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第１章 計画の策定にあたって 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

  読書は、知識や情報を与えてくれるのみでなく、生涯にわたって人生を豊

かにするとともに、子どもが楽しみと生きる力を育むための大切な役割を担

ってくれます。 

  読書を通して、子どもはさまざまな世界に触れ、いろいろな考え方や出来

ごとを知り、人間にとって必要な感性や基礎的な能力を養うことが期待でき

ます。 

  しかしながら今日、情報メディアの発達・普及などの影響も大きく、子ど

もの読書離れ・活字離れが指摘されています。 

  このような中、国においては、子どもの読書の価値を認識し、子どもの読

書活動を支援するため、平成 12年を｢子ども読書年｣と定め、さらに翌年｢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、国

そして道は｢子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画｣を策定し、子ど

もの読書活動の一層の推進を図っています。 

本市は、これら国、道の子どもの読書活動推進の方針を基本とし、地域の

実情などを踏まえながら、子どもたちがあらゆる機会とあらゆる場所におい

て、本と親しみ、本を楽しむことができる読書環境の整備に向けた｢根室市子

ども読書活動推進計画｣を策定し、子どもたちが自主的な読書活動を行える環

境づくりを進めていきます。 

 

 

２ 計画の対象 

 

  この計画の対象は、乳幼児から中学生を中心とした０歳から１８歳までと

します。 

 

 

３ 計画の期間 

 

  この計画の期間は、平成２５年度(2013 年度）～平成３１年度（2019年

度）までの７年間とし、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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第２章 根室市の子どもの読書をめぐる現状と課題 

      （「アンケート」調査結果の分析より） 

 

１ 読書（本）への関心 ～ 根室の子どもは、「本」・「読書」好き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 読んでいる本 ～ 最も読まれている「絵本」・「マンガ」・「物語（小説）」 
   

 

 

 

 

 

 

 

好きな本の種別ランキング 1 2 3 ４ ５ 

３～４歳児（保護者） 絵本 物語 図鑑 紙芝居 音の鳴る本 

小学３・５年生 児童 マンガ 物語 スポーツ・趣味 学習マンガ 図鑑 

小学３・５年生 保護者 雑誌 小説・物語 料理・趣味 新聞 マンガ 

中学２年生・高校２年生 物語・小説 マンガ 雑誌 携帯小説 スポーツ・趣味 

≪課題≫ より多様な本との出会いと、興味の拡張 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学・高校２年生 

小学校３・５年生 

3・4歳児 

45% 

67% 

49% 

32% 

25% 

39% 

6% 

3% 

3% 

4% 

1% 

13% 

3% 

10% 

読書に対する興味・関心 

好き どちらかというと好き どちらかというと嫌い 嫌い どちらでもない 

≪課題≫ 約２割の「不読者」の解消 

 

 

★３～４歳児（保護者回答）・小学３・５年生（児童） 

約９割が、「本を読むこと」が｢好き｣「どちらかというと好き」 

★中学２年生・高校２年生（生徒） 

約８割が、「読書」が「好き」「どちらかというと好き」 

★３～４歳児（保護者） 絵本や紙芝居など、「読み聞かせ」を通じ、親しみ好まれてい

る 

★小学３・５年生児童・保護者 マンガを好む児童が多く、保護者も雑誌・マンガを好

む傾向が強い 

★中学２年生・高校２年生 物語・小説とともに携帯小説などが読まれ、中高生のニー 

             ズ表出 
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≪課題≫ 「読み聞かせ」をしていない約２割の家庭への働きかけ 

 

３．読書時間・読書冊数 ～ 幼児は「読み聞かせ」、小中高生は 30 分程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

0% 50% 100%

中学・高校２年生 

小学３・５年生 

53% 

57% 

22% 

30% 

3% 

12% 

１日の家での読書時間 

１５～３０分 １～２時間 ２時間以上 

毎日 

14% 

週３～５回 

23% 

週１～２回 

30% 

月２～３回 

23% 

月１回程度 

10% 

「読み聞かせ」の頻度 

78% 

22% 

家庭における「読み聞かせ」の実施 

読んでいる 読んでいない 

≪課題≫ 読書時間・冊数の増幅 

 

★３～４歳児（保護者） 

９割が、「週に１回～５回」、「毎日」本に触れ、約８割の家庭で、「読み

聞かせ」をしている 

 

★小学３・５年生 児童 

約６割が、「1日の家での読書時間」は「１５～３０分」 

「1ヶ月の家での読書冊数」は、「１０冊以上」と「１～３冊」が、いずれ

も約 3割 

 

