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仙台市子ども読書活動推進計画（第三次）中間案
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はじめに
仙台市では，平成 16 年 12 月に仙台市子ども読書活動推進計画を策定し，家庭，地域，
学校，図書館など様々な場所，機会において子どもが自由かつ意欲的に読書に親しむこと
ができるよう取組を進めてきました。
この計画を発展継承させた第二次計画の策定を進めていた平成 23 年 3 月，東日本大震災
が発生し，学校図書館や市立図書館など，子ども読書活動に関わる施設も大きな被害を受
けました。同時期に策定作業を進めていた仙台市教育振興基本計画は，内容の見直しを行
ったうえで平成 23 年度内に策定することとなり，
第二次計画についても策定を 1 年延期し，
平成 24 年度から平成 28 年度までの 5 年間を計画期間として平成 24 年 3 月に策定しまし
た。
第二次計画は，平成 16 年 12 月に策定した仙台市子ども読書活動推進計画を引き継ぎな
がら，読書の原点である「楽しさ」に触れつつ，子ども読書活動の推進を通してもたらさ
れる子どもの姿を明示して，子どもの読書活動の推進を図ってきました。
この間，国においても，平成 25 年 5 月に子どもの読書活動の推進に関する第三次基本計
画が閣議決定されました。第三次基本計画では，子どもの読書活動の重要性を再確認する
とともに，社会全体で積極的に環境の整備を推進していくこととされています。
この第三次計画では，第二次計画策定後の社会の変化などを踏まえつつ，これまでの子
どもの読書活動に関する取組を検証し，成果を引き継ぎながら，子どもが人生をより深く
生きる力を身に付けられるよう，子ども読書活動の一層の推進を図っていきます。
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第１章
１

子ども読書活動推進計画（第三次）策定の趣旨と位置付け

子どもの読書活動の意義
子どもの読書活動は，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ために不可欠なものです。
平成 13 年に制定された子どもの読書活動の推進に関する法律を受け，仙台市でも平成
16 年 12 月に仙台市子ども読書活動推進計画を策定し様々な取組を進めてきました。この
間，子ども読書活動に関する法整備も進み，読書の持つ力とその力を育む環境整備の重要
性が広く認識されてきました。
読書が人生に与える影響，果たす役割は大きく，読書を通じて身に付けられるものは多
くあります。読書を通じて，子どもは読解力や想像力，思考力，表現力等を養い，学ぶ楽
しさや知る喜びを体得することができます。また読書は，主体的に社会に関わり社会の形
成に参画していくために必要な知識や教養を身に付ける重要な契機となります。
特に，社会が急激に変化し複雑化していく中で，自ら進んで本を読み，自発的に学ぼう
とする子どもを育てていくことは，子ども自身の将来のために，そして明日の社会の発展
のために欠くことができない極めて重要なことと言えます。
また，東日本大震災後，本や絵本は，不安に直面していた仙台市をはじめとする被災地
の多くの子どもたちの心の拠りどころとなり，生きる希望を与えました。このことは，読
書の持つ力を改めて認識するきっかけともなりました。
子どもたちが自ら本を手に取り読書に親しむことのできる環境づくりがこれまで以上に
重要となっており，その重要性を市民一人ひとりが改めて認識し，家庭，地域，学校，図
書館等が連携し，社会全体で子どもの読書活動を支えていく必要があります。

２

計画の位置づけ
子どもの読書活動の推進に関する法律に基づく市町村子ども読書活動推進計画として，

仙台市子ども読書活動推進計画（第二次）を引き継ぎ，第三次計画として策定します。
第三次計画は，仙台市基本計画及び第 2 期仙台市教育振興基本計画のもとに位置づけら
れ，仙台市図書館振興計画を踏まえて，仙台市全体で子どもの読書活動を推進する計画と
して策定します。
なお，子どもの読書活動推進の取組は，子育て等の分野に関わる様々な部局や施設にお
いて行われていることから，関係部局等への働きかけや相互の連携により，組織横断的な
取組を展開していきます。

３

計画の期間
計画の期間は，平成 29 年度から平成 33 年度までの 5 年間とします。
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第２章
１

子ども読書活動を取り巻く現状と課題

子ども読書活動を取り巻く社会状況

（1）社会全体の状況
平成 17 年に文字・活字文化振興法が成立し，文字・活字文化は，知識及び知恵の継承や
向上，豊かな人間性の涵養，健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであるとさ
れ，その後，子ども読書活動に関する法整備が進みました。
平成 22 年を国民読書年としたことを契機として，読書に関する様々な取組が進められ，
国民の読書推進に関する協力者会議の報告書「人の，地域の，日本の未来を育てる読書環
境の実現のために」
（平成 23 年 9 月）において人材育成や環境整備等に関する提言がなさ
れました。
また，平成 22 年は電子書籍元年と呼ばれ，電子書籍が次々に出版されており，電子媒体
による読書が急速に普及しつつあります。学校教育現場においても，ＩＣＴ環境の整備が
引き続き推進されています。
近年の情報通信技術の発達は，子どもの読書環境にも大きな影響を与える可能性があり，
メディアの多様化が進み情報が氾濫する中で，子どもの活字離れや読書離れを指摘する声
もあります。
平成 24 年には「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」が改正され，図書館の運
営状況について点検・評価を行い，その結果に基づき運営の改善を図ることなどに努める
こととされました。また同年，著作権法の改正が行われ，国立国会図書館において電子化
された所蔵資料のうち，絶版等資料について，図書館等に対してインターネット送信がで
きるようになりました。これに先駆け平成 20 年には図書館法が改正されており，図書館の
事業として学習成果を活用して行う教育活動の機会を提供することなどが定められていま
す。
現在の学習指導要領（平成 23 年度小学校全面実施，平成 24 年度中学校全面実施）にお
いて，読書は「児童生徒の知的活動を増進し，人間形成や情操を養う上で重要」であり，
「多
様な指導の展開を図ることが大切である」とされています。次期学習指導要領（平成 28 年
度末告示見込）では，課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習（いわゆる「ア
クティブ・ラーニング」
）の視点に立った見直しの動きがあります。

（2）仙台市の状況
①読書環境の状況
仙台市においては平成 20 年度以降，市立図書館における指定管理者制度の導入が進んで
います。広瀬図書館は平成 20 年度から，榴岡図書館は平成 24 年度から，若林図書館は平
成 27 年度から指定管理者による管理運営が始まっています。
仙台市社会教育委員の会議の提言「学校と社会教育施設との連携について」（平成 27 年
10 月）では，生涯にわたる読書習慣や教養を身に付けるための，学校と図書館の情報交換
の機会やコーディネート機能の充実など双方の連携の必要性が提言されています。
また，仙台市教育振興基本計画において，今後必要な力，育みたい力として「時代の変

3

資料３
化を受け止め，未来を切り開いていく力」を掲げています。この力はいつの時代にも求め
られる普遍的な力であり，読書によっても培われる力と言えます。
②子どもの読書状況
「子どもの読書活動に関するアンケート
調査」によると，読書が好きかという質問に
対して，仙台市の小学校・中学校・高校とも
に 8 割以上の子どもが「好き」
・
「どちらかと
いうと好き」と答えており，読書が好きな子
が多くいることが分かります。
一方，平成 28 年 5 月の 1 か月の間の読書冊
数は，小学校では 0 冊が 5.9％，1～2 冊が
12.5％，3～5 冊が 24.7％，6～9 冊が 12.1％，
10 冊以上が 44.8％，中学校では 0 冊が 16.5％，
1～2 冊が 42.7％，3～5 冊が 28.4％，6～9 冊
が 3.5％，10 冊以上が 8.9％，高校では 0 冊
が 48.9％，1～2 冊が 35.9％，3～5 冊が 12.6％，
6～9 冊が 1.3％，10 冊以上が 1.3％となって
おり，学校段階が上がるにつれて，読書冊数
が減るとともに 1 か月の間で本を読まない子
どもが増えています。
1 冊も本を読まない理由としては，読み
たいと思わなかったと答えた子どもがどの学
校区分とも 5 割を超えており，本を読まない
詳細な理由としては，読みたかったが読めな
いと答えた子どもでは，小学生は「何を読ん
だらよいかわからなかったから」が 28.6％，
中学生は「勉強・塾・習い事で時間がなかっ
たから」が 36.4％，高校生は「部活等で時間
がなかったから」が一番割合が高くなってい
ます。
読みたいと思わなかったと答えた子どもで
は，小学生は「読まなくてもいいと思ったか
ら」が 25.0％，中学生は「スポーツの方が

