第４次紋別市子どもの読書活動推進計画
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第１章
１

第４次計画の策定にあたって

計画の趣旨
子どもにとっての読書は、
「言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を
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（子どもの読書活動の推進に関する法律第２条）」です。
しかしながら、社会情勢が大きく変化した現在では、子どもを取り巻く環境が

大きく変化し、とりわけ近年の動画配信サービスの普及は子どもの読書離れを助
長するとともに、子どもの心身の発達や生活習慣に大きな影響を与えているとい
われております。
平成１３年１２月に公布・施行された「子どもの読書活動の推進に関する法律」
に基づき、国は平成１４年に「子どもの読書活動に関する基本的な計画」を、北
海道では平成１５年に「北海道子どもの読書活動推進計画」を策定し、紋別市で
もそれらを参考に平成１９年３月に「紋別市子どもの読書活動推進計画」
（第１次
計画）を策定しました。
その後、国と道では第２次計画、３次計画を経て、北海道では平成３０年３月
に「北海道子どもの読書活動推進計画」を、国では同年５月に「子どもの読書活
動推進に関する基本的な計画」が策定されました。
紋別市では平成２２年８月に「第２次紋別市子どもの読書活動推進計画」、また
平成２６年３月に「第３次紋別市子どもの読書活動推進計画」策定しました。
今般、国の基本計画や北海道の計画の内容と第３次計画での課題等を踏まえ、
また、紋別市教育大綱及び紋別市生涯学習推進計画のもとに、今後５年間の子ど
もの読書活動推進に関する計画として策定し、紋別市の子どもの読書活動施策の
充実に取り組んでいきます。
２

計画の期間
この計画は令和元年度から令和５年度までの５年計画として策定します。

３

計画の対象
この計画は、紋別市内の０歳からおおむね１８歳以下の子どもを対象とします。
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第２章 第３次計画の取組状況について
１

家庭・地域・学校等における読書活動の推進
子どもが本に親しむために、家庭・地域・学校等が読書活動を推進してきまし
た。
１）家庭における読書活動の推進
子どもが本と親しむきっかけの一つとして、各家庭での読み聞かせがありま
す。読み聞かせを通じて本と出合うことは、親と子どもとのコミュニケーショ
ンを深めるとともに、感性を育てていく上で大切です。このため家庭では次の
ような取組が行われました。
・「ブックスタート*１」をきっかけとして、家庭で読書活動が行われた。
＊ブックスタートパック受領者
H26 対象者 189 人 受領者 176 人→H30 対象者 127 人 受領者 121 人
＊ブックスタートパックを家庭での読み聞かせで使用
H26 95.8％ → H30 92.4%（ブックスタートアンケートより）
＊ブックスタートパックを家庭で継続して活用
H26 84.2％ → H30 91.6%（ブックスタートアンケートより）
＊ブックスタート受領後に市立図書館を利用
H26 25.0% → H30 33.6%（ブックスタートアンケートより）
・「ブックスタートプラスパック*２」を利用し、家庭での読書活動が行われた。
＊ブックスタートプラスパック
H26 のべ貸出回数 213 回 貸出冊数 1,065 冊
→ H30 のべ貸出回数 161 回 貸出冊数 805 冊
＊ブックスタートプラスワン*3 H27 開始 H28 669 冊 → H30 617 冊
・図書館読み聞かせ「絵本の時間」への参加
☆第４次計画策定に向けての課題
ブックスタートをきっかけとした乳幼児期の読書推進活動は一定の効果が認められ
ますが、図書館利用は伸び悩んでいることなどから、その効果が継続されていないと
も考えられます。このようなことから、子どもが多くの本に触れるために、図書館利
用を促し、家庭での読書を習慣付ける取組が求められます。

＊１

ブックスタート：赤ちゃんと絵本を開くことの大切さや楽しさを保護者に伝えながら、絵本を無料で手渡す事業。
紋別市では７ヶ月健診対象者に絵本を２冊とバッグを贈っている。
＊２

ブックスタートプラスパック：０歳から６歳までのお子さんとおなかに赤ちゃんがいる方向けのおすすめ絵本セッ
ト。絵本５冊を１セットとして貸し出している。
＊３

ブックスタートプラスワン：ブックスタートプラスパックの中から、特に人気のある本を１冊でも貸し出せるよう設

置。
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２）地域における読書活動の推進
親や子どもが本と出合い、本に親しむ楽しさや喜びを味わうことができるよ
う、図書館では図書資料の充実と各種事業を行ってきました。
また、PTA やサークルは、学校等で読み聞かせなど読書推進活動を行ってき
ました。
ア 本に親しむための事業の推進（市立図書館の活動）
・７ヶ月健診の対象者に絵本を贈る「ブックスタート」事業を実施し、家庭での読
書活動のきっかけづくりをしている。
＊H26 受領者数 176 名 受領率 90.0％ 受領者の満足度 83.3％
→ H30 受領者数 121 名 受領率 96.0% 受領者の満足度 84.0%
・ブックスタート事業で読み聞かせの大切さを伝えるブックレットやおすすめ絵本
リストを配付している。
・０歳～６歳児の年齢別おすすめ絵本「ブックスタートプラス」
「ブックスタートプ
ラスワン」の貸出を実施している
・本に親しむ場として、毎週木曜日に読み聞かせ「としょかん絵本のじかん」を実
施している。
＊H26 参加者数 ＊大人 266 名 ＊子ども 296 名 計 49 回実施
H30 参加者数 ＊大人 258 名 ＊子ども 381 名 計 46 回実施
・読み聞かせサークルでは、市立図書館や学校で読み聞かせを行っている。
・保育所・認定こども園を対象とした保育ぶっくる便*4 を実施している。
・小学校の学級を対象とした学校ぶっくる便*5、小中学校等への団体貸出＊6 と配送・
回収サービスぶっくる便*7 での運搬と選書に協力している。
＊保育ぶっくる便 H27.10 開始 H28 5 園 1,770 冊→ H30 4 園 1,440 冊
＊学校ぶっくる便 H26.10 開始 H27 6 校 32 学級 15,860 冊
→H30 6 校 42 学級 16,550 冊
＊配送・回収サービスぶっくる便 H26 81 回 3,437 冊→H30 15 回 383 冊
（小学校学級への配本は、H27.10 以降学校ぶっくる便に移行している）
・小規模小中学校へ移動図書館＊8 車を巡回し、読書活動を支援している。
＊H26 上渚滑小、渚滑小、小向小、元紋別小、上渚滑中 2,908 冊
H27 渚滑中開始 H29 元紋別小、上渚滑中閉校
H30 上渚滑小、渚滑小・中、小向小 2,135 冊
・市内の各施設に配本を行い、施設利用者の読書活動を促している。
＊児童館（5 館）
、子育て支援センター、留守家庭児童園（3 園）、生涯学習センタ
ー（旧青年の家）
＊４

保育ぶっくる便：図書館で選書した本を、毎月１回貸出・配送・回収している。内容は絵本を３０冊。

＊５

学校ぶっくる便：図書館で選書した本を、毎月１回貸出・配送・回収している。申し込みは学級ごとに受け付けて
いる。内容は学年により異なる。
＊6

団体貸出：幼稚園、保育所、学校などの団体に対して行う貸出。図書は１団体５０冊以内、貸出期間は１ヶ月以内と
している。そのほかエプロンシアターなどの資料は団体のみに貸出を行っている（１０日間、３点まで）
。
＊7

配送・回収サービスぶっくる便：学校からのリクエストに応じ、授業等で使用する本を図書館で選書し、貸出・配送・
回収している。教員が図書館で選んだ本の配送・回収のみも行っている。
＊８

移動図書館：遠隔地の学校などに、自動車で図書資料を運び貸出やレファレンスサービスなどを提供する図書館。
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・こどもの読書週間、子ども読書の日関連事業を実施し、読書の大切さを伝えた。
・夏休み・冬休み期間中に子ども向け行事を開催し、長期休暇中の図書館利用を促
している。
＊H26～30 毎年 夏休み・冬休み事業
特別展示、工作教室、DVD 上映会
・図書館クリスマス会では、読み聞かせサークルや図書館職員が本の楽しさを伝え
る催しを行いました H26 120 名参加 →H30 160 名参加。
・絵本の原画を見ることで絵本への親しみが深まるよう、絵本原画展を開催してい
る。 H26.H29.H30 原画展開催
・学校図書館巡回司書*9 を増員し、市内全小中学校図書館運営を支援している。
巡回司書 H25 １名 → H26 ２名 H28 から市内全小中学校を訪問
・全小中学校図書館に蔵書管理システム*10 を導入。書誌情報をデータ化し登録。稼
働前に各校でシステム操作説明会を実施した。
（H30）

イ

地域の読書活動の取組（アンケート調査から）
【児童館・児童センター】
・市内全館で約 8,000 冊の図書を所蔵しており、すべての館で利用者へ貸出を行っ
ている。
・読み聞かせは行事に合わせて行うことが多い。
・館内で一番多く読まれているのは、まんがである。
【子育て支援センター】
・センターには約 600 冊の図書を所蔵しており、うち半数が絵本である。
・読み聞かせは職員が毎日行っている。
・センター所蔵の絵本や雑誌を利用者に貸出している。
【留守家庭児童園】
・児童園全館で約 800 冊の図書を所蔵しており、その半数近くは絵本、次に多い
のは、まんがである。
・毎日決まった時間に読書の時間を設けている。
・園内の活動では、読書よりも体を動かす活動のほうが人気がある。
【幼児療育センター】
・センターでは 400 冊弱の図書を所蔵している。
・読み聞かせは療育の一環で行っている。
・親の会で購入している図書は常時貸出している。
【共 通】地域の施設では、子どもたちが読書を身につけるためは、家庭での読書
活動が重要であると考えている。

＊９

学校図書館巡回司書：学校図書館での学習活動や読書指導を行うため、Ｈ２５年度から希望する小中学校に派遣され
ている司書。
＊10

蔵書管理システム：市内小中学校図書館の蔵書を管理するシステム。バーコード処理による貸出・返却を行うことが
でき、また本の詳細が記録されているため、本の検索が容易となった。
（財）図書館振興財団助成金により導入。
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ウ

ボランティア・PTA による読書活動の取組
・読み聞かせサークルでは、市立図書館や学校で読み聞かせを行っている。
・PTA が学校で読み聞かせを行っている。
☆第４次計画策定に向けての課題
地域の施設では、図書を設置しているほか、イベントで読み聞かせなど本を利用した活
動が行われています。市立図書館でも学校などへ定期的に貸出を行うことで、子どもたち
が多くの本を手にすることができるよう取り組みました。
これら地域での読書活動から、家庭への読書活動へと繋げる取組や、子どもたちが読書
に興味を持つことができる、また、知りたい意欲に応えられる取組が必要となってきます。

３）学校等における読書活動の推進
子どもたちに読書の楽しさを伝えるため、学校などでは様々な読書活動が行
われてきました。
① 保育所・認定こども園における読書活動の推進（アンケート調査から）
・市内の保育所、認定こども園（以下、園）では、合わせて 7,000 冊以上の図書を
所蔵しており、うち約 9 割が絵本である。
・各園では、読み聞かせや物語などに触れあう活動を指導計画等で位置づけている。
・読み聞かせは、全ての園で毎日行われている。そのほか、行事の際の読み聞かせ
や、紙芝居を自作している園もあった。
・散歩などで図書館を訪れ、読み聞かせの参加や本に触れる機会を設けている園が
ある。
・PTA が読み聞かせを行っている園がある。（1 園）
・2 割の園が図書の貸出を行っている。
・3 割の園が絵本のあっせんを行っている。
・保護者の読書活動への関心について、2 割の園が高いと感じているが、3 割がテレ
ビやインターネットへの関心が高いと感じており、4 割の園は関心があるとはい
えないと感じている。

