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明石市における読書活動の現状について 

（明石市子どもの読書活動推進計画における取組の検証） 

１． 家庭・地域における子どもの読書活動の推進 

（１） 家庭における子どもの読書の推進 

①「母親学級」等における読書推進の啓発 

健康推進課所管の「母親学級」において、推薦図書の紹介・展示が行われている。 

②読書記録欄を設けた母子健康手帳等の配布 

平成 20 年度から配布の母子健康手帳に読み聞かせの記録欄を掲載している。 

③ブックスタート事業の充実 

●母子健康手帳交付時に乳幼児向けブックリスト「あかちゃんといっしょに」（市立図 

書館作成）を配布している。 

●絵本配布は行わず、地域の図書施設（子ども図書館）を設置した。 

④読み聞かせと読書活動の啓発と推進 

●健康推進課が開催する子育て健康相談において、 保育士による絵本や紙芝居の読み聞 

かせを実施している。 

●子育て支援センターのプレイルームや移動プレイルームにおいて、 子育てアドバイザ 

ーや子育て支援ボランティアによる読み聞かせを実施している。 

●あかし子育て支援センターでは、 絵本の貸出を行っている(平成 21年度 430冊貸出)。 

●ほん だいすきプラン事業（＊）の中で、子育て支援センター（4 か所）における図 

書の充実が図られている。 

子育て支援センター（平成 21 年度末） 786 冊 

〃 書架 2 台購入 

（２） 地域における子どもの読書活動の推進 

①図書コーナーの設置 

●子育て支援課のこども基金運営事業において、こども夢文庫が 5 か所設置された 

（西二見、西明石、貴崎、二見北、江井島） 。 

さらに、同事業において、 「こども基金」を設置し、市民グループによる継続的な児童健 
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全育成活動や子育て支援活動に対し助成をおこなっている。助成団体の中には、読み聞か 