平成 28 年度「子どもの読書活動に関するアンケート調査」より

楽しいから」が 30.6％，高校生は「読まな
くていいと思ったから」が 33.3％とそれぞれ割合が高くなっています。また，読みたかっ
たが読めなかった子ども，読みたいと思わなかった子どもに共通して，勉強やスポーツ等
に余暇時間を使っているために，読書をしない子どもが多いことが分かります。
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読みたかったが読めなかった
読んでみたい本がなかったから
何を読んだらよいかわからなかったから
勉強・塾・習い事で時間がなかったから
理
部活等で時間がなかったから
由
図書館が近くになかったから
その他

小学生 中学生 高校生 読みたいと思わなかった
14.3% 18.2% 11.5%
読書はおもしろくないから
28.6%
4.5%
6.9%
読まなくてもいいと思ったから
14.3% 36.4% 35.6%
テレビの方が楽しいから
理
14.3% 27.3% 42.5%
ゲームの方が楽しいから
由
0.0%
4.5%
0.0%
マンガや雑誌の方がおもしろいから
28.5%
9.1%
3.5%
スポーツの方が楽しいから
その他

小学生 中学生 高校生
12.5% 12.2% 11.8%
25.0% 22.4% 33.3%
4.2%
4.1%
6.5%
16.7%
6.1%
2.2%
12.5% 14.3% 11.8%
20.8% 30.6% 12.9%
8.3% 10.3% 21.5%

平成 28 年度「子どもの読書活動に関するアンケート調査」より

平成 27 年度「全国学力・学習状況調査」に
よると，月～金曜日に 1 日当たり 1 時間以上
勉強している子どもは，小学生 62.4％，中学
生 69.0％おり，テレビ等を 2 時間以上見たり，
ゲームを 1 時間以上している子どもも小学
生・中学生とも 50％前後います。また，携帯
電話やスマートフォンでの通話やメール等
を 1 時間以上している子どもは，小学生
13.3％，中学生 42.4％であり，中学生になる
と割合が急増しています。
保護者の読書に対する考え方と子どもの

平成 27 年度「全国学力・学習状況調査」より

考え方を比較すると，保護者の読書の好き嫌いは，子どもの読書に影響を与えており，保
護者が好きなほど，子どもも読書が好きという傾向が，小学校・中学校・高校ともにみら
れます。

平成 28 年度「子どもの読書活動に関するアンケート調査」より
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また，子どもが読書をするように，本のプレゼントや読み聞かせ，子どもを図書館に連
れて行くなどの何らかの働きかけを保護者がしている子どもほど，読書が好きな傾向があ
り，家庭での取組が子どもの読書活動に影響を与えていることが分かります。

平成 28 年度「子どもの読書活動に関するアンケート調査」より
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第三次子ども読書活動推進基本計画について
子ども読書活動の推進に関する法律において，政府は「子どもの読書活動の推進に関す

る基本的な計画」を策定することが定められています。
第二次基本計画（平成 20 年 3 月策定）の期間中において，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様々な取組を行ってきましたが，全国における現状として，
依然として学校段階が進むにつれて子どもの読書離れが顕著になる傾向は改善されていな
いこと，町村では市町村推進計画の策定率が低く，地域によって差が見られること等の課
題が見られました。
平成 25 年 5 月に策定された第三次基本計画は，第二次基本計画における成果や課題等を
検証したうえで，おおむね 5 年（平成 25 年度から平成 29 年度）にわたる施策の基本的方
針と具体的な方策を明らかにするものとなっています。
第三次基本計画では，基本的方針として，
「家庭，地域，学校を通じた社会全体における
取組」，
「子どもの読書活動を支える環境の整備」，
「子どもの読書活動に関する意義の普及」
を掲げています。これらの取組の効果的推進を図るために，関係機関の連携を強化しなが
ら，地域・学校・図書館・民間団体等における推進を図っていくこととしています。
特に子どもの読書離れに関して，第三次基本計画では「不読率」（1 か月間に 1 冊も本を
読まない児童生徒の割合）の改善を目指すこととしています。また，読書の量を増やすこ
とのみでなく，読書の幅を広げ，読書の質を高めていくことが必要であるとしています。
【第三次計画の指標】
① 不読率（1 か月に 1 冊も本を読まない子どもの割合）の改善
H24（現状） H29（指標） H34（参考）
小学生

4.5％

3％以下

2％以下

中学生

16.4％

12％以下

8％以下

高校生

53.2％

40％以下

26％以下

※平成 24 年度からの 10 年間で半減を目指す
② 市町村推進計画の策定率の向上
H23（現状） H29（指標）
市

71％

100％

町村

39％

70％以上
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第三次みやぎ子ども読書活動推進計画について
宮城県では，第三次みやぎ子ども読書活動推進計画を平成 26 年 3 月に策定しました。こ

れは，平成 16 年 3 月に策定した「みやぎ子ども読書活動推進計画」
，平成 21 年 4 月に策
定した「第二次みやぎ子ども読書活動推進計画」を継承する計画とし，これまでの成果や
課題，平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災による影響等を踏まえて策定したものです。
この計画は「みやぎの子どもが，自主的な読書活動を通じて，夢と高い志を持ち，心豊
かでたくしましく生き抜く力を身に付けること」を目指し，
「子どもの読書活動を推進する
意義の理解促進」
，「子どもの読書活動を推進するための読書環境の整備」
，「子どもの読書
活動の習慣化に向けた活動促進」の 3 点を重点施策としています。
計画期間は平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 年間で，県内の子どもの読書活動を積
極的に推進していくこととしています。