② 学校における読書活動の推進（アンケート調査から）
ア

読書習慣を身につけるための取組

・小中学校では全クラスで朝読書など一斉読書を実施している。学校図書館、学校
ぶっくる便の図書が多く利用されている。
・高等学校でも一斉読書を行っている学科がある。（普通科）
・保護者やボランティアが読み聞かせを実施している学校がある。
（小学校３校）
・ビブリオバトル*11 やブックトーク*12 などの読書活動を実施したことがある学校
がある。（小学校 3 校、中学校 2 校、高等学校 1 校）
＊11

ビブリオバトル：読んで面白いと思った本について、一人５分以内でその本の概要や魅力を紹介した後、どの本を一
番読みたくなったかを投票で決める活動。新たな本に出合うことがねらいである。
＊12

ブックトーク：グループを対象として、テーマに基づいて集めた本を紹介する活動。その本のおもしろさを伝える
ことで、聞き手にその本を読んでみたいという気持ちにさせることが目的である。
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・すべての小学校で、学校だよりなどで家庭での読書活動について啓発を行ってい
る。
・特別支援学校では、読み聞かせなどの読書活動は行っていないが、ほぼ毎日学校
図書館を開館し、本に触れられるようにしている。
・すべての中学校で、学校図書館だよりを発行している。
・小中学校図書館では、休み時間に開館している学校が多い。
・高等学校図書館は、昼休みと放課後に開館している。
・学校図書館を学校の全体計画などに位置付けていない学校がある。
・授業での学校図書館図書の活用について 小学校では国語が最も多く、次いで社
会、道徳、生活、理科となっている。中学校では総合的な学習の時間で活用され
ている。
・学校図書館巡回司書の活動には全ての学校が満足しているが、巡回日数が少ない
と感じている学校がある。
（小学校 3 校、中学校 1 校）
・学校図書館巡回司書に期待する活動として、小学校では図書館の環境整備が最も
多く、次いで購入する本の選書、調べ学習などへの支援となっている。中学校で
は、全ての学校が図書館の環境整備と購入する本の選書を挙げている。
・「紋別市読書感想文コンクール」に小中高が参加し、読書活動を促している。
＊応募数 H26 1,033 点 → H30 997 点

イ

関係機関との連携

・市立図書館学校ぶっくる便や学校図書館の図書を朝読書などに活用している。
・市立図書館の配送・回収サービスぶっくる便を利用し、授業等で活用した。
・学校図書館巡回司書と協力し、授業等で学校図書館図書を活用した。
・総合的な学習の時間での図書館見学や、職業体験を通じて、図書館が身近に感
じられるよう促している。

ウ その他
・学校図書館協会が、学校図書館担当教員のスキルを高めるための研修や、読書感想
文コンクールの審査を行った。
・司書教諭*13 や学校図書館担当教員が学校図書館巡回司書と協力し学校図書館の利
用促進を図った。
☆第４次計画策定に向けての課題
保育所や認定子ども園では、指導計画等で位置づけを行い読書活動が行われています。
学校では、一斉読書などの読書活動が継続して行われているが、学校図書館の環境改善
が進んでいるものの、司書の不在により常時開館されていないなど、学校図書館の利活用
が十分であるとはいえない。子どもたちが利用しやすく、また、授業等に活用される学校
図書館を目指すことが求められます。

＊13

司書教諭：小中高校等において、図書、視聴覚教育の資料、その他必要な資料を収集、整理及び保存し、これを児童
生徒や教員の利用に供するために設けられた専門的職務に従事する者。学校図書館法第５条に規定されている、司書教諭
講習を修了した教員。
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２

子どもの読書活動を推進するための読書環境の整備
１）市及び市立図書館における環境の整備
・児童向け資料の充実
＊児童書蔵書冊数 H26 39,944 冊 → H30 44,352 冊
・ブックスタートプラスパックの充実、ブックスタートプラスワンの開始
・児童特別資料*14 の充実
・中高生向けの図書の充実
＊YA（ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ）*15 資料 H26 3,069 冊 → H30 3,552 冊
・保育ぶっくる便、学校ぶっくる便の開始（保育 H27、学校 H26 より）
・障がいのある子どもに対応した図書の充実
＊大活字本 H26 0 冊 → H30 178 冊
点字資料の充実、バリアフリーコーナー設置
・紋別市及び北海道ゆかりの作家の資料収集
・学校図書館巡回司書の増員
＊巡回司書 H25：1 名、H26 以降：2 名、各校週１回～２週１回訪問
・移動図書館サービスポイントの増加
・図書館 WEB-OPAC*16 に児童用ページを開設（H27.10～）
・道立図書館のほか道内及び東北６県公共図書館、大学図書館と連携しての相互
貸借＊17 の展開。
・書架や案内板の工夫
☆第４次計画策定に向けての課題
市立図書館では、資料の充実のほか、図書館システムでは児童向けの資料検索機能
を開設するなどの改善を行いました。図書館資料を有効に活用するため、今後は学校
図書館システムとの連携が課題となります。
学校図書館巡回司書も増員されましたが、１校あたりの訪問日は多いとはいえず、
拡大が求められます。
幅広いニーズに応えられるよう、赤ちゃん向け絵本や保育所等で利用される児童特
別資料、学校の調べ学習等に対応できる図書の充実が求められます。
また、障がいのある子どもの読書活動をすすめることができる環境づくりが求めら
れます。

＊14

児童特別資料：紋別市立図書館では、大型絵本、パネルシアター、エプロンシアターなどを指し、学校等の団体に
のみ貸出している。
＊15

YA（ヤングアダルト）
：アメリカで 13 歳から 19 歳の世代の人たちに対して使われていることばで、
「若いおとな」
という意味。図書館ではこの年代の人たちに読んでもらうようコーナーを設置している。
＊16

OPAC（オーパック）
：
（Online Public Access Catalog）オンライン蔵書目録。インターネットからアクセス・利用
できる OPAC は WEB-OPAC（ウェブ・オーパック）という。
＊17

相互貸借：紋別市立図書館と他の図書館がそれぞれ所蔵している資料を貸出す、または借受ける図書館間の協力事

業。
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２）学校等における環境の整備
・学校図書館巡回司書を増員し、市内全小中学校を訪問している。
（H26 以降：2 名、各校週１回～２週１回訪問）
・学校図書館巡回司書による学校図書館の環境整備
日本十進分類法に基づく配架、図書展示、レファレンス*18 対応、図書だより発行
・学校図書館蔵書管理システムの導入（H30 小中学校 9 校）
学校図書館蔵書のデータ化、貸出・返却のバーコード処理、資料検索機能
・学校図書館図書整備事業による図書購入
（H30~32 H30 1,223 冊購入）
・司書教諭の配置（紋小、潮小、南小、渚滑中 各１名）
☆第４次計画策定に向けての課題
学校では学校図書館巡回司書の増員、蔵書管理システムの導入など、人的・物的な
環境を整えてきました。
今後はそれらを計画的に活用する体制づくりや学校図書館蔵書の充実が求められま
す。

３

子どもの読書活動の普及・啓発
１）市及び市立図書館における普及・啓発
・市広報誌、ホームページを活用した読書活動の普及・啓発
・地元メディアを活用した読書活動や図書紹介
・子ども読書の日、こどもの読書週間関連事業を通じての読書活動の普及・啓発
・推薦図書、文学賞受賞作品の広報・周知
・ブックスタートでの読み聞かせブックレット、おすすめ本リストの配布
・北海道日本ハムファイターズ読書応援企画への参加
・図書館新刊案内の配布（学校、施設）

２）学校等における普及・啓発
・子ども読書の日、こどもの読書週間の広報・周知
・読書感想文コンクールを通じての読書活動の普及・啓発
・北海道指定図書の周知
・全校一斉読書を通じての読書活動の啓発
・学校図書館だよりの発行
・学校図書館巡回司書による啓発活動

＊18

レファレンスサービス：図書館などで、調べものの援助をする業務のこと。調査のための参考になる資料を整備・作
成することも含む。
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第３章 第４次計画の基本的な考え方について
子どもたちが読書を通じて、言葉を学び、感性を磨き、表現力や想像力を豊かに
していくためには、社会全体で読書活動を推進していくことが必要となります。
紋別市では、家庭をはじめ、地域や学校等がそれぞれ協力しながら読書活動に取
り組みます。
子どもたちが読書を通じて感じ、知り、そして学んだことから、生きていく力を
身に付けていくことを目指します。

第４次紋別市子どもの読書活動推進計画の体系
《基本目標１》
家庭・地域・学校等における子どもの読書活動の推進
１ 家庭における読書活動の推進
２ 地域における読書活動の推進
３ 学校等における読書活動の推進
《基本目標２》
子どもの読書活動を推進するための読書環境の整備
１ 地域における読書環境の整備
☆取組の標記について☆
２ 学校等における読書環境の整備

『・』～継続を含めた今後の取組
『○』～特に重点を置いた今後の取組

第四次子供の読書活動の推進に関する基本的な計画

第４次紋別市子どもの読書
活動推進計画と各計画との
関係図

・発達段階ごとの効果的な取組を推進
・友人同士で本を薦め合うなど、読書への関心を
高める取組を充実（ビブリオバトルなど）
・情報環境の変化が子供の読書環境に与える影響
に関する実態把握・分析

紋別市教育大綱

など
・子どもの読書活動の充実
・資料の収集と提供

第四次北海道子どもの読書活動推進計画

・関係団体との連携

など

・家庭における読書活動の推進

紋別市生涯学習計画

・地域における読書活動の推進
・学校等における読書活動の推進

・図書館蔵書の充実

・地域における読書環境の整備
・学校図書館等における読書環境の整備

など

・学校図書館との連携・協力
・情報提供

第４次紋別市子どもの読書活動推進計画（令和元年～５年）
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など

第４章 第４次計画の取組について
《基本目標１》
家庭・学校等・地域における子どもの読書活動の推進
１）家庭における読書活動の推進
子どもが本の楽しさを知り、読書する習慣を身につけるには、日常の生活の
中に本に親しむ環境をつくることが大切です。家庭では、子どもがより多くの
本に出合う機会をつくることが、本に親しみ、読書する習慣へとつながります。
・ブックスタート事業で手渡された絵本を通して、子育て家庭に絵本の楽しさ
を伝え、家庭で読み聞かせが行われるよう努めます。
・家庭でみんながより多くの本に親しむことができるよう、図書館のほか子育
て支援センターでも読み聞かせや図書の貸出しを行い、子育て家庭での読書
習慣づくりに努めます。
・家族で読書活動を行う大切さを、学校等を通じ広報活動を行います。
○市立図書館がおすすめ絵本リストの配布を作成し、配付するなどのアプロー
チを行います。

２）地域における読書活動の推進
子どもが読書する習慣を身に付け、それを継続していくためには、さまざま
な場所で本と触れあう機会をつくることが必要です。
活字離れが進んでいるといわれる中、子どもが読書を習慣づけるためには、
大人を含む全体で読書活動を進めることが求められます。
・ブックスタート事業を継続し、親子が本に出合うきっかけを作るとともに、
「としょかん絵本のじかん」への参加など図書館利用を促します。
・ブックスタート後にも家庭で読書活動を継続できるよう、１歳半健診、３歳
児健診などの保健事業を通じてブックスタートプラスパックの PR や年齢別
おすすめ絵本リストの配布に努めます。
・図書館での読み聞かせやブックスタートプラスパックの利用普及のため、保
育所等を通じて PR を行い、図書館利用を促します。
・家庭内で親子がより多くの本に親しむことができるよう、赤ちゃん絵本や
ブックスタートプラスパックの拡充に努めます。
・ボランティアや PTA が読み聞かせ活動を行い、子育て家庭や子どもたちに本
の楽しさを伝えます。
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・移動図書館車の運行を継続し、遠隔地の子どもたちが多くの本に触れられる
機会づくりに努めます。
・保育ぶっくる便、学校ぶっくる便を継続し、定期的に配本を行うことで、学
校等でいつでも本に触れられる環境づくりに努めます。
・授業で使われる図書を、学校等のリクエストに応じて選書・配送・回収を行
い、調べ学習等の支援に努めます。
・児童施設や青少年教育施設へ行っている図書の配本を継続するとともに、配
本先の拡大に努めます。
・絵本への親しみが深まるよう、絵本原画展や講演会を開催し、保護者や子ど
もの参加拡大に努めます。
・読書への興味を促すため、ビブリオバトル、ブックトークなどの新たな取組
の研究、実施に努めます。
・夏・冬休み事業、子ども読書の日関連行事の更なる充実を図り、行事を通し
て市立図書館を利用する機会の拡大に努めます。
・他の公共図書館と連携し、資料の相互貸借を行い、より多くの資料を提供す
るよう努めます。
・市が行う行事において、関連する図書の展示を行い、図書資料の PR に努め
ます。
・図書館の見学や職業体験、特別支援学校の実習等を通じて、図書館の使い方
や活用方法を学び、図書館がより身近なものとなるよう周知することに努め
ます。
・学校図書館巡回司書事業を継続し、学校図書館の読書活動や授業の支援に努
めます。
・コニュニティスクールの導入に際し、学校図書館の運営に地域の方の参加を
得て、子どもの読書活動を推進し、地域ぐるみで子どもの学びと成長を支え
る体制づくりに努めます。
○学校の授業で活用できる図書リストやパスファインダー*19 の研究・作成に努
めます。
○子どもたちが知りたいと思う意欲に応えるため、調べ学習への支援に努めます。

