、活字資料を利用することに障がいのある子ども＊2も絵本や物語など

に親しめるよう、点字絵本・デイジー録音図書＊３・布の絵本・大活字本・Ｌ

Ｌブック＊４などの資料を提供していく必要があります。 

外国語を母語とする子どものための資料の充実を図ることも大切です。 

読み聞かせボランティアなどの団体利用登録者向けには、引き続き大型絵

本＊５を提供していく必要があります。 

現状と課題 
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電子図書は、デジタルコンテンツ＊６に対して抵抗の少ない若い世代が、読

書に親しむツールとして期待されますが、導入に当たっては、児童書の出版

点数と内容、電子機器が子どもに及ぼす影響、貸出に際しての出版社の契約

条件、図書館の財源確保など、様々な視点からの慎重な検討が必要です。 

 

 

  「我孫子市民図書館資料収集方針」に基づき、資料を評価し、蔵書として

受け入れるかどうかの選択をすることにより、蔵書の質と新鮮さを維持して

いきます。さらに、基本図書を継続的に提供できるよう予算の確保に努めま

す。 

  また、障がいのある子どものための資料を充実させるとともに、その家族

や支援者に対しても、利用のためのＰＲをしていきます。 

電子図書等のデジタルコンテンツの活用については、情報収集や研修参加

を積極的に行い、導入の見極めをしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向 
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イ 市民図書館における児童コーナーの充実 

 

 

  市民図書館では、分館も含め、児童コーナーを設置しています。選ばれた

資料を、子どもに分かりやすく分類し、整理し、配列し、サインにも工夫を

しています。また、館内検索コンピュータでは、子ども向けの画面で検索が

できます。毎月の特集コーナーや、「読み聞かせにおすすめする本」のコー

ナー、靴を脱いで本を読めるコーナーなどもあります。 

  子どもに安全で使いやすく、清潔感を持ったコーナーを保つために、壊れ

たり汚れたりした書架や床などを、適宜、修繕する必要があります。 

 

 

児童コーナーは、読書の場として落ち着いて過ごせ、温かみがある雰囲気づ

くりに努めます。また、肝心の本が目立たなくならないよう、本の世界とつな

がる展示を工夫し、飾り立て過ぎないよう心掛けます。 

また、子どもが気兼ねなく入ることができ、居心地のよい静けさと親しみや

すさを兼ね備えた空間にするために、サインや掲示物、各コーナーなどを適宜

見直していきます。 

 冷暖房や換気にも配慮し、照明にも気を配ります。 

 

現状と課題 

施策の方向 
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ウ 図書館司書の配置と資質向上 

 

 

市民図書館では、各図書館に司書を配置しています。その中で、子どもへ

のサービスについては、子どもと、子どもの本と、子どもの住む地域や取り

巻く環境・社会に精通した児童図書館員が担い、読書相談に応じるなど、子

どもの読書活動を推進しています。また、専門的な知識を習得するために研

修に参加する、自己研鑽に励むなど、資質の向上に努めています。 

児童図書館員を養成するためには、長期的な視野に立ち、計画的に司書を

配置していく必要があります。また司書の資質向上のため、配置後も継続し

て、専門的かつ時代を見据えた研修等を行っていく必要があります。 

 

 

全館に児童図書館員を配置し、児童サービスを行う上での理念・知識・技

術を市民に接しながら学び、図書館内外の研修参加に努め、質の高いサービ

スを継続的・安定的に提供していきます。 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施策の方向 
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エ ティーンズサービス＊７の充実 

 

 

  市民図書館では、中・高校生に対し、生きる力や未来への指針を与え、自

己を大切にし、他人を理解し、思いやり、自分と違う特性を持つ人と共に生

きることの意味を学び、感動や共感を得られるような資料をそろえていま

す。 

日常生活や学習、進路・職業選択に必要な図書・雑誌などを収集し、コー

ナーを設置しています。評価の定まったものを中心に収集していますが、

「読書離れ」の世代であることを考慮し、気楽に読みきることができるもの

も収集の範囲としています。 

また、『Step－中学生におすすめする本』を発行し、中学生にお薦めの読

み物を紹介しています。 

  平成３０年度『我孫子市の図書館』によると、中・高生（１３歳～１８

歳）の年間の貸出利用者数は小学生（７歳～１２歳）の約４０％となってい

ます。このことからも、中・高生により本に親しんでもらうため魅力あるサ

ービスに取り組む必要があります。 

 

