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子どもの読書活動についてのアンケート 集計 

調査日 ： 平成 22 年 10 月 30・31 日・11 月 1 日 

調査場所 ： みなくる（明石市子ども図書館）等 

回答総数 ： １２５（男 ２０、女 １０５） 

《 設 問 》 

１ 子ども（概ね 18 歳まで）たちが本に親しみ、読書の楽しさを実感し、読書習慣を身につけられ 

るようにするには、どのようなことに取り組んでいけば良いと思われますか。ご意見をお書きくだ 

さい。 

家庭や地域では 

保育所・幼稚園、小学校、中学校、養護学校、高等学校では 

公立図書館など(市立図書館・西部図書館、みなくる<子ども図書館>、こども夢文庫など)では 

その他 

２ あなたのことについて、該当するところを○で囲んでください。 

（１）性別 男性 ・ 女性 

（２）年代 10 歳未満 ・ 10 代 ・ 20 代 ・ 30 代 ・ 40 代 ・ 50 代 ・ 60 代 ・ 70 代以上 

（３）住所 明石市内 ・ 明石市外
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《 回 答 》 

家庭や地域では 

・個人で読むほかに、親子で読んだり見たりできる物、地域では本だけでなく、その他お 

話に親しみを持てるようなものを取り上げてみる。 

・本屋さんに一緒に行く時間を作る。 

・家庭では図書館などへ一緒に行き、自分の好きな本を借りて親子で楽しみながら読む。 

・本を読むとシールがもらえるなど、家庭でも工夫する。 

・両親や祖父母等が幼い頃から少しの時間でも読み聞かせをすることが大切だと思う。 

・親子で読書をする。 

・親子で同じ話を読んで話し合える状況をつくる。 

・子ども一人一人の「大好きな本」をつくる。 

・大好きな本を繰り返し読む、または読んでもらうこと。 

・もっと本を読むことの大切さを教える。 

・本を読む時間を大切にする。 

・どのような本でもいいから読むことを認め、本の楽しさを知らせる。 

・1 冊を大切にする。 

・家庭に子どもの頃からの本がずっとあるので、同じ本でも年齢によって受け取り方に違 

いがあることを知る。 

・親の方から現在読んでいる、また過去に読んだ本の感想や「壁を乗り越える力となった」 

など、子どもの成長に合わせてアドバイス的に伝えていく。押し付けではなく自然体で 

話すよう心がけている。 

・家庭ではテレビ中心ではなく、親が多少は本を読む姿を子どもに見せることが必要だと 

思う。 

・周りの人が読書していれば自然と本を手に取るようになると思う。新聞でもよいので１ 

日１０分でも読む時間を作る。 

・1 日の中で時間を決めるなどして、本を読む習慣をつくる。 

・健診時に絵本のプレゼントする。 

・病院等子どもが利用する場所に絵本を設置することで関心をもつ機会を増やせると思う。 

・インターネットが普及しているので、本を買うよりもパソコンで本を読む形でもいいと 

思う。 

・夜寝る前に 15 分程度絵本を読んでいる。 

・私の家ではゲームやテレビを見た時間分、本を読むという約束をしている。最近ようや 

く定着してきて、声をかけなくても本を読むようになってきた。リビングに本棚を置い 

てすぐ手に取れるようにしている。 

・不用な本を学校や保育所に寄附する。
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・テレビを消す。 

・テレビの時間を減らして本を読むようにする。でも現実は時間に追われてゆっくり本を 

読んでやる暇がない。 

・みなくるのようなきれいな図書館だと通いたいと思うのですが・・・。 

・読み聞かせや朗読会などの機会を増やす。 

・高齢者が児童に読み教えるお話会等。 

・本に触れるイベント（無料）があればうれしい。 

・とにかく大人が忙しい。土日は子どももじっとしていないので遊ばせに外出する。地域 

のイベントで読み聞かせなどを取り入れるとよい。 

・本に触れる機会をつくる。でも読む本は子ども自身に選ばせ強制しない。 

・家で寝る前に読んでいるが読書の習慣はついていない気がする。本や読み聞かせは好き 

