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  第１章 第２次計画の策定にあたって 

 

１．子どもの読書活動の意義 

 

  ドイツの言語学者フンボルト（W.von Humboldt）は「人間はただ、ことば

によってのみ人間である」と言っています。言葉によって思考し、表現し、想

像力を働かせて他者とつながり、社会の中で生きていく。そんな人間にとって、

よりよく生きるために言葉の習得は欠かすことができないといえるでしょう。 

 

  人にとっての読書は、本から言葉を学ぶとともに、著者の感性や経験を受

け取り、人生観や価値観に触れるものです。実世界でなんでも体験できるわ

けではない中で、あたかも自分に起こったことのように想像し、経験し、考

えを深めたり、広げたりしてくれます。 

 このようなことから子どもにとっての読書は、「子どもの読書活動の推進に

関する法律」の基本理念において、「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

く上で欠くことのできないもの」と明記され、その発達段階に応じた取り組み

が求められています。 

 

  乳児期には、身近な人との気持ちの通じ合いから安心感や信頼感を抱き、

語りかけやわらべ歌・子守唄などから言葉の土台となるものを獲得します。 

  幼児期・就学前後は、大人が絵本の読み聞かせをする中で、子どもは登場

人物と一体となり、おはなしの世界を楽しみます。特に、親が子に読み聞か

せることは、親子のふれあいの大切な時間であり、子どもにとって、自分が

大切にされた記憶に残る幸せな時間となるでしょう。  

  学童期は、大人による読み聞かせを楽しむ時間を持ちつつ、自分でも読む

時間を持つことで、読書の幅が広がる時期になります。物語では主人公とと

もに困難を乗り越え、幸せな結末を迎えた体験を重ねることで、自分を信じ

る心を養うことが期待されますし、知識の本や調べ物の本を使うことで、正

確な情報を得る一歩となるでしょう。 

  そして、思春期は、将来の進路や身の回りの問題などさまざまな悩みを抱
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える時期です。読書が、楽しみを得るだけでなく、自分を深く見つめ、生き

る力を身につける助けとなることが期待されます。 

  近年、インターネットをはじめとする情報機器の発達、普及に伴い、子ど

もを取り巻く環境は大きく変化しています。即効性、利便性が増すほど、人

と人とのふれあいやかかわりが希薄になりますし、物事を深く考える機会が

減少します。そのため、読書の役割はますます重要となっています。 

 

２．計画策定の趣旨 

平成１３年１２月、国は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」を施行

し、これにより、子どもの読書活動に関する国や地方公共団体の責務を明らか

にしました。そして、同法に基づき、平成１４年８月に、全ての子どもがあら

ゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、

環境の整備を積極的に推進することを基本理念として「子どもの読書活動の推

進に関する基本的な計画」を策定しました。その後、平成２０年３月に第二次

基本計画、平成２５年５月に第三次基本計画、平成３０年４月に現在の第四次

基本計画を策定し、発達段階に応じた取り組みによる読書習慣の形成や、読書

への関心を高めることなどを重点に施策を展開しています。 

  また兵庫県においては、国の基本計画に基づき、平成１６年３月に「ひょ

うご子どもの読書活動推進計画」が策定され、平成２１年９月に第２次計画、

平成２７年３月には第３次計画、令和２年３月に現在の第４次計画が策定さ

れ、「読書を通じて、豊かな心を育む」を基本方針に読書活動の推進が行われ

ています。 

  佐用町では、国・県の動向を踏まえ、「第３期佐用町教育振興基本計画」（令

和２年３月策定）、「第２期佐用町生涯学習推進計画」（令和３年５月策定）、「佐

用町子ども読書推進計画」（平成３０年３月策定）を軸に、子どもの読書活動

の推進を行ってきました。 

  この５年間、社会においては、温暖化に伴う気候変動の影響で災害が世界

中で頻発し、SDGｓの推進が強く求められるようになりました。また、令和

元年には読書バリアフリー法が施行され、障がいの有無に関わらず、すべて

の人が読書による文字・活字文化の恩恵を受けられるようにすることが求め

られています。そして、コロナ禍で日本の DX（デジタル・トランスフォーメ

ーション）が推進され、教育においても「GIGA スクール構想」が加速し、

町内の小中学生に一人一台のタブレットが配備されました。 
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そこで、これらの社会情勢の変化や子どもの読書活動に及ぼす状況の変化を

踏まえながら「第 2 次佐用町子ども読書活動推進計画」を策定します。 

    
 

第２章 計画の目的及び基本方針 

  

１．計画の目的 

佐用町のすべての子どもが、あらゆる機会とあらゆる場所において自主的に

読書を行うことができる環境を整え、その活動を支援することを目的とします。 

 

２．計画の対象 

０歳から１８歳までのすべての子どもと、子どもの読書活動の推進に関わる

保護者、園・学校関係者、ボランティア、行政関係者などを対象とします。 

 

３．計画の推進期間 

   令和５年度（2023）から令和９年度（2027）までの５年間とします。 

 

 ４．基本方針 

 

   『育てよう読書ではぐくむ豊かなこころ』 
 

  子どもは読書を通じて、読解力や創造力、思考力、表現力などを養うとと

もに、多くの知識を得たり、多様な文化を理解したりすることができます。

このため、子どもが読書に親しみ、読書習慣を身に付けていけるよう、町で

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

           

     
 

     

     
 

     

計画見直し 第２次計画推進期間 

第３次計画推進期間 計画見直し 
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は、以下の取組を通じて引き続き、子どもの読書活動の推進を図ります。 

 

 （１）環境の整備・・・「本」、「場所」、「人」 

子どもの自由な読書活動を支え、推進するためには、身近にさまざま 

な本があること、その本を読む場所があること、本と子どもをつなぐ人、

本と子どものことを良く知る人がいることが大切です。 

 

  （２）ネットワークの構築・・・家庭、地域、園・学校、図書館など 

家庭、地域、保育園、幼稚園、小中高等学校、図書館、子育て支援セ   

ンター、学童保育などがともに連携・協力を図り、社会全体で子ども読書

活動を推進できる関係構築が必要です。 

 

  （３）情報の発信・・・子どもの読書活動に関する意義の普及・啓発 

子どもが自主的な読書習慣を身につけていくためには、保護者はもと 

より、教員、保育士など子どもにとって身近な大人が読書活動に関心と理

解を持つことが重要です。読書活動の意義や重要性について広く普及啓発

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家 庭 

地 域 

子育て支援センター 

ボランティア 

学童保育ほか 

幼・保育園 

小・中学校 

高等学校 

図書館 

子ども読書活動推進ネットワーク 

連携・協力 

連携・協力 

連
携

・
協
力 

連
携

・
協
力 

連携 ・ 協力 
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 第３章 子ども読書活動の具体的推進のための取組 