図書館職員が学校図書館に講師として出向いたり、中高生の来館による図

書館オリエンテーションを開催したり、ティーンズコーナーづくりへ参画し

てもらうなど、中学校・高校と連携した読書活動を推進していきます。 

現状と課題 

施策の方向 
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オ おはなし会 

 

 

市民図書館では、０歳から３歳くらいの子どもとその保護者を対象とした

「親子で楽しむおはなし会」、４歳から９歳くらいの子どもを対象とした

「おはなし会」、移動図書館そよかぜ号のステーションにおける巡回時間を

利用した野外のおはなし会「そよかぜおはなしタイム」などの各種おはなし

会を実施しています。 

  「おはなし会」では、絵本の読み聞かせや素話＊８（ストーリーテリン

グ）を通して、子どもと職員がその世界を共有しながら楽しむことができ、

子どもを読書へ導きます。子どもが伸びやかに生きていくための知恵や想像

力・聞く力・集中する力を育てることはもとより、図書館職員が直接子ども

に絵本を読み聞かせ、素話を語ることで、その反応から子どもを知り、子ど

もがどう聞いたかを確認し、選書に活かす大切な「職員研修の場」でもあり

ます。 

  現在、「おはなし会」や「親子で楽しむおはなし会」の参加者数は減少傾

向にあるため、参加しやすい環境を整備する必要があります。また、出産を

控えた母親等にも、乳幼児に「わらべうた」や「絵本の読み聞かせ」をする

大切さを啓発していく必要があります。 

 

 

現状と課題 
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  多くの子どもが来館でき、参加しやすい開催日時を検討します。また、保

護者におはなし会の意義を啓発・周知することにより、子どもの参加を促し

ます。 

「親子で楽しむおはなし会」は、出産を控えた家族も参加できるように働

きかけます。 

 

 

 

 

♪親子で楽しむおはなし会♪♪♪ 

 

 

 

 

 

～そよかぜおはなしタイム～ 

施策の方向 
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カ 離乳食教室での乳児と保護者への読み聞かせ 

 

 

  子どもへの読み聞かせの原点は家族にあると言われています。幼いころか

ら大人と一緒に絵本を楽しんだ至福の経験をもつ子どもは、大人への信頼を

育み、また、生涯に渡って本が生活の一部となります。 

保健センターでの離乳食教室において、健康づくり支援課と連携し、４～

６ケ月の乳児と保護者を対象に、図書館の市民スタッフが、図書館の紹介・

赤ちゃん絵本の読み聞かせ・ブックリストの配布などをブックスタート＊９の

代替として実施しています。ここで配布した「利用カード・仮パスワード交

付等申請書」に記入のうえ持参し、図書館で利用登録をした方には、特製の

しおりを渡しています。 

 

 

離乳食教室での乳児と保護者への読み聞かせを含む「乳幼児サービス」事

業を継続的に行い、子ども本人はもとより、読み聞かせをする保護者等身近

な大人を対象に含め、子どもの読書に関する相談支援を行います。 

 

 

 

離乳食教室での乳児と保護者への読み聞かせ 

現状と課題 

施策の方向 

ブックリスト写真 
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キ 講演会等の開催 

 

  児童書に関連する大人向けの講演会を適宜開催して、子どもの読書活動の

推進に努めています。 

毎年夏休みには、小中学生を対象とした「子どものための科学実験講座」

を開催しています。自由研究などに役立ててもらうとともに、講座の中で科

学関連の図書も紹介することで、科学に対する興味や、科学読み物などの読

書へとつながるよう努めています。 

しかし、子どもが減少しているなか、同時期に市役所各課や民間企業、団

体なども子ども向けの行事を開催するため、連携を図ったり、内容の差別化

や募集方法の工夫をしたりすることが必要となってきています。 

 

  子どもと読書に関する講演会等を適宜行い、普遍的な内容や時代のニーズ

に合わせた内容などを選択しながら講師の選定を行います。 

関係各課と情報を密にし、開催内容や対象、日程等が同時期に重ならない

よう調整し、適宜連携して開催するよう工夫していきます。 

 

 

 

講演会の様子 

 

現状と課題 

施策の方向 
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ク 市民スタッフ（読書普及担当）との協働 

 