★中学２年生・高校２年生 

約 5割が、「1日の家での読書時間」は「15～30分」 

「１ヶ月の家での読書冊数」は、「１～３冊」が、約５割 

 
0% 50% 100%

中学・高校２年生 

小学３・５年生 

53% 

33% 

18% 

28% 

8% 

34% 

１ヶ月の読書冊数 

１～３冊 ４～９冊 １０冊以上 
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４ 読書するところ ～ メインは家庭、そして学校 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪課題≫ 図書館利用普及の拡大 

 

  ★３～４歳児（保護者） 約 8割が、家庭での「読み聞かせ」など読書体験 

               ※（３ 「家庭における読み聞かせの実施」グラフ参照） 

  ★小学 3・5年生 児童  約 3割が、「家の中」 

また約 3割が「学校の朝読書の時間」、「学校の休み時 

間」をあわせると、校内においては約４割 

  ★中学２年生・高校２年生 約 5割が、「家の中」 

約 3割が、「学校の休み時間」、「学校での朝読書」 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他 

学校の朝読書の時間 

病院や歯医者などの待ち時間 

図書館 

放課後教室や児童館 

学校の図書室 

友だちの家 

学校の休み時間 

家の中 

4% 

14% 

4% 

3% 

3% 

4% 

16% 

52% 

3% 

27% 

10% 

12% 

2% 

8% 

10% 

29% 

小学３・５年生 中学・高校２年生 
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５ 本の入手方 ～ 「買う」、「借りる」、「家にある本」 

★ 「本」の入手方の１番は、いずれも「購入」で、約５割を占める 

★ ３～４歳児（保護者） 

小学３・５年生 児童  

★ 中学２年生・高校２年生 約 2割が、「友だちに借りる」 

 

 

 

 

６ 読書の価値 ～「読書の大切さ」を認め、楽しみと信頼をもつ 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学・高校２年生 

小学３・５年生 

３～４歳児 

54% 

38% 

55% 

25% 

31% 

17% 

6% 

16% 

20% 

本の入手経路 

購入 図書館・図書館バス 友だちに借りる 家にある本 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学・高校２年生 

小学３・５年生保護者 

小学３・５年生 

３～４歳児 

50% 

81% 

72% 

80% 

41% 

16% 

21% 

19% 

9% 

4% 

7% 

1% 

読書の大切さ 

大切だと思う どちらかと言えば思う どちらかと言えば思わない他 

≪課題≫ 家庭の読書環境の向上 

学校図書館・図書館の整備と利用普及の拡大 

★３～４歳児（保護者）   ほぼ 10 割が、「子どもが本を読むことが大切だと思う」

「どちらかといえば思う」 

★小学３・５年生保護者   ほぼ 10 割が、「読書が大切だと思う」「尐し思う」 

★小学３・５年生児童・中学２年生・高校２年生  

９割超が、「読書が大切だと思う」理由の１番が、「読んでいて楽しい」 

 

約 3割が、「図書館・図書館バスで借りる」 
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７ 読書の推進 ～ 子どもみんなが、もっと「本を読む」ために  

 

★ 「どのようにしたらもっと子どもたちが本を読むようになると思います

か」の問いに対し、幼尐期から親子で本に親しみ、子どもへの「読み聞か

せ」が必要だと考える回答者がそれぞれに多く、「幼尐期からの読書体験

が大切」であると幅広く理解されている 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 

３～４歳児（保護者） 
小さいときから読み聞か

せをする 

子どもの身近な所にいつ

も本を置く 
家の人自身が本を読む 

小学３・５年生 児童 
小さい頃から本を読んで

もらう 

図書館（図書館バス）や

学校の図書室の利用回数

を増やす 

学校で読書の時間をも

っと増やす 

小学３・５年生（保護者） 
小さいときから読み聞か

せをする 

小さい頃から図書館（図

書館バス）や本屋に連れ

て行く 

学校での読書に触れる

時間を持つようにする 

中学２年生・高校２年生 
小さい頃から本を読んで

もらう 

学校で読書の時間をもっ

と増やす 

家庭で読書の時間をも

っと増やす 

≪課題≫ 幼い頃からの読書機会・時間の増加、読書環境整備の促進 
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第３章 計画策定の基本方針 

 

 

１ 基本方針 

  本計画は、国や道の計画において示された基本的方針に基づき、次に掲げ

る３つをこの計画の基本方針とします。 

 

 

（１） 読書に親しむ機会の提供 

    子どもたちが読書の楽しさに触れ、自ら進んで読書する習慣を身につ

けることができるよう、家庭、地域、学校などにおいて、それぞれの果

たす役割を認識しながら、子どもの成長段階に応じて読書に親しむ機会

の提供を図ります。 

 

 

（２） 読書環境の整備・充実 

    子どもが生涯にわたる読書習慣を身につけるために、乳幼児期から本

に接する環境をつくり、さまざまな場所において、読書活動を気軽に行

えるよう読書環境の整備・充実に努めます。 

 

 