なようです。地域では本のイベントはないので行ってほしいです。 

・子どもが歩いて、また自転車で行けるような場所に図書館があるべき。 

・小さな図書館、公民館の玄関先などに本棚などを置く。 

・地域の空店舗を利用してミニ図書館のようなものをつくってほしい。 

・子どもたちが読みたい本をいつでも身近で読める環境を作る。図書館を増やす。無理な 

らば貸出のコンビニ受付などしてほしい。 

・西明石にも読書をする場所があればいいなあと思う。 

・子どもの本を大人も読んでみる。 

・欲しいと言った本はすべて買う。 

・子ども 3 人が寝る前に絵本を 1 回朗読している。 

・ラジオの読み聞かせを一緒に聞かせる。 

保育所・幼稚園、小学校、中学校、養護学校、高等学校では 

・子どもたちの好きなアニメやキャラクターなどを使って本を紹介するポスターや学校新 

聞を作ってみるといいのではないか。 

・小さい子には読み聞かせを、小・中・高では朝の読書タイムを設ける。読書感想文の宿 

題を月１回程度出して集会などで紹介していく。 

・図書（絵本・童話・紙芝居等）以外にも、パネルシアター、ペープサート、人形劇、腹 

話術等のようなもので、話を聞く・見ることにも親しめるようにする。 

・学校から新しい本の情報や購入情報が年に一度くらいあったと思うので回数を増やした 

らいいと思う。 

・劇や紙芝居作りなど１冊の本に対してみんなでじっくり取り組む時間・機会をつくる。 

同じ本でも人によって感じ方や読んだ印象の違いがある。
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・ 「子どもブックリスト１００」 を初めて知った。 活字から学ぶこともたくさんあると思う。 

学校内での感想文発表会などの企画はいかがでしょうか。 

・小学校までは読み聞かせをし、中学生以上はおおまかなあらすじの紹介で読んでもらえ 

るようにしたらいいと思う。 

・決まった曜日に継続的に読み聞かせをする。子どもたちの興味・関心に敏感になり、押 

し付けのない関わりを丁寧にしていく。総合学習で使用する資料が少なく、子どもたち 

が手持ち無沙汰になっていたことがあるので資料の充実が必要では。 

・保育所・幼稚園では破れる、汚れることを気にせず、どんどん本を触る、見る、読む機 

会を与えていけばと思う。小・中・養・高校では特別な場所ではなくいつでもいけるよ 

うな雰囲気作りが必要。様々な分野の本を用意する。 

・保育所の読み聞かせの時間を続けてほしい。 

・幼稚園では図書館設置義務がないが、小学校での読書の橋渡し、準備段階として本の貸 

出ができる図書コーナーの整備が必要。幼児でもおとなに読んでもらえば十分理解でき 

るしファンタジーを広げられる年代にこそ良質の本が身近にたくさんあるのが理想です。 

・子どもが通っている幼稚園では週１回保護者が絵本の読み聞かせをしており、子どもた 

ちは皆楽しみにしていて、静かに集中して聞いている。 

・読み聞かせは低学年くらいまではよろこんで聞くと思うが、高学年には朝や帰る前に読 

書の時間をつくればどうか。 

・図書の時間を増やす。 

・図書室の本を増やす。 

・できるだけ易しい本を揃える。 

・教室内に本がたくさんある環境を作る。 

・図書室などで読書会を開く。 

・図書室を開ける時間をたくさん作る（放課後など）。 

・本などを使った授業。 

・いろいろな本に触れられるよう機会を広げ、授業でよい本を紹介する。 

・国語の時間に読書の宿題を出す。 

・自由課題を与えて図書館で調べるようにさせる。 

・国語の時間の増加。英語よりまず読書。 

・本を読む宿題を出し、要約させて内容を理解させる。 

・読み方の指導をする。 

・本を読む時間を楽しい時間にする。 

・学年に合わせた本の種類の充実。 

・興味のない物事には基本的に目が向かない。社会の話題性もどんどん取り入れることが 

必要。 

・著者の講演会（幼・小学校低学年は親向けに、それ以上は児童生徒向けに）。学校では図
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書館だけでなく、廊下などにディスプレイしすぐ手に取れるのが大切では。 