＊19

パスファインダー：ある特定のテーマ（主題）に関する資料や情報を収集する手順を簡単にまとめたもので、図書
館で効率的に探している資料を見つけることができるツールをいう。
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３）学校等における読書活動の推進
学校等での読み聞かせや、学校図書館で多くの本に触れることで、本への興
味を持ち、また、年齢が高くなるにつれ、子どもたち自身が関心をもつ事柄が
変化し、読む本の幅が広がっていきます。
子どもたちの知りたい意欲に応えるためにも、学校図書館が子どもたちに読
書や学習、情報を提供するために、その役割を明確にしながら、図書資料の利
用を図るとともに、市立図書館と連携し、多様な資料を提供することが望まれ
ます。
① 保育所等における読書活動の推進
・保育所等では、いつでも本が手に取れるようなスペースの確保に努めます。
また、市立図書館の保育ぶっくる便なども活用し、より多くの資料を提供で
きるよう努めます。
・絵本の読み聞かせをはじめ、紙芝居やパネルシアターなど多様な資料を活用
し、子どもが本に親しむことができるよう努めます。
・保育所等での読書活動をきっかけに、家庭でも読書に親しめる取組を推進し
ます。

② 学校における読書活動の推進
・学校図書館図書のほか、市立図書館の学校ぶっくる便などを活用し、子ども
たちがより多くの図書を手にできるよう努めます。
・授業では、学校図書館図書のほか、市立図書館の図書も利用し、多様な図書
を活用できるよう努めます。
・ＰＴＡやボランティア、学校図書館巡回司書等の協力で、読み聞かせ等の取
組に努めます。
・子どもが本に興味を持ち、読書習慣を身につけることができるよう、各学校
で全校一斉読書の実施に努めます。
・学校図書館巡回司書等と連携し、学校図書館の整備を行うとともに、図書の
紹介やレファレンスサービスの対応などを行い、学校図書館の利用向上に努
めます。
・子どもたちが読書を通じて感じたことを表現する力を身につけることができ
るよう、読書感想文コンクールへの参加を促します。
・小学生の図書館見学や中高生の職場体験、特別支援学校の実習で市立図書館
を利用し、図書館の使い方や役割を学ぶことで、図書への興味や読書活動の
大切さを理解できるように努めます。
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○学校図書館ガイドライン*20 に基づく学校図書館の運営に努めます。
○学校図書館蔵書管理システムを活用し、蔵書構成を把握するとともに、不足
する分野の図書の購入をすすめ、総合的な学習の時間などの調べ学習に対応
できるよう努めます。
○学校図書館巡回司書等が協力し、図書委員が自主的な活動ができるよう努め
ます。

＊20

学校図書館ガイドライン：学校図書館の現状と課題を踏まえ、さらなる学校図書館の整備充実を図るため、教育委員
会や学校等にとって参考となるよう、学校図書館の運営上の重要な事項についてその望ましい在り方を示した指針。
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《基本目標２》
子どもの読書活動を推進するための読書環境の整備
子どもたちに読書活動を促し、継続していくためには、本に親しみやすい場や
多くの本に出合える環境を整える必要があります。
学校や地域で子どもの読書活動を推進していくため、多様な図書を提供できる
環境を整備することが必要となります。
１）地域における読書環境の整備
・市立図書館では、さまざまな本を手にすることができるよう資料の充実に努
めます。
（ブックスタートプラスパック、児童特別資料（大型絵本など）の充実など）
・児童施設などでは、図書館の配本を配置するなど、読書環境の整備に努めま
す。
・子どもたちが暮らしている地域を知り、親しみを持つことができるよう、市
立博物館と連携して、地元ゆかりの作家や、北海道・オホーツク地域の資料
の収集に努めます。
・移動図書館のサービスポイント*21 の見直しや、ぶっくる便などの配本を拡大
し、市立図書館の本に触れる機会を増やすよう努めます。
○学校図書館巡回司書配置事業を拡大し、学校図書館の整備と利用促進に努め
ます。
○市立図書館システムの更新時に、学校図書館と連動したシステムを構築でき
るよう努めます。
○障がいのある子どもが本や読書に親しめるよう、障がい者担当部署と連携し
ニーズを把握するとともに、求められる資料の研究と整備に努めます。
（大活字本、DAISY*22 などの音声資料、LL ブック*23、識字障がい者向け用
品など）

＊21

サービスポイント：貸出やレファレンスサービス等、直接利用者に対する図書館サービスが行われる場所、あるい
は図書館と利用者との接点となる施設。
＊22

DAISY（デイジー）
：通常の書籍を利用することが困難な人や視覚障がい者のための、デジタル録音図書の国際標準
規格の一。MP3 をはじめとする音声データの圧縮技術により、1 枚の CD に 50 時間以上の録音が可能。
＊23

LL ブック：知的障がいや発達障がいのある人などが読みやすいよう、写真や絵、絵文字、短い言葉などで構成され
た本。｢LL｣はスウェーデン語で｢やさしく読みやすい｣を意味する言葉の略。
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２）学校等における読書環境の整備
・学校図書館に学校司書等を配置し、子どもたちがいつでも学校図書館を利用
できる環境づくりに努めます。
・保育所・認定子ども園では、子どもたちがいつでも本を手に取ることができ
るような、蔵書の充実と図書の整備に加え、市立図書館の団体貸出や保育ぶ
っくる便を活用し、多様な図書を提供できる環境づくりに努めます。
・日本十進分類法に基づく学校図書館の整備を行い、利用しやすい環境づくり
を行うとともに、特集コーナーの展示やレファレンスに対応して、学校図書
館の利用促進に努めます。
・市立図書館の学校ぶっくる便などを利用し、授業や読み聞かせ図書の充実と、
学級でいつでも本に触れられる環境づくりに努めます。
・司書教諭や図書担当教員の研修機会の充実に努めます。
・市立図書館等と学校図書館が連携するための組織づくりに努めます。
○学校では、学校図書館ガイドライン及び全国学校図書館協議会の各種基準を
踏まえ、学校経営計画等学校図書館運営の全体計画にその活動を位置づけ、
読書・学習・情報センターとして機能するよう具体的な運営方針・計画の策
定に努めます。
○全国学校図書館協議会基準に基づく蔵書構成に配慮し、計画的な図書資料の
更新及び廃棄を行い、学校図書館図書標準*24 を達成するよう努めます。

＊24

学校図書館図書標準：公立の義務教育諸学校において、学校図書館の整備を図る際の目標として、学級数に応じて
設定した標準冊数のこと。
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紋別市子どもの読書活動に関するアンケート

《小学校》
回答 6校/6校中

【貴校での読書活動について】
問１ 貴校では、どのような読書活動を行ってますか（複数回答）
①一斉読書（朝読書など）の実施→問２へ
100%
②読書週間の実施
33%
③読書ノート
0%
④その他
読書通帳１校、読み聞かせ１校
問２ 一斉読書（朝読書など）を行っている学年を教えてください
また、どのような本を活用してますか（複数回答）
・全学年で一斉読書を実施している
①学校図書館の本
100%
②学校ぶっくる便で借りた本
100%
③学級文庫の本
33%
④児童が持参した本
50%
⑤その他
国語の教科書1校
問３ 問２の中で一番活用している本はどれですか（数字を記入） 【
】番
①学校図書館の本
33%
②学校ぶっくる便で借りた本
67%
③学級文庫の本
0%
④児童が持参した本
0% （重複1校）
⑤その他
0%
問４ 貴校では、読み聞かせ活動を行っていますか
また、どのくらいの頻度で行っていますか（複数回答）
①保護者・ボランティアが行っている
②教職員が行っている
③児童が行っている
④巡回司書が行っている

50% 月1～2回
50% 月1～4回
17%
年1回
33% 月1～2回

問５ 貴校では、「ビブリオバトル」や「ブックトーク」などの読書活動を行ったことがありますか
また、今度取り組みたいと思いますか
①行ったことがある
50%
4学年～2校、5学年～3校、6学年～4校
②行ったことはないが、今後取り組みたい
0%
③今後取り組む予定はない
50%
問６ 貴校では、家庭で読書をすることをすすめてますか
すすめている場合、どのように行ってますか
①すすめている
100%
「学校だより、学年・学級だより」、「朝読書についてのプリントを出しています」、「CBS
（超勉強習慣をもうけている）」、「本の楽しさをくり返し説明している」、「・長期休業中
に学校図書館の本を借りて持ち帰ることができる ・長期休業中のきまりで呼びかけ
ている ・その都度学級通信等で呼びかけている」、「学校だよりなどで」
②特にすすめていない

0%

【学校図書館について】
問７ 学校図書館の開館状況を教えてください（複数回答）
①曜日
②時間帯
月曜日
83%
始業前
1校
火曜日
100%
中休み
3校
水曜日
100%
昼休み
3校
木曜日
100%
放課後
1校
金曜日
83%
常時
1校
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問８ 貴校には、司書教諭の有資格者はいますか
①いる→問９へ
②いない

67% 1～5名
33%

問９ 司書教諭資格者が学校図書館を担当してますいか
①担当している
60%
②担当していない
40%
問10 貴校では、学校図書館全体計画など学校図書館に関する計画を策定していますか
①策定している
33%
②策定しているが、学校経営計画で学校図書館の活動を明確にしている
33%
③策定していない
0%
※無回答
34%
問１1 平成３０年度中に、授業で学校図書館を活用したことがありましたか
該当する学年・教科に丸をつけてください（複数回答）
※学校数で表示
その他
国語
算数
生活
道徳
総合
１学年
5
0
5
2
0 生活１校
２学年
4
0
3
2
0
その他
国語
算数
理科
社会
道徳
総合
３学年
4
0
2
4
2
3 図工1校
４学年
5
0
2
4
2
4
５学年
2
0
1
1
1
3
６学年
5
0
1
4
2
4
問12 学校巡回司書の活動に満足してますか
①活動内容・巡回日数ともに満足している
②活動内容には満足しているが、巡回日数は増やして欲しい
③巡回日数には満足しているが、活動内容には不満がある
④活動内容・巡回日数ともに不満がある
⑤学校巡回司書の活動を必要としていない