 

  市民図書館で研修を受けた我孫子市民図書館市民スタッフ＊10（読書普及

担当）と協働で、「おはなし会（布佐分館）」「そよかぜおはなしタイム」

「離乳食教室での乳児と保護者への読み聞かせ」「学校図書館整備事業」な

どを実施しています。 

  市民に図書館活動に参画してもらうことで、より市民の立場に立った効果

的な事業展開と、図書館への理解をさらに深めてもらうことを目的としてい

ます。 

  市民スタッフに市民図書館の方針及び方向性を理解してもらうために、図

書館担当者は、研修や実技指導、相談、調整などを今後も日常的に行ってい

く必要があります。 

 

 

  市民スタッフは、おもに市民図書館のアウトリーチ・サービス＊11を支え

る存在として、今後ますます重要になっていきます。委嘱期間中はもとよ

り、修了後も自主的な地域活動に生かせるよう活動の相談や支援を行うとと

もに、定期的に「修了生フォローアップ研修」を開催し、つながりを持って

いきます。 

 

現状と課題 

施策の方向 
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ケ 学校との連携 

 

 

  市内小中学校、高等学校、指導課、学校教育課と連携して、学級文庫の貸

出、調べ学習のための図書の貸出、学校図書室整備支援、図書館職員の講師

派遣、情報の共有など、子どもの読書活動の推進に努めています。 

  学校間の図書の相互貸借や情報収集のためには、コンピュータのネットワ

ーク化や配送手段を整備する必要があります。また、学校との連携を円滑に

行なうための「学校図書館支援センター」＊12の機能と役割の確立が望まれ

ます。 

 

 

学校図書館の活用推進がスムーズに進行するようにバックアップしていき

ます。児童生徒の読書に関する情報の共有や共催事業、研修会、学校図書館

運営に対する支援・相談など必要に応じて行っていきます。その要となる

「学校図書館支援センター」については、関係各課が協力をして機能と役割

の確立を目指します。 

 

市内中学校図書室 

 

 

現状と課題 

施策の方向 



 

 20 

 

コ 関係機関との連携 

 

 

  市民図書館では、県立図書館及び県内市町村立図書館、国際子ども図書館

などと連携して、図書の相互貸借、情報の共有等、子どもの読書活動の推進

に努めています。行政機関や子どもの読書活動に関する団体・施設への研修

参加や講師派遣、情報の共有なども行っています。 

  今後も関係機関の情報収集に努め、依頼には迅速に対処し、情報提供等の

協力を行なうことが重要です。 

 

 

  関係機関との連絡を密にして、情報収集と連携強化に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施策の方向 

写真またはイラスト 
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サ 子ども読書の日及び文字・活字文化の日等における啓発 

 

 

  市民図書館では、４月２３日「子ども読書の日」及び１０月２７日「文

字・活字文化の日」にちなんだ、「本を読んでおりがみまめ本をもらお

う！」「よむよむラリー」などのイベントや子ども向け新聞「たんた新聞」

の発行など、事業を実施しています。 

 

 

引き続き、子ども読書の日及び文字活字文化の日にちなんだイベントを実

施し、読書への関心拡大に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施策の方向 

たんた新聞表紙 

よむよむラリー台紙 
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シ 年齢別ブックリスト、子ども向け新聞等による啓発 

 

 

  市民図書館では、年齢別ブックリスト『あかちゃんと楽しむえほん』『じ

どうとしょかんいんがえらんだえほん９９＋１』『ブック・ＳＥＬＥＣＴＩ

ＯＮ（１・２ねんせいよう、３・４年生用、５・６年生用）『Ｓｔｅｐ（中

学生におすすめする本）』を作成し、赤ちゃんから中学生まで切れ目なく、

図書館で薦める図書を紹介しています。 

また、児童書の紹介記事等を掲載した「たんた新聞」を発行しています。

特に、子どもに好きな図書を紹介してもらうコーナー「この本だいすき！」

は好評を博しています。賞を取ったり話題になったりした作家や作品の紹介

をタイムリーに載せるなどの工夫も行っています。 

「読書ノート（子ども用）」は、自分が読んだ図書を記録することができ

るようにカウンターで随時配布しています。 

 

 