（３） 読書活動を推進するための連携・協力 

    子どもの読書活動を総合的かつ計画的に推進するため、図書館、学校、

保育所、幼稚園などの関係機関が、相互に連携・協力し、子どもの読書

活動を推進するための具体的な方策や情報交換に努めます。 

 

 

２ 基本目標 

  上記３つの方針に基づき、当市の実情をふまえて、次の４つの基本目標を

設け、積極的な子ども読書活動推進の取り組みを図ります。 

 

（１） 家庭・地域における子ども読書活動の推進 

（２） 保育所・幼稚園・学校における子ども読書活動の推進 

（３） 図書館における子ども読書活動の推進 

（４） 関係機関、団体などとの連携・協力体制の充実
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第４章 推進のための具体的な取り組み 

 

 

１ 家庭における子ども読書活動の推進 

 

  子どもが幼い頃から本に親しみ、本の世界と楽しさを知るためには、家庭

における読書生活・読書環境の充実が大切です。 

  乳幼児期は、保護者（家族）とのふれ合いの中で一緒に本に親しんだり、

読み聞かせを通して、心楽しい体験を日々重ねてゆくことが大切です。 

  本市においては、幼児家庭において広く「読み聞かせ」が行われており、

図書館における「親子読書会」活動が長く家庭と連携していますが、いっそ

う保護者に読書への認識（理解）・関心を持ってもらうことが必要であり、啓

発と体験をうながす取り組みを進めます。 

 

〔具体的な取り組み〕 

 

①読み聞かせ・親子読書・「家読」
＊

のすすめ 

   本の楽しさと、読書によってもたらされる豊かな心を育む時間を、親子

で分かち合うことの大切さを伝えていきます。 

「読み聞かせ」をはじめとして、親子で読んだ本について語り合う「親

子読書」へと、家庭における家族の時間の充実と心を寄せ合う読書体験の   

「家読」（うちどく)を勧め、家庭における子どもの読書習慣の形成をめざし

ます。 

②「ブックスタート事業」
＊

の推進と家庭における活用 

   現在「７ヶ月児健康相談」の際に、絵本の楽しさを知ってもらう第一歩

として、親子に絵本を手渡ししています。事業の継続とともに、家庭での

「読み聞かせ」と絵本の活用をうながします。 

 また、セカンドブックに向けた「フォローアップ事業」を実施します。 

 

③親子読書の道案内 

保護者に、読書の大切さと子どもの本の選び方などを情報発信し、あわ

せて図書館の利用をうながすためのリーフレットやおすすめ絵本リストを

作成し、さまざまな機会をとらえて配布します。 
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   「ブックスタート事業」のフォローアップとしても、有効な活用を勧め、

「親子読書」・「家読」の体験と思い出づくりの道案内をします。 

 

 ④広報の充実 

家庭における子どもの読書の推進には、保護者の理解が欠かせません。

家庭における読書の習慣化をうながすよう、図書館のホームページや図書

館ニュース、市広報などを通して、各種事業や新刊図書などの最新情報を

提供し、広報の充実に努めます。また、地域・学校とも連携し、啓発に努

めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ブックスタート事業≫ 

 

 

＊「家読」（うちどく） 

     家族みんなで同じ本を読んだり、本について話したり、寝る前の 10 分間は 

    本を読むようにする、あるいは、家族一緒に図書館に行く日を決めるなど。 

決まったスタイルはありません。家族で話し合って、ぜひ我が家流を！ 

 

  ＊「ブックスタート」 

     赤ちゃんと保護者に絵本を開く楽しい体験といっしょに絵本を手渡し、心ふれ 

    あうひと時を持つきっかけをつくる活動です。地域に生まれたすべての赤ちゃ 

んを対象に、市区町村自治体の活動として、０歳児健診などで実施されます。 

        現    状         7年後の目標 

家庭における「読み聞かせ」   ７８.１％ １００％ 

「ブックスタート事業」参加率  １００％ １００％ 
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２ 地域における子ども読書活動の推進 

  

  地域には、図書館をはじめ子育て相談所や放課後教室など、子どもに関わ

る施設があります。これらの施設では、それぞれの特性を活かしながら、子

どもやその保護者（家族）に対して子どもの読書活動を推進するための取り

組みを実施しています。 

  このことから、地域の施設では有効な取り組みや学習の機会、また利用し

やすい読書環境の整備・提供と、利用促進のための積極的なＰＲが必要です。 

  また、民間団体（市民）の活動による取り組みとして、読書会や読み聞か

せグループなどの読書関係団体、子育てサークル、ＰＴＡなどがあります。 

  これら団体・グループにおける、読書機会の提供や読書環境の整備・充実

のためのさまざまな活動から、子どもの読書活動をうながす取り組みを進め

ます。 

 

〔具体的な取り組み〕 

 