50%
50% （週1～5回程度）
0%
0%
0%

問13 今後、学校巡回司書にどのような活動をしてもらいたいですか、上位３つをお答え下さい
①貸出・返却業務
33%
②学校図書館環境整備（本の登録・廃棄・分類に基づく配架）
100%
③購入する本の選書
67%
④学校図書館ガイダンス（使い方説明）
0%
⑤図書レファレンス（図書の問合わせの対応）
0%
⑥図書委員への支援
0%
⑦教科の指導に関する支援
17%
⑧調べ学習など情報活動に関する支援
50%
⑨授業で使える図書リストの作成
33%
⑩学校図書館だよりの発行
0%
⑪その他（具体的に）
0%
問14 学校図書館の運営に関して困っていることはありますか
「分類を子ども達に親しませるのが難しいこと。シリーズものがはなれてしまうこと」、「常に開館
させていることができないこと」、「図書館（室）が狭いこと」、「ありません、図書館司書の方に助
けていただいて大変助かっています」、「貸出しシステムが不具合を起こすこと」
問15 最後に、子どもたちに読書週間を身につけさせるには、何が必要だと思いますか
「大人が本に親しむ姿を見せること。身近に本があること（手のとどく所ならなおいい）」、「・本を
読んだことが生活に役立つ経験（児童体験面） ・必要な時に必要な本を手にできる環境（環境
整備） ・図書標準100％達成を早期にし、５％（２０年で全て更新）相当の配当予算を毎年つけ
ること ・学校司書の常駐、本があって人がいるいことが必要」、「家庭の支援」、「家庭・地域・学
校それぞれの取り組み呼びかけ、読書環境の整備（本に触れる機会を増やす）」、「図書館整
備、本の紹介」
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紋別市子どもの読書活動に関するアンケート

《中学校》
回答3校/3校中

【貴校での読書活動について】
問１ 貴校では、どのような読書活動を行ってますか（複数回答）
①一斉読書（朝読書など）の実施→問２へ
100%
②読書週間の実施
0%
③その他
0%
問２ 一斉読書（朝読書など）を行っている学年を教えてください（複数回答）
①１学年
100%
②２学年
100%
③３学年
100%
問３ 貴校の図書委員局（委員会）ではどのような活動を行っていますか（複数回答）
①図書の貸出・返却
100%
②書架の整理
67%
③図書の展示
67%
④おすすめ本の紹介
100%
⑤学校図書館の利用促進ＰＲ
67%
⑥読書週間（月間）の実施
0%
⑦その他（具体的に：
）
0%
問４ 貴校では、「ビブリオバトル」や「ブックトーク」などの読書活動を行ったことがありますか
また、今度取り組みたいとおもいますか
①行ったことがある
67%
②行ったことはないが、今後取り組みたい
0%
③今後取り組む予定はない
33%
問５ 貴校では、家庭で読書をすることをすすめてますか
①すすめている（具体的に：
）
33%
「司書さんが発行している図書だよりを全校生徒に配布しています」
②特にすすめていない
67%
問６ 子どもの読書に関することで、ＰＴＡやボランティアと連携した活動を行っていますか
行っている場合、その内容を具体的にお書きください
①行っている（具体的に：
）
0%
②行っていない
100%
【学校図書館について】
問７ 学校図書館の開館状況を教えてください（複数回答）
①曜日
②時間帯
月曜日
67%
始業前
火曜日
67%
中休み
1校
水曜日
67%
昼休み
2校
木曜日
67%
放課後
金曜日
67%
常時
問８ 貴校には、司書教諭の有資格者はいますか
①いる→問９へ
②いない

67% 1～2名
33%

問９ 司書教諭資格者が学校図書館を担当してますか
①担当している
②担当していない

33%
67%
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問10 貴校では、学校図書館全体計画など学校図書館に関する計画を策定していますか
①策定している
33%
②策定しているが、学校経営計画で学校図書館の活動を明確にしている
33%
③策定していない
34%
問１1 平成３０年度中に、授業で学校図書館を活用したことがありましたか
該当する学年・教科に丸をつけてください（複数回答）
総合的な学習の時
①１学年
100%
総合的な学習の時
②２学年
67%
総合的な学習の時
③３学年
67%
問12 学校巡回司書の活動に満足してますか
①活動内容・巡回日数ともに満足している
②活動内容には満足しているが、巡回日数は増やして欲しい
③巡回日数には満足しているが、活動内容には不満がある
④活動内容・巡回日数ともに不満がある
⑤学校巡回司書の活動を必要としていない

67%
33% （週5回程度）
0%
0%
0%

問13 今後、学校巡回司書にどのような活動をしてもらいたいですか、上位３つをお答え下さい
①貸出・返却業務
0%
②学校図書館環境整備（本の登録・廃棄・分類に基づく配架）
100%
③購入する本の選書
100%
④学校図書館ガイダンス（使い方説明）
33%
⑤図書レファレンス（図書の問合わせの対応）
0%
⑥図書委員への支援
0%
⑦教科の指導に関する支援
0%
⑧調べ学習など情報活動に関する支援
33%
⑨授業で使える図書リストの作成
0%
⑩学校図書館だよりの発行
0%
⑪その他（具体的に）
0%
問14 学校図書館の運営に関して困っていることはありますか
「特になし」×2校
問15 最後に、子どもたちに読書週間を身につけさせるには、何が必要だと思いますか
「家庭の協力」、「小学校や幼稚園等、小さいとき絵本等の読み聞かせ（保護者の協力が必
要）」、「書評の作成や委員会を通した本の紹介を定期的に実施する」
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紋別市子どもの読書活動に関するアンケート

《高等学校》
回答1校/1校中

【貴校での読書活動について】
問１ 貴校では、どのような読書活動を行ってますか（複数回答）
①一斉読書（朝読書など）の実施→問２へ
100%
②読書週間（月間）の実施
0%
③その他
0%
問２ 一斉読書（朝読書など）を行っている学年を教えてください（複数回答）
・普通科の全学年で一斉読書を実施している
問３ 貴校の図書委員局（委員会）ではどのような活動を行っていますか（複数回答）
①図書の貸出・返却
100%
②書架の整理
100%
③図書の展示
100%
④おすすめ本の紹介
100%
⑤学校図書館の利用促進ＰＲ
100%
⑥読書週間（月間）の実施
0%
⑦その他（具体的に：
）
0%
問４ 貴校では、「ビブリオバトル」や「ブックトーク」などの読書活動を行ったことがありますか
また、今度取り組みたいとおもいますか
①行ったことがある
100%
②行ったことはないが、今後取り組みたい
0%
③今後取り組む予定はない
0%
問５ 子どもの読書に関することで、ＰＴＡやボランティアと連携した活動を行っていますか
行っている場合、その内容を具体的にお書きください
①行っている（具体的に：
）
0%
②行っていない
100%

【学校図書館について】
問６ 学校図書館の蔵書冊数を教えて下さい
約１万冊
問７ 平成３０年度中には何冊購入（寄贈）、除籍しましたか
①購入（寄贈）数
約200 冊
②除籍数
0冊
問８ 学校図書館の開館状況を教えてください（複数回答）
①曜日：月～金
②時間帯：昼休み、放課後
問９ 貴校には、司書教諭の有資格者はいますか
①いる→問10へ
②いない

100%
0%

2名

問10 司書教諭資格者が学校図書館を担当してますいか
①担当している
100%
②担当していない
0%
問11 貴校では、学校図書館全体計画など学校図書館に関する計画を策定していますか
①策定している
0%
②策定しているが、学校経営計画で学校図書館の活動を明確にしている
0%
③策定していない ：「図書局として局の活動計画はたてています」
100%
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問12 学校図書館の運営に関して困っていることはありますか
「局員不足」
問13 市立図書館の統計では、他の世代に比べ、中高生の利用が大幅に少なくなっています
高校生の読書活動を活発にするためには、何が必要だと思いますか
「本に触れる機会。「おすすめ本」などの情報と、その情報に触れる機会。
朝読書の様子を見ていても、決して読書に苦手意識があるわけではなく、むしろ集中して読めて
いるように思いますので、働きかけの方法の工夫で読書活動が活発になる可能性は十分にあ
ると思います。」
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紋別市子どもの読書活動に関するアンケート

《特別支援学校》
回答2校/2校中

【貴校での読書活動について】
問１ 貴校では、読書活動を行っていますか
①行っている→問２へ ②行っていない
①行っている→問２へ
②行っていない

0%
100%

問２ どのよな読書活動を行っていますか（例：読み聞かせ、朝読書など）
①読み聞かせ 月 回・週 回・
日
回・毎日 ②朝読書 ③その他
【学校図書館について】
問３ 貴校の学校図書館の蔵書数を教えてください
300冊～3,263冊
問４ 平成３０年度中には何冊購入（寄贈）、除籍しましたか
①購入（寄贈）数
30～72 冊
②除籍数
15～50 冊
問５ 蔵書の割合につて、どのような図書資料を多く所蔵していますか、多い順に番号を
記入して下さい
Ａ校
Ｂ校
①絵本（文字と絵）
2
3
②絵本（しかけ絵）
1
③写真集
2
④絵本以外の読物
3
1
⑤その他
問６ 貴校の学校図書館担当職員数を教えてください
①選任 0名 うち司書教諭有資格者 0名
①兼任 2名 うち司書教諭有資格者 1～2名
問７ 学校図書館の開館状況を教えてください（複数回答）
①曜日
②時間帯
月曜日
100%
始業前
火曜日
100%
中休み
水曜日
100%
昼休み
1校
木曜日
100%
放課後
金曜日
50%
常時
1校
問８ 学校図書館以外の場所に図書を設置してますか
設置している場合は、どのような場所に設置しているか具体的にお書きください
①設置している （具体的に：
）
0%
②設置していない
100%
問９ 子どもの読書に関することで、ＰＴＡやボランティアと連携した活動を行っていますか
行っている場合、その内容を具体的にお書きください
①行っている（具体的に：
）
0%
②行っていない
100%
問10 貴校の児童・生徒のみなさんには、どのような図書資料、また読書活動が
必要だと思いますか
「本の扱い方、本の片づけ方など、そもそも図書館でのふるまい方を指導する必要がある」、「生
徒の課題や問題解決に役立つ図書資料が必要である」
問11 学校図書館の運営に関して困っていることはありますか
「本の整理に時間や人員をかけるのが難しい」、「特になし」
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紋別市子どもの読書活動に関するアンケート

《保育園・認定こども園》
回答9園/10園中

問１ 貴園のクラス数と園児の人数を教えてください
1クラス４名～６クラス１６３名で合計３０クラス５１９名 ※回答のみ集計
問２ 貴園での図書等の所蔵数を教えてください
①絵本
②その他（紙芝居、エプロンシアターなど）

6,980 冊
963 冊

問３ 平成３０年度中には何冊購入（寄贈）、除籍しましたか
①購入（寄贈）数
440 冊
②除籍数
136 冊

91%
9%
6%
2%
※所有数に対する割合

問４ 園の全体的な計画や指導計画に、絵本や紙芝居の読み聞かせなど、本の物語、
文字などに触れ合う活動を位置づけていますか
①位置づけている
100%
②特に位置づけていない
0%
問５ 貴園では読み聞かせを行っていますか
①行っている→問６へ
②行っていない