 

１．家庭における子ども読書活動の推進 

   子どもの読書習慣は日常生活の中で形成されていくものであり、その発

達に応じた家庭での読書に親しむための働きかけが継続して行われること

が重要です。絵本や物語の読み聞かせのほか、子どもと一緒に同じ本を読

み、本について話をしたりすることなども大切です。また、図書館や書店

へ出向き、身近に本がある環境を作ることも必要です。そして、さまざま

な機関で行われる本や読書に関する行事に積極的に参加することなども、

読書に親しむきっかけづくりとなります。そのためには、最も身近な存在

である保護者が本に関心を持ち、読書に親しむことが重要です。 

 

【現状】 

町立図書館での 10 年間の貸出状況（佐用町立図書館年報から抜粋） （冊） 

  ０歳～６歳  ０歳～６歳 

H24 年度 5,640 H29 年度 5,729 

H25 年度 6,248 H30 年度 6,694 

H26 年度 3,650 R1 年度 5,391 

H27 年度 4,274 R2 年度 4,722 

H28 年度 4,704 R3 年度 5,788 

  

    町立図書館の新規登録者数／のべ利用者数状況         （人） 

  ０歳～６歳  ０歳～６歳 

H24 年度 37／1,010 H29 年度 43／935 

H25 年度 36／958 H30 年度 46／1,111 

H26 年度 32／678 R1 年度 25／905 

H27 年度 42／756 R2 年度 49／828 

H28 年度    52／801 R3 年度 42／978 

 

  全国的に少子高齢化が進むなか、町内の出生数も年々減少しています。図

書館行事への参加者数も減少傾向にありますが、子どもへの本の貸出数はあ

まり変動がありません。ただ、同じ家庭でのリピートが多く、利用者が固定

されている傾向があり、積極的に町の図書館を利用する家庭とまったくしな

い家庭との差が年を追うごとに広がっているように思われます。いかにこの
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差を縮めながら、子どもが本に触れる機会を増やしていくかが課題です。ま

た、近年のＩＴ技術の発達によって、早い段階からスマートフォンなどで画

像に親しむ機会が増えており、これらが子どもの心身の発達に及ぼす影響と

ともに、さらなる活字離れが懸念されます。 

 

 

【それぞれの発達段階で行いたいサポート】 

   乳幼児期（０～５歳くらい）   

・いろいろなものを見て聞いてさわって原体験をふやす 

     ・わらべうたあそびや歌を楽しむ 

     ・絵本の読み聞かせを行う 

 

   幼児期～学童期（５歳～１０歳） 

      ・絵本の読み聞かせを行う 

      ・物語の読み聞かせを行う 

         ＊読む力がまだ不十分な時期であり、読む力に合わせて本を選ぶと 

本の内容が幼く、十分に楽しめません。周りの大人が読み聞かせを 

行うことで、より自分に合った本を楽しむ機会を作るとともに、 

絵本から字の多い物語へ移行しやすくなります。また、長い物語 

への苦手意識を和らげる効果が期待できます。 

 

     学童期～青年期（１０歳～） 

      ・親子で同じ本を読み、作品を共有する 

      ・本の話をする 

         ＊思春期の子どもとのコミュニケーションのひとつとしても有用です。 

 

【今後の取組】 （引き続き、各家庭で取り組んでみましょう。） 

① 書店で本を買ったり、図書館で借りたりして身近に本がある環境を作

る 

② 大人が本を読んでいる姿を子どもに見せる 

③ 絵本や物語の読み聞かせを行う 

④ 親子で同じ本を読み、話をする 
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【使える機関とサービス】2023.3 現在 

町立図書館・図書室 

・妊婦向け利用案内プリント「そうだ！としょかんへいってみよう」 

・おすすめリスト５種（乳幼児おすすめリスト「はじめてのえほん」、 

小学校低学年向け、小学校高学年向け、 

中学生向け、高校生向け） 

・わらべうたとえほんの会（対象：0、1歳児とその保護者） 

・毎週土曜日の絵本の会（対象：子どもと保護者） 

・毎週日曜日のおはなし会（対象：5歳から） 

・ものづくり講座や体験教室、物語の読み聞かせの会 

 

子育て支援センター 

・絵本の読み聞かせやわらべうたあそびの会など 

・ママプラザ主催の２、３歳児向け絵本の会 

 

 

２．地域における子ども読書活動の推進 

 

（１）ママプラザ さよう子育て支援センターにおける推進 

【現状と課題】 

  子育て支援センター内に絵本コーナーを設置し、センターを訪れた親子

がいつでも手に取り、利用できるように整備しています。月に１度、町立

図書館の司書を招き、２、３歳児と保護者を対象に絵本の会を開催し、親

子で絵本を楽しむ時間を設けるとともに、ママプラザだよりを活用して、

町立図書館で行われる０、１歳児と保護者を対象とした「わらべうたとえ

ほんの会」の周知に努めました。しかしながら、新型コロナウィルス感染

症拡大の影響を受けた期間においては、ママプラザの活動自体が休止とな

り、親子が集まる機会が少なくなり、絵本と読み聞かせについて保護者の

方へ働きかける機会も減少しました。 

  今後、０、１歳児とその保護者に対 

して絵本に親しむ機会をどのように設 

けるか、また、家庭での子どもと絵本 

とのかかわりについて、保護者に対し 

ていかに働きかけ、意識づけを行うか 

が課題となります。 
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【今後５ヵ年の取組】 

センター設置絵本の利用促進 継続 

２、３歳児と保護者対象に図書館司書を招き、「絵本の会」

を開催 

継続 

「絵本の会」での読み聞かせと合わせて、本に関わる取り

組みの実施（「私の絵本」作り、家庭でできる本の修理講座など） 

新規 

町立図書館で行われる「わらべうたとえほんの会」を０、

１歳児と保護者対象に周知し、参加を促進 

継続 

月 1 回の「年齢別教室」での絵本の読み聞かせ（全体と親

子単位で）の実施 

新規 

町立図書館リーフレット「はじめてのえほん」などの参考

資料の配布 

新規 

    

さよう子育て支援センター 

(連絡先) 

 〒679-5305  

佐用町長尾 905-9 

Tel.0790-82-0341 

Fax.0790-82-0342 

月～土 9：00～17：00 

 

 