４

本市におけるこれまでの取組の成果・課題

（1）基本的方針ごとの取組の成果・課題
第一次計画に引き続き，第二次計画においては，4 つの基本的方針のもとに，13 の重点
施策，6 つの成果指標を掲げ，様々な施策に取り組んできました。
①子どもが読書に親しむ機会の提供の取組における成果と課題
図書館では，おはなし会の実施，子どもの本の展示など様々な行事の実施を通じて，
読書のきっかけづくりとなるような取組をしてきました。また，保育所や児童館におけ
る絵本の読み聞かせや学校での始業前に行われる朝読書は，継続して実施し，広く普及
しました。このほか，図書館ホームページ内に中高生向けのコンテンツを開設したり，
図書館全館にヤングアダルトコーナーを設置するなど，中高生の図書館利用を促進する
ような取組も実施してきました。
このような取組で一定の成果は得られたものの，学校段階が上がるにつれて読書から
遠ざかる傾向は依然としてあり，子どもの発達段階に応じた読書習慣の定着に向けた取
組が引き続き求められています。
②子どもの読書環境の整備・充実の取組における成果と課題
「子供と本の場づくり・関係づくり」をコンセプトに，平成 21 年３月に泉図書館を拡
充する形で開室した子供図書室では，テーマ展示や夏休みの宿題を応援するコーナーの
設置など子どもが興味を持つような展示の工夫や子育て支援施設のびすくと連携したお
はなし会の実施など子供図書室の機能の充実を図りました。また，学校図書館では，総
合的な学習の時間に利用するための一定期間のパソコン設置や資料コーナーの設置をし，
調べ学習に対応した学習・情報センターとしての機能充実や蔵書のデータベース化の推
進に継続的に取り組みました。
ほかに，子どもへの読書の機会の提供と地域の生涯学習の場の支援を目的に学校図書
室を週末に開放する学校図書室開放についても継続的に取り組んできましたが，事業を
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より一層推進するためには，各校の状況やニーズに応じた取組が必要となっています。
③子どもの読書に関する理解の促進の取組における成果と課題
学校では，学校図書館運営に関し活動実践が顕著な事例について，研修会において紹
介するなどして学校間の情報共有を図るとともに，学校での読書活動の取組促進につな
がるよう読書に対する教職員の意識向上に努めました。教職員が，読書の意義や重要性
について理解を深めることは，子どもに対する多様な読書のきっかけづくりにつながる
ため，今後もより一層の教職員の意識と能力の向上が求められています。
また，図書館では乳幼児向けのブックレット「あかちゃんと楽しむはじめての絵本」
を作成し，子育て支援施設のびすくや乳幼児健診において広く配布し，保護者への読書
活動推進のための情報提供に努めました。そのほか，子育て講座やＰＴＡ主催事業，社
会学級などの機会を活用し，家庭での読書の重要性についての広報も実施しました。
乳幼児期から親子で読書の楽しさを体感することの大切さに対する認識を深め，家庭
での読書活動の取組につなげていくためには，このような機会を通じて，保護者の理解
や協力を得ていくことの重要性が増しています。
④家庭，地域，学校，図書館，ボランティアなどの連携・協力の取組における成果と課題
図書館職員が学校を訪問して行うブックトークは，全小学校において実施し，さらに，
ブックトーク後には図書館職員が学校図書館職員などとの情報交換を行っています。学
校図書館の効率的な運営に関して，学校と図書館が連携しながら情報共有を図りました。
また，庁内に「仙台市子ども読書活動推進会議」を設置し，子ども読書活動の推進に関
わる情報を各担当課間で共有し，課題確認をすることで計画の総合的，継続的な推進に
努めました。
家庭，学校，地域施設，ボランティアなど子どもの読書活動には様々な主体が関わっ
ています。より効果的な取組を実施していくためには，子供図書室を中心として各主体
の連携を強化していくことも求められています。
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（2）第二次計画における成果指標と実績
成果指標については，児童書の蔵書冊数や図書館で行っているおはなし会の参加人数
などについては目標が達成できた一方，1 日 30 分以上読書する児童生徒や学校図書館に
月 1 回以上行く児童生徒については，伸びが見られず目標達成が難しいものもありまし
た。
成果指標

平成 22 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

実績

実績

目標

家や図書館でふだん（月～金）1 日に 30 分以上読書

小6

40.2％

39.0％

50.0％

する児童・生徒の割合

中3

31.4％

30.8％

40.0％

昼休みや放課後，学校が休みの日に，学校図書館や

小6

39.4％

38.4％

50.0％

地域の図書館へ月 1 回以上行く児童生徒の割合

中3

21.2％

18.8％

30.0％

市立図書館児童書蔵書冊数（15 歳以下 1 人あたり）

4.8 冊

5.1 冊

5冊

市立図書館児童書貸出冊数（15 歳以下 1 人あたり年間平均）

8.5 冊

9.1 冊

10.5 冊

市立小・中学校の学校図書館貸出冊数

小

32.4 冊

37.3 冊

32 冊（※）

（15 歳以下１人あたりの年間平均）

中

6.2 冊

6.4 冊

9冊

7,947 名

11,965 名

9,500 名

市立図書館おはなし会参加人数

※計画期間中，毎年度 32 冊を目標とする。
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第３章
１

子ども読書活動推進計画（第三次）の目的と基本的方針

計画の目的
（仮）子どもが自ら読書を楽しみ，人生をより深く
生きる力を身に付けることができる読書環境をつくる

第一次計画及び第二次計画を発展継承させ，子どもが読書の楽しさや素晴らしさに触れな
がら，自主的に読書活動に取り組む姿を目指します。
また読書のもたらす様々な力により，子どもが人生をより深く生きる力を身に付けられる
よう，子どもの読書活動を取り巻く多様な主体の連携のもと，社会全体で豊かな読書環境を
つくることを目的とします。

２

基本的方針

（1）子どもが読書に親しむ機会の提供
子どもが読書の楽しさ，大切さを知ることができるよう，家庭，地域，学校等において，
子どもが読書に親しむ機会を幅広く提供していきます。
また，子どもの発達段階に応じた読書支援を行い，子どもが読書を継続的に楽しむこと
のできる力を育てます。

（2）子どもの読書環境の整備・充実
子どもの読書活動の推進を図るため，子どもが興味を抱き，感動をおぼえる良質な本を
身近に整えるなど，子どもが自ら足を運び，本を手に取りやすい読書環境の整備・充実を
図ります。
また，読み聞かせボランティアの養成や活動の支援など，子どもの読書活動を支える人
材の育成に取り組みます。

（3）子どもの読書に関する理解の促進
保護者，教職員，保育士など，子どもの身近にいる大人に対し，児童書や子どもの読書
に関連する活動などの情報を幅広く提供するとともに，広くこの計画の周知を図ることで，
読書の意義や大切さについて啓発活動を行います。
また，子どもだけでなく大人も読書に親しめる環境づくりを通して，子どもの読書活動
に対する理解を深め，社会全体で子どもの読書活動を支える機運を高めます。

（4）家庭，地域，学校，図書館，ボランティアなどの連携・協力
家庭，地域，学校，図書館，ボランティアなど，子どもの読書活動を取り巻く様々な主
体が相互に協力し，連携を図りながら計画を推進します。
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３

成果指標の設定について
子ども読書活動推進計画の目的の達成度を数値で計測することは困難なことですが，第
一次計画及び第二次計画では，目的達成と関連性のある指標について，成果指標を設定し，
計画の推進状況の把握に努めてきました。成果指標は一定の役割を果たし，目標を達成し
た指標もあります。
しかし，子どもの読書活動を推進していくにあたっては，読んだ冊数の増加など，読書
活動の数量的な広がりだけを求めるのではなく，むしろ，子どもたちの感性を磨き，表現
力を高め，創造力を育むことのできるような質の高い読書活動を広めていくことに重点を
置くべきと考えられます。
そこで，活動状況を把握するための成果指標は，第三次計画期間中も継続して達成状況
を調査するとともに，この計画の目的達成に資する取組事例を収集し，計画の成果として
蓄積していきます。また，その中のより良い事例について情報を発信していくことにより，
子どもの読書の幅を広げ，読書の質を高めていくような取組を推進していきます。

仙台市子ども読書活動推進計画（第三次）成果指標

成果指標

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 33 年度

実績

目標

目標

家や図書館でふだん（月～金）1 日に 30 分以上読書

小6

39.0％

50.0％

50.0％

する児童・生徒の割合

中3

30.8％

40.0％

40.0％

昼休みや放課後，学校が休みの日に，学校図書館や地

小6

38.4％

50.0％

50.0％

域の図書館へ月 1 回以上行く児童生徒の割合

中3

18.8％

30.0％

30.0％

市立図書館児童書蔵書冊数（15 歳以下 1 人あたり）

5.1 冊

5冊

5.5 冊

市立図書館児童書貸出冊数（15 歳以下 1 人あたり年間平均）

9.1 冊

10.5 冊

10.5 冊

市立小・中学校の学校図書館貸出冊数

小

37.3 冊

32 冊

32 冊

（15 歳以下１人あたりの年間平均）

中

6.4 冊

9冊

9冊

11,965 名

9,500 名

12,000 名

小

－

－

中

－

－

市立図書館おはなし会参加人数
1 か月に 1 冊も本を読まない子どもの数（不読率）

【参考】
第三次子どもの読書活動推進基本計画の指標
1 か月に 1 冊も本を読まない子どもの割合（不読率）
H24（現状） H29（指標） H34（参考）
小学生

4.5％

3％以下

2％以下

中学生

16.4％

12％以下

8％以下

※平成 24 年度からの 10 年間で半減を目指す
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第４章
１