100%
0%

問６ 読み聞かせは、どのくらいの頻度で行っていますか
①毎日
100%
②週何日
0%
③その他
0%
問７ 貴園では上記のほか、どのような読書活動を行っていますか。
具体的にお書きください
「毎月曜日、朝の集団時に職員達（毎回）交代で絵本やエプロンシアターを行っている」、「・食後
などは自由に絵本を読んでいる（見ている）・図書館ぶっくる便の家庭への貸出し」、「玄関に借
り出し図書を置き、親子で絵本を楽しんでもらっている。本は定期的に入れ替えている」、「行事
に合った内容の絵本や紙芝居を読み聞かせたり、普段の生活の中で子ども達に伝えたいことを
絵本や紙芝居から見たり感じてもらい保育につなげています」、「ぶっくる利用」、「お散歩で図書
館へ行ってます」、「PTAに図書部があり読み聞かせ活動をしてくれています。今年は絵本作家
の小寺卓也さんいよる写真絵本のよみきかせ会があります」、「保育ぶっくる便の利用」
問８ 貴園ではＰＴＡなどのボランティアと連携した読書活動を行っていますか
①行っている（詳細：
）
0%
②行っていない
89%
③回答無
11%
問９ 貴園で所蔵している図書の貸し出しを行っていますか
①行っている（詳細：
）
22%
「玄関に借り出し図書を置いている」
②行っていない
78%
問10 貴園では図書（絵本や児童雑誌）や学習教材のあっせんを行っていますか
①行っている→問11へ
33%
②行っていない
67%
問11 どのような図書や学習教材をあっせんしてますか。また、どのくらいの方が
利用してますか
①あっせん内容
「仲介として行っている～絵本」、「月間絵本」×２園
②利用人数
5人
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問12 保護者が、児童に読み聞かせや本を与えるなど、読書活動に関心があると
感じますか
①多くの保護者が読書活動への関心が高いと感じる
10%
②一部の保護者の関心が高いと感じる
20%
③読書活動よりもテレビやインターネット（スマホ、タブレット）への関心が高いと感じる
30%
④読書活動に関心があるとはいえない
40%
⑤その他
0%
問13 家庭で読書を習慣づけるためには、何が必要だとおもいますか。子どもたちに
読書習慣を身につけさせるには、何が必要だと思いますか
「親が読書をすること。家庭に本があること」、「親の協力が必要であると思う。家に本がないとい
う家庭があった。親が子と一緒になって絵本を楽しむことが本を好きになる１歩だと思う。そこか
らいろいろな絵本の楽しさを知り、習慣づくのではないでしょうか」、「家庭で親子で共有する時
間を少しでも持てたらよいと思います。（寝る前の読み聞かせなど出来たらよいですね）」、「保護
者の方に絵本のすばらしさをお便りなどで伝えている」、「お母さんが毎日、読み聞かせをして絵
本の魅力を感じさせる」、「保育者による読み聞かせ」
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紋別市子どもの読書活動に関するアンケート

《児童館・児童センター》
回答5センター/5センター中

問１ 貴施設での図書等の所蔵数を教えてください
①絵本
②図書
③まんが
④その他

2,442
2,278
3,062
233

問２ 貴施設では毎年図書等を購入してますか
①購入している→問３へ
②購入していない

冊
冊
冊
冊

31%
28%
38%
3%

40%
60%

問３ 平成30年度に購入した図書冊数を教えてください
①４センター合計

48 冊

問４ 貴施設では読み聞かせを行っていますか
①定期的に読み聞かせを行っている→問５へ
②施設のイベントの際に行っている（行事やあそびの中で）
③その他 （行事前の導入、子供が幼児に読み聞かせ）

0%
60%
40%

問５ 読み聞かせは、どのくらいの頻度で行っていますか
①毎日 ②週 日 ③その他（
）
問６ 貴施設では上記のほか、どのような読書活動を行っていますか。
具体的にお書きください
「遊びに来た幼児さんに読み聞かせたり、小学生には遊びの中で使用したりします」、「読みた
い本等があれば申し出てもらい、図書館の方に次回の配本でお願いすることがあります」、「行
事の時の導入に使用したり、あそびの中で子供が興味をもった時」、「児童館にある図書や、図
書館からの配本図書の貸出し」、「行事前にその行事に関する内容の本をピックアップし、他の
本とは別枠で並べたりしてます（例えば、たなばたなど）」
問７ 貴施設で所蔵している図書の貸し出しを行っていますか
①行っている（詳細：
） ②行っていない
①行っている（詳細）
100%
「図書貸出簿に本の名前、氏名、日付を記入してもらい、返す際には返却日を記入してもらって
いる」、「貸出簿に記入して貰っています」、「図書貸出簿をつけている。１回２冊まで、返却は１
週間以内」、「１週間の期間で貸し出しをしてます」、「来館した際には好きな本を自由に貸し出し
ています。借りたい人には貸し出し日と返却日を専用ファイルに記入してもらっています」
②行っていない
0%
問８ 貴施設ではどのような図書が多く読まれていますか
①絵本
②子ども向け図書
③大人向け図書・雑誌
④その他（単行本×１、まんが×３）

27%
18%
18%
37%

問９ 家庭で読書を習慣づけるためには、何が必要だとおもいますか。子どもたちに読書
習慣を身につけさせるには、何が必要だと思いますか
「寝る前の読み着替え（０歳～就学前）を親が行うことが必要だと思います。そういった親御さん
が少なくなっているのも現状としはあります」、「幼児期の読み聞かせ、毎月の入れ替え（配本）
の周知」、「幼児のうち読み聞かせを行なったり、子供が興味を持ったタイミングで本をあたえた
りする。すごく個人差があるが親が本に興味を持つことも大切ではないだろうか。最近は
YoutubeやTV、DVDなどただ見ているだけで内容が入って来るものが多く、本を読むのは「めん
どう」という子供が増えているので、なかなか難しいところがあります」、「親子の対話時間（幼少
期などは）、読み聞かせなどの本と親しむ時間がもてればと思います」、「親が家庭で本を手に
取りやすい環境をつくることが大切だと思います。「読みなさい！」というのではなく、親が読んで
いる姿を子どもに見せたり、読む前に読み聞かせを行うといいのではないかと思います」
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紋別市子どもの読書活動に関するアンケート

《子育て支援センター》
回答1センター/1センター中

問１ 平成３０年度の利用者数を教えて下さい
子ども
4,137 人
大人
3,351 人
問２ 貴施設での図書等の所蔵数を教えてください
①絵本
331 冊
②その他
294 冊（雑誌232、紙芝居53、大型絵本7、ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ1、ｴﾌﾟﾛﾝｼｱﾀｰ1）
問３ 貴施設での毎年図書等を購入してますか
①購入している→問４へ
②購入していない

100%
0%

問４ 平成30年度に購入した図書冊数を教えてください
24 冊
問５ 貴施設では読み聞かせを行っていますか
①行っている→問６
①行っている→問６
②行っていない

100%
0%

問６ 読み聞かせは、どのくらいの頻度で行っていますか
①毎日
100%
②週何日
0%
③その他
0%
問７ 貴施設では上記のほか、どのような読書活動を行っていますか。
具体的にお書きください
「絵本、雑誌の貸し出し」
問８ 貴施設ではボランティアと連携した読書活動を行っていますか
①行っている（詳細：
）
0%
②行っていない
100%
問９ 貴施設で所蔵している図書の貸し出しを行っていますか
①行っている（詳細：
）
100%
「氏名、本の名前を記入のうえ貸し出している」
②行っていない
0%
問10 保護者が、児童に読み聞かせや本を与えるなど、読書活動に関心があると
感じますか
①多くの保護者が読書活動への関心が高いと感じる
0%
②一部の保護者の関心が高いと感じる
100%
③読書活動よりもテレビやインターネット（スマホ、タブレット）への関心が高いと感じる
0%
④読書活動に関心があるとはいえない
0%
⑤その他
0%
問11 家庭で読書を習慣づけるためには、何が必要だとおもいますか。子どもたちに読書
習慣を身につけさせるには、何が必要だと思いますか
「保護者が普段から読書する習慣があり、家庭内に本があること、図書館へ行く習慣があること
が、子どもの読書週間に結びつくと思います」
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紋別市子どもの読書活動に関するアンケート

《留守家庭児童園》
回答3園/3園中

問１ 貴施設での図書等の所蔵数を教えてください
①絵本
②図書
③まんが
④その他

367
90
300
33

問２ 貴施設では毎年図書等を購入してますか
①購入している→問３へ
②購入していない

67%
33%

問３ 平成30年度に購入した図書冊数を教えてください
①２児童園合計

冊
冊
冊
冊

47%
11%
38%
4%

23 冊

問４ 貴施設では読み聞かせを行っていますか
①定期的に読み聞かせを行っている→問５へ
②施設のイベントの際に行っている（紙芝居２カ月１回）
③その他
問５ 読み聞かせは、どのくらいの頻度で行っていますか
①毎日
0%
②週何日
100%
③その他
0%

33%
67%
0%

１日

問６ 貴施設では上記のほか、どのような読書活動を行っていますか。
具体的にお書きください
「毎日２０分程の読書の時間を設けています。月に数回指導員または児童が読み聞かせを行っ
ています」、「図書館から毎月月末に紙芝居を含む合計50冊を貸していただき、子ども達が読ん
でいる。食事の後は、本を読む時間を設定している」、「自由遊び中に好きな本を読む、おやつ
の後の読書時間に読書をする」
問７ 貴施設では、読書活動の他にどのような活動をおこなっていますか
「制作、なわとび、一輪車、教室ゲーム、お誕生日会等」、「自由あおび後、集団ゲーム、制作等
の時間をつくり、異年齢で遊んだり協力したりできるように心がけている」、「運動遊び、ゲート
ﾎﾞｰﾙ、お誕生日、季節の製作、催し物、工作」
問８ 貴施設で、子どもたちに人気の活動はなんですか
「ぼーる遊び、レゴブロック」、「ドッチﾎﾞｰﾙ、外遊び」、「一輪車、卓球、ブロック遊び、お絵かき、
ゲートボール、ボッチボール」
問９ 家庭で読書を習慣づけるためには、何が必要だとおもいますか。子どもたちに読書
習慣を身につけさせるには、何が必要だと思いますか
「入園当初に読書の習慣が無い児童が、毎日同じ時間に読書をする事で、習慣となり読書を楽
しむ様子をも見られます。家庭でも出来る一つの方法かと思います」、「子供と一緒に親も読書
する。家庭でも読み聞かせをしてあげる」、「短かい時間から毎日読書を続ける」
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紋別市子どもの読書活動に関するアンケート

《療育センター》
回答1センター/1センター中

問１ 貴施設の利用者数を教えてください
74 人
問２ 貴施設での図書等の所蔵数を教えてください
①絵本
②図書
③まんが
④その他
問３ 貴施設での毎年図書等を購入してますか
①購入している→問４へ
②購入していない

265
18
2
85

冊
冊
冊
冊

71%
5%
1%
23%

100%
0%

問４ 平成30年度に購入した図書冊数を教えてください
9冊
問５ 貴施設では読み聞かせを行っていますか
①定期的に読み聞かせを行っている→問６
②療育の一環として個別に行っている→問６
③その他（
）

0%
100%
0%

問６ 読み聞かせは、どのくらいの頻度で行っていますか
①毎日
0%
②週何日
100% 月1回
③その他
0%
問７ 貴施設では上記のほか、どのような読書活動を行っていますか。
具体的にお書きください
「運動活動から机上活動への切り替えや、その子供の希望により療育の中で行っている。また、
行事などでビックブックなど図書館からかりて使用している」
問８ 貴施設で所蔵している図書の貸し出しを行っていますか
①行っている（詳細：
）
100%
「西紋地区jことばを育てる親の会で購入している図書については、常時貸出しを行っ
ている。なお、センター所蔵の本についても希望があれば貸出しは可能」
②行っていない
0%
問９ 子どもの発達を促すために、どのような図書資料が有効であると思いますか
①絵本など絵と文字で表した本
0%
②飛び出す絵本などのしかけのある本
0%
③音がでる本
0%
④さわる絵本など、文字や絵をさわって感じることができる本
100%
⑤布絵本など、文字や絵を取り外して使うことができる本
0%
⑥その他
0%
問10 最後に、貴施設に通所しているお子さんに、読書を身近なものとするたには
何が必要だと思いますか
書店のように「今一番読まれている本」や「人気のある本」など目に見える位置に配置すること
で、まず興味を持たせること。読み聞かせ、一緒に読んであげることも必要と思われる
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第４次紋別市子どもの読書活動推進計画（案）に対するパブリックコメント募集結果
◎ 概 要
（１）意見等募集期間 ： 令和元年１０月１日（火）～令和元年１０月２５日（金）
（２）意見等提出者数 ： ３名（持参２、郵送１）
（３）意 見 等 件 数 ： １０件
（４）周 知 方 法 ： 市ホームページ、紋別市立図書館、市役所、
上渚滑支所、渚滑出張所、保健センターでの公開
番号
1