（２）ボランティアにおける推進 

 【現状と課題】 

図書館ボランティアあそばせ隊は、町立図書館のおはなしの部屋で毎週土

曜日に親子を対象としたおはなし会を開催したり、地域からの依頼に応えて

イベントへ出向き、読み聞かせ活動を行ったりしています。町立図書館が実

施する講座や講演、原画展などのサポートも行っています。 

また、隔月で実施する定例会において、町立図書館の司書を講師に招き、

読み聞かせの方法や絵本の研修などスキルの研鑽に取り組んでいます。 

新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受けた期間においては、図書館で

のおはなし会が中止となったり、子どもの来館が少ない日が多くなったりと、

読み聞かせをする機会が減少しました。 
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子どもの来館が減少する中、おはなしの楽しさを分かち合う機会をいかに

持つか、また、ボランティアの仲間をどう増やすかが課題となっています。 

【今後５ヵ年の取組】 

町立図書館で毎週土曜日おはなし会を開催 継続 

地域づくり協議会などのイベントでのおはなし会開催 継続 

町立図書館や各種機関が行う子どもと本の講演会に参加 継続 

他市町のボランティアとの交流と研修 継続 

図書館ボランティアの育成と連携 継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（３）学童保育における推進 

【現状と課題】 

学童保育では、町立図書館の本を職員が定期的に借りに行き、部屋に設

置し、子どもたちが自由に見て楽しめるようにしています。また、新たな

読書への関心を高める機会として、夏休み期間中に、町立図書館の司書を

招き、おはなし会やおすすめの本の紹介や、わらべうたあそびなどを開催

しました。 

担い手の安定的な確保や育成が課題となっています。 

 

【今後５ヵ年の取組】 

町立図書館からの本の貸出、設置 継続 

町立図書館やボランティアにおけるおはなし会や本の紹介 継続 

町立図書館や各種機関が行う子どもと本の講演会に参加 継続 

 

 

 

図書館ボランティア 

あそばせ隊 

(連絡先） 

〒679-5301  

佐用町佐用 2585 番地 

佐用町立図書館内  
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（４）健康増進室における推進 

  【現状と課題】 

母子手帳配布時に、町立図書館の妊婦向け利用案内や佐用町子ども読書

活動推進計画の家庭版を、また、新生児訪問時に、町立図書館作成の乳幼

児へのおすすめ本リストを渡すなど、保護者に対して生活の中への図書館

活用や子どもと絵本の意識付けを行っています。 

 

【今後５ヵ年の取組】 

町立図書館作成「妊婦向け利用案内プリント」と「乳幼児

おすすめリスト」の配布 

継続 

ブックスタート＊１の受け入れ検討 継続 

   ＊１ ブックスタートとは、０歳児検診などの機会に、赤ちゃんと一緒に絵本を開く楽しい体験

を通して、保護者と赤ちゃんが絵本を介して心ふれあうひとときを持つきっかけ作りをす

る活動です。 

  

  

３．園・学校における子ども読書活動の推進 
 

 （１）保育園・幼稚園における推進 

【現状と課題】 

絵本を読むことは、物語の世界を楽しむだけではなく、子どもの心の安

定につながります。園児だけで本を読み、楽しむことは難しく、周りにい

る大人が、いろいろな機会を捉えて読み聞かせを行うことが大切となりま

す。 

保育園、幼稚園では、保育士や教諭が日々の生活の中で、季節や行事な

どを大切にしながら園児への読み聞かせや絵本に親しむ時間を作ってい

ます。また、保育園では、月に一度、町立図書館の司書を招き、4 歳児に

は絵本の読み聞かせの会を、5 歳児にはストーリーテリング＊2 のおはなし

会を持つとともに、図書館から絵本を借り入れ、さまざまな本に触れる機

会を作っています。 

保護者への働きかけとしては、月に一度、園から本の貸し出しを行うと

ともに、月刊絵本の購読を奨励し、活用しています。しかしながら、家庭

によって子どもが本に親しむ機会の差が見られ、その差は大きくなってい

るように見うけられます。そこで、園から町立図書館へ出かけて利用し、 

 ＊2 ストーリーテリングとは、語り手が覚えたお話を、絵などなしで語って聞かせること 
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子どもたちが本を楽しむ機会を増やすとともに、職員が読書研修会などへ

積極的に参加しスキルを向上させつつ、保護者への働きかけが望まれます。 

 

【今後５ヵ年の取組】 

保育士、教諭による絵本の読み聞かせ 継続 

園から家庭への本の貸出 継続 

月刊絵本の購入と活用 継続 

図書館と連携しながら、毎月の読み聞かせや絵本等を配置 継続 

園だよりや各種行事等を通じて保護者への啓発 継続 

園児が読書の楽しみを知るきっかけづくり（町の図書館を

訪問、おはなし会参加、本の貸出体験など） 

拡大 

保育士を対象とした読書研修会等への積極的な参加 拡大 

 

 

 （２）小学校・中学校における推進 

  ①小学校における推進 

【現状と課題】 

町立図書館と連携して、学期ごとに図書館司書による読み聞かせを実施

したり、学期ごとに町立図書館から学校図書室へ借りた本をクラス毎に配

置したりするなど、子どもが本に親しむ機会を作っています。また、クラ

ス貸出を活用して調べ学習に使用するなどし、子どもの読解力、思考力を

磨く学びにつなげています。さらに、２年生の生活科では、町立図書館を

訪れて、図書館の機能を学ぶとともに、子どもが自分で本を選び、借りる

ことで本に親しむ時間を設けています。 

現在、朝学習が増え、一斉に本に親しむ朝読の時間は縮小しました。子

どもたちは、休み時間や給食後などのすきま時間に読んでいる状況です。

学校図書室についても開館時間が業間や昼休みなどの短い時間に限られ、

利用する児童の固定化が見られます。開館時間の拡大や、わかりやすい配

架に、魅力あふれる展示など、子どもと本、読書をつなぐ工夫が求められ

る一方、クラス担任などが兼務で行うには難しく、その役割を助ける学校

司書の配置が望まれるところです。 

近年、校内において IT 化が進み、全児童にタブレット端末が導入され、

授業においてインターネットで調べる機会が増えていきます。ますます子



- 12 - 

 

どもの本への関心が薄くなると懸念されますが、タブレット端末を活用し

ておすすめの本を紹介するなど、それぞれの特性を活かしながら、子ども

と読書を結びつける取組が求められます。 

 