①子育て相談所における普及と推進 

来所する親子に、絵本の「読み聞かせ」や貸出をして、興味が持続され

るように努めます。また、積極的に図書館の行事などを紹介します。  

   つどいの広場「クルクル」においては、年齢に応じた絵本の展示や、希

望者に本を貸出して、親子が本に触れる機会を設けます。図書館と連携し

ての「おはなし会」の開催などに取り組みます。 

   また、子育てサークルについては、サークル支援の場で、対象年齢にあ

った絵本・紙芝居などの「読み聞かせ」を行います。 

 

②母子保健分野における推進 

   「７ヶ月児健康相談」において、「ブックスタート事業」の意義を保護者

に伝え、事業参加と積極的な利用をおし進めます。 

 

③公民館における推進 

   幼児親子向け公民館事業「あそびの広場」を、子育て相談所と合同開催

し、プログラムに絵本や紙芝居の「読み聞かせ」などを取り入れ、読書意

欲の向上をめざします。また、図書館と連携し、絵本などの情報提供を受

け、おたよりにて知らせます。 

楽しい親子読書体験の機会の提供と、家庭における「読み聞かせ」や親子

のふれあいをうながします。 
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 ④放課後教室などにおける推進 

  放課後教室などにおいては、読み聞かせの場や読書の時間づくりに努め、

子どもたちが本に親しむ機会提供の充実を図ります。 

  また、同施設指導員による日常的な「読み聞かせ」の機会と合わせ、季

節行事などの折に関連の本の紹介や「読み聞かせ」を行います。 

  移動図書館バスの定期巡回を活用し、子どもたちの個人利用を勧め、さ

らに団体貸出しによる教室内などに本を配置し、子どもたちの身近な読書

環境づくりに努めます。 

  子どもの読書推進に関わる同施設指導員の意識の高揚を図ります。 

                       

⑤民間団体との連携・協力 

   地域読み聞かせボランティアによる、「出前読み聞かせ」など子どもの読

書の普及と推進を図ります。 

ボランティア団体・読書会など民間団体と連携し、読書に関する情報提

供や活動支援の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

≪クルクルおはなし会≫ 

 

 

≪あそびの広場≫ 

        現    状         7 年後の目標 

つどいの広場「クルクルおはなし会」 年４回 年１２回開催 

「あそびの広場」募集定員参加率・出席率 ６０％ １００％獲徔 
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３ 保育所・幼稚園における子ども読書活動の推進 

 

  家庭とともに、子どもの人間形成の基礎を担うのが、保育所・幼稚園です。

一日の多くの時間を過ごす保育所・幼稚園で、年齢に応じたさまざまな遊び

や本とのであいを通して子どもたちは、豊かで安定した心を育んでいきます。 

子どもたちは、家庭とは違う雰囲気や一体感のなかで、保育士（教諭）や

友だちと一緒に絵本を楽しみ、本に対する興味や関心をいっそう高めます。 

市内保育所・幼稚園では、移動図書館バス巡回における団体貸出を利用し、

読書環境づくりに役立て、活用しています。 

発達段階に応じた園児への読み聞かせ・読書体験をおし進め、所・園での

読書体験が家庭での読書につながるよううながします。 

 

〔具体的な取り組み〕 

 

①保育所・保育園の読書環境の整備・充実 

園児が本により興味をもつよう、移動図書館バスや図書館の団体貸出な

ども積極的に利用し、園児たちの身近に、年齢に応じた幅広い絵本や紙芝

居の配置を進めます。また、季節行事や子どもたちの生活に関連の深いテ

ーマの本を紹介するなど、読書環境の整備・充実に努めます。 

 

②保育士・幼稚園教諭による子ども読書の普及 

   保育士や教諭がいっそう読書への理解と親しみを深め、園児たちへの「読

み聞かせ」を行い、また、さまざまな行事を通して日常的にいろいろな本

の楽しさを伝えます。 

 

③読書の大切さについての保護者の理解の促進 

参観日や保護者会などを利用し、保護者への「読み聞かせ」体験と読書

について理解をうながすとともに、所・園だよりなどを通して啓発に努め

ます。また、所・園の絵本の貸出などの活用をうながし、家庭での読書環

境の充実を支援します。 

 

④保育所・幼稚園と図書館との連携による子ども読書活動の推進 

  幼い時から、図書館に親しみ、より本との接点を広げるために、保育所

では図書館訪問を行います。その折には、図書館司書が館内を案内し、読み

聞かせなど本にかかわる楽しいひと時を提供するなど、読書と図書館利用の 

 習慣化をうながします。 
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日常的には子どもたちに身近な図書館として、移動図書館バスが市内全

保育所・幼稚園を巡回しています。園児が直接に、いろいろなたくさんの

本に触れる機会を提供することで、読書習慣の形成を支援します。 

また、「メリー・サンタクロース～図書館からのおくりもの」など、園児

の心に響く事業を、連携して進めます。 

 