2

3

4

5

6

計 画 （ 案 ） に 対 す る 意 見 要 旨
読書活動の推進を強化するためには、それを担う人材の育成と資質の向上が不可欠で
す。ボランティアによる読み聞かせや、ビブリオバトル・ブックトーク・ストーリーテ
ーリングなどの取り組みを進めるためにも、広く市民や保育・学校関係者への啓発と養
成・研修事業が必要だと思います。
「調べる学習への支援に努める」としています。大切なことですが、もっと具体的な
内容が必要ではないでしょうか。例えば、公益財団法人「図書館振興財団」が主催して
いる「図書館を使った調べる学習コンクール」の優秀作品の展示会の開催を行い、市内
児童の参加を促す取り組みなどが必要だと考えます。
学校図書館の利用を推進する意味で、
「読書通帳」の発行が参考になる。市内でも実施
している学校があり、子どもたちの読書への意欲と関心を高める上で効果が出ていると
いう。実施に向けた検討が必要ではないかと考えます。
障害児への対応について。
「求められる資料の研究と整備に努める」のは当然としても、
その活用についての記述がない。それらをどう活用し、障害のある子どもたちに読書に
親しむ環境を作るか。その具体的整備の方向と関係組織との連携について示してほしい。
「学校図書館に学校司書等を配置し、子どもたちがいつでも利用できる環境づくりに
努める」とした内容。
「学校図書館図書標準を達成する」とした内容は評価できる。期待
したい。学校図書館は「読書・学習・情報」だけでなく「心の居場所」でもあります。
そのためにいつでも利用できる図書館であってほしい。そのうえで、
「学校図書館ガイド
ライン」にも示されている、雑誌、新聞、DVD 等の整備と学校図書館にゆとりのある空
間を持った施設整備、市立図書館との連携を図る「学校図書館支援センター」の設置に
ついても、具体的な検討が必要と考えます。
夏・冬の長期休業時の開放、地域のボランティア・住民への開放といった「地域開放
型」図書館の運営方法についても検討をすべきと考えます。コミュニティスクールの取
り組みにも合致するのではないでしょうか。

7

「第四次計画」策定にあたり、まずは「第三次計画」について、最終年度のみならず
その期間における、それぞれの総合的具体的な検証、すなわち、進捗状況と成果と課題
を明確にすべきではないか。

8

「第三次計画」策定に際しては、図書館協議会委員や一般公募からなる市民懇談会が
組織され、多様で活発な議論がなされている。今回は、学校等のアンケートはなされて
いるが、特に「家庭」
「地域」の取り組みや推進について、事前にどのように市民の意見
を聴取反映しているのか。
国、並びに道の「第四次計画」や、子どもの読書活動を取り巻く情勢の大きな変化、

9

30

10

特に学校図書館法の改正、学習指導要領の改定、情報通信手段の普及・多様化、また紋
別市教育大綱等を受けて、それらがこの「第四次計画」に具体的にどのように反映され
ているのかわからない。具体的に明示するべきではないか。
◆”もんべつ”としての独自性が感じられない
〇暮らしを知る、学ぶ（自然、風土、産業ほか）ための施策は何か
～社会学習、地域学習のため
～地元愛の醸成のため
～農林漁業や自然科学の分野により重きを置くべき
〇子どもたちの進学や就業・就職のための参考書
～ここで地元に残りたいと思わせることも必要ではないか
◆触る絵本や CD 付きの本などがあったらイイ
〇幼児や障碍者の本について、感触を感じるあるいは触れると音が鳴る本などが必要
と思う
～幼児は面白い言葉や音に興味を抱くもの
～視覚や聴覚障害のある児童にも有効
◆リタイヤ組に対する取り組み
〇50 代後半から 65 歳前後向けの充実が必要
～趣味や生きがいの醸成のため
～高齢者向け以前の対策としての取り組み
◆良本や資料の収集、紹介
〇指標が流行り本での貸本数を稼ぐことになっていないか
～古典や近代文学、地域を題材にした本など、もっと良本の紹介に力を入れるべき
～これとあわせて地元資料の収集に当たるべき
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１．提出された意見の要旨と市の考え方
意見
番号
1

頁
10

項

目

計画（案）に対する意見要旨
読書活動の推進を強化するため

読み聞かせについては、PTA などのボランティア

には、それを担う人材の育成と資

や保育・学校関係者に定着しつつあると考えており

質の向上が不可欠です。ボランテ

ます。ビブリオバトルなどの取り組みについては、

ィアによる読み聞かせや、ビブリ

まず図書館職員や学校司書が取組み、それを広げる

オバトル・ブックトーク・ストー

活動が必要と考えております。

第４章
基本目標１
１）家庭

意見に対する市の考え方

リーテーリングなどの取り組みを
進めるためにも、広く市民や保
育・学校関係者への啓発と養成・
研修事業が必要だと思います。
2

11

「調べ る学習への支 援に努め

図書館を使った調べる学習コンクール優秀作品の

る」としています。大切なことで

貸出可否を確認し、開催について検討いたします。

第４章
基本目標１
２）地域

すが、もっと具体的な内容が必要
ではないでしょうか。例えば、公
益財団法人「図書館振興財団」が
主催している「図書館を使った調
べる学習コンクール」の優秀作品
の展示会の開催を行い、市内児童
の参加を促す取り組みなどが必要
だと考えます。

3

12

学校図書館の利用を推進する意

第４章
基本目標１
３）学校等

味で、
「読書通帳」の発行が参考に

すでに実施している学校を参考に読書通帳の配布
を検討します。

なる。市内でも実施している学校
があり、子どもたちの読書への意
欲と関心を高める上で効果が出て
いるという。実施に向けた検討が
必要ではないかと考えます。

8

10

第４章

11

基本目標１

14

１）家庭
２）地域

「第三次計画」策定に際しては、

家庭、地域の取り組みや推進についての市民の意

図書館協議会委員や一般公募から

見については、家庭は主にブックスタート事業のア

なる市民懇談会が組織され、多様

ンケートで把握しております。地域については、児

で活発な議論がなされている。今

童館や留守家庭児童園、読書会から意見を頂いてお

回は、学校等のアンケートはなさ

ります。

れているが、特に「家庭」
「地域」
の取り組みや推進について、事前
にどのように市民の意見を聴取反
映しているのか。
10

14

◆”もんべつ”としての独自性

第４章
基本目標２
１）地域

が感じられない

子どもの読書活動の中で、郷土に関する図書を紹
介し提供することは重要であると考えております。

〇暮らしを知る、学ぶ（自然、
風土、産業ほか）ための施策は何
か
～社会学習、地域学習のため
～地元愛の醸成のため

32

いただいたご意見については市立図書館等の蔵書購
入の際の参考とさせていただきます。

意見
番号

頁

項

目

計画（案）に対する意見要旨

意見に対する市の考え方

～農林漁業や自然科学の分野に
より重きを置くべき
〇子どもたちの進学や就業・就
職のための参考書
～ここで地元に残りたいと思わ
せることも必要ではないか
◆触る絵本や CD 付きの本など
があったらイイ
〇幼児や障碍者の本について、
感触を感じるあるいは触れると音
が鳴る本などが必要と思う
～幼児は面白い言葉や音に興味
を抱くもの
～視覚や聴覚障害のある児童に
も有効
◆リタイヤ組に対する取り組み
〇50 代後半から 65 歳前後向け
の充実が必要
～趣味や生きがいの醸成のため
～高齢者向け以前の対策として
の取り組み
◆良本や資料の収集、紹介
〇指標が流行り本での貸本数を
稼ぐことになっていないか
～古典や近代文学、地域を題材
にした本など、もっと良本の紹介
に力を入れるべき
～これとあわせて地元資料の収
集に当たるべき
5

15

第４章
基本目標２
２）学校等

「学校図書館に学校司書等を配

学校図書館への新聞配備については、予算化に努

置し、子どもたちがいつでも利用

めます。学校図書館支援センターについては、令和 2

できる環境づくりに努める」とし

年度の設置を目指しております。

た内容。
「学校図書館図書標準を達
成する」とした内容は評価できる。
期待したい。学校図書館は「読書・
学習・情報」だけでなく「心の居
場所」でもあります。そのために
いつでも利用できる図書館であっ
てほしい。そのうえで、
「学校図書
館ガイドライン」にも示されてい
る、雑誌、新聞、DVD 等の整備と
学校図書館にゆとりのある空間を
持った施設整備、市立図書館との
連携を図る「学校図書館支援セン
ター」の設置についても、具体的
な検討が必要と考えます。
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意見
番号
6

頁
15

項

目

計画（案）に対する意見要旨

第４章

夏・冬の長期休業時の開放、地域

基本目標２

のボランティア・住民への開放と

２）学校等

いった「地域開放型」図書館の運
営方法についても検討をすべきと
考えます。コミュニティスクール
の取り組みにも合致するのではな
いでしょうか。

34

意見に対する市の考え方
長期休業時の学校図書館開放については、今後学
校運営協議会の検討課題といたします。

２．提出された意見の要旨と市の考え方及び計画修正案
意見
番号
7

頁
2～

項
第２章

目

計画（案）に対する意見要旨
「第四次計画」策定にあ

意見に対する市の考え方

第３次計画の進捗状況、 第２章 P3~P8 各項目に

たり、まずは「第三次計画」 成果については計画期間

8

計画修正案

H26→H30 実績を比較し

について、最終年度のみな

当初と最終年度を比較し、 記述。第４次計画に向け

らずその期間における、そ

第４次計画の課題につい

ての課題の詳細を記述い

れぞれの総合的具体的な検

て明確化致します。

たします。

証、すなわち、進捗状況と
成果と課題を明確にすべき
ではないか。
9

9

第３章

国、並びに道の「第四次

国及び道の読書活動推

第４章に各種計画との関

計画」や、子どもの読書活

進計画等と市の読書活動

連性を記述いたします。

動を取り巻く情勢の大きな

推進計画の関連性につい

変化、特に学校図書館法の

て、計画体系を明確化し記

改正、学習指導要領の改定、 述いたします。
情報通信手段の普及・多様
化、また紋別市教育大綱等
を受けて、それらがこの「第
四次計画」に具体的にどの
ように反映されているのか
わからない。具体的に明示
するべきではないか。
4

14

第４章
基本目標１
２）地域

P14 最終項目を次のよう

障害児への対応につい

障がい児への対応につ

て。
「求められる資料の研究

いては、市立図書館に大活

と整備に努める」のは当然

字本・さわる絵本・LL ブ

としても、その活用につい

ックなどの所蔵を増やし

「障がいのある子どもが

ての記述がない。それらを

てきました。ブックスター

本に親しめるよう、障が

どう活用し、障害のある子

ト事業でも点字絵本を用

い者担当部署と連携しニ

どもたちに読書に親しむ環

意しています。音声資料に

ーズを把握するととも

境を作るか。その具体的整

ついては特に DAISY につ

に、求められる資料の研

備の方向と関係組織との連

いては端末の所蔵者の有

究と整備に努めます。
」

携について示してほしい。

無を把握することが必要
となります。市の障がい児
担当部署と連携し、DAISY
端末の所蔵人数を把握す
るなど行ってまいります。

35

に修正する

第４次紋別市子どもの読書活動推進計画（案）に対する団体等意見募集結果
◎ 概 要
（１）意見等募集期間 ： 令和元年１０月１日（火）～令和元年１０月１８日（金）
（２）意見募集先

：

（２）意見等提出者数
（３）意 見 等 件 数

：
：

番号
1

2

3

4

5

6

市内学校、保育所等、児童館、子育て支援センター、留守家庭
児童園、こども発達支援センター 計３２施設
読書会 ３団体、市立図書館協議会委員 ９名
１２団体・名（ＦＡＸ８・メール１・持参３）
１９件 （うち類似意見４件）