佐用町「確かな学力きらめきプラン」より、第一次計画との対比。   

【問】月に何冊ぐらい本を読みますか（％）  

平成 29 年度（2017） 

 
４冊以上 ２～３冊 １冊程度 

ほとんど読

まない 
無回答 

小２ 
46.8 20.2 14.9 16.0 2.1 

47.9、52.7 20.5、20.9 17.9、15.5 12.8、10.1 0.9、0.8 

小３ 
48.3 24.2 10.8 15.8 0.8 

42.4、54.5 28.8、19.8 14.4、6.6 13.6、19.0 0.8、0.0 

小４ 
41.2 26.3 18.4 14.0 0.0 

41.4、49.6 33.6、30.8 12.5、9.8 11.7、9.8 0.8、0.0 

小５ 
36.2 39.2 11.5 13.1 0.0 

47.1、47.4 34.7、31.0 8.3、10.3 9.9、11.2 0.0、0.0 

※下段は平成 28 年度、平成 27 年度の数値 

                   

 

  令和４年度（2022） 

 
４冊以上 ２～３冊 １冊程度 

ほとんど読

まない 
無回答 

小２ 
50.0 17.4 18.6 14.0 0.0 

58.2、53.8 23.1、22.7 9.9、15.1 6.6、8.4 2.2、0.0 

小３ 
54.7 17.4 9.3 17.4 1.2 

56.0、46.9 22.0、28.1 15.4、12.5 6.6、11.5 0.0、1.0 

小４ 
53.7 20.7 14.6 11.0 0.0 

53.8、43.3 29.1、28.9 9.4、13.4 7.7、14.4 0.0、0.0 

小５ 
41.7 35.7 12.2 10.4 0.0 

52.2、37.0 23.9、41.2 9.8、15.1 14.1、6.7 0.0、0.0 

※下段は令和３年度と令和元年度の数値  

なお、令和 2 年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響により未実施 
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 町立図書館での 10 年の貸出状況（佐用町立図書館年報から抜粋） （冊） 

 7 歳～12 歳  7 歳～12 歳 

H24 年度 11,010 H29 年度 8,813 

H25 年度 12,083 H30 年度 10,804 

H26 年度 12,342 R1 年度 8,128 

H27 年度 11,245 R2 年度 5,606 

H28 年度 10,620 R3 年度 8,260 

 

令和４年度佐用町「確かな学力きらめきプラン」生活・学習意識調査に

よると、小学校２年生～４年生においては、月に４冊以上本を読む子ども

は５割以上あります。また、小学校５年生においても、月に４冊以上、２

～３冊と答えた児童は８割近くあり、読書習慣の定着が見られます。一方、

小学校３年生においては、ほとんど読まないと答えた児童の増加が見られ

ます。また、町立図書館での貸し出し数は、少子化などの要因によって減

少傾向にあります。 

 

【今後５ヵ年の取組】 

① 小学校における推進 

学校図書室の環境の整備 拡大 

学校図書室の利用促進 継続 

生活科（2 年生）における図書館訪問学習 継続 

町立図書館の訪問読み聞かせ（3 年生までは 2 回/年）の実施 継続 

町立図書館のクラス貸出の利用 継続 

学校図書室へ町立図書館から本の借入（学期に１度、年に

３回） 

継続 

夏休みブックリストを配布し、読書の大切さの周知やおす

すめ本を紹介 

継続 
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② 中学校における推進 

【現状と課題】 

多くの中学校で朝の読書時間を設け、一斉に本に親しむ時間を作ってい

ます。休み時間を利用して本を読むなど読書習慣の定着がみられる生徒も

あります。学校図書室の開館・利用については、ほとんどの学校が昼休み

のみ開放で、図書室の場所が生徒の動線上にある学校とそうではない学校

で活用に幅があります。そのため、一部の学校では、渡り廊下など図書室

以外の場所に本を設置し、生徒たちが本に触れる機会を増やしています。    

また、生徒会を中心におすすめの本を紹介する「図書だより」の作成や

おすすめ本コーナーを設置するなど読書の啓発に努めています。 

新型コロナウィルス感染症の拡大を受け、この３年は町立図書館など他

機関と連携した読書活動の推進は難しい状況でした。役割を終えた古い本

の廃棄や新着図書を紹介する展示の工夫などを実施し、生徒にとって魅力

ある環境づくりに取り組んでいますが、生徒にとってより効果的、専門的

な活動を推進するためにも学校司書の配置が望まれるところです。 

タブレット端末が一人一台導入され、インターネットによる調べ学習が

増え、学校図書室を利用する機会は減ってきています。辞書機能の利便性

やマルチメディアコンテンツの再生は生徒の学習に有用である一方で、学

習を目的とした読みでは、紙に比べて文章の読み解きを助けることができ

ず、集中力を維持することが難しいと言われています。デジタルと紙、双

方の特性を活かしながら、いかに子どもの読書習慣を形成するかが課題と

なります。 
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佐用町「確かな学力きらめきプラン」より、第一次計画との対比。 

  【問】月に何冊ぐらい本を読みますか（％）  

    平成 29 年度（2017） 

 
４冊以上 ２～３冊 １冊程度 

ほとんど読

まない 
無回答 

中１ 
14.4 38.1 22.9 24.6 0.0 

18.9、12.3 38.7、42.8 27.9、28.3 14.4、16.7 0.0、0.0 

中２ 
16.2 33.3 36.0 14.4 0.0 

10.6、11.0 28.8、28.8 40.2、42.5 20.5、17.8 0.0、0.0 

※下段は平成 28 年度、平成 27 年度年の数値 

                   

  令和４年度（2022） 

 
４冊以上 ２～３冊 １冊程度 

ほとんど読

まない 
無回答 

中１ 
19.8 22.1 30.2 27.9 0.0 

21.6、19.7 30.6、34.2 28.8、25.6 18.9、20.5 0.0、0.0 

中２ 
10.4 38.7 34.0 16.0 0.0 

14.4、13.3 25.0、32.7 33.7、34.5 26.9、19.5 0.0、0.0 

※下段は令和３年度と令和元年度の数値 

なお、令和 2 年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響により未実施 

 

町立図書館での 10 年の貸出状況（佐用町立図書館年報から抜粋） （冊） 

 13 歳～15 歳  13 歳～15 歳 

H24 年度 1,628 H29 年度 1,120 

H25 年度 1,553 H30 年度 1,247 

H26 年度 1,710 R1 年度 1,320 

H27 年度 1,159 R2 年度   630 

H28 年度 1,162 R3 年度 1,296 

 