 

 

 

≪保育所・図書館訪問～絵本を楽しむ子どもたち≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

司書による読み聞かせ 

 

   保育所・幼稚園のおともだちと先生は、 

訪問事業「メリー・サンタクロース～ 

図書館からのおくりもの｣に、大喜び！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      現    状 7年後の目標 

保育所・幼稚園での読み聞かせ 絵本を介した遊びの拡充 

所・園だよりでの家庭読書の啓発 啓発と絵本貸出の機会拡大 

図書館訪問・移動図書館バスの巡回利用 全所・園 １００％継続 
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４ 学校における子ども読書活動の推進 

 

  学校は、子どもの読書意欲や習慣を形成していく上で、大きな役割を担っ

ています。そして、学校図書館は、学校の読書センターと学習センターの機

能をあわせ持っています。 

児童生徒の主体的、意欲的な読書活動と学習活動を支えるために、学校図

書館の役割はますます重要性を増しています。また、その機能を十分に発揮

できるような工夫が求められています。 

  根室の子どもたち、児童生徒は、おおむね読書好きで、読書の大切さを理

解し、読書がもたらしてくれる楽しさやその力に信頼を寄せています。しか

し反面、学校図書館の利用は尐なく、利用普及が課題です。 

  児童生徒からは、学校における読書時間の増幅も期待されており、学校生

活の充足の１つとしての読書環境の向上に努めます。 

 

〔具体的な取り組み〕 

 

 ①「朝の読書」の推進 

   市内小中高校で取り組んでいる「朝の読書」のいっそうの推進とともに、

昼休みや放課後の読書活動を通じ、児童生徒の読書への親しみと習慣化を

図ります。また、学力の向上につながる読む力の定着をめざします。 

 

②学校図書館の整備と利用普及 

  学校図書館の図書購入予算の確保に努め、学校図書の整備充実を図りま

す。あわせて、利用を促進する空間づくりや蔵書のデータベース化への取

り組みなど環境整備に努め、学校内における読書環境の向上と利用普及を

めざします。 

  また、児童・生徒会活動などの図書委員活動の活発化を図るなど、図書

に親しむ体験の充実や、児童生徒のアイデアを利用普及に活用します。 

 

③学校の特色を生かした読書活動 

学校の実情に応じ、読書感想文・感想画、高学年による読み聞かせ活動

など、各学校独自の取り組みを推進します。 

 

④図書・活字資料の活用と調べ学習の促進 

  学校や図書館の資料を活用する方法や、辞書・事典の引き方などととも

に、インターネットによる調べ学習の指導を行います。 
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⑤ＰＴＡ読み聞かせ・学校図書館支援ボランティアの活用 

  子どもたちの読書活動の推進のため、ＰＴＡの読み聞かせや学校図書館

支援ボランティアの活用・拡充を図り、活動の場を提供します。保護者の

子どもの読書・読書環境への関心を高め、共同で環境向上をめざします。 

 

⑥市図書館との連携 

  「朝の読書」などへの対応として教室内に、また学校図書館の資料補助

として、市図書館の学級文庫など団体貸出の活用をうながします。 

また、市図書館司書と図書担当教員が協力し、移動図書館バスの活用促

進や児童生徒への読書案内などを行います。 

 

⑦子どもの読書活動推進に関わる教職員の意識の高揚 

  児童生徒の豊かな心を育み、学習の基盤となる子どもの読書活動推進に

関わる、教職員自らが読書に親しみ、読書の楽しさを伝える力を養います。 

 

⑧保護者・家庭への働きかけ 

     子どもの読書習慣の定着には、家庭と学校との連動が大切です。学級通

信や学校だよりなどの学校情報や、参観日・ＰＴＡ会合など保護者との懇

談の機会を通じて、読書の意義や家庭読書などを保護者に働きかけます。 

学校と家庭ともに、子どもの読書活動を支える力となります。 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

≪調べ学習≫ 

        現    状         7 年後の目標 

「朝の読書」実施 小・中・高校 １００％  １００％ 

「各校１独自読書活動」の展開 （未実施）  全小中高校 

PTA 読み聞かせ・学校図書館ボランティア６小中校  全小中学校 

 学級文庫（「ブックバンク事業」）の利用  全小中高校 

 学級通信・学校だより・PTA 広報紙での情報提供  読書啓発・普及 



 17 

５ 図書館における子ども読書活動の推進 

 