計 画 （ 案 ） に 対 す る 意 見 要 旨
P11 に、次のように加筆してはいかがでしょうか。
〇コミュニティスクールの導入に際し、学校図書館の運営に地域の方の参加を得て、子
どもの読書活動を推進し、地域ぐるみでこどもの学びと成長を支える体制づくりに努めま
す。
理由：学校図書館における業務は多岐にわたり、学校職員だけではその機能を充実・発
揮させることは困難なため。また、こどもの学びに通じた地域との協働により、より良い
学校づくりを通じ、よりよい社会を実現するため。
P13 に、次のように加筆してはいかがでしょうか。
〇紋別市学校図書館協会などの組織を活用し、紋別市内の小・中・高等学校の学校図書
館長（校長）
・司書教諭・学校図書館担当教諭・学校司書など、学校図書館にかかわる教職
員相互の連携を推進し、学校図書館に関する情報共有・利活用促進を図ります。
理由：学校間で学校図書館に対する認識の差があり、既存の組織を活用して自校の置か
れた立場を自覚させ、紋別市全体で学校図書館の整備活用に向けた意識形成を図るため。
P15 の１つ目の〇に関して、次のように修正してはいかがでしょうか。
〇学校では、校長を「学校図書館長」とし、学校図書館法や学校図書館ガイドライン・
全国学校図書館協議会「学校図書館に関する職務分担表」
「情報資源を活用する学びの指導
体系表」に基づき、学校経営計画等学校図書館経営の全体計画を位置づけ、読書・学習・
情報センターとして機能するよう、具体的な運営方針・計画の策定に努めます。
理由：責任の所在や役割分担を明確にし、教育課程展開の中核施設として学校図書館の
運営が適切に行われるようにするため。
学校司書について
各学校に司書が常駐する環境になって欲しい。巡回司書の方に大変お世話になっている。
読み聞かせや、図書の選定、本についての相談事など、あらゆる面で子ども達の読書活動
の幅を広げていただいているので、常駐してくださるとさらに有意義なものになると考え
る。
子どもたちが本に興味を持ったり、読書が好きになるには、その子が育ってきた環境が
大いに関係していると思います。
親が本を読む習慣があるか、小さい頃から絵本を読んでもらう（親から）ことがあった
か、絵本が身近な存在だったかなどの影響が大きいと思います。
読書好きの子どもになるためには、まず親への働きかけが必要で、例えば妊娠中より母
親教室などで絵本の読み聞かせの大切さを教えたり、年齢別の与えたい絵本を紹介したり、
生まれてからは子育て支援等でお母さん（お父さん）のひざの中で両親が読み聞かせる時
間を作る等、まず子供を取り巻く環境の一つである”親”に働きかけることが必要なので
はないでしょうか。
ブックスタート事業等で家庭で絵本の楽しさ、読み聞かせが行われる機会が増えること
はとても良いことと思います。
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番号

7

8
9

10
11

12

13

計 画 （ 案 ） に 対 す る 意 見 要 旨
親子で一緒に絵本を楽しむことはとても大切と思います。図書館利用と積極的に行って
いる家庭も多いと思いますが、まったくその逆の家庭があります。園でも、読み聞かせ他
に努めておりますが、本に関心のある保護者とそうでない保護者とでは反応が全く異なり
ます。図書館に足を運ばない人をどのように取り込むかが難しいです。机上の空論ではな
く、しっかりとした計画が必要と思います。すみません。
「ブックスタート」事業は、お母さんにとって絵本を考える良いきっかけになります。
子どもがどんな本を喜ぶのか考えながら。こんな話を児童館でしてくれるお母さんの顔は
良い顔をしています。
お母さんの絵本に対する意識が高いとそのお子さんはたくさんの絵本に触れることがで
きそれだけで情操教育にもつながり、人格形成にも深くかかわっていくと思います。職場
でも読み聞かせはしますが小学生も絵本は大好きです。家庭でもお母さんが読んであげら
れるような取り組みができたらよいのですが、残念ながらスマホ依存の親が多いです。
小学校で少しの時間を「読書の時間」として設けたら読む習慣、集中する力が備わるの
ではと思います。子どもの時にたくさんの本に出合えて欲しいです。
各施設で、読み聞かせ、図書のレンタル等の際にスタンプラリーのような楽しみがある
とよいと思う。
今まで読んだ本を記録できるノートがあると良い。
毎日、一定時間読書時間を設けているので引き続き本の貸出をして欲しい。たんぽぽで
は 1～6 年生まで幅広い年齢がいるのでそれぞれに対応できる本があると良い。
広い地域を抱えている紋別市ですが、周辺地域は、渚滑川流域の上渚滑地区以外は、海
岸線一帯に低い山並みに沿って渚滑から市街地、南ヶ丘・元紋別周辺、そして小向、沼の
上地区と細く続いています。市立図書館はその中心部にありますが、裏山があり、海と山
に囲まれ周辺には人家などあまりありません。これが漁業の町の姿なのでしょう。子ども
たちにとって図書館は学校帰りに立ち寄ることも難しく、渡日であっても自転車か両親の
車を利用するのが普通なのでしょう。こどもたちにはかなり強い意志がなければ来れない
ところです。計画の中にありますように移動図書館車は絶対的なものです。一歩進めてさ
らに渚滑・上渚滑などには支点になるようなところが欲しいものです。
先日、民友新聞の記事を読んで驚きました。学校教師が図書館司書と組んで（チームテ
ィーチング）
、公開研を開いている箇所です。授業の中で「裏を取る」という説明にも感心
しましたが、最も圧倒されたことは、学校教育とこんな形で協力できるのかと感動したの
です。
学校教師は、たとえ図書の担当者であっても、多様に行動する子どもたちには、いろい
ろな角度から常に目をかけていなければなりません。そこに市の巡回司書が入り、直接図
書委員にも助言の協力をすることができれば素晴らしい効果を発揮することになるでしょ
う。ぜひとも計画をすすめてください。
最近は、市の教育も組織の見直しもあるのかもしれませんが、具体的な活動の様子が一
般市民にもわかりやすくなってきたように感じます。図書館も同じ市教委の分野として頑
張ってほしいと思います。
学校では、時折、全校集会が行われております。これを目当てにしてはどうでしょうか。
一年に１回くらいでも、校長先生のお話の中に市立図書館のことについて入れてもらうと
か、あるいは市立図書館側からお願いしてお話をさせてもらいに出かけるとか。子どもた
ちが図書館にやってくる効果はあるのではないでしょうか。地勢的にもなかなか来れない
ところにあるのですから、常に宣伝活動は必要だと思うのです。校長会に働きかけるのも
いいかもしれません。
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番号
14

15

16
17

18

19

計 画 （ 案 ） に 対 す る 意 見 要 旨
P10 家庭での読書推進について
今更ですが、親が新聞を読む姿も見せない、ましてスマホを手から離さない親の姿を見
て子供に本に興味をといっても無理。親の啓発活動案を乗せるべきと思います。
P15 学校等における環境の整備
子ども新聞を各学校に配布して紙媒体の重要性を、司書を通して発信して読書活動に生
かす。
計画書文言・体裁整理についてのご意見
P12 3）②学校における読書活動の推進
本校の就業体験学習（インターンシップ）実施に際し、毎年生徒の受け入れを受諾して
くださりありがとうございます。
この学習が図書館の地域で果たしている役割について考えさせられる良い機会になって
いると考えております。今後ともよろしくお願いいたします。
いつもぶっくる便ありがとうございます。色々な絵本に触れることができ、とてもよい
体験をさせていただいております。
たくさんの絵本がある中、大変だとは存じますが、年齢に合わせたもの季節に合ったも
のがあるとよりよいと感じております。
また、数冊、紙芝居を入れていただきとてもうれしく、見せていただいております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
保育ぶっくる便を利用させていただいております。なかなか本などを借りに行く時間が
取れないため、毎月届けていただけるのは助かります。

38

１．提出された意見の要旨と市の考え方
意見
番号
11

頁
11

項
第４章
基本目標１
１）地域

目

計画（案）に対する意見要旨

意見に対する市の考え方

広い地域を抱えている紋別市で

移動図書館は遠隔地の小中学校に運行しておりま

すが、周辺地域は、渚滑川流域の

すが、その他に上渚滑支所、渚滑出張所、子育て支

上渚滑地区以外は、海岸線一帯に

援センターを市立図書館図書の返却場所として設定

低い山並みに沿って渚滑から市街

し、図書の回収業務も行っています。

地、南ヶ丘・元紋別周辺、そして
小向、沼の上地区と細く続いてい
ます。市立図書館はその中心部に
ありますが、裏山があり、海と山
に囲まれ周辺には人家などあまり
ありません。これが漁業の町の姿
なのでしょう。子どもたちにとっ
て図書館は学校帰りに立ち寄るこ
とも難しく、渡日であっても自転
車か両親の車を利用するのが普通
なのでしょう。こどもたちにはか
なり強い意志がなければ来れない
ところです。計画の中にあります
ように移動図書館車は絶対的なも
のです。一歩進めてさらに渚滑・
上渚滑などには支点になるような
ところが欲しいものです。
13

10

第４章
基本目標１
１）地域

最近は、市の教育も組織の見直
しもあるのかもしれませんが、具
体的な活動の様子が一般市民にも
わかりやすくなってきたように感
じます。図書館も同じ市教委の分
野として頑張ってほしいと思いま
す。
学校では、時折、全校集会が行
われております。これを目当てに
してはどうでしょうか。一年に１
回くらいでも、校長先生のお話の
中に市立図書館のことについて入
れてもらうとか、あるいは市立図
書館側からお願いしてお話をさせ
てもらいに出かけるとか。子ども
たちが図書館にやってくる効果は
あるのではないでしょうか。地勢
的にもなかなか来れないところに
あるのですから、常に宣伝活動は
必要だと思うのです。校長会に働
きかけるのもいいかもしれませ
ん。

39

学校への図書館見学、職業体験などで図書館の PR
を行っております。

意見
番号
10

頁
11

項

目

第４章
基本目標１
１）地域

計画（案）に対する意見要旨
毎日、一定時間読書時間を設け
ているので引き続き本の貸出をし

意見に対する市の考え方
小学生を対象とした図書を用意し、各園を順番に
回る方式で配本しております。

て欲しい。留守家庭児童園では 1
～6 年生まで幅広い年齢がいるの
でそれぞれに対応できる本がある
と良い。

9

12

第４章
基本目標１
１）地域

各施設で、読み聞かせ、図書の
レンタル等の際にスタンプラリー

市立図書館では、読み聞かせ「絵本の時間」参加
者を対象にスタンプ制度を実施しています。

のような楽しみがあるとよいと思
う。
今まで読んだ本を記録できるノ
ートがあると良い。

8

12

第４章
基本目標１
２）学校等

小学校で少しの時間を「読書の

紋別市子どもの読書活動に関するアンケートでは

時間」として設けたら読む習慣、

市内小中高校全校で、朝読書などの全校一斉読書を

集中する力が備わるのではと思い

実施していると回答しています。

ます。子どもの時にたくさんの本
に出合えて欲しいです。

2

13

第４章

P13 に、次のように加筆してはい

基本目標１

かがでしょうか。

２）学校等

学校長や学校図書館担当教諭との連携について
は、今後設置予定の学校図書館支援センターが担う

〇紋別市学校図書館協会などの組

予定であります。

織を活用し、紋別市内の小・中・
高等学校の学校図書館長（校長）・
司書教諭・学校図書館担当教諭・
学校司書など、学校図書館にかか
わる教職員相互の連携を推進し、
学校図書館に関する情報共有・利
活用促進を図ります。
理由：学校間で学校図書館に対す
る認識の差があり、既存の組織を
活用して自校の置かれた立場を自
覚させ、紋別市全体で学校図書館
の整備活用に向けた意識形成を図
るため。
12

13

第４章

先日、民友新聞の記事を読んで驚

基本目標１

きました。学校教師が図書館司書

２）学校等

と組んで（チームティーチング）
、
公開研を開いている箇所です。授
業の中で「裏を取る」という説明
にも感心しましたが、最も圧倒さ
れたことは、学校教育とこんな形
で協力できるのかと感動したので

40

学校司書の図書委員への支援については、P13 最
終項目に記載しております。

意見
番号

頁

項

目

計画（案）に対する意見要旨

意見に対する市の考え方

す。
学校教師は、たとえ図書の担当者
であっても、多様に行動する子ど
もたちには、いろいろな角度から
常に目をかけていなければなりま
せん。そこに市の巡回司書が入り、
直接図書委員にも助言の協力をす
ることができれば素晴らしい効果
を発揮することになるでしょう。
ぜひとも計画をすすめてくださ
い。
4