せや図書ボランティアなどの活動のほか、 人形劇や保護者対象の絵本講座など子どもの読 

書活動推進につながる活動を行うものがある。 

●ほん だいすきプラン事業（＊）の中で、こども夢文庫（3 か所）への図書の充実が 

図られている（他 2 か所は開設・運営の助成あり） 。 

こども夢文庫（平成 21 年度） 222 冊 

●閲覧可能図書を保有しているコミュニティセンターは１４か所ある。 

●子どもの身近に図書のある環境の整備のため、平成 20 年 11 月に「子ども図書館」 

が開設された。 

②読書関係の行事の開催 

●高丘コミセンにおいて読書サークルが活動している。 

●子ども図書館において、定例的に読み聞かせ等の行事が実施されている。 

●ほん だいすき！プラン事業の一環として、「音読・朗読発表会」が開催された。 

平成 22 年 2 月 14 日（日） 午前 10 時～午後 1 時 於生涯学習センターホール 

発表者：小学生～一般 58 名 観覧者：82 名 

③地域の読書活動ボランティアの育成と活用支援 

子ども図書館において、「読み聞かせ講座」が開催された。 

平成 21 年 9 月・10 月・11 月（各月 1 回、連続講座） 於生涯学習センター 

講師：芦田悦子氏 参加者：30 名 

④読書活動団体の連携と読書活動支援体制の推進 

記述なし。 

２．学校園等における子どもの読書活動の推進 

（１） 保育所・幼稚園における子どもの読書活動の推進 

①絵本の読み聞かせや絵本にふれる機会の充実 

保育所・幼稚園で日常的に保育士や教師による絵本の読み聞かせが行われている。 

②保護者への啓発 

クラスだよりで絵本を紹介したり、絵本や読み聞かせに関する講演会が行われている。 

また、10 保育所（園）及び 25 幼稚園において貸出を行い、親子で本に親しむ取り組み 

を行っている。
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③図書スペースの確保と図書の充実 

●ほん だいすきプラン事業（＊）の中で、保育所・幼稚園における図書の充実が図 

られている。 

保育所図書購入冊数（平成 21 年度） 4,215 冊 

幼稚園 〃 1,745 冊 

●各所（園）では、行事や季節に合わせた本の展示や、PTA の協力で本の修理や整 

備が行われている。 

④ボランティアとの連携 

●全幼稚園で保護者あるいは地域のボランティアによる読み聞かせ等を実施している。 

●21 保育所（園）のうち、17 保育所（園）において地域のボランティアによる読み聞 

かせ等を実施している。 

⑤保育士・教師の資質向上 

研修会等に参加している。 

（２） 小学校・中学校・高等学校における子どもの読書活動の推進 

①学校図書館資料の充実 

ほん だいすきプラン事業（＊）の中で、小・中・養護学校における学校図書館図書 

標準に示された蔵書冊数達成のため、計画的に購入が図られている。また、明石商業高 

等学校においても、図書の充実が図られている。 

小学校：平成 21 年 5 月１日現在 充足率 73％ → 平成 22 年 5 月１日現在 81％ 

中学校： 79％ → 84％ 

養護学校： 58％ → 72％ 

②学校図書館の環境整備 

小学校：図書室ボランティア（保護者）による環境整備や貸出・返却等の支援が行われて 

いる（ボランティアについては⑩にあり。 ） 

ブックサポーターが配置され、貸出・返却や学校図書館の環境整備等を行ってい 

る。（平成 21 年 10 月 26 日～平成 22 年 3 月 5 日。平成 22 年度においても、上半 

期・下半期に分けて配置。） 

中学校：図書室ボランティア（保護者）による環境整備や貸出・返却等の支援が行われて 

いる（ボランティアについては⑩にあり。）



4 

③「朝の読書」のいっそうの推進 （平成 20 年 5 月１日現在） 

小学校：23 校で実施。 残り 5 校は全校一斉ではないが授業の中で読書に取り組んでいる。 

中学校：全校（13 校）で実施。 

養護学校・高等学校は未実施。 

④学校図書館の利用の活性化 

小学校：低学年では授業で使用する際に利用の仕方などがレクチャーされている。 

中学校：回答なし。 

⑤図書委員会等の活性化 

小学校：図書委員会に児童による図書館運営が行われ、貸出・返却、絵本の読み聞かせ、 

新着本の紹介パンフレットの作成等が行われている。 

読書週間にあわせ、 読書の呼びかけや来館者にプレゼントするしおり作りが行わ 

れている。 

中学校：「図書だより」等の作成や校内放送で新着本の紹介や読書週間の案内を行ってい 

る。 

⑥学級文庫の充実 

小学校：家庭で不用になった本を集め学級文庫として活用している。 

図書室の本を学級文庫として貸し出すなどの工夫がされている。 

中学校：図書室の本を学級文庫として貸し出すなどの工夫がされている。 

養護学校：学級文庫用の図書の購入を実施。 

⑦学校図書館の地域への開放 

小学校：夏季休業中の一定期間、地域に学校図書館を開放した学校がある（清水小）。 

中学校：記述なし 

⑧指導者の意識改革と資質向上 

小学校：教師の読書指導に関する指導力の向上を目指し、講師を招いて研修会を行った学 

校がある。（林小・H19 年度） 

中学校：記述なし 

⑨学校間の連携による読書活動の充実 

小学校・養護学校：市内小学校図書館教育担当者会の取組により、推薦図書 100 冊のブ 

ックリストが完成し、全児童に配布した（平成 21 年度。以降は新入生に配布）。 

中学校：市内中学校図書館教育担当者会の取組により、推薦図書 100 冊のブックリスト
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が完成し、全生徒に配布した（平成 19 年度。以降は新入生に配布） 。 