  図書館は、子どもがたくさんの本とであい、自由に読みたい本を選んで読

書に親しみ、読書の喜びを知ることができる場所です。 

  また、本に関するさまざまなネットワークの中心となる施設であり、読書

活動と資料の活用に関する知識と経験を持っています。地域の読書活動の推

進拠点として、読書環境の整備・充実に努め、多様化する子どもの読書意欲

を向上させる活動を推進します。 

  読書が好きな根室の子どもたちが、いろいろな本を通して、多様な世界と

夢を広げ、しなやかでたくましい心と生きる力をたくわえ成長するよう、図

書館は支援に努めます。 

        

【根室市図書館における主要施策】                      

 １「親子読書会」の育成と活動支援 

  ２「中高生ブッククラブ」の活動支援 

   ３「学級文庫ブックバンク事業」の推進 

  

〔具体的な取り組み〕 

 

①子ども・親子が利用しやすい図書館の環境づくり 

  子どもが利用しやすい館内の雰囲気づくりと、設備などの充実を図りま

す。あわせて、配置のベビーカーの利用や親子でくつろぐひと時に「おは

なしのへや」の活用を勧めるなど乳幼児親子の利用への配慮をし、また、

中高生の学習やグループ活動の場の提供に努めます。 
 

②年代別資料の充実 

乳幼児絵本から「十代の本棚」（中高生向けコーナー）まで、年齢や発達

段階に応じた資料の収集と充実を図り、子どもたちの読書意欲を喚起する

蔵書に努めます。 

 

③移動図書館バス・サービス 

  市内保育所、幼稚園、小中学校、放課後教室などをサービス拠点に、主

に図書館に遠い地域の子どもたちのもとへ「大地みらい号・あすなろⅣ」

が定期巡回し、図書館全域サービスと読書普及、並びに学校の読書環境の

充実支援に努めます。 
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④「ブックスタート事業」の推進 （再掲） 

  子どもと本とのであい、本を仲立ちに親子のふれあいとコミニュケーシ

ョンを育む「ブックスタート事業」を、図書館ボランティアの協力を徔て

推進します。 

この事業の継続と充実をはかり、家庭での絵本の活用をうながします。

また、図書館利用を呼びかけ、「ちいさい子のおはなし会」などへの参加を

案内し、家庭と図書館双方での子どもの成長と読書体験をうながします。 

  

 ⑤「セカンドブック」に向けた「フォローアップ事業」の展開 

   「ブックスタート事業」での本とのであいと親子のふれあいを、さらに 

  支援助長するために、「おすすめ絵本リスト」を作成配布し、「セカンドブ

ック」に向けた取り組みを図ります。 

また、乳幼児親子が楽しい体験を通して、さまざまに読書や図書館に親

しんでいけるよう親子参加型の「フォローアップ事業」を実施します。 

  

⑥「おはなし会」の開催と読み聞かせの普及 

  子どもと本を結びその楽しさを伝えるために、０～３歳くらいの親子を

対象の「ちいさい子のおはなし会」と、幼児～小学生を対象の「（土曜）お

はなし会」の参加者の拡大に努めます。 

子どもをはじめ保護者（家族）に広く参加を呼びかけ、読み聞かせによる

読書体験と図書館の利用をうながします。 

  また、「（土曜）おはなし会」で活躍する 

  一般ボランティア・高校生ボランティアの 

参加の拡大を図り、活動を支援します。 

  

⑦「こどものつどい」など集会行事の開催 

  本から広がるいろいろな楽しさや体験の機会の提供と、読書普及のため

に、季節にあわせたテーマで「こどものつどい」を開催します。 

  図書館ボランティアの協力を徔て、プログラムの工夫と内容の充実を図

ります。また、子どもとともに、保護者・家族・一般の参加も呼びかけ、

集会行事を通して、広く市民に子どもの読書活動への関心を喚起します。 

  

⑧子ども向け各種本展の開催 

  「おすすめの絵本コーナー」など特集テーマ本展や歳時記、「こどもの読

書週間」、「夏休み・冬休み」などの展開にあわせた各種本展を開催します。 

多様で魅力的な本を紹介することで、子どもの読書意欲を高めます。 
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⑨図書館訪問や「調べ学習」などの学習支援 

  図書館見学や訪問学習を受け入れ、児童生徒の公共図書館の機能（働き

と利用方）への理解と利用をうながします。 

  また、「調べ学習」などに応えるための図書資料の整備充実を図り、学習

支援に努めます。 

 

⑩「学級文庫ブックバンク事業」
＊

・団体貸出の推進 

  学校における恒常的で身近な子どもの読書環境づくりのために、学校と

連携し団体貸出による学級（学校）文庫の利用の促進を図ります。 

  学級単位での貸出をうながし、読書意欲の向上を図る「学級文庫ブック

バンク事業」を推進します。 

 

⑪「読書推進 学校等訪問事業」の実施と学校支援 

  図書館司書が学校などに出向いて、読み聞かせやブックトーク（本の紹

介）など児童生徒と先生に普及活動を行い、読書推進を図ります。 

 また、学校と連携して、学校図書館や読書についての相談など支援に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪図書館バス団体貸出≫           ≪図書館訪問≫ 