長きにわたって子どもに読み継がれた「基本図書」を中心に、「生きる

力、生きていく知恵」を兼ね備えた本を選び抜き、乳児から中・高校生まで

の発達段階に合わせて切れ目なく紹介していくブックリストを、時代のニー

ズもくみ取りながら適宜、更新していきます。また、「絶版」であっても、

所蔵冊数が多くある良書は掲載していくなどの工夫をします。 

現状と課題 

施策の方向 
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ス 情報の提供 

 

 

  子どもや子どもの本に関する行事や講座・講演会は、図書館ホームページ

や広報あびこなどに掲載し、ポスター掲示やチラシの配布でもお知らせして

います。また、より多くの市民に情報を提供するために様々な手法が必要で

す。 

 

 

  子どもの読書に関する情報を市のツイッターやフェイスブックなどを十分

に活用し、子どもや保護者・子どもに携わる大人に対し、積極的に情報提供

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施策の方向 

ブックリスト表紙 

読書ノート表紙 など 
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＊1 引用文献 日本図書館協会編『児童図書館サービス ２ 児童資料・資料組織論』

日本図書館協会，2011，ｐ8-9 

＊2 活字資料を利用することに障がいのある…視覚・肢体・学習・知的障がい、いわゆ

る「寝たきり」の状態など。 

＊３ デイジー録音図書… 一般資料や点字資料などを音声化してＤＡＩＳＹ（Digital 

Accessible Information System）仕様で利用する録音資料。主に視覚・肢体・学

習・知的障がい者が利用。 

＊４ ＬＬブック… 一般の書籍や新聞などを正確に読むことが困難な人を対象にやさ

しく読めるように書かれた本。知的・学習・認知障がい者や日本語を母語としていな

い人など、十分な学習を受けられなかった人などが利用。 

＊５ 大型絵本 … 一般流通している絵本を、５０～１００人程度の読み聞かせに使

用できるよう大型化したもの。価格も１万円前後と通常絵本より高額になる。 

＊６ デジタルコンテンツ…デジタル化された情報（デジタルデータ）で構成されたも

のの総称 

＊７ ティーンズサービス…「ヤングアダルトサービス（ＹＡサービス）」。おおむね

12 歳から 18 歳までの青年期利用者に対して公共図書館が行うサービス。我孫子市民

図書館では、ＹＡサービスの名称を「ティーンズサービス」としている。 

＊８ 素話…昔話や創作の物語を覚えて語ること 

＊９ ブックスタート…０歳児健診などの参加者に「絵本」を手渡し、読み聞かせの楽

しさを伝える活動。自治体の事業として全国に広まっている。 

＊１０ 市民スタッフ…「我孫子市市民スタッフに関する要綱」に基づき図書館が採用

する有償ボランティア 

＊１１ アウトリーチ・サービス…図書館サービスの圏域内であるにもかかわらず、こ

れまでの図書館サービスが及ばなかった住民に対して行うサービス。 

＊１２ 学校図書館支援センター…詳細は 25 ページを参照。 
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３ 学校における子どもの読書活動の推進 

 

（１）小学校・中学校 

市内の子どもの大多数が通う市立小中学校において、公平に効率よく学校図

書館を運営していくことは、読書活動の推進を図るために欠かせません。 

各学校に設置された学校図書館は、文部科学省「学校図書館ガイドライン」

によると、児童生徒の読書活動や児童生徒への読書指導の場である「読書セン

ター」としての機能、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、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。 

この３つの機能を充実させ、図書館資料が動く「生きた」学校図書館となっ

て、児童生徒の生活を豊かに彩るよう、学校図書館を支援していきます。 

これまで学校図書館についての業務が市教育委員会の中で分散して、中心と

なる担当課や担当者がおらず、整備すべき事柄に手を付けられないまま今日ま

で至ってきました。 

今後は、「学校図書館支援センター」を設立し、市民図書館、指導課、学校

教育課、教育委員会総務課が協力して、学校図書館に関する様々な施策を担

い、学校図書館の３つの機能の充実を図って児童生徒及び教職員の学校図書館

活用を推進します。 
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ア 読書習慣の確立・読書指導の充実 

 

 