14

学校司書については、常駐配置に努めます。

第４章

学校司書について

基本目標２

各学校に司書が常駐する環境にな

２）学校等

って欲しい。巡回司書の方に大変
お世話になっている。読み聞かせ
や、図書の選定、本についての相
談事など、あらゆる面で子ども達
の読書活動の幅を広げていただい
ているので、常駐してくださると
さらに有意義なものになると考え
る。

15

15

第４章
基本目標１
２）学校等

P15 学校等における環境の整備
子ども新聞を各学校に配布して紙
媒体の重要性を、司書を通して発
信して読書活動に生かす。

17

図書館事業に対する

P12

3）②学校における読書活動

お礼

の推進
本校の就業体験学習（インターン
シップ）実施に際し、毎年生徒の
受け入れを受諾してくださりあり
がとうございます。
この学習が図書館の地域で果たし
ている役割について考えさせられ
る良い機会になっていると考えて
おります。今後ともよろしくお願
いいたします。

41

学校図書館への子ども新聞配置については、予算
化に努めます。

意見
番号
18

頁

項

目

計画（案）に対する意見要旨

図書館事業に対する

いつもぶっくる便ありがとうござ

お礼

います。色々な絵本に触れること
ができ、とてもよい体験をさせて
いただいております。
たくさんの絵本がある中、大変だ
とは存じますが、年齢に合わせた
もの季節に合ったものがあるとよ
りよいと感じております。
また、数冊、紙芝居を入れていた
だきとてもうれしく、見せていた
だいております。
今後ともよろしくお願い申し上げ
ます。

19

図書館事業に対する

保育ぶっくる便を利用させていた

お礼

だいております。なかなか本など
を借りに行く時間が取れないた
め、毎月届けていただけるのは助
かります。

42

意見に対する市の考え方

２．提出された意見の要旨と市の考え方及び計画修正案
意見
番号
5

頁
10

項
第４章
基本目標１
１）家庭
２）地域

目

計画（案）に対する意見要旨

意見に対する市の考え方

10

第４章
基本目標１
１）家庭
２）地域

P10 基本目標 1

2）地

子どもたちが本に興味を

紋別市では親子が本に

持ったり、読書が好きにな

出合うきっかけとして 7

域における読書活動の推

るには、その子が育ってき

か月検診時に実施してい

進の 2 項目目に次の文を

た環境が大いに関係してい

る「ブックスタート事業」 加える

ると思います。

を通じて、絵本やブックレ

親が本を読む習慣がある

ット贈呈、さらにボランテ

「ブックスタート後にも

か、小さい頃から絵本を読

ィアが読み聞かせを行う

家庭で読書活動を継続で

んでもらう（親から）こと

ことで、家庭で読み聞かせ

きるよう、1 歳半健診、3

があったか、絵本が身近な

をする際のヒントとなる

歳児健診などの保健事業

存在だったかなどの影響が

ような活動を行ってきま

を通じてブックスタート

大きいと思います。

した。

パックの PR や年齢別お

読書好きの子どもになる

ブックスタート後のア

ためには、まず親への働き

ンケートでは、ブックスタ

かけが必要で、例えば妊娠

ート絵本の活用度は高い

中より母親教室などで絵本

ものの、市立図書館を利用

の読み聞かせの大切さを教

率は上がっていないのが

えたり、年齢別の与えたい

現状です。

絵本を紹介したり、生まれ

ご指摘のとおり子ども

てからは子育て支援等でお

に読書を習慣づけるため

母さん（お父さん）のひざ

には、保護者への働きかけ

の中で両親が読み聞かせる

が重要であると考えられ

時間を作る等、まず子供を

ますので、ブックスタート

取り巻く環境の一つであ

事業以降の保護者への働

る”親”に働きかけること

きかけの機会を設け、幼児

が必要なのではないでしょ

期から学齢期まで読書活

うか。

動を継続させられるよう
努めます。

6

計画修正案

ブックスタート事業等で
家庭で絵本の楽しさ、読み
聞かせが行われる機会が増
えることはとても良いこと
と思います。
親子で一緒に絵本を楽し
むことはとても大切と思い
ます。図書館利用と積極的
に行っている家庭も多いと
思いますが、まったくその
逆の家庭があります。園で
も、読み聞かせ他に努めて
おりますが、本に関心のあ
る保護者とそうでない保護
者とでは反応が全く異なり

43

すすめ絵本リストの配布
に努めます。
」

意見
番号

頁

項

目

計画（案）に対する意見要旨

意見に対する市の考え方

計画修正案

ます。図書館に足を運ばな
い人をどのように取り込む
かが難しいです。机上の空
論ではなく、しっかりとし
た計画が必要と思います。
すみません。
7

10

第４章
基本目標１
１）家庭
２）地域

「ブックスタート」事業
は、お母さんにとって絵本
を考える良いきっかけにな
ります。子どもがどんな本
を喜ぶのか考えながら。こ
んな話を児童館でしてくれ
るお母さんの顔は良い顔を
しています。
お母さんの絵本に対する
意識が高いとそのお子さん
はたくさんの絵本に触れる
ことができそれだけで情操
教育にもつながり、人格形
成にも深くかかわっていく
と思います。職場でも読み
聞かせはしますが小学生も
絵本は大好きです。家庭で
もお母さんが読んであげら
れるような取り組みができ
たらよいのですが、残念な
がらスマホ依存の親が多い
です。

14

10

第４章
基本目標１
２）地域

P10

家庭での読書推進

について
今更ですが、親が新聞を
読む姿も見せない、まして
スマホを手から離さない親
の姿を見て子供に本に興味
をといっても無理。親の啓
発活動案を乗せるべきと思
います。

1

11

第４章
基本目標１
２）地域

P11 に、次のように加筆

子どもの読書活動を進

してはいかがでしょうか。

める上で、地域ぐるみで支

〇コミュニティスクール

える体制づくりは重要だ

「コミュニティスクール

と考えております。

の導入に際し、学校図書

の導入に際し、学校図書館

P11 に次の記述を加える

の運営に地域の方の参加を

館の運営に地域の方の参

得て、子どもの読書活動を

加を得て、子どもの読書

推進し、地域ぐるみでこど

活動を推進し、地域ぐる

もの学びと成長を支える体

みでこどもの学びと成長

44

意見
番号

頁

項

目

計画（案）に対する意見要旨

意見に対する市の考え方

制づくりに努めます。

計画修正案
を支える体制づくりに努

理由：学校図書館におけ

めます。
」

る業務は多岐にわたり、学
校職員だけではその機能を
充実・発揮させることは困
難なため。また、こどもの
学びに通じた地域との協働
により、より良い学校づく
りを通じ、よりよい社会を
実現するため。
3

15

第４章
基本目標１
２）学校等

P15 の１つ目の〇に関し

学校図書館の運営に関

て、次のように修正しては

して、文科省が通知した学

P15

文言を加え、次のとおり

7 項目目に下線の

いかがでしょうか。

校図書館ガイドラインの

修正する

〇学校では、校長を「学

ほか、全国学校図書館協議

校図書館長」とし、学校図

会で定めた各種基準を参

「学校では、学校図書館

書館法や学校図書館ガイド

加校にすることは、非常に

ガイドライン及び全国学

ライン・全国学校図書館協

有効であると考えており

校図書館協議会の各種基

議会「学校図書館に関する

ます。

準を踏まえに基づき、学

職務分担表」
「情報資源を活

校経営計画等学校図書館

用する学びの指導体系表」

運営の全体計画にその活

に基づき、学校経営計画等

動を位置づけ、読書・学

学校図書館経営の全体計画

習・情報センターとして

を位置づけ、読書・学習・

機能するよう具体的な運

情報センターとして機能す

営方針・計画の策定に努

るよう、具体的な運営方

めます。
」

針・計画の策定に努めます。
理由：責任の所在や役割
分担を明確にし、教育課程
展開の中核施設として学校
図書館の運営が適切に行わ
れるようにするため。
16

1～
15

計画書全体

計画書文言・体裁整理に
ついてのご意見

ご意見ありがとうござ
います。

45

計画書全体の体裁につい
て修正いたします。

「第４次紋別市子どもの読書活動推進計画」の策定について
１．子どもの読書活動推進に関する取組の経過について
・平成１３年１２月

国「子どもの読書活動推進に関する法律」を制定

・平成１４年 ８月

国「子どもの読書活動推進に関する基本的な計画（第一次基本計画）
」を策定

・平成１５年１１月

北海道「北海道子どもの読書活動推進計画（第一次計画）
」を策定

・平成１９年 ３月

「紋別市子どもの読書活動推進計画」を策定

・平成２０年 ３月

国「子どもの読書活動推進に関する基本的な計画（第二次基本計画）
」を策定
北海道「北海道子どもの読書活動推進計画『次代を担う子どもの心をはぐく
む北の読書プラン』
（第二次計画）
」を策定

・平成２２年 ８月 「第２次紋別市子どもの読書活動推進計画」を策定
・平成２５年 ３月

北海道「北海道子どもの読書活動推進計画『生きる力をはぐくむ北の読書プ
ラン』
（第三次計画）
」を策定

・平成２５年 ５月

国「子どもの読書活動推進に関する基本的な計画（第三次基本計画）を策定

・平成２６年 ３月 「第３次紋別市子どもの読書活動推進計画」を策定
・平成３０年 ３月

北海道「北海道子どもの読書活動推進計画（第四次計画）
」を策定

・平成３０年 ４月

国「子どもの読書活動推進に関する基本的な計画（第四次基本計画）
」を策定

２．
「第４次紋別市子どもの読書活動推進計画」策定の経過について
平成３０年
・ ８月７日

第１回紋別市立図書館協議会
内容：第四次子供の読書活動の推進に関する基本的な計画（概要）
北海道子供の読書活動推進計画<第四次計画>（概要）
第３次紋別市子どもの読書活動推進計画取組と実績

令和元年
・ ８月９日

子どもの読書活動に関するアンケート調査票配布
回収：市内小・中・高・特別支援学校、保育所・認定こども園、児童館、児童園
療育センター

・ ９月１２日

第１回紋別市立図書館協議会
内容：アンケート結果報告、計画素案審議

・ ９月１９日

令和元年第９回紋別市教育委員会
・計画素案の報告

・１０月 １日

団体等意見募集実施（～１８日） 意見数１９件

・１０月 １日

パブリックコメント実施（～２５日） 意見数１０件

・１１月 ６日

第２回紋別市立図書館協議会
内容：パブリックコメント等意見募集結果報告、第４次計画（案）審議

・１１月 ７日

令和元年第１１回教育委員会
内容：パブリックコメント等意見募集結果報告、第４次計画（案）承認
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紋別市立図書館協議会委員名簿
平成３０年８月７日から

委嘱期間
役職

氏

名

選任区分

長谷

博文

学 校 教 育

潮見町３丁目

潮見小学校長

桒原

誠

社 会 教 育

大山町２丁目

紋別市立図書館友の会

羽田

樹

社 会 教 育

本町４丁目

紋別青年会議所理事長

鈴 木 清 美

社 会 教 育

南が丘町７丁目

絵本とであう会ばく

柴田

康徳

学 校 教 育

渚滑町８丁目

渚滑中学校長

阪東

睦子

社 会 教 育

潮見町４丁目

北海道文学を読む会

学

学 校 教 育

花園町６丁目

紋別養護学校教諭

吉川

庸子

家 庭 教 育

小

主

渡辺

玲子

家 庭 教 育

港町１丁目

平 野

住

平成３２年８月６日まで

所

向

備

考

婦

主婦(読み聞かせｻｰｸﾙわくわく)

□ 委員数

１０名以内

□ 選任区分

学校教育関係者、社会教育関係者、家庭教育関係者、学識経験者

□ 根拠法令

図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）
紋別市立図書館条例（昭和 42 年条例第 17 号）
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第４次紋別市子どもの読書活動推進計画
令和元年（2019 年）11 月
編集・発行：紋別市教育委員会