子ども読書活動の推進のための取組
家庭における読書活動の推進

(1) 施策の方向
子どもが本と出合う最初のきっかけは，保護者や身近な大人が本を読み聞かせるこ
とである場合が多いと考えられます。生涯にわたる人間形成の基礎を築く時期である
乳幼児期に，日常の生活の中で読み聞かせをしてもらうことにより，本に触れる喜び
を体験し，読書の楽しさを知り，読書への興味や関心が引き出され，その後の自主的
な読書活動の原動力となっていきます。
これまでに行われた読書に関する調査では，保護者が読書好きであるほど，その子
どもも本を好きになる傾向が認められています。また，保護者が読み聞かせをしてい
た期間が長い子どもほど，読書が好きで読書冊数も多くなる傾向も認められており，
保護者の読書に対する態度や家庭内での子どもとの関わりが，子どもの読書習慣の形
成に大きく影響すると考えられます。乳幼児期から，読書に親しむきっかけをつくっ
ていくことが，読書好きの子どもを育てていくために有効です。
さらには，絵本の読み聞かせを通じて保護者から言葉を語りかけてもらう温かい経
験が，乳幼児期の親子関係に良い影響を与えることも分かっています。幼い子どもに
とって保護者が自分に向き合い，本を繰り返し読んでくれることは，保護者の愛情を
感じながら読書の楽しさにふれる第一歩であり，また，保護者にとっても本を通じて
子どもとの温かい心のふれあいを持ち，子どもとの心のつながりを深めることができ
る大切な機会となります。
このため，保護者に対して，子どもの読書活動の意義や家庭での読書環境づくりに
関する積極的な情報提供を継続的に行い，子ども読書活動に関する保護者の理解を深
め，家庭での読書の機会の創出につなげていく必要があります。

(2) 推進すべき施策
【重点的な取組】
○乳幼児の保護者向けブックリストの活用促進
○様々な機会を活用した家庭での読書習慣のきっかけづくり
○家族が一緒に読書し，同じ話題を共有する「家読（うちどく）」の推進

ア 家庭における読書活動への理解促進
保護者自身の読書量や読書についての意識，子どもが読書をすることの大切さ
に対する理解は，子どもの読書習慣に大きな影響を与えることから，読書活動に
対する保護者の意識の醸成や理解の促進が重要です。
このため，各区保健福祉センターで実施している両親教室や育児相談等の機会
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を活用して，乳幼児の保護者向けブックリストの配布や読み聞かせ会などを実施
し，乳幼児の保護者に，読み聞かせの楽しみを伝えていきます。
また，就学時健康診断等の機会や，社会学級，ＰＴＡ活動等の保護者が集まる
様々な機会を捉えて，家庭での読書の重要性についての啓発や，家庭での読書の
取り組み方の紹介など日常的な読書活動の推進のための情報提供を積極的に行っ
ていきます。

イ

家庭における読書活動の推進
乳幼児期における読み聞かせや，成長に応じて親子がともに読書をしたりする

ことを通して，親子のふれあいを深めるとともに子どもが本に親しむきっかけを
つくっていくことが大切です。
乳幼児の保護者向けブックリストの活用や読み聞かせ会の開催などにより，保
護者に読み聞かせの楽しみを知ってもらい，まず保護者が子どものために本を手
に取るような機会づくりや，乳幼児に絵本との出会いを届ける機会をつくる方策
の実施を図ります。
また，家庭で家族が一緒に読書をし，同じ話題を共有して感想を伝えあう「家
読（うちどく）」の推進など，親子で読書に親しむ機会づくりなどについて，保護
者への啓発を行います。
さらに，保護者がどこにいても子どもの読書活動に関する情報を入手できるよ
う，ホームページの充実を図ります。
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２

地域における読書活動の推進

(1) 施策の方向
子どもが本に親しむきっかけをつくる役割は，家庭だけでなく地域でも担っていく
必要があります。家庭では読書に親しむ環境づくりや本の数などに限界があり，より
幅広い多層的な取組を推進していくために，地域に求められる役割は大きいと考えら
れます。
地域には保育所，児童館，市民センターなどの施設があり，これらの施設では，子
どもの読書活動推進に関する様々な取組が行われています。また，地域文庫や家庭文
庫，読み聞かせボランティア等，子ども読書活動に関わる多くの市民団体が地域に根
ざした活動を行っています。
保育所では，日常の保育の中での読み聞かせの実施や，図書コーナーの設置，保育
所だより等での絵本の紹介など，子どもが気軽に絵本にふれることができる環境づく
りに取り組んでいます。
児童館では，読み聞かせなどの読書活動を実施したり，図書室において貸出し事業
を実施したりするところも多くあります。
市民センターでは，図書の貸出しや図書ボランティア等の養成・活動支援を行って
います。また，家庭教育に関する講座の中で，読書の重要性についての理解の促進に
努めています。
子育てふれあいプラザは現在市内に 3 館あり，それぞれの施設で絵本のコーナーを
設置したり，おはなし会などの事業に取り組んだりしています。特にのびすく泉中央
は，泉図書館との併設施設であり，泉図書館内にある子供図書室との連携を進めてい
ます。
仙台文学館では，
「こどもの本の部屋」を常設しているほか，夏休みに「こども文学
館えほんのひろば」を開催し，児童書の展示や読み聞かせなどを行っています。
乳幼児を連れた保護者や子どもの生活圏を考え合わせると，徒歩圏内にあることも
多いこれら地域の各施設で，保護者と子どもが気軽に立ち寄りやすく利用しやすい読
書活動の場づくりが重要と考えられます。家族で読書に親しむほかに，家庭から外に
出て，より多くの人とコミュニケーションしながら読書に親しむことで，読書活動の
広がりが期待できるとともに，人とのつながりが深まっていきます。このため，各施
設での子ども読書活動の取組をさらに充実させていきます。
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また，地域で活動する文庫や読み聞かせボランティア等を支援するため，これまで
も図書館の貸出しサービスをはじめ，ボランティア養成講座などの事業に取り組んで
きましたが，今後は，これらの市民団体との連携，地域の施設同士の連携をさらに進
め，子ども読書活動推進の動きを地域全体に広げていく必要があります。

(2) 推進すべき施策
【重点的な取組】
○市民センターにおけるボランティアによる子ども向け事業の充実
○児童館や子育てふれあいプラザなど子育て支援施設における事業の推進

① 読書に親しむ機会の提供
ア

市民センターにおけるボランティアによる子ども向け事業の充実
市民センターにおいては，ボランティアによる読み聞かせ会の実施や「読書ま
つり」の実施など，子どもが読書に親しむ機会の提供に関する事業の一層の充実
を図ります。

イ

保育所における絵本の読み聞かせやおはなしを聞く機会の充実
保育所では，日常の保育の中で絵本，紙芝居などの読み聞かせやおはなしを聞
くなど，乳幼児が本に親しむ機会を多く持っています。このような機会を今後も
計画的に実施していくとともに，子どもがより楽しめるよう絵本の充実を図って
いきます。

ウ

児童館の幼児クラブ等における絵本の読み聞かせ事業の推進
児童館では，乳幼児とその保護者を対象に実施している幼児クラブ等において，
絵本の読み聞かせを実施しています。この取組を今後も継続して実施するととも
に，ボランティア情報等を活用し，絵本の読み聞かせ事業を推進していきます。

エ

子育てふれあいプラザ（のびすく）における絵本の読み聞かせ事業の推
進
のびすく仙台，のびすく泉中央，のびすく長町南において，図書館やボランテ
ィアと連携した絵本の読み聞かせ事業などを推進していくとともに，
絵本の選び
方・楽しみ方などについて啓発事業を行い，子どもが本に親しむ機会を提供して
いきます。

オ

文学館における「こども文学館えほんのひろば」の開催
夏休みに企画展「こども文学館えほんのひろば」を開催し，児童書の展示や読

16

資料３
み聞かせなどの多彩な活動を展開し，親子でお話の世界を楽しむことができるイ
ベントを実施します。
また文学の普及啓発のため，学校と連携しながら学芸員による出前講座を実施
します。