学校では、読書習慣の確立のために、朝の学習の時間、国語科等の教科の時

間、休み時間などを活用して読書活動を推進しています。図書委員会も活発に

活動しています。全体の傾向としては、小学校高学年から中学校にかけて読書

量の低下が見られます。 

これまで、学校図書館は「読書センター」としての読書指導を重点的に行っ

てきましたが、「学習センター」、「情報センター」としての読書指導は十分

ではありませんでした。 

学校司書の勤務日数が少ないため、教育活動への協力が難しく、授業に使用

する適切な図書を十分に用意できないこともあります。 

また、各教科の各単元における調べ学習に適切な図書やサイトの一覧がない

合が多く、児童生徒が求める適切な情報にたどり着けない場合もあります。 

 

 

学校には、連絡会議や研修会を通して効果的な読書活動を紹介し、様々な図

書に触れる機会の確保を呼びかけます。また、国語科に限らず様々な教科や領

域を通じて、学校図書館の利活用を図り、特に小学校高学年から中学校にかけ

ての児童生徒の読書量を増やします。 

現状と課題 

施策の方向 
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「学習センター」として、学校図書館を授業で活用したり、児童生徒が学校

図書館で自ら学んだりする体制を整えます。また、「情報センター」として、

情報活用能力育成の授業を行います。 

学校司書が、学習課題に適した図書館資料の準備や紹介、教員の授業づくり

や教材準備に関する支援や資料相談への対応など、直接的・間接的な支援を行

えるようにします。また、学校司書がとりまとめを担うことで、効果的かつ効

率的に他校や市民図書館の蔵書の検索や相互貸借を行えるようにします。 

学校図書館支援センターが参考図書やサイト一覧を作成し、適切な資料を探

すことに時間を割かれることなく時間を有効に使って調べ学習に取り組むこと

ができるようにします。 

特別支援教育担当の教員に対して、視聴覚教育情報ネットワークの活用を呼

びかけ、教材作成に関する情報提供等を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図や写真 
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イ 家庭・地域・関連機関との連携 

 

 

これまでも、読み聞かせや環境整備など様々なボランティアの協力を得て、

学校図書館の整備を行ってきました。多くの小学校ではＰＴＡが中心となっ

て、各教室にある学級文庫を市民図書館から借り受けています。教職員は調べ

学習に使用する図書の団体貸出を利用しています。 

しかし、市民図書館と小中学校を結ぶ流通便がないため、図書を運搬するこ

とがＰＴＡや担任教諭の負担となっています。 

また、市民図書館と教育委員会指導課、学校教育課とで、平成 15年度から

連絡会議を設置して連携を進め、情報交換を行ってきました。 

 

 

今後も、読み聞かせや環境整備など、学校支援地域本部＊1 等の地域ボラン

ティアの協力を積極的に受け入れていきます。 

市民図書館、指導課、学校教育課、教育委員会総務課が協力して学校図書館

支援センターを共同運営することで、今後一層の連携を図っていきます。 

また、学校間及び学校と市民図書館間の流通便を整備し、団体貸出の図書館

資料の運搬をスムーズにします。 

 

現状と課題 

施策の方向 
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ウ 学校図書館資料の整備・充実 

 

 

全校とも、文部科学省から出されている学級数を基準にした蔵書冊数の目標

値「学校図書館図書標準」は達成しています。しかし、今までは「読書センタ

ー」としての機能が強かったため、文学に蔵書比率が偏っており、調べ学習に

使用する図書が不足する傾向にあります。 

また、障がいがあり、特別な支援を必要とする子どもも、等しく読書の機会

を持てるよう、それぞれの特性に合わせた資料の充実が求められます。 

 

蔵書の各分類の配分比率を調査し、偏りがないかを調べ、調整していく必要

があります。特に今後は、「学習センター」としての機能を高めるため、全教

科・領域において多様な教育活動が展開できるよう、調べ学習に利活用する分

野の蔵書を充実させていきます。 

選書については、学校図書館支援センターが指導助言を行い、配分比率と共

に、校内研究の主題等各学校の課題も考慮していきます。 

また、学校や地域の行事などに関する資料を保存するアーカイブ＊2としての

機能や、児童生徒の自主的な学習の場など、学校図書館ならではの機能の強化

を図ります。 

障がいのある子どもの読書活動についても、一人一人の教育的ニーズに応じ

た様々な形態の図書館資料の整備を図ります。 

現状と課題 

施策の方向 
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エ 学校図書館施設・設備の整備・充実 

 

 