令和４年度佐用町「確かな学力きらめきプラン」生活・学習意識調査に

よると、「４冊以上」、「２～３冊」読んでいる生徒は、全体の４～５割をし

めます。一方、「ほとんど読まない」回答した生徒が、平成２９年度調べと

比較すると微増傾向にあります。また、町立図書館での貸し出し数は、新

型コロナウィルス感染症拡大の影響が顕著にみられる令和２年度を除いて
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は、大きな変動は見られません。 

【今後５ヵ年の取組】 

朝の読書活動の実施 継続 

学校図書室の環境の整備ならびに利用推進 拡大 

夏休みブックリストの配布や生徒会作成の冊子に読書の大

切さやおすすめの本の紹介を載せるなど周知 

拡大 

町立図書館との連携による読書活動（訪問読み聞かせ、移

動図書館）の実施 

拡大 

 

 

（３）高等学校における推進 

  【現状と課題】 

図書委員により新着・所蔵図書を「図書だより」に掲載したり、町立図

書館から毎月届く「新着案内」を校内に掲示したりするなど、本への関心

を高める取り組みを行っています。また、家政科で授業の一環として町立

図書館を訪れ、図書館司書から就学前の子どもの絵本や読み聞かせ方につ

いて学ぶとともに、クラス貸出の活用をしています。 

学校図書室は古い本が多く、利用者、貸出数も少なく、学習室としての

使用が主になっている状態です。 

近年の一人一台のタブレット端末の導入により機器を利用したインタ

ーネットでの調べ学習の導入とともに、電子書籍を利用した読書の推進や

町立図書館の団体貸出の利用など、さまざまな方法の活用が考えられます。    

生徒がよりよい情報を読み取る能力を養うとともに、自我の確立や進路

の選択など人生の悩みに向き合う力をつけていくことができるように、そ

の力の育成を助ける読書活動の推進が今後も望まれます。 

 

    町立図書館での 10 年の貸出状況（佐用町立図書館年報から抜粋） （冊） 

 16 歳～18 歳  16 歳～18 歳 

H24 年度 1,575 H29 年度 511 

H25 年度 1,126 H30 年度 424 

H26 年度 1,320 R1 年度 648 

H27 年度  703 R2 年度 715 

H28 年度   842 R3 年度 659 
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１０年前には年度ごとに増減を繰り返していた貸出状況は、平成２７年度 

以降、低数で推移している状況です。 

 

【今後の取組】 

新しい本の情報などを盛り込んだ「図書だより」の発行回

数を増やす（年 2 回以上）  

拡大 

図書館の「新着図書案内」を校内に掲示、町立図書館の利

用促進 

継続 

学校図書室の利用推進 継続 

町立図書館のクラス貸出の利用 継続 

 

 

 

（４）アンケート結果から見えてくる学校の読書活動の現状と課題 

小学校、中学校、高等学校の町内全９校の図書担当教諭から、学校図書  

室の現状と課題についてのアンケート調査を令和４年１１月に実施しまし

た。第１次計画作成時には、小学校は６校でしたが、小学校規模適正化計画

による統廃合により２校減少しています。第１次計画作成時のアンケート調

査結果と比較をして掲載をしています。 

 

 

   上段：令和 ４年 11 月調査数値 

   下段：平成 28 年 12 月調査数値 

 

【問１】学校図書室に司書教諭資格を有する先生はおられますか？ 

 いる いない 

小学校 
１ ３ 

２ ４ 

中学校 
２ ２ 

－ ４ 

高等学校 
－ １ 

１ － 

学校図書室に司書教諭資格を有する教諭は、前回調査時と比較すると中

学校では２校増えています。 
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【問２】学校で読書をする時間を設けていますか？ 

 いる いない 

小学校 
１ ３ 

５ １ 

中学校 
４ － 

４ － 

高等学校 
－ １ 

－ １ 

  読書時間を設定しているのは５校です。朝読の１０分が４校と 

多く、残り１校は週に２回、１５分程度設けています。 

 

【問３】学校図書費は十分足りていると思いますか？ 

    足りている 足りていない 分からない 

小学校 
２ ２ － 

１ ５ ２ 

中学校 
３ １ － 

３ １ － 

高等学校 
１ － － 

－ １ － 

足りている学校は６校です。足りていない学校は３校となってい 

ます。 

 

【問４】学校図書室の形態は？ 

    部屋 廊下 廊下と部屋 

小学校 
４ － － 

４ － ２ 

中学校 
３ － １ 

４ － － 

高等学校 
１ － － 

１ － － 

図書室として仕切られた部屋での設置は８校です。また１校は 

廊下と部屋を利用して本の配置を行っています。 
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【問５】学校図書室の開室時間は？ 

 10 分 15 分 その他 

小学校 

－ ２ ２（20 分、5時間 15 分 ） 

－ ３ 
３（30 分、7時間 15 分、 

7 時間 55 分） 

中学校 
２ １ １（終日、自由に貸出返却可能） 

２ ２ ０ 

高等学校 

－ － 
１（昼休み 45 分、 

    放課後1時間30分） 

－ － 
１（昼休み 40 分、 

放課後1時間10分） 

図書室の開室時間は、学校ごとにまちまちではありますが、多いのは、

昼休みの開室で１０分から２０分となっています。学習で使っている学校

もあります。 

 

【問６】学校図書室を利用している児童・生徒は？ 

 ５～10 人 11～15 人 20 人 30 人 不明 

小学校 
２ － １ － １ 

２ １ １ １ １ 

中学校 
３ １ － － － 

３ １ － － － 

高等学校 
１ － － － － 

－ １ － － － 

１日に図書室を利用している子どもは、小学校、中学校、高等学校 

いずれも５人～１０が多くなっています。 

 

■課題 

１日の図書室開室時間が１０分から２０分の学校が全体の2/3になり

ます。休み時間であれば、トイレや次の授業の準備などで子どもたちが

図書室を訪れる時間を持つことは難しいです。現在も取り組んでいる学

級文庫のさらなる充実と、管理上の問題もありますが、開室時間の拡大

や学習での利用が求められます。 
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 【問７】学校図書室を主に担当しているのは？ 

 正規職員 非常勤職員 その他 

小学校 
２ － ２ 

５ － １ 

中学校 
４ － － 

３ １ － 

高等学校 
１ － － 

１ － － 

図書室の担当は、正規職員が多く配置されています。その他は臨時 

講師、常勤講師等が担当しています。 

 

【問８】子どもたちの読書環境は十分だと思いますか？ 

 十分 不十分 わからない 

小学校 
－ ３ １ 

１ ５ － 

中学校 
１ ３ － 

－ ３ １ 

高等学校 
１ － － 

－ １ － 

 