・小学校ではブックママが本を読んでくれるので今後も続けてほしい。 

・読み聞かせサークルや中高生が幼稚園・小学校に行って読み聞かせる。生徒たちで読み 

あう。 

・読書感想文のための読書はさせない。読むことが義務になり、楽しくなくなる。 

・学校から図書館へ通って利用する。その際図書館の協力を得て、小さい子どもには絵本 

の読み聞かせをする。 

・朝など毎日決まった時間に読書する習慣をつける。 

・中学以上では読んだ本の感想を話し合う時間を作る。 

・読み聞かせ（保・幼・養）、読書会（中・高）、スタンプカードなどで読んだ本の量を競 

う(小学生)など。 

・学校は常に新しくきれいな蔵書であることが望ましい。最近ではコーティングされた本 

が学校図書館においてあるがとてもよいことだと思う。 

・検索機能の充実 

・借りやすい環境。どんな本があるのかの情報提供。 

・貸出・返却を便利にする。 

・本にあることを実生活や実体験できる活動。 

・友だちに薦められて読むことが多いらしいので、グループで同じ本を読んで話し合った 

りするのもいいかと思う。 

・専任の司書を配属し、いろいろな方向から図書のすばらしさを伝える。 

・図書の充実と司書の役割が大きい。司書の人数を増やし、本の大切さを伝える。 

・図書館にエアコンが設置されすごく良くなったと思う。 

・休日も図書室を地域に開放してほしい。 

・絵本や小説などだけでなく、いろいろなジャンルの本を提示してみるとよいと思う。百 

科事典や質のよい漫画なども、その先の本への興味を期待するには良い材料となると思 

います。感想文を書かせるための読書等はあまり効果がないと思います。 

・親への提案。 

・図書室に読んだ感想なども、書店でやっているような POP にしてつけたりする。 

・先生方の読書体験を話す。 

・各学校に本を多く置くよう各人がいらない本を持ち寄り、意欲を高める。 

公立図書館など(市立図書館・西部図書館・みなくる〈子ども図書館〉、こども夢文庫など)では 

・明るく入りやすい雰囲気を作る。図書館が存在することをもっと広く知らせる。 

・休みを利用して絵本の紹介などをして借りてもらい、一言の感想などを書いてもらい、 

それを展示して広げていくといいと思う。 

・学校からの連絡で読み聞かせ、劇の案内も拝見していますし、利用もしていて、子ども



6 

も楽しみにしているので続けてほしい。 

・自分では買わないような本、手に取らないような本でも読んでみようかなと思わせる工 

夫のある、多くの本に出会う場所作り。数多く読むことを推奨する（感想文など書かせ 

ない。表紙だけでも多くの本と触れることを優先）。 

・借りなくても本を読む場所がもう少しあればいいなと思うが、スペースがあるなら蔵書 

を増やしてほしいとも思う。みなくる（子ども図書館）の床マットはよいと思う。 

・本をゆっくり読めるスペースの確保。 

・いろいろな年齢層が利用しやすく、譲り合って利用できるように取り組まなければなら 

ないと思う。 

・イベントで図書館のことを皆に認知させ、日頃から来やすいようにする。 

・お話会等を図書館以外の場所で出張して行う。 

・読み聞かせをしてくれると、周りが静かに聞いていたら、小さな子も親がするよりもき 

ちんと聞いてくれるかと思う。 

・土日にも絵本を読み聞かせ会があるといいと思う。 

・週１・２回のペースで読み聞かせをしてほしい。 

・読み聞かせも年齢を問わずにしてほしい。 

・イベントの案内が少ない気がする。 

・定期的にお話の会。 

・親と一緒に参加できる本の楽しさを発見できるイベント。 

・お話会を頻繁に開いてほしい。低年齢だけでなく中学生にでも広い本の世界を(一部分 

でもいいので）紹介して、その世界に入る 1 歩を、きっかけをつくってほしい。 

・本に関わるイベント。作家を招いたパーティー。絵本から着想した体験講座。 