小学校は、開館していても学校司書等の大人が不在の時間が多くあります。

中学校は、図書管理のため昼休み以外は施錠されている学校が多くあります。 

学校によっては、読書スペースが十分に確保できていなかったり、特に小学

校低学年の体格に合った机や椅子が設置されていない学校もあります。 

 

 

学校司書の勤務日数を増やしたり、地域ボランティアを活用したりして、児

童生徒の登校時から下校時まで、大人のいる開館時間を増やします。 

学校図書館支援センターが指導助言し、各校の排架や掲示物を工夫し、安ら

ぎのある環境や知的好奇心の醸成につながるような環境の整備を心がけます。 

読書に集中できるよう、読書スペースの確保や体格に合わせた机や椅子の整

備をしていきます。 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施策の方向 
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オ 学校図書館の情報化 

 

 

現在市内の大多数の学校では、学校図書館にある図書が電算化（バーコード

による管理）されていません。そのため、貸出・返却・統計作業に時間や手間

がかかる、読みたい図書の検索ができないなどの支障が出ています。 

また、インターネットに接続したコンピュータが学校図書館に設置されてい

ないため、情報の収集もできません。 

 

 

学校図書館の図書を電算化し、貸出・返却手続及び統計作業等を迅速に行え

るようにします。 

学校図書館に、インターネットに接続したコンピュータを設置し、自校学校

図書館、他校学校図書館、市民図書館の図書館資料や情報の検索を行えるよう

にします。 

また、他校の学校図書館とオンラインでネットワーク化し、地域全体での図

書館資料の共同利用や相互貸借を行える仕組みをつくります。 

 

 

 

現状と課題 

施策の方向 
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カ 司書教諭＊3の配置 

 

学校には学校図書館に関する業務に従事する職員として、12学級以上の学校

には司書教諭の配置が義務づけられていますが、職務に従事するための校務分

掌上の配慮がなされている学校は多くありません。 

 

司書教諭（学校図書館担当者）に対して授業時数の軽減等校務分掌上の工夫

を促し、学校図書館に関する業務に時間を割けるようにします。 

キ 学校司書＊4の配置 

 

市では、臨時職員として学校司書を採用しています。全校に学校司書を派遣

していますが、小学校には週に 2日、中学校には週に 1日の勤務となっていま

す。そのため、授業への支援が難しい現状です。また、平成 26年に学校図書

館法が改正され、学校司書の業務内容も図書の管理から授業の支援に変化しま

したが、その周知や資質向上を図る研修が十分には行われてきませんでした。 

 

児童生徒や教員に対する直接的・間接的支援や、教育目標を達成するための

教育指導及び広くなった業務内容に対応できるよう、学校司書の勤務日数を増

やしていきます。 

また、学校司書の資質能力向上を目指し、市民図書館協力して研修会を実施

します。 

施策の方向 

現状と課題 

現状と課題 

施策の方向 
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＊1 学校支援地域本部…保護者・地域住民等の参画により、学校支援ボランティアとし

て学校の教育活動を支援する仕組み。 

＊2 アーカイブ…公文書等の保管所 

＊3 司書教諭…司書教諭の講習を修了した、主幹教諭、指導教諭又は教諭。 学校図書

館の専門的職務を掌る。 

＊4 学校司書…学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び 教員によ

る学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職

員。 
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（２）高等学校 

 

 

 市内には４つの高等学校があり、各校にはそれぞれ図書室が設置され、図

書・雑誌の貸出・レファレンス等をしています。時間は高等学校によって異な

りますが、昼休み・放課後を中心に開館しています。図書委員会が置かれ、図

書委員が図書室環境の向上や図書館だよりの作成などに携わっています。ま

た、県立特別支援学校にも図書室が設置されており、貸出及び授業支援などを

行っています。 

各校とも図書室担当の職員が配置されており、それぞれに特徴ある図書室運

営に努めていますが、担当の職員が少なく、運営についての悩みを抱えている

のが現状です。 

千葉県立図書館との連携等図書館間における相互協力を、積極的に進めてい

る高校もあります。一部の高校では、我孫子市民図書館の団体貸出を利用して

いますが、さらにＰＲしていく必要があります。 

アンケート調査結果では、1か月に 1冊も本を読まない、学校の図書室に一

度も行ったことがない、という回答が各世代の中で最も多くなっており、読書

離れが顕著となっています。 

 

 