    ◆「不十分」と思う理由 

     ・児童数に対して図書室が狭い。書架の数が少ない。 

     ・学校図書館を整備する人材不足。 

     ・古い本が多い。 

     ・図書室の場所と開放している時間が限られている。 

     ・図書室の開放時間、開いていても生徒が忙しい。 

     ・蔵書冊数の標準は満たしているものの、かなり古い本が多い。 

    

■課題 

役割を終えている古い本を廃棄し、新しい本を軸とした魅力ある書

架づくり、空間づくりなど子どもたちが本を読みたいと思う図書室づ

くりが必要で、そのためにも人員の配置が求められます。 
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 【問９】子どもたちが本を読むようになるには、どうしたらよいと思います

か？ 

    ・本の読み聞かせや本の紹介（おすすめの本・新しく購入した本）。 

    ・読書の時間の確保。調べ学習の活用。 

    ・興味を持つ本を準備すること。時間に余裕があることも必要だと思 

う。 

    ・生活や学習に関連する本を適した時期にすすめると、関心をもって 

手にする機会が増えると思う。 

    ・興味のある本を紹介する。学校だけではなく、家庭も一緒に協力す 

る。 

    ・朝読で読む時間が確保されれば、読書に触れる時間が増えると思い

ますが、朝読が朝学習になったり、時間的な確保が難しくなってい

るように思います。 

    ・読書の魅力を大人（教師、親）が伝えることが大切だと思います。 

    ・物語にかかわらず、様々なジャンルの本に触れ、自分の好きや関心

のある事の方向性だけでも知ることができれば。 

    ・朝読のように意図的に読書をするための環境の整備。時間・場所。

興味を引きそうな本など。 

    ・人の配置。環境を整える（本の整備・展示方法・おすすめ本の紹介

など）。 

    ・新しい本を充実させる。図書室が過ごしたい場所（魅力的な環境）

になること。 

 

 

 【問 10】図書館と学校図書室との連携を図るためには、どうしたらよいと思

いますか？ 

    ・本の除籍や選書のアドバイスを受けられるとよいと思う。 

    ・読み聞かせの継続。図書室の環境整備のアドバイスがいただけると

ありがたい。 

    ・専任の図書館司書を配置し、児童の実態や発達年齢を考慮した読書

活動につなげる連絡調整を行う。 

    ・訪問読み聞かせや移動図書館を積極的に活用させるところから始め

たい。 

    ・町図書館は常に積極的に関わろうとしてくださっている。学校側が

年間計画（総合教科）の中に、町立図書館との連携を組み入れ、軌

道に乗せていきたい。 



- 22 - 

 

    ・互いに互いの現場の様子を知ることが大事。町立図書館のかたに来

校していただき、生徒の現状や図書室の様子についてアドバイス等

していただけると幸いです。 

    ・対応する人と時間の整備。 

    ・町立図書館の蔵書、新着案内等の情報を知らせていただく。学校で

購入できない本を購入していただく。 

 

 

 

４．町立図書館における子ども読書活動の推進 

 

町立図書館では、児童サービスを図書館サービスの大きな柱の一つと考え、

開館以来、本の選定、収集ならびに子どもと本をつなげる活動を実施してい

ます。現在、児童書は、28,972 冊（2022 年 3 月末現在）あり、図鑑や知識の

本は、科学技術の進化など新しい情報を得られるよう、また、絵本や物語は、

世代を超えて読み継がれる本を軸に一定の水準を超えた本を選書収集するよ

う努めています。各地域の文化会館、センターに設置されている図書室にも

絵本、物語など児童書を配架するとともに、学習スペースも設けています。

発達段階に応じたおはなし会の実施や講座の開催、テーマを決め、いろいろ

な種類の本を１か所に集めて展示する企画展示など、本と子どもをつなぐき

っかけづくりを行っています。 

また、ママプラザや幼保育園・小中高等学校など関係機関と連携、協力し、

子どもの読書活動の推進に取り組んでいます。 

 

  ○町立図書館の子ども読書活動に向けた主な取り組み 

  【乳幼児に向けて】 

   ・妊婦向け利用案内プリント「そうだ！としょかんへいってみよう」と

佐用町子ども読書活動推進計画の家庭版を母子手帳配布時に、また、

乳幼児おすすめリスト「はじめてのえほん」を新生児訪問時に健康福

祉課を通じて配布しています。 

   ・０、１歳児とその保護者を対象に、毎月第１木曜日に「わらべうたと

えほんの会」を実施しています。 

   ・ママプラザと連携し、毎月第 2 木曜日に子育て支援センターへ訪問し、

２、３歳児とその保護者を対象とした「絵本の会」で読み聞かせを行

うとともに、保護者へ読書の大切さを伝えたり、おすすめの本を紹介

しています。 
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   ・町内の保育園（全５園）へ毎月１回訪問し、４歳児には絵本の読み聞

かせを、５歳児にはストーリーテリングを実施するとともに、町立図

書館の本の貸出、入れ替えをしています。 

   ・毎週日曜日におはなし会を開催しています。 

   ・町立図書館に来館している子どもに随時読み聞かせをしています。 

      

  【小学生に向けて】 

   ・毎週日曜日に５歳からと小学３年生からのクラスに分け、ストーリー

テリングのおはなし会を開催しています。 

   ・毎月テーマを決めて館内におすすめ本を展示し、さまざまな本に触れ

る機会を設けています。 

   ・夏休みに、長編ものがたりの読み聞かせ会を設けて、長いお話を一緒

に楽しむ機会を作っています。 

・町立図書館に来る、又は、楽しむきっかけ作りとして、子どもの日や

夏休み、クリスマスなど季節行事として、工作・手芸などのものづく

り講座を開催しています。 

   ・町立図書館に来館している小学生に随時読み聞かせをしています。 

・学期ごとに希望する小学校へ訪問し、ストーリーテリングを主とした

おはなし会を開催しています。また、希望される学校へは、町立図書

館から知識の本や絵本、物語の本を持っていき、おはなし会の後に、

児童が自ら本箱から選んで本を借りることができる時間を設けていま

す。 

・小学校の授業、主に２年生生活科による図書館訪問の受け入れをし、

本の並び方や探し方、借り方、返し方を伝えるとともに、普段入るこ

とのできない書庫やブックポスト＊1 を見学してもらい、町立図書館や

本に関心を持ち、親しむ機会を作っています。 

・学期に一度、学校図書室へ主に絵本、物語の貸出、配本をしています。 

・夏休み前に西播磨図書館連絡協議会で作成したおすすめのブックリス

ト（小学１～３年生向けと４～６年生向け）を、学校を通じて配布し、

夏休み期間中、町立図書館内で該当図書の展示・貸出をしています。 

・秋の読書週間に合わせて、希望する５、６年生のうち２名が町立図書

館の仕事体験をする「小学生一日図書館員」を実施しています。 
  ＊1 ブックポストとは、主に利用者が閉館後や休館日などでも、図書館資料を返却出来る

ように、出入り口の近くに設置された収納箱のこと。 
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【中学生に向けて】 