⑩読書活動ボランティアによる読書活動の支援 （平成 20 年 5 月１日現在） 

小学校：21 校でボランティアの活用あり。主に読み聞かせ等の読書活動の支援や学校図 

書館の環境整備等を行っている。 

中学校：5 校でボランティアの活用あり。主に学校図書館の環境整備や貸出・返却業務等 

を行っている。 

養護学校・高等学校は活用なし。 

⑪司書教諭等による学校図書館機能の充実 

小学校：清水小学校において情報メディアを活用した読書活動推進実践校での研究が行わ 

れた。 

中学校：記述なし 

３ 公立図書館における子どもの読書活動の推進 

①子ども図書コーナーの充実 

季節や行事等に関するテーマ本の展示や壁面・展示ケースを用いたディスプレイを 

行っている。 

テーマ展示：本館 「はるのほん」「海、大すき！」など計 20 回実施。 

西部館 「入学・入園おめでとう」「世界天文年 2009」 など計 22 回実施。 

平成 21 年度児童書購入冊数：7,468 冊 

②読書活動行事の充実 

●年齢に応じた「おはなし会」を継続的に実施しており、小学生向けの 「一日図書館員」 

や「調べ方講習」などの体験行事も実施している。 

●保護者や子どもの読書活動に関わる方向けの「読み聞かせ講演会」を開催した（平 

成 20 年度 本館・西部館で実施：参加者計 61 人）。 

●西部館の開館 10 周年記念イベントとして、絵本作家の「あきやまただしえほんライ 

ブ」を開催した（参加者：370 名）。 

③図書館子どもホームページの開設 

次期図書館システム更新時にホームページを更改し、子どもホームページを開設予定。 

（平成２３年１月から供用の予定）
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④学校園との連携 

○年代別ブックリスト等の作成、配布 

幼稚園・小学校低学年・小学校高学年向けにブックリストを作成・配布している。 

○レファレンス機能の充実 

●学校から依頼を受け、訪問し、図書館資料を利用して調べ方を説明する「調べる力 

を育てる授業」や、先生向けの「読み聞かせ研修」、学校園に出向いて読み聞かせ 

やブックトークを行う｢学校・園訪問読み聞かせ｣も実施している。また、学校園の 

図書館見学等も実施している。 

調べる力を育てる授業：平成 19 年度に 1 回実施。平成 20・21 年度は依頼がなか 

った。 

読み聞かせ研修：平成 19 年度に２回実施。平成 20・21 年度は依頼がなかった。 

学校・園訪問読み聞かせ：平成 19・20・21 年度に計 10 回程度実施した。 

⑤図書館利用案内の配布 

小学校 1 年生用に図書館の利用案内を作成し、配布している（平成 19 年度～） 。 

⑥団体貸出サービスの充実 

学校園や市内で読み聞かせ活動を行っている団体に、読み物・絵本を 50 冊、1 か 

月間貸出している。（平成 21 年度：41 団体利用） 

また、調べ学習用の図書も 1 か月間貸出している。（平成 21 年度：22 団体利用） 

⑦図書館ボランティアの育成推進 

おはなし会でストーリーテリング等を行うボランティアとの研修会を実施し、 図書館職 

員及びボランティアの育成の場とし、また後進の指導を行っている。 

昭和 50 年（1975 年）から実施（現在も継続中） 。 

⑧アウトリーチサービスの推進 

●ボランティア団体に点訳を委託しており、絵本や児童書の点訳本を所蔵している 

（平成 21 年度末現在 109 タイトル 222 冊）。 

●病院等への団体貸出等は行っていない(要望なし。実施には消毒等の措置が必要か)。 

●外国語の絵本や児童書は所蔵している（平成 21 年度末現在 計 441 冊） 。 

●中国語・韓国語・英語の利用案内の作成を進めている（平成 23 年度から使用予定） 。 

⑨担当職員のレベルアップ研修の充実 

県立図書館等で行われる児童向けの研修に参加している。
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⑩返却受付場所の増設 

平成 19 年度から平成 21 年度の間に７か所増設された（合計 12 か所）。 

４ 子どもの読書活動の啓発・広報の推進 

①子ども向けの情報紙等の利用 

学校園・市立図書館において「図書だより」等が作成され、本の紹介が行われている。 

②映像を利用した啓発 

子ども図書館の開館や行事また子ども読書の日の行事等の際にケーブルテレビの取材 

を受け、子どもの読書活動の推進を啓発した。 

③「子ども読書の日」「文字・活字文化の日」を中心にした啓発広報の推進 

学校園や図書館、子ども図書館等において「子ども読書の日」の行事や、秋の読書週 

間の行事が多数開催されている。（図書委員会児童やボランティアによる読み聞かせ、 

パネルシアター、人形劇など） 

④コンクールの開催 

市立小・中学校の児童・生徒の読書感想文コンクールを実施している。優秀作品に 

よる感想文集を作成し、各学校図書館、市立図書館等に配布している。 

５ 関係機関との連携・協力の推進 

①大学との連携 

市立・県立図書館共催の「夏休みおたのしみ会」において、神戸学院大学の人形劇サー 

クルによる人形劇や紙芝居のイベントが継続的に開催されている。 

平成 6 年（1994 年）度から開催〈平成 16・17・18 年度は外壁工事や指定管理 

者制度移行などにより中断したが、平成 19 年（2007 年）度から再開〉 

②書店との連携及び③出版社との連携 

学校園の図書の充実を図るため、明石市図書納入組合の協力を受け、図書担当教職員 

等向けのブックフェアーを実施した。 

平成 22 年 5 月 18 日（火）正午～午後 6 時 於産業交流センター 

出展数：約 40 社より 7000 冊以上
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＊ほん だいすきプラン事業 

子どもの読書活動の一層の推進を図るため、平成 21 年度から平成 23 年度までの 

重点プログラムとして実施されている。