・絵本作家や専門家（例えば天文科学館の方）にその絵本や専門知識をおもしろく話して 

もらえる機会がたびたびあればよい。 

・お話会や上映会の実施。 

・人形劇など子どもづれでも楽しめるイベント。 

・図書館は不便な場所にあることが多いので、返却はスーパーや駅前等にできるようにな 

ると利用も多くなると思う。 

・本のスタンプラリー（読めた本の数に応じたスタンプカード） 

・ポイントをためたり、参加型のイベントをする。 

・この本を読みたいと思えるような説明（POP）をつける。 

・本の長期貸出。 

・貸出・返却がスムーズに行われること。新刊の貸出の期限制限。図書館内の環境整備。 

催し。テーマを決めたコーナー作りで興味をもっていなかった分野への関心を助長する。 

・本のソムリエ的に、おすすめの本をカウンセリング。 

・大人に聞きにくいことを正しい情報源から知れるようアドバイスしている本などの特集
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コーナー。 

・ 「おもしろい」「楽しい」という読書の楽しみの入口となる絵本はここ 10 年の間にもたく 

さん出版されています。テーマ別書架を設置するなど（CBL の会 HP にて）親子連れで 

いつ行ってもいい本に出会えるようなコーナー作りを期待します（リピーター、ファン 

づくりで活性化してほしいな、と思います）。 

・入れてほしい本の要望を取り入れる。 

・読書週間を作る。 

・読み方指導（親も子も） 

・紙芝居など小さな子どもも楽しめてテレビではない絵で楽しむ、声で楽しむことを感じ 

させたい。 

・子どもが来やすい環境を整える（大人が連れてくるとき駐車代、利便性のある立地等）。 

・本の紹介の記事などを目につくところに貼る。書店のようにスタッフのおすすめをポッ 

プでかくなど、本がある所というだけでなく、本のことを知る所であってほしい。何を 

読んだらいいか、読ませたいかをわからない親も多い。 

・おすすめの本、年齢に合った本などを紹介してもらえると、子どもも読みたい本が増え 

るし親も本を選びやすい。 

・子ども図書館（みなくる）では上の子と一緒に下の子をつれてくることができ、ゆっく 

り本が探せるので、こういう図書館がたくさんできるといいと思う。 

・人気のある本があるかどうか。いつも貸出中だと読書欲もおちる。子ども図書館はいつ 

も利用している。子どもの好きそうな本がたくさんあって、集中して本も読めるので、 

子どもも私も一番好きな図書館です。 

・市立図書館ではハイハイができないので、乳児なども気軽に行けるように、みなくる(子 

ども図書館)のようにマットを敷いてもらえれば行きやすいと思う。 

・図書館が少ない。 

・地域によりけりだが、場所が遠いところもあるため、小さな図書館がほしい。 

・各中学校区くらい（子どもが行ける距離）ごとに小さくてもよいので図書館の小さい版 

を作って、読みたい本を申し込めば、蔵書の中から取り寄せてもらえるようにする。 

・時間帯の延長（夜 8 時頃まで） 

・だいたいは今の取組でいいと思うが、みなくるはあと 1 時間閉館を遅らせてもらえると 

利用しやすい。 

・いろんな種類の本を数多く置いてほしい。 

・公立図書館の連携をより密に。現状では市立図書館とみなくる(子ども図書館)で相互に本 

の返却ができないので。 

・昔この辺は市立図書館があるからと、バスの巡回がなかった。小さな子どもをつれてあ 

んな坂の上の図書館に行くのは不可能でした。バス巡回は大事だと思う。 

・落書きをなくす。
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・小さな子は親が連れてくることが多いので、親向きの雑誌とかがあればいいと思う。み 