・夏休み前に西播磨連絡図書館協議会で作成したおすすめのブックリス

ト（中学生向け）を、学校を通じて配布し、夏休み期間中、町立図書

館内で該当図書の展示・貸出をしています。 

   ・ヤングアダルトコーナー＊1 を見直し、新聞、雑誌に、ルポルタージュ

や物語なども加え、展示方法もポップで明るく、楽しいイメージのコ

ーナーへ変更しました。 

・「トライやる・ウィーク」に生徒を受け入れ、町立図書館の仕事体験を

実施しています。 

 

 【高校生に向けて】 

   ・ヤングアダルトコーナーを見直し、新聞、雑誌に、ルポルタージュや

物語なども加え、展示方法もポップで明るく、楽しいイメージのコー

ナーへ変更しました。 

      ・館内での絵本の読み聞かせ研修を実施しています。 

・夏休みに就業体験実習生徒を受け入れ、町立図書館の仕事体験を実施

しています。 

・毎月新着図書案内を学校に配布しています。 

   

  【その他】 

   ・館報「としょかん生活」を発行（奇数月）し、おすすめの本の紹介を

しています。 

   ・新着図書案内を発行（毎月）し、新しく町立図書館に入った本の紹介

をしています。 

   ・学童保育と連携して、夏休みにストーリーテリングなどのおはなし会

や、おすすめの本の紹介をしています。また、わらべうたあそびを実施

して、言葉やリズムの持つ楽しさを体験、共有する時間を設けています。   

 

＊１ ヤングアダルトコーナーとは、 

子どもでも大人でもない青少年 

を対象にした本をあつめた場所 

のことです。 
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  ＜第 1 次計画の成果と課題＞ 

○ 図書館ボランティアとの連携協力 

隔月で開催される定例会へ参加、連絡を密にすると共に、年に一度、

図書館司書が講師となり、絵本の選び方、読み方の研修会を実施しまし

た。また、定例会ごとに図書館司書がボランティアに向け絵本の読み聞

かせをする取り組みを令和 4 年度から開始しました。通常読み手である

ボランティア自身が読んでもらう楽しさの体験を増やし、子どもへの読

み聞かせの糧となるともに、いろいろな絵本を知るきっかけ作りとなる

ことをめざします。 

○ 読書講座、講演会等の開催（一般向け） 

企画した読書研修会が新型コロナウィルス感染症の拡大を受け中止

となりましたが、今後、関係機関と協力しながら実施することをめざし

ます。 

○ 小・中学生及び高校生を対象に本とつなげる講座、講演会等の企画 

小学生向けの講座は開催しました。中学生、高校生に向けた講座、講

演会についても関係機関と協力しながら実施することをめざします。 

○ 小学生一日図書館体験 

令和３年度から秋の読書週間に合わせて実施しました。 

５、６年生の希望者から抽選で決まった２名が体験。図書館や本につい

ての関心や理解の助けとなる機会となりました。 

希望者多数のため受け入れ人数を増やせないかが課題です。 

  〇 ブックスタートの検討 

     保護者と赤ちゃんが絵本を介して心ふれあうひとときを持つきっか

け作りとしては、現在０、１歳児向けの「わらべうたとえほんの会」

とママプラザと連携した２、３歳児向けの「絵本の会」を実施してい

ます。これからも、子育て支援センター、町立図書館へ来館されない

保護者と赤ちゃんへ向けた取り組みが必要で、「ブックスタート」が一

度きりの取り組みとならないよう、継続したきっかけ作りが求められ

ます。 

○ ヤングアダルトコーナーの充実 

ヤングアダルトを対象とした小説をコーナーへ集め、それぞれの本に

対象年齢表示をつけるとともに、ディスプレイも明るく、楽しさが伝わ

るものをめざしました。今後も継続的な取り組みが必要です。 
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○ 電子図書館＊１の利用促進 

広報、館報などで取り組みをお知らせするとともに、来館時や行事開

催時などにチラシの配布を実施しました。今後は、学校を通じて高校生

へチラシを配布したり、利用のデモンストレーションを開催したりする

など、さらなる利用啓発が必要です。 

○ 各図書室の利用促進 

各図書室は、それぞれの地域にくらす子どもにとって、自分で行く事

ができる、より身近な図書館です。明るく、清潔で、立ち寄りやすい場

所で、ある程度の量の本があるよう環境整備を進めるとともに、チラシ、

ポスターなどで、多くの子どもに知らせる事が必要です。 

利用促進、啓発は十分に実施できていません。三日月図書室は、支所

の改築により、文化センターから支所１階の交流センター内に図書コー

ナーとして移設され、机、椅子も一新し、学習コーナーとしての機能が

充実しました。上月、南光図書室については、今後支所、会館やセンタ

ーの改築等が予定されています。  
＊1  電子図書館とは、電子化された本をインターネット上で見たり、借りて読んだりで 

きる図書館のことです。 

 

町立図書館での 10 年の貸出状況（佐用町立図書館年報から抜粋） （冊） 

①小学生 

 7 歳～12 歳  7 歳～12 歳 

H24 年度 11,010  H29 年度 8,813 

H25 年度 12,083  H30 年度 10,804 

H26 年度 12,342 R1 年度 8,128 

H27 年度 11,245 R2 年度 5,606 

H28 年度 10,620 R3 年度 8,260 

 

②中学生 

 13 歳～15 歳  13 歳～15 歳 

H24 年度 1,628  H29 年度 1,120 

H25 年度 1,553  H30 年度 1,247 

H26 年度 1,710  R1 年度 1,320 

H27 年度 1,159  R2 年度   630 

H28 年度 1,162  R3 年度 1,296 
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  ③高校生 

 16 歳～18 歳  16 歳～18 歳 

H24 年度 1,575 H29 年度 511 

H25 年度 1,126 H30 年度 424 

H26 年度 1,320 R1 年度 648 

H27 年度  703 R2 年度 715 

H28 年度   842 R3 年度 659 

 