② 読書環境の整備・充実
ア

貸出し事業の推進
保育所においては，
保育所地域子育て支援事業及び保育所地域活動事業等の推
進により，保育所入所児童の家庭や地域への図書貸出しが行われています。今後
も，
より多くの子どもが興味を持つことができるような工夫や年齢に応じた絵本
の充実に努めます。
児童館図書室では，多くの館で図書の貸出し事業を実施していますが，図書館
や市民センターで養成したボランティアに活動してもらうなど，子どもが利用し
やすい環境を今後も整えていきます。
また，地域文庫，家庭文庫の活動を支援するため，図書館の文庫活動への貸出
しを引き続き推進します。さらに，学校図書館を地域に開放する学校図書室等開
放事業について，一層の利用促進のため，地域のボランティアとの連携により実
施校や開放日の拡大を図っていきます。

イ

図書資料等の充実
保育所においては，各保育室，ホール，廊下，玄関等の入り口に図書コーナー
を設置しています。引き続き図書の充実を図るとともに，本の配置場所や配架を
工夫することにより，身近に自然に本がある状況を作り，引き続き子どもが自由
に絵本にふれることができるよう整備していきます。
また，市民センターや児童館の図書室，文学館の「こどもの本の部屋」につい
て，引き続き図書資料の充実に努めていきます。

ウ

ボランティア養成等の推進
市民センターや図書館においては，おはなし会や読み聞かせ会に携わったり，
図書の整理などを行ったりするボランティアの養成を引き続き推進していきま
す。ボランティアに興味を持ってもらうため，中高生を対象とした講座の実施も
行っていきます。
また，ボランティアのスキルアップ（技術の向上）を図るため，必要な技術や
知識を習得する場の提供にも取り組んでいきます。ボランティアの養成にあたっ
ては，市民センター，児童館，図書館などの連携による事業展開も図っていきま
す。
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エ

研修の実施
子どもの読書活動を推進するためには，本と子どもを結びつける人材の育成が
大変重要です。
子どもとふれあう機会の多い児童館職員や保育士などには子ども
と本の橋渡しの役目が求められているといえます。
日常的な会議等を活用し，読書の意義等について職員間で共通理解が持てるよ
う努めます。また，保育士の新任職員研修，勤続年数や役職に応じて行われる研
修等においてスキルアップや情報交換等のための研修などを実施するよう努め
ていきます。

③ 読書に関する理解の促進
ア

保育所による情報提供・啓発
保育所は，保護者に直接働きかけることができる場であることから，保育所だ
より等の発行や，保育参観，懇談会等の機会を通じて，絵本の楽しさや読み聞か
せの大切さについて保護者に対し継続的に啓発を行っていきます。また，保育の
中での読み聞かせの様子や，家庭での読書の状況について，保護者との情報共有
を図り，効果的な読書活動につなげていきます。

イ

市民センター事業を活用した啓発
市民センターでは数多くの事業を展開していますが，その中でボランティアに
よるおはなし会の実施や子育て世代の保護者に向けた読書活動に関する啓発事
業などに取り組んでいきます。
また，読書活動に関する様々な情報の収集を図り，随時情報提供を行っていく
など，子どもに限らず，大人も視野に入れた啓発活動を行っていきます。
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３

学校における読書活動の推進

(1) 施策の方向
子どもたちの読書離れが課題とされる中で，子どもの読書習慣を形成していく場と
して学校は大きな役割を担っています。子どもが生涯にわたって，読書を楽しむ習慣
を形成するためには，学校において，子どもが自由に読書を親しみ，読書の幅を広げ
ていくことができるような環境を整備し，発達段階に応じた適切な支援を行うことが
求められています。
また，学校図書館については，平成 26 年度の学校図書館法の改正により，12 学級
以上の学校だけでなく，11 学級以下の学校においても司書教諭を配置するよう努める
こと，学校図書館の職務に従事する学校司書を置くよう努めることとされ，学校図書
館の運営の改善・向上を図り，児童生徒及び教員による学校図書館の利活用の一層の
促進を図るよう求められています。
従来から学校において，読書活動は，国語科をはじめとする各教科の学習や，総合
的な学習の時間における調べ学習などで取り入れられており，教科等以外でも，読書
の時間や読書まつり等の全校一斉の読書活動が市立小・中学校ともほとんどの学校で
実施されています。特に朝読書の取組は，子どもたちが本に親しむ機会として定着し
ています。
また，学校図書館では，全ての市立小・中学校に司書教諭を配置し，学校司書の役
割を担う学校図書事務員を，平成 14 年度から全市立小・中学校に配置しています。こ
の学校図書事務員は週５日勤務の２人体制であり，長期休業中も開館できる体制を整
えています。
学校図書館の運営には，保護者や地域住民ボランティアとの連携を図った取組も進
められており，小学校では，読み聞かせボランティアの協力を得ている学校も増えて
います。
現行の学習指導要領では，教育課程実施に当たっての配慮事項として，読書は，
「児
童生徒の知的活動を増進し，人間形成や情操を養う上で重要であり，児童生徒の望ま
しい読書習慣の形成を図るため，学校の教育活動全体を通じ，多様な指導の展開を図
ることが大切である。このような観点に立って，各教科等において学校図書館を計画
的に活用した教育活動の展開に一層つとめることが大切である。」としています。
また，次期学習指導要領では，主体的・対話的で深い学びの実現のため「アクティ
ブ・ラーニング」による授業改善の視点が検討されており，読書活動を通したアクテ
ィブ・ラーニング実践の可能性もあります。
今後は，これらの学習指導要領の趣旨も踏まえ，学校における読書活動を推進して
いく必要があります。
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(2) 推進すべき施策
【重点的な取組】
○「調べ学習」に対応した学習・情報センターとしての学校図書館の機能の
充実
○学校図書館運営・授業実践の優れた事例の紹介
○教職員の意識・スキル向上

① 読書に親しむ機会の提供
ア

計画的，継続的な指導の充実
学校図書館の利活用を一層深めていくために，学校経営における学校図書館の
位置づけを明確にするなど，読書活動を全校的に展開できる校内体制づくりを進
めることが必要です。そのうえで，学校全体として子どもが本と親しむ機会を設
け，読書習慣づくり，読書力の向上に取り組んでいくことが大切です。
そのためには，各学校における教育活動全体の中で計画的，継続的に指導する
ことが必要であり，図書館教育の年間指導計画の内容について，より一層の充実
に努めるとともに，授業での多様な読書活動の展開ができるよう各教科，総合的
な学習，学級活動等の年間計画において，学校図書館の利用を明確に位置づけた
教育課程の編成を推進していきます。

イ

全校一斉の読書活動の取組の推進
読書活動に学校全体として取り組むことは，子どもたちの読書に対する興味関
心を喚起するだけではなく，教職員の読書に対する課題意識の向上という点から
も大切です。
全校一斉の読書活動には，授業時や休憩時等に行われる「読書の時間」などの
読書活動，あるいは「子ども読書の日」にちなんだ様々な取組やイベント，「秋
の読書週間」や「読書まつり」などにおける読書活動があります。中でも，始業
前に行われる「朝読書」は，継続的な実施により定着してきており，朝落着いた
雰囲気で一日の学校生活を始められることなどの効果もあることから，より一層
の推進を図っていきます。

ウ

多様な表現活動の推進
読書感想文を強く子どもに求めることは，読書嫌いを生むことにつながるおそ
れがあります。しかし，読後に自分の内面を振り返ることは，自己を見つめ直す
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ことや，心を豊かにすることにつながります。また，自分が感じたことを友達と
話し合うことは楽しみを共有するとともに，
一つの作品でも多様な読み方ができ
ることを感じることにつながります。
楽しく表現活動に取り組ませるには，無理に長い文章を求めるのではなく，児
童生徒の実態に応じた多様な表現形態を取り入れることが大切です。例えば，読
書感想画，読書郵便，読書新聞，絵本づくり，続き話づくり，劇づくり，カルタ
づくり，読書クイズづくりなどの手法を利用することにより，読後の多様な表現
活動の充実を図ります。