市民図書館は、団体貸出制度、運営相談などのサービスを各高等学校に紹介

し、連携を進め、インターンシップを受け入れるなど高校生の図書館利用のき

っかけづくりに努めます。 

 

現状と課題 

施策の方向 
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４ 幼稚園・保育園における子どもの読書活動の推進 

 

ア 図書の設置・管理 

 

「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」、「幼保連携型認定こども園教

育・保育要領」にも、絵本や物語を使用することにより、言葉に対する感性や

想像力を育むことがうたわれています。そのため、我孫子市内の保育園、幼稚

園等でも保育・教育の中に本を取り入れています。生活の場に本があること

で、子どもが自然と自ら本を手に取る環境を作っています。 

園内に絵本等を揃えた書架を設置し、子ども自身が自由に読んだり、保育士

や幼稚園教諭などが読み聞かせを行ったりしています。毎年予算を決めて絵本

や紙芝居などを購入すると共に、保護者や図書館からの寄贈書を活用し、補充

しています。また家庭への貸出を行っている園もあります。 

園によっては、本棚に本が溢れているために子どもが本を選びにくい、職員

が本の補修についての知識や技術を習得する時間が取りにくいなどの状況も見

られます。 

 

 

 園では、子どもに合った本を揃えられるよう、必要に応じて購入しています

が、家庭や他機関からの寄贈書も活用するなどして、十分な蔵書数が得られる

ように工夫します。本の管理に関しては、市民図書館が補修や装備についての

講座を開催するとともに、選書や除籍などのアドバイス、児童書に関する講習

なども行っていきます。 

現状と課題 

施策の方向 
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イ 子どもへの読み聞かせ 

 

 

  多くの園では時間を決めて1日に複数回読み聞かせをしています。また、自由

に遊ぶ時間内にも、希望する子どもたちに読み聞かせを行うことで、子どもと

のコミュニケーションに役立ち、子どもの興味を広げ、子どもが自ら本を手に

取るきっかけとなっています。また、保護者や地域ボランティアによるおはな

し会を開催し、様々な本に子どもが出会えるような機会を設けている園もあり

ます。 

 

 

  日常の保育に積極的に読み聞かせを取り入れるよう推進していきます。ま

た、市民図書館の団体貸出制度を利用し、読み聞かせ用の本を借り受けたり、

大型絵本をイベント等に利用したりすることで、子どもの本への興味を引き出

すよう努めていきます。 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施策の方向 
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ウ 保護者への啓発 

 

  多くの園では絵本の月刊誌＊1を保護者に紹介しています。定期的に絵本が

家庭に届き、読み聞かせ等に利用されています。また、園で所蔵している本の

管理や、おはなし会に保護者が参画している園では、保護者の読書に対する意

識も高いようです。 

 

  市民図書館は、園から依頼された読み聞かせの講習会等に積極的に講師とし

て出向きます。また、園は、各機関から配布される、図書館だよりや読書につ

いての配布物を家庭に配ることで、保護者も本に対して興味を持ち、読書の意

義について知ってもらうきっかけとします。 

 

エ 保育者の研修、研鑽 

 

  定期的に外部研修に参加し、子どもの読書や児童書についての知識を深め、

より良い本を子どもたちに提供していけるよう努力しています。また、研修に

よって得た知識を園内で共有するよう努めています。 

 

市民図書館は、園から依頼された研修会などに積極的に出向き、選書等のア

ドバイスを随時行います。 

＊1 絵本の月刊絵本 … 出版社が年齢層毎に適した本を選出し、毎月定期的に利用者に届けるサービ

ス。月間絵本ともいう。 

現状と課題 

施策の方向 

現状と課題 

施策の方向 
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第３章 計画の推進にあたって 

 

 

計画の推進にあたっては、生涯学習部図書館が行政評価と合わせて各課から

関連事業を抽出し、その進捗状況を年度ごとに検証していきます。 

また、総合教育会議、定例教育委員会議、生涯学習審議会などにおいて結果を

報告し、教育委員会が一体となって、推進していきます。 

必要に応じて、市長部局等の関連部署等にも結果を報告し、意見を求めます。 

 

<資料> 

〇子どもの読書活動におけるアンケート調査集計結果 

〇子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年１２月１２日） 

〇我孫子市子どもの読書活動推進計画策定委員会設置要領 

〇我孫子市子どもの読書活動推進計画策定委員名簿 
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