 

⑫「幼児読み聞かせ会」の支援及びつどいの広場「クルクルおはなし会」 

  乳幼児親子で自主活動する「幼児読み聞かせの会」に、会場の提供や活

動支援を行います。また、「ちいさい子のおはなし会」にあわせての例会な

どを勧め、いっそう親子で絵本に親しむ機会の提供に努めます。 

  子育て相談所と連携し、つどいの広場「クルクル」での「おはなし会」

を開催し、「読み聞かせ」の普及と「ちいさい子のおはなし会」や「幼児読

み聞かせ会」への参加もうながし、読書と図書館利用の拡大を図ります。 
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⑬「親子読書会」
＊

の育成と支援 

   「根室方式」と呼ばれる４0 年を越えた親子読書会活動は、他地域には

なく、本市が誇れるまさしく子どもの読書推進活動です。 

図書館主催事業としての「１年生親子読書会」の発会と育成を進め、子

どもの読書習慣の形成と家庭における親子読書の普及、そして図書館利用

の促進を図ります。さらに、２年生時からの自主サークルとしての「親子

読書会」活動を支援します。 

   毎年度、｢１年生親子読書会｣の会員拡大を図り、小学校各学年毎の「親

子読書会」の組織化と中学生での継続もめざします。 

         

 

 

 

 

≪１年生親子読書会≫ 

 

⑭「中高生ブッククラブ」
＊

の支援 

  市内中高生有志による「中高生ブッククラブ Ｂ・ＬＯＶＥＲＳ（ビー・

ラバーズ）」の活動を支援します。 

  市内中高生に活動を周知し、新たな会員の獲徔と読書を通しての仲間づ

くりを働きかけます。 

 

 

≪図書館で勉強する 

中学生≫ 

 

⑮図書館ボランティア支援 

  「ブックスタート事業」や「おはなし会」、子ども向け図書館行事にかか

わる図書館ボランティア、そして図書館の児童図書の充実のために活躍す

る「古本市」実行委員会などの活動を支援します。 

  子どもの読書活動を支える、図書館ボランティアの確保と読書やボラン

ティア活動についての研修充実に努めます。 

  また、市民の読書機運と活動意欲を高めるため、ボランティアネットワ

ークの構築をおし進めます。 
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 ⑯広報活動 

「図書館ニュース／こどもしんぶん」や「広報ねむろ」、またホームペー

ジや館内ＯＰＡＣ（図書検索機）のお知らせなどを活用し、子どもの読書

に関わる情報提供や子ども読書活動の推進啓発に努めます。 

  

⑰オンライン蔵書検索への取り組み 

図書館利用をより身近に迅速にするために、パソコンや携帯電話を利用

し、いつでも家庭や学校から、蔵書検索や予約が可能となるオンライン蔵

書検索システムでのサービス提供に取り組みます。 

読書意欲の向上と、利用向上をめざします。 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

        現    状         7 年後の目標 

子どもの本更新   （→毎年度新刊発行児童書の） １０％＝５００冊 

複本・買い替え子どもの本の補充   （→蔵書の） ０.１％＝６０冊 

移動図書館バスの定期巡回      （→現状＋） 高校新規全巡回 

 「ブックスタート事業」参加率 １００％ １００％ （再掲） 

 「フォローアップ事業」の企画実施 セカンドブックへ 

「ちいさい子のおはなし会」１回平均参加者９.５人 １５人 

「（土曜）おはなし会」 １回平均参加者１１.６人 １５人 

「こどものつどい」年４回開催／１回平均８３.５人 １００人 

郷土学習・調べ学習資料の整備 パスファインダー
＊

作成 

H24年度新規事業「学級文庫ブックバンク事業」 小中全校 

「読書推進 学校等訪問事業」 保育所～小学校 中・高校含む全校 

つどいの広場「クルクルおはなし会」 年４回 年１２回 

「根室市図書館ボランティア」 現状１４名    増加 

オンライン蔵書検索システム 導入 
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≪夜のおはなし会≫        ≪児童会館での異世代交流 

おはなし会・ブックトーク≫              

 

 

  ＊「学級文庫ブックバンク事業」 

    学級文庫における貸出拡大と読書意欲向上のため、平成 24 年度より開始事業。小中 

    学校学級単位での登録により、従来の学級文庫の貸出枠を拡大し、貸出数をポイント積

算し利用方を表彰するもの。 

 

＊「親子読書会」 

     親子での会員登録による読書会。家庭における読み聞かせや親子での読書と対話を勧め、

図書館を会場に、月１回の定例会と配本を活動の柱としている。昭和４７（1972）年 

    から継続。現在、かつての子会員が親になり、二世代目の親子で参加する会員もいる。 

 