エ

多様な読書活動の推進
表現活動だけでなく，多様な読書活動を推進することは，子どもたちの読書の
幅を広げることにつながります。読書の入門期にあたる児童や自力読みに移行す
る時期の児童にとって，
読み聞かせ等の活動は読書好きになる大変有効な機会と
なります。
そのために，読み聞かせや，ストーリーテリング（素話），ブックトーク，ビ
ブリオバトル，テーマ読書，あるいは教科・総合的な学習の時間における調べ学
習など，幅広い様々な読書活動への取組を推進します。
また，教育センターや図書館における学校図書館担当者等の研修会の充実を図
り，教職員の指導力向上を図ります。

オ

図書の紹介や読書量などのめやすの設定の工夫
子どもにとって教師から本を薦められることは，読書意欲の向上につながりま
す。また，子ども同士で共通の本を読み，感想を交換しあったり，同じテーマで
読み深めたりする活動を展開することにより，子どもは読書の楽しみや読みの深
さを味わうことができます。子ども同士で読んだ本の感想を紹介するなど，子ど
もたちが共有・共感し合える読書活動の充実を図ります。
さらに，教師が必読書や推薦図書を選定したり，読書記録や目標設定について，
読書ノートの活用や読書マラソンというような形で読書記録の仕方を工夫した
り，奨励したりすることにより，子どもの読書意欲を高めることができます。こ
れらについては，学校図書館研究部会や学校訪問等において，様々な取組の充実
を促していきます。

② 読書環境の整備・充実
ア

学校図書館の環境整備の工夫
子どもが自由に読書を楽しみ，読書に親しむことを習慣化するためには，学校
図書館を子どもにとって居心地のよい空間にしていくことが大切です。
そのために，移動型机を配置したり，新刊本などの図書の紹介の仕方や学校図
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書館内外の掲示，
子どもたちが利用しやすい図書の配架や室内レイアウト等を工
夫したりするなど，各学校の創意工夫による様々な取組を推進するとともに，特
色のある取組をしている学校に対して，
図書費の重点配分を行うなどより一層の
支援をしていきます。
また，図書館と学校間での図書資料の効率的な配送システムの構築を検討する
など，図書資料の流通を促す取組を拡充することで，子どもが様々な本に出会え
る機会を増やします。
さらに，調べ学習のための資料コーナーを設置したり，インターネット検索の
ためにパソコンを複数台用意したりするなど，学習・情報センターとしての環境
整備により一層努めていきます。

イ

学級文庫等の運営の工夫
学校図書館のみならず，学校全体が子どもたちの知的好奇心を高めるような環
境を作っていくことが大切であり，学級文庫や学年文庫，図書コーナー，保健室
文庫，机の中文庫など，学校のスペースをうまく利用し，子どもが気軽に本を手
に取れるような環境を整えていきます。
また，蔵書の工夫などにより，子どもたちの興味・関心を高めていくような学
級文庫等の運営に努めます。

ウ

蔵書整備の充実と工夫
仙台市の学校図書館の蔵書数は所定の水準を満たしていますが，より一層充実
した蔵書等の整備が必要です。蔵書整備にあたっては，情報が新鮮で利用価値の
ある図書資料の提供が必要となるため，購入と廃棄のバランスを確認しながら，
利用価値が失われた図書の廃棄を適宜行うよう取組みます。
図書資料を購入する際には，図書選定委員会を設置し，司書教諭（図書主任）
を中心に学校図書館整備・図書購入計画を立てるのが一般的です。その際には，
司書教諭や学校図書事務員の図書に関する豊富な知識を生かすとともに，学校図
書館の前にリクエストボックスを設置したり，子どもも図書展示会に参加させた
りするなど，子どもの希望をできるだけ反映し，子どもが読みたくなるような本
を揃えることに配慮します。
また，書籍以外のパンフレットやリーフレット，小冊子，チラシ等の資料につ
いても，
全教職員あるいは PTA と協力しながら集めるなどして充実した資料整備
に努めます。

エ

障害のある子どもへの支援
障害のある子どもが，豊かな読書活動を体験できるような工夫をすることが大
切です。例えば，担任教師と一緒に絵本を読んだり，交流学習での読み聞かせに
参加したりするなど，様々な形で読書に取り組むことができるように努めます。
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また，図書館の貸出サービスの利用などにより，点字絵本，さわる絵本，大活
字本など様々な角度から児童生徒が触れられる本など一人一人に応じた選書を
し，子どもが興味・関心を持って読むことができるような蔵書整備に努めます。

オ

学校図書館の情報化の推進
学校図書館には，子どもの想像力を培い，学習に対する興味・関心を呼び起こ
し，豊かな心をはぐくむ読書センターとしての機能だけでなく，自発的，主体的
な学習活動を支援し，教育課程の展開に寄与する学習・情報センターとしての機
能を持たせることが必要です。
そのために，学校図書館における調べ学習等を積極的に進めるとともに，学校
図書館と図書館との連携を推進します。
また，蔵書情報や学習資料等のデータベース化を進め，蔵書管理や図書の貸出
しの簡略化，貸出数などの各種統計資料への活用，地域住民への情報発信等に取
り組むことにより，
読書活動の推進及び開かれた学校図書館づくりを推進します。

カ

学校図書館の地域開放の推進
学校図書館を，子どもの読書の機会の拡充や地域の生涯学習の場として活用す
るためには，地域のボランティアの協力を得ながら，地域に開放していくことが
求められています。学校図書室等開放事業について，長期休業期間中における開
放の可能性を検討するなど，より一層の利用促進に向けて事業を推進していきま
す。

キ

ボランティアの受け入れ
学校図書館を効果的に運営し，また，読み聞かせやおはなし会など多様な読書
活動を推進していくためには，保護者や地域のボランティアによる読み聞かせ，
蔵書の配架・整理などの協力をこれまで以上に得ることが必要です。今後も多く
のボランティアが活動できるよう受入体制を整えていきます。

ク

司書教諭及び学校図書事務員の活動の推進
図書資料の選択・収集・提供のほか，学校図書館を活用した教育活動の企画の
実施，教育課程の編成に関する教職員への助言等にあたる司書教諭が，学校図書
館運営に十分な役割を果たすことができるよう，
校内において司書教諭の役割に
ついてより一層の理解を図るとともに，教職員の協力体制の構築や校務分掌上の
配慮等に努めます。
また，図書館の環境整備，図書の貸出し・返却，軽易なレファレンスサービス
等を行う学校図書事務員について，実務能力のスキルアップを図るため，研修会
や情報交換の機会の充実を図ります。
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よりよい学校図書館運営を目指し，司書教諭と学校図書事務員が連携・協力を
して，
学校図書館のさらなる活用を実現できるよう研修機会や体制を整備します。

ケ

教職員の意識と能力の向上
子どもの読書活動を推進していくためには，子どもに関わる全教職員が，読書
の意義や重要性について理解を深めることが極めて大切です。
司書教諭，学校図書事務員のみならず，校長や教頭，一般の教職員についても，
読書指導に関する意識と能力の向上を図ることが必要であり，各種の教職員研修
の中で読書教育に関する内容を取り上げるようにするなど，研修機会を充実させ
ます。
また,図書委員会などの児童生徒の自主的な活動の促進や，地域のボランティ
アとの連携などを含め，
学校における子どもの読書活動を総合的に推進できる体
制を構築します。

③ 読書に関する理解の促進
ア

学校図書館運営事例の情報提供
学校図書館の運営や環境づくり等において特色のある取組を実施している学
校の例を紹介し，他校の参考となるように情報を提供していきます。
また，学校図書館運営に関するガイドブックの利用や子どもの読書活動に関す
る実態などの情報を提供し，読書活動の推進に役立てます。

イ

学校だよりや図書館だよりを活用した保護者への情報提供・啓発
学校だよりや図書館だより，広報誌等の活用，あるいは保護者会等の場を通じ
て読書活動について広報し，保護者の読書に対する意識の向上を図ります。また，
保護者に対してボランティアの協力を要請するなどし，子どもの読書活動を保護
者と協働で推進します。
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４