この１０年間の町立図書館での貸出状況は、新型コロナウィルス感染症

による変動は見られますが、全体的には、少子化などの要因によって減少

傾向にあります。 

特に、中学生、高校生の利用は小学生に比べると少なくなっています。

多読から、冊数を絞った読書へと変化する年齢ですが、図書館を訪れる機

会自体が減っているように見られます。幼少年期から身につけた読書習慣

を定着させるためにも、ブックトーク＊１など本の楽しさを伝える取り組

みや、魅力ある行事を企画、開催するなど、町立図書館へ足を運ぶきっか

け作りが必要です。 

また、町立図書館員各自が、子どもを知り、子どもの本についての知識

を得るなど児童サービスの技術を継続して磨き、子どもの読書相談や調べ

ものに的確に対応して、子どもと本をつなげることが出来るよう努める必

要があります。 

＊1  ブックトークとは、テーマをきめてさまざまな形態の本を紹介することです。 

   

【今後の取組】 

    現在取り組んでいる行事を行いながら、さらなる読書推進を図るため

に次の事に取り組みます。 

    

ボランティア、子育て支援センター、幼保育園、小中高等

学校との連携 

拡大 

保護者や保育士、教諭、子どもと関わりのあるすべての人

を対象とした読書講座、講演会等の開催 

継続 

小・中学生、高校生を対象とした本とつなげる講座、講演

会等の開催 

継続 
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ブックスタートとセカンドブック、サードブック＊２の検討 拡大 

ヤングアダルトコーナーの充実 継続 

電子図書館の利用促進 継続 

各図書室の環境整備並びに利用促進 継続 

児童書の継続した収集と提供 新規 

特別な支援が必要な子どものための資料（さわる絵本や LL ブッ

ク＊３など）の収集と提供 

新規 

見つけやすく、取り出しやすい魅力ある棚づくり 新規 

図書館職員の専門スキルの向上（研修会参加や館内研修など） 新規 

＊２ セカンドブック、サードブックとは、ブックスタート事業のフォローアップを行う取り組

みで、一過性の読書で終わらないよう、取り組みを継続することで読書の大切さを伝える

ものです。 

     ＊３ LL ブックとは、やさしい言葉で分かりやすく書かれた本です。 

 

    

       

    

    

    

    

    

５．関係機関の連携・協力の推進  

 

   子ども読書の推進には、町立図書館・保育園・幼稚園・小中学校・高等

学校などの連携・協力は欠かせません。 

保育士・教諭・図書館職員・ボランティアなどが連携・協力して研修会

を開催し、情報の共有化及び子どもと読書についての知識と理解を深めま

す。また、図書館司書と図書担当教諭との連携を密にし、積極的に子ども

の読書意欲が湧くような取り組みを図ります。 

   すべての機関があらゆる機会を捉えて、子ども読書の大切さや読書環境

整備づくりを町民に周知することが必要です。そして、町全体で子どもの

読書推進を共通認識として捉え、体制を整備することが大切です。 

   本計画は、５年を目途に見直しを行っていきますが、関係機関の読書 

環境や整備状況などを把握するための調整会議等を開催し、状況に応じ計

画の変更などを行っていきます。 
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 第４章 子ども読書活動の啓発・広報の推進 

 

１．「子ども読書の日」などにおける事業の実施 

 「子ども読書活動の推進に関する法律」によって、「国民の間に広く子どもの

読書活動についての関心と理解を深め、子どもが積極的に読書活動を行う意欲

を高める」ために、４月２３日を「子ども読書の日」と定められています。こ

の「子ども読書の日」を広く一般に周知し、子どもの読書推進の啓発に努めま

す。 

また、「子ども読書の日」から５月５日の「こどもの日」までの期間を、強化

週間として関係機関と連携協力し、子どもの読書活動の推進に力を注ぎます。 

 

２．啓発・広報の推進 

 子どもの読書活動を推進するためには、まず、子どもの読書の意義や必要性

を認識してもらうための啓発活動を行い、家庭・学校・地域・関係機関などが

一体的に読書を推進させるネットワーク作りが必要です。一日の生活の中で少

しでも読書時間が持てるような生活実態の確立をめざし、さまざまな場所にお

いて、常日頃から読書推進の周知・啓発に努めます。 

  

（１）町立図書館における啓発・広報 

町立図書館ホームページ、館報「としょかん生活」、広報さよう、さよう

チャンネル、防災行政無線などを活用し、広く町民への周知を図ります。 

館内でのおはなし会、保育園や小学校への訪問読み聞かせ活動、中学校及

び高等学校へのおすすめ本の紹介活動によって、直接子どもたちに読書の大

切さを働きかけます。また、読書講演会などの開催によって、読書の大切さ

や読み聞かせ方などを学習しながら、すそ野を広げていく活動に取り組みま

す。 

 

（２）保育園・幼稚園・小中学校・高等学校などにおける啓発・広報 

   「園だより」や「学級通信」、「学校だより」などにより保護者への啓発や

家庭での読書の推進を図るよう周知します。また、読書講演会などを開催

し、子どもたちや保護者などに読書の大切さについて学習する機会を作り

ます。 

 



 

子どもの読書活動の推進に関する法律 

（平成十三年十二月十二日法律第百五十四号） 

（目的）  

第一条  この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及

び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関す

る必要な事項を定めることにより、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、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。  

（基本理念）  

第二条  子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、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上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべ

ての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことがで

きるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。  

（国の責務）  

第三条  国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書

活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の

実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務

を有する。  

（事業者の努力）  

第五条  事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの

読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努める

ものとする。  

（保護者の役割）  

第六条  父母その他の保護者は、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すものとする。  

（関係機関等との連携強化）   

第七条  国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実

施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他

必要な体制の整備に努めるものとする。  

（子ども読書活動推進基本計画）  

第八条  政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動

推進基本計画」という。）を策定しなければならない。  



 

２  政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に

報告するとともに、公表しなければならない。  

３  前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。  

（都道府県子ども読書活動推進計画等）  

第九条  都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道

府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子

どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活

動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。  

２  市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策

定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推

進計画）を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況

等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての

計画（以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければ

ならない。  

３  都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読

書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。  

４  前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推

進計画の変更について準用する。  

（子ども読書の日）  

第十条  国民の間に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、子ども読書の日を設ける。  

２  子ども読書の日は、四月二十三日とする。  

３  国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう

努めなければならない。  

（財政上の措置等）  

第十一条  国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施す

るため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。  

 

   附 則  

 この法律は、公布の日から施行する。  
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