  ＊「中高生ブッククラブ」 

    市内中高生の会員制読書会。平成３（1991）年、当時の高校１年生３人が発案・発起

人となり、図書館と連携して発会。以来、司書の支援のもと図書館においての月１回の

定例会（活動）を継続し、現在 22 年目。 

 

＊「パスファインダー」 

     利用者がある特定のトピック（主題）に関する資料・情報を集める際に、関連資料の 

探索法を紹介するガイド（道しるべ）となるもの。調べ学習などにも有効。 

 

                         

 

≪根室市図書館の絵本≫ 

      『みさきめぐりのとしょかんバス』 

           松永伊知子/作 梅田俊作/絵 岩崎書店 1996 年 
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第 5 章 推進体制の整備・充実 

 

１ 関係機関などとの連携・協力体制の充実  

 

  子どもの読書活動の推進に関わる機関には、保育所・幼稚園、学校、図書

館、公民館、放課後教室など、親子読書会、おはなし会・図書館ボランティ

ア、書店などがあります。これら子どもの生活全般に関わる機関が、相互に

情報交換や交流を深め、連携・協力し、関連事業における読書活動を効果的

に推進します。 

 

（１）関係課と図書館の連携・協力 

保健課が主管する「７ヶ月児健康相談」の際に、図書館と連携・協力し

て「ブックスタート事業」を推進します。            

「こどもの日」関連事業において、社会教育課の企画に図書館が連携・

協力し、楽しい読書体験の機会を設け、図書館利用を呼びかけます。 

 

 （２）保育所・幼稚園、学校、放課後教室などと図書館の連携・協力 

子どもが身近に本・読書に親しむことができるよう団体貸出など図書資料

援助や、「訪問事業」を通して読書の楽しさを普及し、連携して図書館利用

をうながします。 

   

  

  

  

  

 （３）根室市教育研究会／図書館教育サークルとの連携・協力 

  市内小中学校教諭の図書館教育サークルと連携し、子どもの読書活動に

関する研修会を行います。 

  学校（教諭）と図書館が交流を深め、連携・協力して子どもの読書活動

推進を図ります。 

 

（４）図書館間における連携・協力 

   道立図書館や根室管内図書館と連携・協力し、相互に子どもの読書活動

推進についての情報を交換し、また、研修の機会を通して、読書活動を担 

  う司書の資質の向上を図ります。 
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２ 推進体制の整備  

 

  子どもの読書活動推進のためには、読書に関わる機関や団体などから幅広

い意見を聞き、連携した体制で取り組むことが必要です。そのため、根室市

図書館協議会や親子読書会交流会などの多様な意見の反映に努めます。    

（１）「根室市図書館協議会」
＊

との連携・推進 

   本計画の円滑な推進に努め、「根室市図書館協議会」を今後の進捗状況な

どを検討していく機関とし、計画の取り組みなどについて総合的な意見を

求めていきます。 

 

３ 啓発・広報活動の推進 

 

  読書活動の意義や楽しさについて、図書館のさまざまな事業を通して積極

的に情報提供を行い、市民の理解と関心を高めます。 

特に、春の「子ども読書の日」及び「こどもの読書週間」や秋の「読書週

間」などを通して、子どもの読書活動推進に向けた市民全体での気運が高ま

るような啓発・広報活動を進めます。 

  

（１）「子ども読書の日」を中心とした「こどもの読書週間」啓発・広報 

「子ども読書の日」（４月 23日）は、広く子どもの読書活動についての

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「子どもの読書活動の推進に関する法律」において定められま

した。その趣旨にふさわしい関連事業の実施に努めます。 

  

（２）各種情報の収集・提供 

  図書館では、子どもの読書活動に関する情報の収集・提供に努めていま

す。他地域の読書活動の様子やボランティア団体などの取り組みについて

の情報を提供し、本市で読書活動に携わる人たちの意欲を高めます。 

  また、読書活動の意義や優れた取り組み、図書資料などの情報について、

啓発・広報を行い、子どもの読書活動を推進します。 

 

 

＊「図書館協議会」 

     公立図書館において、図書館法の規定（第１４条）に基づいて設置される図書館長の 

諮問機関。図書館の管理運営、また図書館の奉仕活動に関して意見をのべる機関。 



 

 

 

 

 

＜参考資料＞ 

・子どもの読書活動の推進に関する法律（文部科学省） 

・子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画概要（文部科学省） 

・根室市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱 

・根室市子ども読書活動推進計画策定体制図 

・根室市子ども読書活動推進計画策定市民懇話会設置要綱 

・根室市子ども読書活動推進計画策定市民懇話会委員名簿 

 

 

＜別冊資料編＞ 

「根室市子ども読書活動推進計画アンケート調査」集計結果 