図書館における読書活動の推進

(1) 施策の方向
図書館においては，子どもの読書年齢に応じた図書サービスの提供に努め，平成 15
年度に，幼児，小学校低学年，小学校中・高学年のそれぞれを対象とした本の紹介冊
子「こどものための読書案内―本の森へ―」を作成し，市内の小・中学校に配布しま
した。また，平成 16 年度には，乳幼児向けの絵本・紙芝居を 50 冊紹介した小冊子「あ
かちゃんの絵本」を作成し，市の関係機関において配布したほか，平成 28 年度には改
訂版を作成しました。配布に合わせ，両親学級，育児相談など様々な機会を捉えた啓
発活動にも取り組んでいきます。
乳幼児向けのおはなし会の参加者も着実に増加しており，乳幼児期からの読書の重
要性への理解が定着しつつあります。平成 21 年 3 月，
「子供と本の場づくり・関係づ
くり」をコンセプトに泉図書館内に開室した子供図書室を拠点に，今後も乳幼児から
大人までを対象とした子ども読書活動推進事業を展開します。
また，家庭・地域・学校などとの連携による子ども読書活動推進にも力を入れて取
り組んでおり，特に学校との連携では，平成 21 年度から全ての小学４年生を対象に，
図書館職員が学校を訪問して行うブックトークを実施しています。
一方，図書館の利用者は小学生以下と成人がその大半を占め，中学生，高校生の図
書館離れが顕著になっている中，ヤングアダルト世代を対象とした「ＹＡ中高生のペ
ージ」を図書館ホームページ内に開設し，中高生自らが選んだおすすめ本を紹介する
とともに，様々な悩みを抱える中高生たちへ図書館からのメッセージを伝えるなど，
引き続きヤングアダルト世代が図書館を身近に感じられるサービスを進めています。
東日本大震災から 6 年が過ぎ，震災後に生まれた子供たちは学齢期に入り，小学生
だった子どもたちは思春期を迎えています。図書館では，
「３．１１震災文庫」をはじ
め震災に関する幅広い資料の収集を進めており，引き続き防災・減災に資する資料収
集に取り組んでいくとともに，その資料を活用し次世代を担う子どもたちと震災の記
憶を共有し，地域の歴史として継承していくことが重要となっています。

(2) 推進すべき施策
【重点的な取組】
○家庭，地域，学校との協働による家庭での読書習慣のきっかけづくり
○小学生，中学生，高校生などへの年齢層に応じた読書支援
○ヤングアダルト世代への読書支援
○子供図書室の機能の充実
○障害のある子どもの読書を助ける資料の収集と貸出の充実
○乳幼児の保護者向けパンフレットの活用促進（再掲）
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① 読書に親しむ機会の提供
ア

おはなし会，参加型行事等の実施
子どもにとって，おはなし会や読み聞かせ等は，本の楽しさを体感するうえで
非常に効果があり，
こうした機会を充実させていくことが読書好きの子どもを育
てることに大きく寄与します。図書館では，子どもが本に親しみを持てるよう乳
幼児から小学生まで年齢別の各種おはなし会や読み聞かせなどを引き続き開催
していくほか，地域の施設などに出向いてのおはなし会なども実施していきます。
また，手話付おはなし会等障害のある子どもも楽しめる行事を開催します。
さらに，小学生を対象とした図書館の仕事体験やバックヤードツアーの実施や，
中高生の図書館サポーターによる自主企画への取り組みなど，
図書館の利用促進
につながる機会を提供します。

イ

児童書のテーマ別展示会等の開催
子どもが豊富な図書の中から新しい一冊に出会ったり，読書の楽しみを広げた
りすることができるよう，各図書館ごとに児童書のテーマ別展示会を開催するほ
か，秋の子ども読書フェスティバルでは，全館共通のテーマで特別展示会を開催
し，ブックリストも配布します。

ウ

妊娠期の親や乳幼児とその親に対する読書支援
０歳から読書に親しむ機会を提供するため，
子どもが本に出会うことの大切さ
を伝えながら，乳幼児向けの絵本を紹介するパンフレット「あかちゃんと楽しむ
はじめての絵本」について内容を更新のうえ継続発行し，引き続き健診時等に保
護者に配布するほか，配布時に読み聞かせ会や情報提供を行うなど取組みの強化
を図ります。さらに，乳幼児の保護者が訪れる施設や医療機関などにも配布先を
拡大します。
また，乳幼児期から本に親しみ，本の読み聞かせを通じて親子のふれあいを深
めるきっかけをつくるため，ボランティアと協働で乳幼児向けおはなし会や赤ち
ゃんと楽しむ絵本とわらべうたの会などを引き続き開催します。

エ

小学生，中学生，高校生などへの年齢層に応じた読書支援
より多くの子どもたちが図書館に興味を持ち来館してもらえるよう，小学校，
中学校，高校の新１年生全員に，学校を通して図書館利用案内を配布します。
また，図書館ホームページの「こどものページ」を小学生が楽しめる内容に更
新するとともに，「ＹＡ中高生のページ」を中高生にとってより魅力的な内容に
更新します。
特に図書館の利用が少ないヤングアダルト世代にアピールするため，
「ＹＡ通
信」
等中高生に向けた図書館だよりやおすすめ資料紹介のパンフレットを発行す
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るとともに，中学生，高校生の図書館サポーターを募集し，同世代に向けた情報
の発信などに取り組みます。

② 読書環境の整備・充実
ア

図書館資料の充実と読書環境の整備
図書館では，現在約 60 万冊の児童書を有していますが，今後も豊富で多様な
図書資料を学校をはじめ関係機関と協力しながら整備していくとともに，乳幼児
期に家庭での読み聞かせ等で培われた読書習慣を継続するために，読書量が落ち
る小学校高学年から中学生，高校生までを対象とする蔵書の充実を図ります。
また，子どもの読書意欲を高めるため，図書館サポーターとの協働による書架
づくりやリストづくりなどを進めます。また中高生のおすすめ図書投稿ボックス
の設置やおすすめ本の紹介展示等を実施するなど，各図書館の実情を考慮しなが
ら読書環境を整えていきます。併せて，読書通帳など新たな図書館利用のきっか
けとなり読書継続の励みとなる方策について検討します。
読書がもたらす楽しい時間や心の安らぎ等は震災からの心の復興にもつなが
ると考えられます。
震災後 6 年が経過しましたが，
子どもの状況は一様ではなく，
時間とともに変化をしていくことから，子どもに丁寧に向き合う姿勢を大切にし，
長期的な視点で取り組んでいきます。

イ

図書館と学校の連携事業の推進
小学生，中学生にとって，日常の読書活動の場は，学校や家庭である場合が多
いことから，図書館が学校や家庭に読書に関する情報を提供することにより，休
日や学校の長期休業の時に図書館をより身近に利用できるようにします。
子どもの自ら学ぶ力や情報化社会への対応能力を育むため，施設や催し物の案
内，季刊紙「ブックツリー（ＢＯＯＫ ＴＲＥＥ）
」等による読書案内などの図書
館情報を今後も継続的に提供していくとともに，
学校における問題解決的な学習
や探求的な学習等に資するため，レファレンスサービスや来館した子どもへの学
習活動支援を一層充実させていきます。
また，図書館から学校等への図書貸出しを強化し，「朝読パック」をはじめ多
様なテーマによる貸出用パーケージを提供できるようにするとともに，より利用
しやすい資料配送の方法について検討します。さらに，学校や地域のボランティ
アとの協働による学校でのブックトークの充実を図るほか，
司書教諭と図書館ス
タッフとの継続的な情報交換などを通じ，総合的な読書活動の支援を行います。
震災後，選書やブックトークのテーマ選定にあたっては，不安を抱える子ども
たちの心のケアといった視点を取り入れてきました。今後も学校と連携し，子ど
もの成長に寄り添いながら，地域の歴史を継承するとともに，震災を踏まえての
防災・減災教育をテーマとする取り組みを進めていきます。
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ウ