なくる（子ども図書館）はせっかくおとなが来るアスピアの中にあるので一階に案内板 

があれば 8 階まで上がってくる人も増えると思う。 

・親子ともどもリフレッシュできるように保育つきの読書会のようなものがあればいい。 

・小学校などに図書館の活用を促すチラシや訪問。1 年に 1 回でもよいと思う。 

・おとなが子どもを連れて図書館に行くわけですが、普段おとなも相当疲れています。お 

とながリラックスできるスペースであり（交通の便がよい、お茶が飲める、昼食がとれ 

る）、子どもも楽しめるスペースであることが大切だと思う。アスピアはとても good で 

す。久しぶりに来たら、マットが敷いてありました。このようにリラックスできる空間 

作りはとてもよいと思う。親も子どもも楽です。本も増えていました。 

・まず自分の好きな本を選んで、好きな作家をみつけ、読んでいく。 

・本を通じてちょっとした声かけとか、子どもたちがほっとしてすごすことのできる図書 

館になってほしい。 

・幼稚園、学校のクラスごとで図書館の見学にきてもらう。 

・子どもコーナーをできるだけ広くする。 

・交通の不便な場所にあるところは、よい施設があっても行きにくいので、駐車場の工夫 

をお願いしたい。 

・みなくる（子ども図書館）に来た人には 1 時間無料のサービスがあればありがたい。 

・駐車場が無料だとうれしいです。 

その他 

・手作り絵本・紙芝居をつくる会 

・みなくるは広々としていてきれいで、本も新しいものがたくさんあるので利用している 

が、駐車料金を 30 分～１時間くらい他の図書館と同様無料にすると利用者も増えてくる 

のではと思う。 

・車社会になってきているため、駐車場サービス等を実施してほしい。 

・明石市内私立幼稚園に通う子がいますが、補助金が一切なく、全て自前で（本棚なども 

手作りで）図書コーナーを設置しています。公立小学校図書館に新しい本がたくさん入 

っているのに・・・と残念に思っています。本のための助成金など方法はないものか。 

・本を読みながらお茶を飲めるようなカフェをつくる。 

・イベントを増やす。本の作者や背景歴史を紹介する。 

・人形劇などがうれしいです。 

・家で読まなくなった本などは、図書館等へいつでも寄贈できるのでしょうか。 

・某私大で教えていますが、学生の中には本を読む習慣がなかったり（幼稚園でも絵本が 

嫌いだったという子もいます）、マンガすら読んだことのない子がいます。家庭でそうい
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う習慣がないのなら義務教育のうちに習慣づけることが大事だと思います。マンガなら 

読むのであればマンガから関連作品への導入という方法もよいのではないかと思います。 

絵本を年下の子に読み聞かせするというボランティアなどもどうでしょうか。 

・子どもが暇な時間、今はテレビやゲームがあるので子ども任せにするとどうしてもそち 

らに手が伸びるようです。家族で読書タイムを決めて全員で読む時間をもうけるとよい 

かも、と思います。 

・明石の駅前から大久保に引越しました。図書館が近くになく、本を借りになかなか図書 

館までいくことができません。移動図書館も時間が合いません。大久保は人口が増えて 

いるので小さくてもよいので図書館をつくってほしいです。子どもも望んでいます。 

・お話会がもっとあればよいのでは、と思います。 

・現在市内西部に子どもたちが多く住むようになっていると思います。「みなくる」まで遠 

いのがネックになるご家庭も多いのではないでしょうか。せめて市内西部にどちらかに 

「みなくる」返却口を設けてください。蔵書は子どもたちにとってたいへん魅力的なよ 

うですので。 

・本は心の栄養です。 生活に追われていて子どもを図書館に連れて行けない親もいるはず。 

そのような子どもこそたくさんの本に出会ってほしい。 

・先生に「○○ばっかり読まないで他の本も読みましょう」と言われたくないです。好き 

な本を読めばいいと思います。 

・親たちも子どもと本を読む。