文庫や読み聞かせなどのボランティアや市民団体との協働
おはなし会や読み聞かせ等に子どもが参加する機会を充実させていくために
は，地域文庫や家庭文庫，読み聞かせなどのボランティアをはじめ様々な市民団
体の協力を得ることが必要です。
おはなしボランティアや拡大写本，図書整理などの図書ボランティアの養成講
座を実施し，
子どもと本をつなぐボランティアの養成に引き続き取り組むととも
に，活動中のボランティアや民間団体の相互交流の促進を図ります。また技術向
上のためのスキルアップ講座を開催するほか，
図書館職員が活動に関する相談に
応じるなど，活動の活性化に向けた支援を行います。
また，ボランティアや市民団体の活動の場を，学校や児童館，市民センターな
ど，図書館以外の場所にも広げていくことが望まれます。新たな活動の場を求め
るボランティアや市民団体の情報を図書館から積極的に発信するとともに，ボラ
ンティアの受け入れを希望する施設に対し，
読み聞かせやおはなし会を協働で実
施するために必要な技術や知識などに関する情報を提供します。
さらに，地域文庫，家庭文庫への貸出しを推進するとともに，文庫等のボラン
ティア活動状況を広く紹介するなど情報提供にも力を入れていきます。

エ

家庭や地域の施設への支援
保護者からの子どもの本の選び方や読み聞かせなどの相談に応じるとともに，
市民センターや児童館からの相談にも対応し，施設の蔵書の不足を補うために除
籍後の有効活用資料の提供等を行います。また年齢に応じた利用しやすい子ども
読書パッケージの充実を図り，貸出支援を強化するほか，施設職員への各種研修
を実施します。

オ

障害のある子どもへのサービスの充実
障害のある子どもの豊かな読書活動をサポートするため，点字付き絵本など読
書を助ける資料の収集等を行うとともに，積極的な広報に努め，関係機関とも連
携しながら，情報提供や特別支援学校への資料の貸出しなどに取り組みます。
図書館におけるバリアフリータイムや障がいがある子どもたちも楽しめる行
事を検討のうえ実施します。

カ

日本語を母語にしない子どもに対するサービスの充実
仙台市には，数多くの留学生をはじめ，様々な分野で活動する外国籍の市民が
家族とともに生活しています。そうした家庭の子どもにとって，ことばや文化の
違う異国での生活の中で健やかに成長していくために，母語で書かれた本とのふ
れあいは，重要な役割を果たすものと考えられます。図書館では，国際センター
等関係施設と連携を図りながら，外国語資料の収集と提供を推進していきます。
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また，外国語の利用案内の作成など，外国籍の子どもや保護者が図書館を利用
する際のバリアフリー化に取り組みます。

キ

情報提供機能の充実
図書館は，子どもが本にふれる最適な環境のひとつですが，近年の高度情報化
社会の推進に伴い，本を楽しむ場としての機能だけではなく，資料センター・情
報センターとしての役割がさらに期待されています。読書活動を推進していくう
えで，子ども自らが図書館へ足を運ぶことは大きな意味を持ちます。より多くの
子どもたちが図書館に興味を持ち来館してもらえるよう，小学校，中学校，高校
の新１年生全員に，学校を通して図書館利用案内の配布を行うほか，図書館ホー
ムページ内の「こどものページ」を小学生が楽しめる内容に更新するとともに，
「ＹＡ中高生のページ」
を中高生にとってより魅力的となるよう内容の充実を図
ります。
「ＹＡ通信」
等中高生に向けた図書館だよりやおすすめ資料紹介のパンフレッ
トを発行し，同世代に向けた情報の発信にも取り組みます。

③ 読書に関する理解の促進
ア

児童書の展示
児童書コーナーにおいて児童書のテーマ別の展示会を開催するとともに，子ど
も読書の日や夏休みに子どもの本の展示会等を開催するなど，
子ども図書室と各
図書館が連携しながら，子どもや保護者に対し，読書に関する情報を提供し，理
解の促進を図ります。

イ

子どもの本の紹介紙の発行・活用
各図書館で発行している新着図書案内，図書だよりを各区内の小・中学校に配
布し，その活用を促進します。
「ブックツリー（ＢＯＯＫ ＴＲＥＥ）
」を図書館のホームページに掲載すると
ともに，市内の小・中学校に配布している「こどものための読書案内―本の森へ
―」の学校図書館でのさらなる活用を呼びかけていきます。

ウ

乳幼児の保護者向けブックリストの活用促進
乳幼児期の読み聞かせは，その後の読書活動にプラスに作用すると考えられる
ことから，
読み聞かせの重要性について保護者の理解を深めていく取組が必要で
す。
乳幼児の保護者に家庭での読み聞かせの実施を呼びかけるとともに，
保護者が
絵本を選ぶ際の参考となるブックリストを毎年発行し，乳幼児が集まる施設等に
おいて配布するほか，妊娠期の親を対象とする絵本講座，乳児向けおはなし会や
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絵本の展示会等の啓発事業を拡充していきます。

エ

子ども読書の日を中心としたイベントの実施
子ども読書の日については，従来からおはなし会の実施や，子どもの本の展示
会等を行っていますが，
「おはなし会スペシャル」など今後も趣向を凝らしなが
ら事業を展開します。
さらに，
年間を通じて子どもが読書に親しむきっかけとなる図書の展示会や映
画会，子どもの読書活動への理解を深める講演会等を実施していきます。

30

資料３
第５章
１

関係機関の連携・協力と推進体制の整備
関係機関との連携・協力

ア

子供図書室を拠点とした図書館と家庭，地域施設，地域団体，学校等との連
携・協力
家庭，児童館やのびすく，市民センター等の地域施設，地域文庫やボランティアな

どの地域団体，学校など，子どもたちの読書活動に関わる主体は様々です。なかでも，
図書館は子どもたちと本との大切な出会いの場であり，これまで学校との連携による
ブックトークの実施や，読み聞かせボランティアの養成など，子ども読書活動推進に
関連する様々な活動に対して支援を行ってきました。
平成 21 年 3 月には「子供と本の場づくり・関係づくり」をコンセプトに泉図書館を
拡充する形で全市を対象とした子供図書室を開室し，おはなし会や子どもの本の展示
会，子ども読書フェスティバル，中高生を対象とした本棚プロデュースなど多様な事
業を展開しています。今後も，子供図書室を核として，図書館と家庭，地域，学校等
が連携・協力をしながら，ボランティアへの支援，子ども読書活動に関する情報の収
集・提供，学校との連携事業の強化，子育て支援施設などとの連携による家庭への支
援などに積極的に取り組んでいきます。

イ

図書館と他の公共図書館等との連携
県図書館は，多くの蔵書・資料を持つ大規模な図書資源です。公立図書館の相互貸

借制度を利用して，県図書館の充実した蔵書を，図書館から子どもたちに提供してい
くとともに，県図書館のレファレンスサービスを活用した子どもたちへの情報提供を
継続的に行っていきます。
また，県図書館や国際子ども図書館などが開催する研修に積極的に参加し，児童書
担当職員の資質の向上に努めていきます。
さらに，博物館や動物園など他のミュージアムと連携し，子どもたちに対し新しい
読書の魅力を発信する事業を展開していきます。

ウ

関係機関のホームページの連携・充実
子ども読書活動に関係する機関のホームページをつなぎ，内容を充実させ，より効

果的な子ども読書活動に関する情報提供を行っていきます。

エ

電子書籍等に関する調査・研究
電子書籍が急速に普及していることを踏まえ，積極的に情報収集を行い，子ども読

書活動推進への効果的な活用などについて，調査・研究を行います。
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推進体制の整備
ア

計画推進体制の整備
子ども読書活動の推進に関わる取組は，様々な部局，施設において行われています。

それぞれの取組を効果的に進めていくためには，子ども読書活動の推進に関わる情報
共有を図る体制を整備し，随時，進捗状況を確認していく必要があります。そこで庁
内に設置してある「仙台市子ども読書活動推進会議」において，この計画を総合的か
つ継続的に推進していきます。
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